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<かわさき市民アカデミーとは>
かわさき市民アカデミーは、市民のための市民大学です。市内外問
わず18歳以上の方であれば、誰でも参加できます。運営は、市民・受
講生が中心となって設立したNPO法人によってなされています。
開講期間は、春・4月～7月と秋・10月～2月、「講座」と「ワーク
ショップ」を開催しています。会場は、川崎市生涯学習プラザを中心
に新百合21ビル、麻生市民館、高津市民館、ミューザ川崎市民交流室
などで実施しています。

<特徴>

<講座申込みについて>

地域社会との結びつきを大切
にした「地域協働講座」や川崎に
ゆかりのある歴史・まちづくり・
自然等を学ぶ「川崎学」を設けて
います。

次回募集は、2015年7月上旬
を予定しています。

また、科学・実
験の講座があるの
は、かわさ
き市民アカデ
ミーの特徴の
一つです。

詳細は、2015年7月中旬発行
のパンフレットをご覧いただく
か、ホームペー
ジ、または市民
アカデミーまで
お問合せくださ
い。(4ページに
お問合せ情報掲載)

2015春用に
写真入替
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2015年度前期講座の紹介(一部)

オリエンテー
ション後、
各地探訪

◆歴史(川崎学)「祈りの諸相」

川
崎
学

縄文以来人々は様々な祈りを捧げてきました。縄文のムラからみえ
る原初の祈りからはじまり、多摩御獄信仰と講、古代から受け継が
れてきた信仰、中近世の鎮守と住民の願い、郷村の祈願、山伏の祈
願、多摩川流域の歩射祭、戦争と慰霊…等時代によって祈りの内容
や対象が変化していく様相やその背景にある地域社会の様子を探り
ます。フィールドワークも3回あります。
2015/4/18(土)～, 全12回

◆いのちの科学

科
学

場所:生涯学習プラザ, 現地見学

◆新しい科学の世界

影向寺遺跡

◆サイエンス・ウェンズデイ

私たちはどこから来てどこへ行くのか。136億年前の宇宙の誕生か
ら最先端の遺伝子工学、ガンの話、地球惑星学、現代の科学技術ま
での幅広い科学の分野をのぞいてみる講座です。月曜日の
「いのちの科学」、火曜日の「新しい科学の世界」、水曜
日の「サイエンス・ウエンズデイ」があります。
全12回 場所:生涯学習プラザ, 現地見学

実験風景

◆エクセレントⅢ「第一次世界大戦への道」

エ
ク
セ
レ
ン
ト

ちょうど100年前の1914年に始まった第一次世界大戦。近くて遠く
もある時代の出来事ながら、その後の世界に大きな影響を与えてい
ます。飛行機や戦車という新兵器の登場、兵士と非戦闘員の区別を
なくした「総力戦」。後期も戦争の推移と戦後の世界を取り上げる
予定です。
2015/4/13(月)～, 全12回

場所:生涯学習プラザ

イメージ

◆ワークショップ「『日本霊異記』を読む」

人
間
学

2014年度後期は、現代語訳の著者である浅見和彦教授の指導の
下「方丈記」を読みました。当時の世相から鴨長明の人物像、
京都の桜、古くから京都に住んでいる人たちの考え方など話は
あちらこちらに飛びながらも読了しました。今期も古典「日本
霊異記」にチャレンジ。さまざまな意見が飛び交う楽しいワー
クショップになりそうです 。
2015/4/16(木)～,全12回 場所:生涯学習プラザ

イメージ

◆音楽Ⅲ「東京交響楽団の案内による音楽の楽しみ～Part18 」

音
楽

音楽Ⅲは、ミューザ川崎を本拠地とする東京交響楽団の各パートのメ
ンバーが講師となり、自分の担当する楽器の紹介をはじめ、楽曲の解
説、トークを交え生の演奏を聴かせてくれる講座です。講師の皆さま
は私たちをゲストとして迎え、本番さながらの演奏を聴かせて下さい
ます。その真剣さが私たち聴く側にも伝わり、終わった後の一体感、
良い音楽が聴けたという満足感は何物にも代えられない魅力がありま
す。2015/4/8(水)～, 全11回 場所:ミューザ川崎市民交流室

MUSA川崎

※掲載写真は過去の講座風景です
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2015年前期講座リスト
現在開講中の講座一覧です。これ以外に短期集中講座、地域協働講座とワークショップがあります。詳しく
は2015年度前期講座の案内、または市民アカデミーまでお問い合わせください。
No.

1

コース名

■

美術Ⅰ

2

自然（川崎学）

3

現代事情

4

心理学

5

エクセレントⅢ

6

国際関係

7

いのちの科学

8

■ 日本の伝統芸能

講座名

浮世絵の愉しみ―浮世絵入門講座
川と自然

川がつくった大地と自然、そして人

液状化する中東・イスラーム世界
心の危機と心理学
第一次世界大戦への道★

台湾から見る東アジアの国際情勢
広がる生命科学の世界★
伝統芸能を知る・楽しむ・体験する

9

新しい科学の世界

新しい科学の世界★

10

自然Ⅱ（川崎学）

川崎の多様な自然

11

日本史

12

みどり学Ⅰ

13

みどり学（フレッシュ）

14

文学

15

エクセレントⅠ

16

学び・歩くかわさき

17

政治・社会

18

（川崎学）

■

音楽Ⅲ

明治維新の社会と文化
みどり学Ⅰ―身近な自然に興味を持ち親しみを深める
みどり学（フレッシュ）
ノンフィクション文学・この1冊（Ⅱ）
世界を旅する⑬ブラジル・ツアー

地域を究める今・むかし
ナショナリズムとは何か―ヨーロッパと日本の過去・現在・未来
東京交響楽団の案内による音楽の楽しみ

Part18★

19

環境とみどり

持続可能な社会と環境保全・防災

20

人間学

人間学再論―あらためて人間とはなにかを問う

21

■

音楽Ⅰ

海老澤敏〈モーツァルトのかなしさは疾走する〉―短調のモーツァルトを聴く―

22

■

音楽Ⅱ

世界の音楽に親しむ

23

世界史

ロシア史 Ⅰ― 起源から革命まで

24

みどり学Ⅱ

25

みどり学（エクセレント）

みどり学（エクセレント）

26

■

描かれた死―絵画で読み解く「死」の西洋文化史

27

■ エクセレントⅡ

美術Ⅱ

みどり学Ⅱ―木や草が生活とつながるおもしろさを極める

世界の宗教③仏教

28

経済

29

映像・メディア

懐かしの名作を語るー第二集「人体」、第三集「プロジェクトX」

30

歴史（川崎学）

祈りの諸相★

各国の経済は、どのようにして今日見るような姿になったのか

無印:川崎市生涯学習プラザ ■:高津市民館

■: 新百合21ビル ■:ミューザ川崎市民交流室

★：左頁で紹介
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NPO法人かわさき市民アカデミー紹介
✦市民によるアカデミー運営をめざして

かわさき市民アカデミー(以下「アカデミー」)は、1993年秋の開学
以来、(公財)川崎市生涯学習財団(以下「財団」)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。
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。NPO法人では
地域貢献事業として、子ども理
科教室なども実施しています。

2014年度 2,986人(川崎市民)

図.2014年度地域別受講者数実績

学習支援事業の紹介・「子ども理科教室」
科学関連の講座を受講してきた受講生の有
志による「子ども理科教室」を行っておりま
す。この教室は、青少年向け科学体験活動ボ
ランティアの養成を目標のひとつとしての活
動です。
3/30(月)子ども理科教室「花火の色はどう
してあんなにきれい？ 」を開催しました。
今後開催予定はホームページ等で募集を確認
してください(不定期)。

2015/3/30 子ども理科教室

事務局所在地・講座開催場所
事務局開室日：平日・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３階
電話 044-733-5590, FAX 044-722-5761
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/麻生市民館/高津市民館/
ミューザ川崎市民交流室
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図.2014年度地域別受講者数実績

イベントの報告「修了式」と「開講式」
年度終わりには「受講生のつどい」があり、今年
は3/20に行いました。講座の修了式も行われ、単
位認定の修了証と記念品が授与されました。
年度始まりには開講式があり、記念講演と受講の 2015/3/5「受講生のつどい」イベント
オリエンテーションがあります。どちらも無料・予
約なしで参加できるので、アカデミーに興味のある
方、一度参加されてはいかがでしょうか。
2015/4/18 「開講式」講演会

事務局所在地・講座開催場所
事務局開室日：平日・8:45～16:45
（土曜講座実施日のみ土曜も開室）
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