学 習 予 定 表
月
3
１ 生環 NPO法人環境市民副代表理事/
下村 委津子
年

火
4
食文 洋菓子・料理研究家/
上田 悦子

２ 健福 午前)森ノ宮医療大学大学院
教授/長野 仁
年

木
6

（リハーサル）

年

園芸 園芸研究家/阪上 敏行

食文 料理研究家/中崎 朋子

生環 野菜ソムリエ上級プロ
（日本野菜ソムリエ協会
認定）/川上 マユミ

健福 管理栄養士/伊藤 ひで
【10:00～14:00】

健福 グループ学習(講師)
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
ｽﾎﾟｰﾂ 湊川短期大学幼児教育保育

国際 京都大学東南アジア地域
研究研究所連携研究員･映
画監督/直井 里予
生環 グループ学習(講師)
音文 打楽器奏者/山中 佑起子
園芸 兵庫県立大学自然環境科
学研究所客員教授/
服部 保

ｽﾎﾟｰﾂ 午前)(公財)兵庫県健康
財団健康づくり部参与
/亀澤 徹郎
ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

学科准教授/谷めぐみ

午前)音文･園芸･食文
午後)国際

10
１ 国際 グループ学習発表会
（積極参加）
年

11

12

美工 陶芸家/赤松 真木
食文 料理研究家/中崎 朋子

共通 午前)被災地ＮＧＯ協働セン
ター顧問/村井 雅清
午後)兵庫県生活科学総合ｾﾝ
ﾀｰ消費生活専門員/
本多 三洋子

健福 グループ学習発表会
（積極参加）

国際 流通科学大学経済学部准
教授/村上 友章

共通 午前)小磯記念美術館学
芸員/高橋 佳苗

美工 陶芸家/赤松 真木
（自由参加）

健福 グループ学習発表会
（積極参加）
生環 チームリサーチ

生環 野菜ソムリエ上級プロ
（日本野菜ソムリエ協会
認定）/川上 マユミ
【１～３班】

美工 陶芸家/赤松

健福 グループ学習発表会

音文 午前)和太鼓「松村組」 和
太鼓奏者/松村 公彦
敏行
園芸 園芸研究家/阪上
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
午後）健福・美工
9/10より

生環 午前)NPO法人こども環境活動
支援協会監事/戸田 耿介
午後)神戸市環境局自然環境共
生課担当係長/岸本 祥

２ 国際 グループ学習発表会
年

（積極参加）
美工 神戸親和女子大学非常勤講師/
鍬田 和見
音文 神戸大学大学院人間発達環境学
研究科准教授/田村 文生
園芸 神戸大学大学院農学研究科准教
授/金地 通生

３ 国際 グループ学習発表会
年

17

13

ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

音文 神戸大学名誉教授/
斉田 好男

18

１ ｽﾎﾟｰﾂ 大阪国際大学人間科学部ﾋﾞｼﾞﾈｽ
年

真木

19

20

生環 【3学年合同・公開授業】

音文 午後)【3学年合同授業】声

14

21

楽家；ｿﾌﾟﾗﾉ/鬼一 薫

行動学科教授/高見 彰
午前)健福 午後)国際
9/4より

２ 園芸 （社）ﾌﾗﾜｰｿｻｴﾃｨｰ会長/長村
智司
9/10より
年

金
7

共通 午前)社会福祉法人大阪ボラ
ンティア協会常務理事/早
瀬 昇
ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

午後)新須磨病院院長/澤田 勝
寛
美工 丹波立杭焼日本工芸会正会員/
市野 哲次
音文 神戸大学大学院人間発達環境学
研究科准教授/田村 文生
園芸 園芸研究家/阪上 敏行

３ 国際 グループ学習発表会

平成30年 12月

水
5

共通 午前)NPO法人たけの
コム・卒業生（９期
生）/西田 圭一
午後)大阪商業大学経済
学部専任講師・ＮＰＯ
法人「食と農の研究
所」理事/中塚 華奈

生環 【3学年合同・公開授業】
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 同志社大学政策学部教授/月
村

太郎

生環 野菜ソムリエ上級プロ（日
本野菜ソムリエ協会認定）/
川上 マユミ
【４～６班】

音文 午後)【3学年合同授業】声
楽家；ｿﾌﾟﾗﾉ/鬼一 薫

３ 国際 グループ学習(講師)
年 生環 午前）シルバー大学院/環境未
来館/米つくろう会/クーネル会
/卒業生
午後）社会還元ｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ
「わ」環境部会

24

25

生環 【3学年合同・公開授業】
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

健福 午前)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(講師)
音文 午後)【3学年合同授業】声

26

27

楽家；ｿﾌﾟﾗﾉ/鬼一 薫

生環 午前)兵庫県立人と自然の
博物館自然･環境再生研究
部主任研究員/
橋本 佳延
午後)グループ学習(自主)
7/20より

28

１
年
２
年
３
年

31
１
年
２
年
３
年
h30.9.13現在

