理事長・学長 挨拶
✦市民の手によるアカデミー運営をめざして
特定非営利活動法人かわさき市民アカデミー理事長 藤嶋

昭

（東京理科大学学長）

かわさき市民アカデミー

かわさき市民アカデミーは、市民の皆さまに生涯にわたる学
習を通じて生きがいのある人生を支援する場を提供してきまし
た。２０年の歴史を持ち、年間受講者数６，０００人が学ぶア
カデミーは川崎市が全国に誇れる市民大学だと思っています。
かわさき市民アカデミーは２０１１年からＮＰＯ法人として市
民による自主運営に変わりました。これからも市民・関係者の
皆さまのご意見をお聴きしながら、よりよい市民大学にすべく
努めてまいりたいと思っています。

✦知識や考え方・人間関係の広がりを大切にしています
かわさき市民アカデミー学長 太田 猛彦（東京大学名誉教授）
かわさき市民アカデミーは、めまぐるしく変化する世の中に
あって、じっくり考え、学ぶことのできる場、 最新の専門知識
の得られる生涯学習の場を作りたいという願いから出発しまし
た。 今日では、学習を通して知識・考え方の深まりや人間関係
のつながり・広がりを実感できる「場」がすでに形成されてい
ると考えています。 かわさき市民アカデミーは、これからも
（公財）川崎市生涯学習財団や受講生との協働の中で、川崎市
の新しい文化を築いて行くものと信じています。

◆学ぶ喜び
◆広がる友の輪
◆深 ま る 生 き 方

❖知的好奇心を満たす「学びの場」・自己実現を
目指す「自分さがしの場」・気の合う友を探す
「仲間づくりの場」を提供しています。
❖地域社会との結びつきを大切にした「地域協働講座」
を設けています。
❖受講生の親睦・交流を大切にしています。
❖学習成果としての社会参加を応援しています。

アカデミーは今年開学20周年にあたり12月
14日（土曜日）、15日（日曜日）に学園祭
に当たるフェスタを開催します。また、15
日（日曜日）は20周年記念行事を行います。
どなたもでも参加出来ます。
詳細はフェスタのチラシをご覧頂くか、
ホームページをご覧下さい。

かわさき市民アカデミーでは幅広い分野の講座を春（3月末から7月）と秋（9月
末から2月）の2期に分けて開講しています。誰でも参加できる市民のための市民
大学として年齢性別問わず幅広い方々の要求を満たす多岐にわたる分野の講座を準
備しています。

歴史・文学系

政治・経済系

人間・福祉

環境・みどり

事務局所在地、講座開催場所
事務局開室日：月曜～金曜・8:45～16:45
（土曜講座実施日のみ土曜も開室）
〒２１１－００６４
川崎市中原区今井南町５１４－１
川崎市生涯学習プラザ３Ｆ
ＴＥＬ０４４－７３３－５５９０
ＦＡＸ０４４－７２２－５７６１
問合せ用メールアドレス info@npoacademy.jp
ホームページ http://npoacademy.jp/

講座開催場所
・川崎市生涯学習プラザ
・新百合21ビル地下２階
・高津市民館NOCTY2
・ミューザ川崎市民交流室

美術・音楽・
映像

幅広い分野
優れた講師陣
充実した講座
自然科学

地域協働講座

川崎学

このチラシを見て興味が湧いたら一講座試してみませんか？
次回春の講座の募集は2014年1月中旬、このラックに案内のチラシを準備いた
します。

2013年1２月現在

ＮＰＯ法人かわさき市民アカデミーとは

開講中の講座を覗いてみよう（2013年9月～14年２月）

✦市民によるアカデミー運営をめざして

✦いのちの科学

かわさき市民アカデミー（以下「アカデミー」という）は、１９９３年秋の開学以来、（公
財）川崎市生涯学習財団（以下「財団」という）が運営してきましたが、２００７年４月に、市
民・受講生が中心となってかわさき市民アカデミーの“市民による運営”を目指し、特定非営利活動
法人（NPO法人）かわさき市民アカデミーが設立されました。
理念・目的は、川崎市及びその周辺の市民に対して、学習を通じて健康で生きがいのある、そ
して、創造性と個性豊かな地域社会をつくり、その発展・向上に寄与することです。
２０１１年４月からアカデミーの運営の主体が財団からＮＰＯに移譲され、引き続き財団と協
働で運営しています。

受講者数の推移
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現在開講中（2013年後期）の講座内容
現在開講中の講座の一覧です。これらの講座以外に、人数を絞ってゼミ形式で専門的内容を先
生と親しく議論或いは実技するワークショップ、川崎のまちづくりに関連した地域協働講座、短
期集中講座など47講座が開講中です。
1

美術Ⅰ

旅と風土から生まれた芸術～軽井沢・京都・パリと画家・作家たち

美術評論家 阿部信雄

2

自然（川崎学）

大地のあゆみを歩むパートⅡ

多摩川流域自然史研究会代表

3

現代事情

「アラブの春」とその後の中東

獨協大学講師

4

国際関係

ヨーロッパ統合の歴史

成蹊大学准教授 板橋拓己

5

エクセレントⅢ

文明としての江戸時代を考える―現代日本のみちしるべとして

上智大学教授 鬼頭 宏

6

いのちの科学

広がる生命科学の世界

東京理科大学教授 池北雅彦ほか

7

日本の伝統芸能

和楽器入門

洗足学園音楽大学現代邦楽研究所副所長 森重行敏ほか

8

新しい科学の世界

9

日本史

10

みどり学Ⅰ

11

文学

12
13

その２

増渕和夫ほか

平井文子

新しい科学の世界

東京大学名誉教授 上田誠也ほか

建国神話と大和政権の成立

成城大学・中央大学講師 加藤謙吉

みどり学Ⅰ

樹木医 石井誠治ほか

ノンフィクション文学・この１冊

ルポルタージュ作家 鎌田 慧ほか

エクセレントⅠ

世界を旅する⑩イタリア・ツアー

東京大学名誉教授 馬場康雄ほか

まち歩き（川崎学）

かわさき散歩いまむかし

地域史研究家 長島 保
川崎郷土研究会会長 星野 仁

14

政治・社会

いま、「家族」を考える

日本大学教授

15

音楽Ⅲ

東京交響楽団の案内による音楽の楽しみ方 ～Part15

東京交響楽団メンバーほか

16

環境とみどり

持続可能な社会の創出

東京大学名誉教授 太田猛彦ほか

17

人間学

林住期を生きる―今あらためて生・老・病・死を問う

鎌倉女子大学教授 竹内整一ほか

18

音楽Ⅰ

新モーツァルト大学（その二）ヴィーン時代のモーツァルトの生と死の
日本モーツァルト研究所所長 海老澤
弁証法―新解釈をもとに名曲を聴き観る

19

音楽Ⅱ

協奏曲の楽しみ～知らないと損をする”極め付き”の名曲案内 (その2)

音楽評論家

20

世界史

イギリス史Ⅱ―政治・宗教・文学にみるイギリス近代

日本大学教授

21

みどり学Ⅱ

みどり学Ⅱ

樹木医 石井誠治ほか

22

美術Ⅱ

23

エクセレントⅡ

24

経済

25

映像・メディア

26

歴史（川崎学）

早稲田大学教授
作家 楠見千鶴子

駒澤大学教授 瀬戸岡 紘

各国めぐり

敏ほか

森 ありさほか

現代経済事情

◆文学
今回は文学講座では珍しい「ノンフィク
ション文学」をテーマに採り上げていま
す。
歴史的事件を題材としてその内容や社会
的意味、提起された問題の現在などについ
て学びます。過去の問題と思っていたこと
が、まさに現代に通じていることに気がつ
きます。
現在に生きる我々はどうすれば良いのか
を考えるきっかけになることと思います。

見学あり、実験ありの楽しみにしてい
たワークショップが始まりました。手始
めにこんなものを作りましたよ。

丹羽正明

ギリシア神話の世界

「講座」と「ワークショップ｣
講座は最近話題の豪雨と土砂崩れ，巨大地
震などの自然災害、原発と自然エネルギー、
ＰＭ２.５など環境汚染、ＴＰＰと食糧問題、
資源問題、地球の誕生から現在までの地球史
と生物の生活環境変動など、まさに旬の話題
で退屈しません。太田猛彦東京大学名誉教授
ほか各大学の教授陣を招いて、単独の大学で
は編成できない豪華な顔ぶれで最新の研究成
果を聞いています。
午後のワークショップは、野外見学主体の研
修や討論が中心で、受講生が自主的に講座を
企画し、興味のある所を自由に見学したり講
師をお呼びしています。

✦サイエンスウェンズディ

広田照幸ほか

スペイン美術への招待

毒って何？薬って何？毒ってなんで毒の？
薬と毒は表裏一体？ 次々と疑問が湧いてく
るが、毒にも薬にもなる話？を懇切丁寧に講
義してくれました。講座の先が楽しみ！

◆環境とみどり

地域分布（2012年度）

人

・第１回“毒とは何か？
東京理科大池北教授により１回から6回まで
は毒と薬のお話

大髙保二郎

テレビのいま―情報を読み解く

元ＮＨＫニュースキャスター 勝部領樹ほか

近代かわさき民衆の歩み

明治大学講師 渡辺賢二ほか

✦新しい科学の世界
幾つになっても知らなかったことが新たに
分かるのは楽しいもの。ノーベル賞のヒッグ
ス粒子から、地震やプレートテクトニクス、
天文、メタンハイドレートまで、科学の世界
をのぞき見しています。

◆政治・社会ワークショップ
今期は、戦後の代表的知識人であった丸山眞
男をテキストに、日本社会の抱える様々な問
題について考えます。受講生同士、講師との
話し合いを重視して進めています。

写真は2012年度ワークショップの様子

◆音楽Ⅱ「協奏曲の楽しみ」
毎回１～２人の作曲家を取り上げ、その生
涯、師弟関係、主要作品など丹羽正明先生
が解説。
その後、その作曲家による協奏曲を解説し
て頂きながらCD/DVDで音楽を堪能、忙しい
日常生活のなか、名曲に浸れるひと時を毎
回楽しんでいます。

◆まち歩き
この日は、川崎区の臨海部を巡る講座で、
展望の素晴らしいちどり公園を出発。最初
は、千鳥町と東扇島を結ぶ海底トンネルで
す。車専用の上下線に挟まれた幅３ｍの避
難用の歩道で約1Kmあります。トンネルを
抜け、川崎漁業発祥の地碑、静かで清潔な
人工の海浜公園などをまわり、最後はかわ
さきマリエンからの展望を楽しみました。
解散後は有志で反省会です。

