学 習 予 定 表
月
3

火
4

水
5

１ 健福 午前)神戸常盤大学短期 ｽﾎﾟｰﾂ 大阪国際大学人間科学部ﾋﾞ
大学部口腔保健学科教
ｼﾞﾈｽ行動学科教授/高見 彰
年
授/足立 了平
午後)訪問充当日
生環 兵庫大学経済情報学部
教授/池本 廣希
美工 造形作家･漫画家･ｲﾗｽﾄ
ﾚｰﾀｰ/毛利 泰房
２ 園芸 園芸研究家/阪上 敏行

年

12/17へ
午前)健福 午後)国際
ﾎｰﾑ 午前)国際･生環･美工･音文
ﾙｰﾑ
園芸･食文
午後)健福
クラス別日程で後日実施
食文 広東料理/張 千代
9/14へ

平成30年 9月
木
6

金
7

音文 【3学年合同授業】関西国際
大学非常勤講師･兵庫県合唱
連盟副理事長/矢田正一

ｽﾎﾟｰﾂ 兵庫県立大学経済学部准教

授/伊藤 克広
午前)美工･園芸
午後)健福･音文
ﾎｰﾑ 午前)健福･国際･生環
ﾙｰﾑ
音文･食文
午後)美工･園芸

園芸 園芸研究家/阪上 敏行
食文 （公益社団法人）兵庫県食
生活改善協会常務理事/金谷
滋子
国際 神戸YWCA学院前主任講師
/斎藤 明子
生環 午前)神戸市住宅都市局交通
政策部公共交通課交通企画
係長/杉本 強
午後)神戸大学大学院海事科
学研究科教授/小谷通泰
7/5より
音文 【3学年合同授業】関西国際大
学非常勤講師･兵庫県合唱連盟
副理事長/矢田 正一

３ 健福 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動実践日
年 国際 グループ学習(自主)

美工 陶芸家/赤松
10/22へ

美工 陶芸家/赤松 真木
音文 神戸大学名誉教授/斉田 好
男

真木

食文 (公益社団法人)兵庫県
食生活改善協会常務理
事/金谷 滋子

10
１ 健福 神戸大学名誉教授/
足立 正樹 9/26へ
年

11
食文 料理研究家/中崎

朋子

２ 美工 神戸大学大学院人間発

３ ｽﾎﾟｰﾂ 大阪国際大学人間科学
部ビジネス行動学科教
授/高見 彰
午前）生環
年
午後）健福・美工
12/14へ
食文 グループ学習(自主)
9/26へ

17
１
年

老

の

13
音文 【3学年合同授業】関西国際
大学非常勤講師・兵庫県合
唱連盟副理事長/矢田 正一
園芸 神戸大学大学院農学研究科
准教授/金地 通生

国際 グループ学習(講師)

音文 【3学年合同授業】関西国
際大学非常勤講師・兵庫県
合唱連盟副理事長/矢田 正
一

18

19

国際 校外学習
美工 神戸親和女子大学非常勤講
師/鍬田 和見

健福 神戸市シルバーカレッジ教
務リーダー/窪田 和人

ｽﾎﾟｰﾂ 大阪国際大学人間科学部ﾋﾞ
ｼﾞﾈｽ行動学科教授/高見 彰
午前)国際
午後)音文･園芸･食文

午後)こうべ市民福祉振興協会企
画広報係長/佃 孝司

国際 和歌山大学客員教授･元日本
環境学会会長/和田 武
食文 広東料理/張 千代 9/4より
生環 午前)環境省神戸自然保護官事
務所自然保護官補佐/
高橋 明子
午後)環境省・環境ｶｳﾝｾﾗｰ/
北尾 進
音文 午前)打楽器奏者/山中 佑起子
園芸 庭樹園園主/阪上 栄樹

21

国際 和歌山大学客員教授・元日本
環境学会会長/和田 武
美工 丹波立杭焼日本工芸会正会員/
市野 哲次
生環 午前)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)
午後)森林動物研究センター研
究部長･兵庫県立大学自然・科
学研究所教授/横山 真弓

26

27

28

１
年

生環 校外学習
食文 洋菓子・料理研究家/上田
悦子

健福 神戸大学名誉教授/
足立 正樹 9/10より
美工 校外学習
音文 【3学年合同授業】神戸大学
名誉教授/斉田 好男
園芸 【3学年合同授業】校外学習

園芸 (株）ハイポネックスジャパ
ン/吉田 健一

音文 【3学年合同授業】神戸大学名
誉教授/斉田 好男

２
年

美工 神戸大学大学院人間発達環
境学研究科准教授/岸本
吉弘 9/10より

音文 【3学年合同授業】神戸大学
名誉教授/斉田 好男
園芸 【3学年合同授業】校外学習
ｽﾎﾟｰﾂ 兵庫県立大学経済学部准教
授/伊藤 克広
午前)国際,午後)生環･食文

生環 午前)兵庫県立大学政策科学
研究所教授/加藤 恵正

健福 午前)健康運動指導士/
竹内 尚美
午後)神港園しあわせの家施設長
(精神科医)/髙谷 育男
音文 【3学年合同授業】神戸大学名
誉教授/斉田 好男

音文 【3学年合同授業】神戸大学
名誉教授/斉田 好男
園芸 【3学年合同授業】校外学習

健福 グループ学習(自主)
美工 神戸大学大学院人間発達環
境学研究科准教授/勅使河原
君江
食文 グループ学習(自主)

秋分の日振替休日

３
年

25

健福 午前)神戸市住宅都市局景観政
策課係長/山下 卓洋

正篤

健福 午前)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)
午後)認定ＮＰＯ法人ｺﾐｭﾆ
ﾃｨｰ・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ神戸理事長
/中村 順子
美工 丹波立杭焼日本工芸会正会
員/市野 哲次
音文 神戸大学名誉教授/岩井 正
浩
7/20より
食文 (公益社団法人)兵庫県食生
活改善協会常務理事/金谷
滋子

ﾎｰﾑ 午前)健福･生環･美工･音文
ﾙｰﾑ
園芸･食文
午後)国際

24

20
園芸 果樹研究家/武久

生環 校外学習
食文 （公益社団法人）兵庫県食
生活改善協会常務理事/
金谷 滋子

日

３
年

国際 神戸YWCA学院前主任講師
/斎藤 明子
生環 木材コーディネーター/
能口 秀一
音文 【3学年合同授業】関西国際大

健福 グループ学習(自主)

美工・音文・園芸・食文
校外学習

生環 グループ学習(講師)
園芸 園芸研究家/阪上 敏行

14

学非常勤講師･兵庫県合唱連盟
副理事長/矢田 正一

２
年
敬

12

食文 洋菓子・料理研究家/上田
悦子

達環境学研究科准教授
/岸本 吉弘
年
9/25へ
園芸 （社）ﾌﾗﾜｰｿｻｴﾃｨｰ会
長/長村 智司
12/17へ

美工 丹波立杭焼日本工芸会正会員
/市野 哲次

学非常勤講師･兵庫県合唱連盟副
理事長/矢田 正一

ｽﾎﾟｰﾂ 大阪国際大学人間科学部ﾋﾞｼﾞﾈｽ
行動学科教授/高見 彰
午前)美工･音文･食文
午後)生環･園芸

生環 午前)近畿大学建築学
部建築学科教授/岩前
篤 10/23午前へ
午後)京都工芸繊維大
学名誉教授/木村 照夫
11/14午後へ
国際 兵庫大学生涯福祉学部
准教授/斎藤 正寿
10/29午前へ

健福 グループ学習(講師)
音文 【3学年合同授業】関西国際大

健福 午前)神戸常盤大学短期大学部
口腔保健学科教授/
足立 了平
午後)社会福祉法人神戸市社会
福祉協議会地域福祉課長/玉
置 和美

食文 グループ学習(自主)
9/10より

午後)家事マイスター®/
梶野 智絵

音文 神戸大学大学院人間発達環境学
研究科准教授/大田
7/5より

美佐子

生環 午前)ＮＰＯ法人ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ関西
理事長/浅葉 めぐみ
午後)ＮＰＯ法人ﾌﾘｰﾍﾙﾌﾟ理事
長/西本 精五
音文 【3学年合同授業】神戸大学
名誉教授/斉田 好男
園芸 神戸大学大学院農学研究科准
教授/金地 通生
h30.9.13現在

