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月

火
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平成30年 2月
木
1

１

音文 午後)【3学年合同授業】
声楽家/松田 緑
園芸 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習発表会

年
２
年

３
年

5

6

7

１ 生環 神戸親和女子大学生
年
２ 園芸 園芸研究家/阪上 敏行
年

食文 大雄寺（三木市）住職曹
洞宗/永代 昌宏

３ 健福 森ノ宮医療大学大学院教授/

共通 午後)元読売新聞記者/川
口 眞司
行事 午前)卒業後の進路を考
える

年

長野 仁
午前)1～4班 午後)5～8班
音文 声楽家/大阪音楽大学講師/西
垣 俊朗
食文 広東料理/張 千代

12

13
美工 陶芸家/赤松

２
年
建

国

記

念

の

日

３

生環 関西学院大学総合政策学部名
誉教授/久野 武

健福 午前)社会福祉法人かがやき神
戸就労支援施設B型ぐりぃと
管理責任者/水島 良岳

音文 和太鼓「松村組」 和太鼓奏
者/松村 公彦

園芸 庭樹園園主･樹木医/
阪上 栄樹

15

共通 午前)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
ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

美工 午後)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(陶芸)発表会
音文 同志社女子大学講師/坂本 恵
子
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

ｽﾎﾟｰﾂ 大阪大学･神戸松蔭女子学院
大学非常勤講師/川窪 淳子
午前)健福･園芸 午後)国際
美工 神戸大学大学院人間発達環
境学研究科講師/勅使河原
君江

音文 神戸大学名誉教授/斉田
好男

国際 神戸大学留学生

健福 午前)ゆい社会保険労務士事
務所(福祉事業専門)所長/山
本 勝之
午後)健康福祉ｺｰｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ/
澤田 智恵子 2/1午前へ
午後)新須磨病院院長/澤田
勝寛
2/1午前より

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

22

23

21

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

３ 生環 野菜ｿﾑﾘｴ上級ﾌﾟﾛ(日本野菜ｿﾑﾘｴ ｽﾎﾟｰﾂ 午前)大阪人間科学大学
佑起子

26
１ 健福 【3学年合同授業】午前)一般
財団法人神戸在宅医療・介護
年
推進財団理事長/北 徹
午後)関本クリニック院長/関本
雅子

２ 健福 【3学年合同授業】午前)一般
財団法人神戸在宅医療・介護
推進財団理事長/北 徹
午後)関本クリニック院長/関本
雅子
生環 午前)神戸学院大学薬学部教授/
岡本 正志
午後)武庫川女子大学生活環境
学部教授/松浦 寿喜
園芸 神戸大学大学院農学研究科准
教授/金地 通生

３ 健福 【3学年合同授業】午前)一般
財団法人神戸在宅医療・介護
年
推進財団理事長/北 徹
午後)関本クリニック院長/関本
雅子
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

16

国際 神戸学院大学中国語非常勤
講師/王 彩麗

人間科学部健康心理学科
教授/堤 俊彦
ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

27

音文 午前)神戸大学名誉教授/斉田
好男
午後)グループ学習発表会(リ
ハーサル)

園芸 (公財）こうべ市民福祉振興
協会緑地運営課/宮上 佳江

生環 午前)香りの教室Departure
ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ/桜井
かおり
午後)日本色彩心理学研究所
代表/高橋 佳子

健福 甲南女子大学人間科学部准教
授/山本 存
国際 午前)神戸YWCA学院前主任
講師/斎藤 明子
午後)ひょうごラテンコミュ
ニティ代表/大城 ロクサナ

ｽﾎﾟｰﾂ 大阪大学・神戸松蔭女子学
院大学非常勤講師/
川窪 淳子
午前)国際
午後)美工・音文・園芸

生環 午前)NPO法人神戸まちづく
り研究所事務局長/野崎 隆一
午後)野田北ふるさとﾈｯﾄ事務
局長/河合 節二
2/2より

28

生環 自主企画授業
美工 陶芸家/赤松 真木
園芸 【3学年合同授業】朝日
園代表/米谷 浅和
食文 料理研究家/中崎 朋子

美工 陶芸家/赤松 真木
音文 午前)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習発表会
行事 午後)歓送交流会(音文)

園芸 【3学年合同授業】朝日
園代表/米谷 浅和

音文 午前)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習発表会
行事 午後)歓送交流会(音文)
食文 川柳作家/大西

音文 午前)和太鼓「松村組」
和太鼓奏者/松村 公彦
午後)打楽器奏者/山中
佑起子

共通 午前)福島県立医科大学医学
部疫学講座主任教授/大平
哲也
ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

国際 神戸学院大学中国語非常勤
講師/王 彩麗
美工 神戸大学大学院人間発達環
境学研究科講師/勅使河原
君江
音文 神戸大学大学院人間発達環
境学研究科准教授/大田 美
佐子
園芸 園芸研究家/阪上 敏行

美工 丹波立杭焼･日本工芸会正会員
/市野 哲次
園芸 果樹研究家/荒木 齊
食文 午前)お魚ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ/山嵜 清張

音文 打楽器奏者/山中

9

国際 神戸大学大学院法学研究科
教授/玉田 大

２ 国際 神戸新聞読者ｾﾝﾀｰ・新聞づく
り教室講師/小材 天良
年

年

8

共通 午後)(公財)神戸市文化振興財
神戸市混声合唱団

14

20

ﾏﾕﾐ

生環 午前)NPO法人神戸まちづく
り研究所事務局長/野崎 隆一
午後)野田北ふるさとﾈｯﾄ事務
局長/河合 節二 2/23へ
音文 午後)【3学年合同授業】
声楽家/松田 緑
園芸 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習発表会

健福 午前)関西大学人間健康学部
教授/弘原海 剛
午後)甲南女子大学人間科学
部准教授/山本 存
国際 国際ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ/金田弘司・卒
業生
音文 打楽器奏者/山中 佑起子

午後)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(陶芸)発表会

協会認定)/川上

健福 午前)新須磨病院院長/澤田
勝寛
2/15午後へ
午前)健康福祉ｺｰｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ/
澤田 智恵子2/15午後より
午後)兵庫医療大学薬学部医
療薬学科講師（工学博士）/
藤野 秀樹

生環 有限会社ひのでやｴｺﾗｲﾌ研究
所代表取締役/鈴木 靖文

ひで

美工 午前)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(講師)

19

音文 午後)【3学年合同授業】
声楽家/松田 緑
園芸 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習発表会

健福 午前)健康福祉ｺｰｽ現3年生
午後)地域の社会資源探訪
美工 午後)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(陶芸)発表会
ｽﾎﾟｰﾂ 神戸大学発達科学部人間行動
学科教授/長ケ原 誠
午前)国際 午後)音文・園芸

真木

年

１ 健福 午前)神戸市ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞ教務ﾘｰ
ﾀﾞｰ/窪田 和人
年

生環 気候ネットワーク主任研究
員/豊田 陽介
音文 和太鼓「松村組」 和太鼓奏
者/松村 公彦

園芸 園芸研究家/阪上 敏行
食文 管理栄養士/伊藤

１
年

年

金
2

泰世

音文 午前)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習発表会
行事 午後)歓送交流会(音文)

園芸 【3学年合同授業】朝日
園代表/米谷 浅和
平成30.1.9現在

