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１
年
２
年
３
年

2

国際 同志社大学政策学部教授/
月村 太郎
健福 校外学習
生環 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)
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
園芸 神戸大学大学院農学研究
科准教授/金地 通生

4
１ 生環 午前)環境省・環境カウ
ンセラー/北尾 進
年
午後)関西学院大学総合
政策学部名誉教授/
久野 武

２ 健福 関西学院大学人間福祉
学部学部長/大和 三重
年
国際 神戸大学大学院国際文
化学研究科教授/
坂井 一成
園芸 咲くやこの花館館長/
久山 敦

３ 音文 神戸大学大学院人間発
達環境学研究科准教授/
年
田村

文生

5

6

11
１ 健福 精神科医/三好 彩
年 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

7

健福 校外学習

国際 神戸大学名誉教授/吉岡
徳
音文 声楽家/佐々木 倫子

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
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

ｽﾎﾟｰﾂ 神戸大学大学院人間発達

環境学研究科名誉教授/
山口 泰雄
午前)健福･園芸 7/11へ

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

午後)国際 7/10へ
音文 神戸大学名誉教授/斉田
好男

8
政

食文 ＮＰＯ法人 ＋ａｒｔｓ
(プラス・アーツ) 理事
長/永田 宏和

生環 午前)お魚アドバイザー/
山嵜 清張
午後)須磨海岸生物調査研究
所代表理事/佐名川 洋之

国際 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)

健福 グループ学習(講師)

ｽﾎﾟｰﾂ 神戸大学大学院人間発達

環境学研究科名誉教授/
山口 泰雄
午前)生環 7/11へ
午後)美工･音文･食文
7/10へ

園芸 咲くやこの花館館長/
久山 敦

13

14

共通 午前)神戸大学名誉教授/
斉田 好男
ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

国際 英語点字講師/今田 紘
音文 声楽家/佐々木 倫子
園芸 (株）ハイポネックスジャパ
ン/吉田 健一

音文 生田流新絃社家元（箏）
神戸大学大学院講師/狩
谷 春樹

生環 午前)兵庫・水辺ﾈｯﾄﾜｰｸ/
大嶋 範行
午後)NPO法人こども環境活
動支援協会監事/戸田 耿介

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
午後)一般社団法人兵庫県
理学療法士会副会長事務
局長/山本 克己
国際 午前)元NGOﾍﾞﾄﾅﾑIN
KOBE代表/福山 恵（ﾊ･
ﾃｨ･ﾀﾝ･ｶﾞ）
午後)大阪市立大学人権問
題研究ｾﾝﾀｰ特別研究員/川
越 道子

健福 午前)認定ＮＰＯ法人ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ神戸理事長/
中村 順子
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

生環 武庫川女子大学音楽学部
教授/益子 務

21

22

ジャパン/吉田 健一

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

達環境学研究科准教授/
田村 文生
食文 (有)玄斎代表取締役（店
主）/上野 直哉

18

共通 午前)リレイト代表/
中桐 万里子
ﾎｰﾑ 午後)全コース
ﾙｰﾑ

19

美工 陶芸家/赤松

真木

20

１ 健福 午前)公益社団法人家庭 スポーツ神戸大学、神戸松蔭女子
養護促進協会事務局長/
橋本 明
午後)元東京福祉大学･
大学院社会福祉学研究
科教授/小田 憲三
国際 兵庫大学生涯福祉学部
准教授/斎藤 正寿

２ 園芸 果樹研究家/荒木 齊
年

３ 音文 神戸大学大学院人間発
達環境学研究科准教授/
年

25

音文 大阪芸術大学講師/吉良
武志
園芸 園芸研究家/阪上 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
生活改善協会常務理事/
金谷 滋子

音文 打楽器奏者/山中 佑起子

園芸 園芸研究家/阪上 敏行

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
園芸 (社)ﾌﾗﾜｰｿｻｴﾃｨ会長/
長村 智司

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
音文 神戸大学名誉教授/
斉田 好男
国際 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)

26
生環 校外学習
食文 広東料理/張

ﾎｰﾑ 午前)全コース
ﾙｰﾑ

共通 校外学習

共通 午後)神戸大学名誉教授/
岡田 安弘
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

27
千代

ｽﾎﾟｰﾂ 神戸大学、神戸松蔭女子

学院大学非常勤講師/
益冨 真子
午前)健福 午後)生環

健福 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)

28

生環 兵庫県立大学自然・環境
研究所准教授/山内 健生
園芸 校外学習

29

音文 声楽家/関西二期会理事/
西垣 俊朗

ｽﾎﾟｰﾂ 神戸大学、神戸松蔭女子学

食文 咲くやこの花高校
/与田 邦彦

生環 午前)六甲山を活用する会代
表/堂馬 英二
午後)神戸山手大学現代社会
学部教授/西村 典芳
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

健福 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの『ﾓｸﾞﾈｯﾄ』
主宰(理学療法士･言語聴覚
士)/小椋 脩
国際 神戸大学大学院人文学研
究科准教授/伊藤 隆郎

健福 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)

音文 神戸大学名誉教授/岩井
正浩
園芸 古代民俗研究所所長/
大森 亮尚

講師

２ 美工 丹波立杭焼日本工芸会
正会員/市野 哲次
年

15

国際 元園田学園女子大学教授/
黒崎 良昭

学院大学非常勤講師/
益冨 真子
午前)生環・園芸
午後)国際
食文 料理研究家/中崎 朋子

田村 文生
食文 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(自主)

１ 健福 ＮＰＯ法人神戸ろうあ
協会手話派遣センター
年

生環 グループ学習(講師)
音文 和太鼓「松村組」 和太鼓
奏者/松村 公彦

12

年

３ 国際 グループ学習(講師)
年 音文 神戸大学大学院人間発

国際 神戸大学名誉教授・兵庫
県農村社会研究所理事長/
保田 茂

美工 陶芸家/赤松 真木
食文 洋菓子・料理研究家/上
田 悦子

２ 園芸 (株）ハイポネックス

年

土

講師

国際 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習(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

院大学非常勤講師/
益冨 真子
午前)美工・食文
午後)健福・音文
国際 英語点字講師/今田 紘
園芸 園芸研究家/阪上 敏行

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
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