月
月

火
1

間 予 定 表
木
3

１

美工 陶芸家/赤松

年

音文 神戸大学名誉教授/
斉田 好男

２

共通 午前)神戸いのちの電話事
務局長/正岡 茂明
午後)NPO法人ｺﾐｭﾆﾃｨかり
ば専務理事/佐野 正明

食文 広東料理/張

健福 グループ学習(ｵｰﾌﾟﾝ)

国際 グループ学習(自主)
美工 陶芸家/赤松 真木

年
３
年

7
１ 健福 同志社大学ｽﾎﾟｰﾂ健康科学
部教授/竹田 正樹
年
生環 植物同好会会長/黒崎･神戸
小動物研究会会長/宮崎･ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟわ花実の森ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ代
表/菅田

２ 健福 同志社大学ｽﾎﾟｰﾂ健康科学
部教授/竹田 正樹
年
園芸 園芸研究家/阪上

活改善協会常務理事/金谷
滋子

14
午後)新須磨病院院長/
澤田 勝寛
生環 日本鳥類標識協会評議員･
NPO法人ﾀﾝﾁｮｳ保護研究ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ理事/山根 みどり

共通 午前)神戸学院大学総合ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部特命教授/
前田 潔
午後)NPO法人ｺﾐｭﾆﾃｨか
りば理事長/安藤 眞佐子
千代

憲

法

記

念

日

10

み

ど

り

の

日

8

9
共通 午前)ﾌﾙｰﾄ･ｵｶﾘﾅ奏者・講
演家/さくらい りょうこ

11

音文 神戸大学名誉教授/岩井
正浩

音文 神戸大学名誉教授/
斉田 好男
食文 洋菓子・料理研究家/
上田 悦子

ｽﾎﾟｰﾂ 兵庫県立大学経営学部 教
授/松村 浩貴
午前)健福・美工
午後)音文・食文
国際 神戸女子大学非常勤講師/
權 珍嬉
生環 午前)神戸学院大学薬学部
教授/岡本 正志
午後)兵庫県立大学環境人
間学部教授/糟屋 美千子
園芸 (株）ハイポネックスジャ
パン/吉田 健一

健福 午前)ゆい社会保険労務士
事務所長/山本 勝之
午後)一般社団法人兵庫県
精神科病院協会事務局長/
森井 俊次
国際 神戸大学大学院経済学研
究科教授/吉井 昌彦
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

ﾎｰﾑ 午前)全コース
ﾙｰﾑ
共通 午後)NPO法人ｺﾐｭﾆﾃｨかり
ば理事長/安藤 眞佐子

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

健福 グループ学習
(ｵｰﾌﾟﾝ･自主)
音文 午前)打楽器奏者/
山中 佑起子

生環 グループ学習(講師)

音文 ピアニスト/中村 真実

ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

16

17

園芸 園芸研究家/阪上 敏行

18

音文 神戸大学名誉教授/斉田
好男
食文 ﾗｼﾞｭﾈｽ代官山ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ
ｼｪﾌ/小久江 次郎

美工 【3学年合同授業】
陶芸家/赤松 真木

ｽﾎﾟｰﾂ 兵庫県立大学経営学部 教
授/松村 浩貴
午前)健福・美工
午後)生環・食文
国際 (公財)PHD協会事務局長/
坂西 卓郎
園芸 (株）ハイポネックスジャ
パン/吉田 健一

共通 午前)NPO法人子どもデザ
イン教室代表理事/
和田 隆博
ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

国際 元芦屋大学教授/
楠本 利夫
美工 【3学年合同授業】
陶芸家/赤松 真木
音文 神戸大学名誉教授/斉田
好男
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

生環 午前)神戸女学院大学人間
科学部環境ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科
教授/張野 宏也
午後)環境省・環境ｶｳﾝｾﾗｰ/
北尾 進

健福 神戸市立点字図書館職員/
東 秀樹
音文 神戸大学名誉教授/岩井
正浩

美工 陶芸家/赤松

美工 【3学年合同授業】
陶芸家/赤松 真木

健福 午前)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 午前)環境省・環境ｶｳﾝｾﾗｰ
/北尾 進
午後)生活環境ｺｰｽ卒業生
音文 和太鼓「松村組」 和太鼓
奏者/松村 公彦
園芸 庭樹園園主/阪上 栄樹

真実

２ 健福 午前)同志社大学ｽﾎﾟｰﾂ健康
年

金
4

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 料理研究家/中崎 朋子

15

１ 健福 午前)同志社大学ｽﾎﾟｰﾂ健康
科学部教授/竹田 正樹
年

音文 ピアニスト/中村

真木

敏行

３ 国際 グループ学習(講師)
年 食文 (公益社団法人)兵庫県食生

平成30年5月

水
2

科学部教授/竹田 正樹
園芸 株式会社万花園/阪上 広和

３ 国際 グループ学習(講師)
年 食文 洋菓子・料理研究家/上田

真木

悦子

午後)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)
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

21
１ 健福 甲南女子大学人間科学部
教授/山本 存
年

22

23

24

25

行事 新入生歓迎交流会(生環)

行事 新入生歓迎交流会(美工)

行事 新入生歓迎交流会(音文)

行事 新入生歓迎交流会(園芸)

行事 新入生歓迎交流会(生環)

行事 新入生歓迎交流会(美工)

行事 新入生歓迎交流会(音文)

国際 校外学習
行事 新入生歓迎交流会(園芸)

行事 新入生歓迎交流会(生環)

行事 新入生歓迎交流会(美工)

行事 新入生歓迎交流会(音文)

行事 新入生歓迎交流会(園芸)

生環 午前)登山愛好家･公認ｽﾎﾟｰﾂ
指導員/根岸 真理
午後)NPO法人こども環境
活動支援協会監事/
戸田 耿介
園芸 園芸研究家/阪上 敏行

２ 美工 丹波立杭焼･日本工芸会正
会員/市野 哲次
年
３ 国際 グループ学習(講師)
年 音文 自主学習
食文 野菜ｿﾑﾘｴ上級ﾌﾟﾛ(日本野菜ｿ
ﾑﾘｴ協会認定)/川上 ﾏﾕﾐ

30

31

１ 行事 新入生歓迎交流会(食文)
年

28

行事 新入生歓迎交流会(健福)

29

行事 新入生歓迎交流会(国際)

国際 同志社大学政策学部教授/
月村 太郎
園芸 園芸研究家/阪上 敏行

２ 行事 新入生歓迎交流会(食文)
年

行事 新入生歓迎交流会(健福)

行事 新入生歓迎交流会(国際)

生環 兵庫県立大学自然環境科学
研究所客員教授/服部 保

３ 行事 新入生歓迎交流会(食文)
年

行事 新入生歓迎交流会(健福)

行事 新入生歓迎交流会(国際)

健福 午前)健康運動指導士/
竹内 尚美
午後)ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)
h30.3.1現在

