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私たちの生涯学習は
「三学戒」にあり

兵庫大学エクステンション・カレッジ顧問
香川 正弘
（上智大学名誉教授・
 ＮＰＯ法人全日本大学開放推進機構理事長）

　日本人の修養書としては、「言志四録」が活用されていま
す。本書は幕末の昌平坂学問所の塾長であった佐藤一斉
が、幕臣の子弟に話した教えを４冊の本にして出版されまし
た。本書は近世武士の道徳思想の凝縮されたもので、幕末
から明治維新を生き抜いた西郷隆盛の座右の書としても有
名です。この４分冊のうちの「言志晩禄」の60条に、「少くし
て学べば、則ち壮にして為すことあり。壮にして学べば、則
ち老いて衰えず。老いて学べば、則ち死して朽ちず」という
言葉があります。これは「三学戒」ともいわれ、人はなんのた
めに生涯を通じて学ぶのか、をこれほどわかりやすく語った
文章はありません。一人ひとり学びの道にも勤しみ、人生に
誠の花を咲かせたいものです。

あなたを
待っています!!

兵庫大学エクステンション・カレッジ顧問
砂川 静壽
（兵庫県神戸県民局元局長・
 兵庫県いなみ野学園元学園長）

 兵庫県でも高齢化率が２５％に近づきつつあります。超高
齢社会が迫る中、豊かな社会の構築に向けてさまざまな課
題を解決していくために、今高齢者自身が与えられる側から
与える側へと大きく役割を転換していくことが求められて
います。
　兵庫大学エクステンション・カレッジは、生涯にわたり〝学
ぶ〟場として、昨年春に開設をしました。学習を効果あるも
のにするためには、講座への参加のみならず、世代を超えた
異なる体験を持つ人々との交流や、自ら積極的に社会に関
わる喜びを体験する中で多面的に学んでいく事が大切で
す。これを可能にするのがエクステンション・カレッジです。
皆さんも、すばらしい自然とアカデミックな環境にあるキャ
ンパスで学び、積極的に社会と関わっていきませんか。あな
たの受講をお待ちしています。

《兵庫大学 エクステンション・カレッジ長 挨拶》

《兵庫大学 エクステンション・カレッジ顧問 挨拶》

　平成27年は阪神・淡路大震災から20年目となります。あの地震は大地を
揺らしただけではなく、公と民のあり方にも大きな変化をもたらしました。隣
近所での助け合い、復旧に際して全国から駆けつけたボランティアたちの活
躍など、市民一人ひとりの役割がクローズアップされました。それまで、公と
民の関係は、行政サービスの市場化、民営化に伴う民間企業と政府との関係
でしたが、市民がより大きく公と関わる可能性が広がりました。
　もちろん住民運動など市民が主体となる活動は1960年代より盛んでした
が、政府や企業と対立する主張や運動のあり方が重視され、また住民である
か否かといった代表性が課題となるなど、常に相対的に捉えられる存在でし
た。企業や政府ではないもの、あるいは住民の一部のものたち、というように
相対化することで市民を捉えていたのです。
　やがて理念や目的を共有する主体性を持った市民の活動が盛んになると、それは相対的な存在ではなく
なり、市民というセクターを想定したり、その組織化の必要性が認識されたりするようになりました。従前の
市民の捉え方が大きく変化していることを誰の眼にも明確に、ショッキングに示したものが阪神・淡路大震
災でした。
　あれから20年。市民と公への関わり方は以前と大きく異なっています。ボランティア活動での喜びや、退
職後に地域活動へまずは参加をしてみようとするなど、実践を通し、一人ひとりが「市民」を意識し、実感する
機会があります。同時に、この意識や実感を、過去の蓄積や現代の知見からの学びを通し、自らの存在意義
や役割を問うことが、市民が真に自立する機会となるのではないでしょうか。兵庫大学エクステンション・カ
レッジは、シティズンシップ教育（市民性教育）を掲げ、市民のあり方を考える機会を提供いたします。皆さん
の実践を確かめる機会になれば幸いです。

市民の自立に向けた取り組みを学ぶ機会に

兵庫大学
エクステンション・カレッジ長

田端 和彦



人類の誕生からオリエント世界の成立まで
̶メソポタミヤ、エジプト旅物語̶

講座コード
9

水曜日

演題

14：40～16：10時間 全6回 4/22～7/130人 7,740円日程

（NHK、神戸新聞、よみうり、毎日、各文化センター講師・日本アフリカ学会（所属））講師｜南里 章二

定員 受講料曜日

世界の独立国全193ヵ国を含む240以上の国と地域、400以上の世界遺産を探訪し、40年以上にわたって世
界史教育に携わってきた講師が自ら撮影したビデオ、スライドなど映像資料を駆使して、世界各地の歴史をわ
かりやすく解説します。

P.6
掲載

注 目 講 座 の ご 紹 介

2

第1回
第2回
第3回

人類の誕生からオリエント世界の成立まで（先史時代）
メソポタミアの興亡
古代エジプト文明の世界（Ⅰ）

第4回
第5回
第6回

古代エジプト文明の世界（Ⅱ）
フェニキア人とヘブライ人の世界
アケメネス朝ペルシャ帝国の世界

日本庭園の美と歴史
̶兵庫県の庭園を知る̶

講座コード
19

演題

（兵庫県立淡路景観園芸学校講師）講師｜西 桂

日本庭園は、その地域の文化や生活との関連において自然の風景をモチーフに、石や植物と対話しながら、日
本独自の庭園美を造りあげてきました。今や世界文化遺産としても世界から注目されています。その歴史や美
を理解しながら、兵庫の庭園を中心に図解やスライドを通じて学びます。

P.8
掲載

第1回
第2回
第3回

日本庭園の様式と見方
兵庫の名園とその特徴
兵庫の大名庭園と宮本武蔵の作庭

第4回
第5回
第6回

武庫離宮庭苑と近代庭園
茶庭（露地）の見方と名席 ・ 名庭
明石城庭園 ・ 本松寺庭園巡り

2

十七条憲法を読み解く
̶聖徳太子の時代と現代̶

講座コード
28

演題

（神戸海都法律事務所弁護士・学校法人睦学園監事）講師｜今井 俊介

「聖徳太子」は我国有数の歴史上の人物であるが、今や生存すら疑う見直しの説も現れています。それは歴史
家の論争に任せることとし、我々は太子の業績とされる十七条の憲法の中で唱えられている数々の提言を理
解し、それが同時に現代社会に生きていることを認識していきます。

P.10
掲載

第1回
第2回
第3回

太子との出会い　太子の生涯　律令国家への道
冠位十二階　十七条の憲法の制定　遣隋使の派遣
十七条の憲法を読み解いてみよう　第1条～第5条

第4回
第5回
第6回

十七条の憲法を読み解いてみよう　第6条～第11条
十七条の憲法を読み解いてみよう　第12条～第17条
十七条の憲法と現代社会　建学の精神について

木曜日 14：40～16：10時間 全6回 5/7～6/1130人 10,000円
（ツアー代金含む）

日程定員 受講料曜日

土曜日 14：40～16：10時間 全6回 4/11～6/2730人 7,740円日程定員 受講料曜日
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開講講座一覧

講座コード 講座名 講　師 開講日 時間

14：40～16：10

13：00～14：30

13：00～14：30

14：40～16：10

14：40～16：10

14：40～16：10

14：40～16：10

13：00～14：30

14：40～16：10

14：40～16：10

14：40～16：10

13：00～14：30

13：00～14：30

14：40～16：10

10：40～12：10

曜日 回数 受講料 ページ

6

6

6

8

3

6

6

6

6

12

6

6

6

3

3

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

人文・教養
歴史、哲学、文学、詩歌、宗教等、人間の生き方にまつわる文化や営みを学ぶ分野です。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

播磨学・地域学
播磨の国の自然・産業、歴史・文化、藝術、輩出した人物などを学ぶ分野です。

近代日本の文学作品を味わう
―芥川龍之介「鼻」を読む―

万葉集
―奈良朝の歌人（1）―

古典和歌と古筆切を楽しむ

『古事記』を読み解く
―古事記の神話（1）―

『歎異抄』がもたらしたもの

人間「内村鑑三」を知る
―生涯における思想の発展と信仰―

『日本書記』読解から見える古代日本　
―漢氏（あやうじ）・漢人(あやひと)・漢部(あやべ)―

「世阿弥」
―その生涯から見る『花伝』―

プラトン哲学への誘い
―無知を知る試み―

ゼロから学ぶ物理学
―自然法則発見の歴史―

人類の誕生からオリエント世界の成立まで
―メソポタミヤ、エジプト旅物語―

紐とき『源氏物語』
―光源氏と取り巻く女君たち（桐壺から花宴）―

平家物語を読む

ハングルから韓国を知ろう

生物学を暮らしに活かす

黒川 行信 4/8～5/27

4/13～5/25

5/21～6/25

5/8～6/26

5/23～7/18

4/28～7/7

7/3～8/7

4/23～5/28

4/22～7/1

4/17～7/24

5/12～6/16

5/12～7/21

5/15～6/19

5/2～5/16

8/3～8/5

水

月

木

金

土

火

金

木

水

金

火

火

金

土

月～水

野田 直恵

小林 強
安井 重雄

熊谷 保孝

西 義人

三浦 博

生田 敦司

重田 みち

南里 章二

西中 裕子

村島 義彦

辻本 恭子

黄 晶禧

西野 友年

本多 久夫

¥7,740

¥7,740

¥7,740

¥10,320

¥3,870

¥7,740

¥7,740

¥7,740

¥7,740

¥15,480

¥7,740

¥7,740

¥7,740

¥3,870

¥3,870

受講料

¥7,740

¥10,000

¥7,740

¥10,000

¥3,870

講座コード 講座名 講　師 開講日 時間

18：00～19：30

14：40～16：10

10：40～12：10

14：40～16：10

14：40～16：10

曜日 回数 ページ

6

3

6

6

3

8

8

8

8

8

16

17

18

19

20

文学と古記録から辿る「須磨の歴史」

日本庭園の美と歴史
―兵庫県の庭園を知る―

謡曲を読む
―兵庫県にゆかりの能から―

エコロジー加古川
―加古川の豊かな自然を歩く―

教信沙耶の人生
―わが屍は野に捨てよ―

大山 範子 6/16～7/21

9/5～9/27

5/23～8/1

5/7～6/11

6/5～6/26

火

土・日

土

木

金

植田 一

西海 淳二　

西 桂

長谷川 慶悟
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佐藤 隆三 ¥7,740

¥7,740

¥7,740

¥3,870

¥3,870

¥7,740

¥7,740

¥7,740

¥7,740

¥21,600

¥9,720

¥8,400

¥7,740

¥3,870

講座コード 講座名 講　師 開講日 時間

16：20～17：50

18：00～19：30

14：40～16：10

13：00～14：30

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

14：40～16：10

曜日 回数 受講料 ページ

6

6

6

3

3

6

6

6

6金

9

9

9

9

10

10

10

10

9

現代社会
政治、経済･消費、国際関係、社会福祉、環境など私たちが生きている現代社会のさまざまな問題を、学問的な観点から学ぶ分野です。

21

22

23

25

26

27

28

29

人はどのようにして市民となるか
―シティズンシップの考え方―

21世紀の経済学
―高本茂が語る経済学への警句―

移民社会「台湾」
―歴史・文化・経済から捉える―

生活・ウェルネス
私たちの日々の生活の基礎になる健全な家庭、健康、食生活、運動、ボランティア、ネットワーク、習い事などを扱う分野です。

ワークショップの運営と
ファシリテーター養成のための講座

24

十七条憲法を読み解く
―聖徳太子の時代と現代―

『葉隠』と武士道Ⅱ
―現代に活かす古典の知恵―

あなたの暮らしを守る「税」講座 
―税の基本と相続―

マーケティング概論

5/21～6/25

6/16～7/21

4/20～6/1

9/2～9/16

7/11～7/25

4/25～9/26

4/11～6/27

5/9～6/13

木

火

月

水

土

土

土

土

柏木 登起
田端 和彦
小林 洋司

三宅 伸二

高本 茂

陳來幸
山田 敬三
岡野 翔太
呉宏明
斎藤 尚文
陳光輝

浅野 良一

福永 弘之

根本 敏行

ドラッカー入門
―マネジメントを学んで生活や仕事を充実させよう―

今井 俊介

講座コード 講座名 講　師 開講日 時間

13：00～15：00

10：30～13：00

13：00～14：30

14：40～16：10

13：00～15：00

曜日 受講料回数 ページ

10

6

6

6

3

11

11

11

11

11

30

31

32

33

34

美術と生活
―油絵―

簡単！ お家カフェに挑戦しませんか？

茶の心
―茶道の世界への扉―

フィランスロピー（社会貢献）と
美しく楽しく老いる人生

もく育のすすめ

岩見 健二 5/7～7/9

4/25～9/5

5/2～7/11

5/13～7/15

7/27～7/29

木

土

土

水・金

月～水

¥7,74016：20～19：30 3 124/23～5/21 木

富永 しのぶ

千本 宗味（操）

安村 義光

渡邊 一雄

キャリア支援
キャリアの開発を通し、経済社会により参加するための基礎及び専門的な知識、技術を学ぶ分野です。

講座コード 講座名 講　師 開講日 時間 曜日 ページ

35 福祉を現代ビジネスで読み解く　
―経営情報から見る社会福祉法人の実際― 齋藤 晴美

受講料回数

小・中学生対象

7/3～8/7 14：40～16：10
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人 文 ・ 教 養

13号館105教室

万葉集
－奈良朝の歌人（1）－

〈講　師〉黒川 行信（兵庫県いなみ野学園講師）
〈日　程〉水曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉4/8・4/15・4/22・5/13・5/20・5/27
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

1

前回は、柿本人麻呂や高市黒人など天武・持統朝の歌につ
いて学びました。
今回は、それに続く奈良朝の、大伴旅人、山上憶良、山部赤
人など、万葉第三期の個性豊かな歌人たちの代表作につ
いて読み味わってゆきます。

13号館204教室

近代日本の文学作品を味わう
－芥川龍之介「鼻」を読む－

〈講　師〉野田 直恵（龍谷大学・相愛大学・兵庫大学兼任講師）
〈日　程〉月曜日　全6回　13：00～14：30
〈開講日〉4/13・4/20・4/27・5/11・5/18・5/25
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

2

明治から昭和戦前にかけて発表された小説のうち、教科書
などでもおなじみの作家の短編を中心にじっくりと読みま
す。その作家の生い立ちや作品が誕生した背景・作品が生
まれた時代の文化風俗にまで目を向け、作品のより深い味
わいを引き出したく思います。

13号館203教室

古典和歌と古筆切を楽しむ
〈講　師〉小林 強（兵庫大学・武庫川女子大学兼任講師）

安井 重雄（兵庫大学こども福祉学科教授）
〈日　程〉木曜日　全6回　13：00～14：30
〈開講日〉5/21・5/28・6/4・6/11・6/18・6/25
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

3

古典の和歌は和紙に美しく書写されて伝えられてきまし
た。江戸時代になると、和歌を書いた本のページを切り取
って手鑑（てかがみ）と呼ぶアルバムに貼って楽しんだり
床の間に掛けたりしました。そのようなものを古筆切（こひ
つぎれ）といいます。
今回の講座では、古今和歌集と新古今和歌集のお話と、そ
の二つの歌集を書写した古筆切を中心として古筆切とい
うものについて考えてみたいと思います。

『歎異抄』がもたらしたもの
〈講　師〉西 義人（浄土真宗本願寺派総合研究所上級研究員）
〈日　程〉土曜日　全3回　14：40～16：10
〈開講日〉5/23・6/27・7/18
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉3,870円

5

親鸞ではなく門弟の著作であるにもかかわらず、『歎異
抄』ほど多くの人々に強い影響を与えてきた浄土真宗の
文献は無いといえるでしょう。その理由と意味を改めて考
えながら、本講座では、第一条・第二条・第三条を読んでい
きます。

13号館201教室

『古事記』を読み解く
－古事記の神話（1）－

〈講　師〉熊谷 保孝（国家ビジョン研究委員会）
〈日　程〉金曜日　全8回　14：40～16：10
〈開講日〉5/8・5/15・5/22・5/29

6/5・6/12・6/19・6/26
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉10,320円

万葉集（イメージ）

『古事記』を読み解く（イメージ）

13号館204教室

4

『古事記』は、日本古代の歴史や人々の考え方を知る上で
の不可欠の史料です。ここには日本人の深遠な哲理のよう
なものも隠されています。本講座では『古事記』上巻の神
話を読みながら、日本人の思想の源流である上代人々の
思想・信仰を明らかにしていきます。

目標・メッセージ

万葉人たちの真率な心情や洗練された言葉などを読み味わい、
豊かな感性や美しい言葉遣いなどを身につけましょう。

目標・メッセージ

今回の講座では、六回のうち四回は実際の古筆切や和歌の短冊
を手にして御覧いただきながらお話する予定です。

目標・メッセージ

お互いに「分かっているつもり」に陥らないよう心がけつつ、『歎異
抄』に関して多く寄せられる質問なども紹介していきます。

目標・メッセージ

『古事記』を読むことによって、今日の世界の動きを読み解くヒン
トが得られるのではないかと思います。

目標・メッセージ

絵や音楽と同様に、文学作品にもさまざまなとらえ方があります。
そのとらえ方の基本を知ることで読む楽しみを増やしましょう。
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13号館204教室 13号館105教室

13号館204教室

13号館103教室

人間「内村鑑三」を知る
－生涯における思想の発展と信仰－

〈講　師〉三浦 博（徳島大学全学共通教育センター・四国大学兼任講師）
〈日　程〉火曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/7
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

6

内村鑑三の生涯を概観しつつ、彼の人生の諸段階におけ
る日本社会とのかかわり、彼の思想の発展および彼の著作
を学習し検討します。内村のキリスト教への回心、不敬事
件、無教会主義、日露戦争時における絶対的非戦論の主張
などを学習していきます。

『日本書記』読解から見える古代日本
－漢氏（あやうじ）・漢人(あやひと)・漢部(あやべ)－

〈講　師〉生田 敦司（龍谷大学講師）
〈日　程〉金曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉7/3・7/10・7/17・7/24・7/31・8/7
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

7

『日本書紀』の記述については、常に内容の信憑性が議論
されます。この講座では、史実であるのか、物語的な要素で
あるのかを読み解きながら内容を吟味します。また、『古事
記』や風土記などの史料も検討しながら、古代日本の姿を
とらえていきたいと思います。

紐とき『源氏物語』
－光源氏と取り巻く女君たち（桐壺から花宴）－

〈講　師〉西中 裕子（兵庫県いなみ野学園元副学園長）
〈日　程〉金曜日　全12回　14：40～16：10
〈開講日〉4/17・4/24・5/15・5/22・5/29・6/5

6/19・6/26・7/3・7/10・7/17・7/24
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉15,480円

10

日本の古典の代表『源氏物語』が書かれてから、千年余
が経ちました。この物語が千年もの時を越えて、私たち
を魅了するものは何か。作品そのものを読みながら、光
源氏と彼を取り巻く女君たちの姿を通して、答えを探し
てみましょう。

13号館204教室

「世阿弥」
－その生涯から見る『花伝』－

〈講　師〉重田 みち（京都造形芸術大学講師・早稲田大学演劇博物館招聘研究員）
〈日　程〉木曜日　全6回　13：00～14：30
〈開講日〉4/23・4/30・5/7・5/14・5/21・5/28
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

8

能の芸論は世阿弥にはじまります。最初の伝書『花伝』に
は、能役者として都に進出した世阿弥が足利義満のもとで
芸の理念を築き、後代に能楽を継承する道を敷いた跡が
遺されています。本講座ではその世阿弥の前半生と、『花
伝』に表れた芸への意欲を探ります。

人類の誕生からオリエント世界の成立まで
－メソポタミヤ、エジプト旅物語－

〈講　師〉南里 章二（NHK、神戸新聞、よみうり、毎日、各文化センター講師・
　　　　　　 日本アフリカ学会（所属））

〈日　程〉水曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉4/22・5/13・5/20・6/17・6/24・7/1
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

9

世界の独立国全193ヵ国を含む240以上の国と地域
400以上の世界遺産を探訪し、40年以上にわたって世界
史教育に携わってきた講師が自ら撮影したビデオ、スライ
ドなど映像資料を駆使して、世界各地の歴史をわかりや
すく解説します。

目標・メッセージ

内村鑑三を通してキリスト教に触れ、また内村が体験し思索し提
案したことが今日に生きるわれわれにどう関わってくるか考えま
す。

目標・メッセージ

世阿弥の前半生の恵まれていた面よりも、そこから世阿弥がどれほ
ど大きなものを生み出していったかを読み取りたいと思います。

目標・メッセージ

『源氏物語』の登場人物の生き方を知るとともに、その時代の背
景や文化に注目し、日本の伝統文化への思いも新たにしましょう。

目標・メッセージ

今回は、渡来系氏族の漢氏や漢人、その配下にあった漢部に視
点をあて、政権や王権との関わりを概観します。

目標・メッセージ

世界を旅された方、また旅出とうとされる方、再び世界史を本格的
に学んでみたいとお考えの方とご一緒に学びたいと思います。
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プラトン哲学への誘い
－無知を知る試み－

ゼロから学ぶ物理学
－自然法則発見の歴史－

〈講　師〉西野 友年（神戸大学大学院理学研究科物理学専攻准教授）
〈日　程〉月～水曜日　全3回　10：40～12：10
〈開講日〉8/3・8/4・8/5
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉3,870円

15

物理学は自然現象を司る原理・法則を探索して行く学問で
す。有名なニュートンの３法則、電磁気学のクーロンの法
則、量子力学の不確定性原理など、大学で習う諸法則はど
のように発見されて来たのでしょうか？その経緯から応用
例まで、わかり易く解説して行きます。

13号館204教室

13号館204教室

生物学を暮らしに活かす
〈講　師〉本多 久夫（神戸大学大学院医学研究科客員教授・兵庫大学名誉教授）
〈日　程〉土曜日　全3回　14：40～16：10
〈開講日〉5/2・5/9・5/16
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉3,870円

14

生物の一番の特徴は自分で自分と同じものをつくること
（自己増殖）です。例えば細菌でこれが続くことによって食
べ物が腐るのも、伝染病にかかるのも理解できる。さらに
は複雑にみえる身体の形はひとつの袋であって、他の生物
が中に入れないことも、生物が進化することも講座の中で
解説します。

13号館203教室

〈講　師〉村島 義彦（立命館大学講師（元教授））
〈日　程〉火曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉5/12・5/19・5/26・6/2・6/9・6/16
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

11

何をどこまで知っているのか、それゆえ、何をどこからは知
らないかを自分ではっきりと把握していること－つまりは
「無知の知」－の大切さをしきりに訴えたのは、人も知るソ
クラテスであったが、これをわれわれにも当てはめて、こう
問うとしよう。「ソクラテスとプラトンの教えについて本当
にどれだけ知っているのだろうか」と。

13号館105教室

平家物語を読む
〈講　師〉辻本 恭子（甲南大学・兵庫大学兼任講師）
〈日　程〉火曜日　全6回　13：00～14：30
〈開講日〉5/12・5/26・6/9・6/23・7/7・7/21
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

12

『平家物語』は「源平合戦」に材を得た軍記物語の一つで
す。この作品は広く享受され、後世の文学をはじめ様々な
分野に大きな影響を与えました。本講座では、今日伝わる
多様な伝本のうち「覚一本」を用いて本文を鑑賞します。官
職などについても解説します。

目標・メッセージ

ソクラテスの「無知の知」や「徳は知識である」、プラトンの「正義
論」が訴えんとする所を、なるだけ具体的に読み解きます。

13 13号館104教室

ハングルから韓国を知ろう
〈講　師〉黄 晶禧（兵庫県いなみ野学園講師）
〈日　程〉金曜日　全6回　13：00～14：30
〈開講日〉5/15・5/22・5/29・6/5・6/12・6/19
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

隣国の韓国の言語であるハングルの組み合わせを理解し
て読めるようになります。韓国の文化について学び、日本と
の違いについて考え、違いを認識したうえで両国を理解出
来るように学びましょう。

目標・メッセージ

ハングルに対する理解と韓国の文化に対する理解を深めて、等身
大の隣国を知りましょう。

目標・メッセージ

誰もが多少とも生物学の知識をもっています。これを少しばかり
整理し再認識すると、日常に出会うさまざまなことが納得できる
でしょう。

目標・メッセージ

物語の舞台となった場所や、影響を受けた現代の文学作品なども
ご紹介します。平家物語の世界を楽しみましょう。

目標・メッセージ

物理学の考え方に親しむことで、原理をもとに自然界を観察する
素養を身につけましょう。
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播 磨 学 ・ 地 域 学

謡曲を読む
－兵庫県にゆかりの能から－

エコロジー加古川
－加古川の豊かな自然を歩く－

〈講　師〉大山 範子（神戸女子大学古典芸能研究センター研究員）
〈日　程〉火曜日　全6回　18：00～19：30
〈開講日〉6/16・6/23・6/30・7/7・7/14・7/21
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

16

この講座では、能の詞章である「謡曲」を読みます。今回は
須磨の地を舞台とする能「松風」と「忠度」の人気作２曲をと
りあげ、上演映像も見ながら解説していきます。また、それ
ぞれの典拠や文学的背景、近世の演劇や文学などに及ぼ
した影響にも触れます。

13号館203教室

〈講　師〉植田 一（加古川市立浜の宮小学校教頭）
〈日　程〉土・日曜日　全3回　
〈開講日〉9/5・9/19（14：40～16：10）・9/27（実地見学）
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉10,000円（ツアー代金含む）

17

県下最大の河川・加古川の自然や環境・生態系を知ると同
時に、加古川流域で営まれた歴史や文化等の特徴につい
てもふれ、加古川や流域に暮らす私たちの生き方・未来に
ついて考えます。

13号館104教室

教信沙耶の人生
－わが屍は野に捨てよ－

〈講　師〉長谷川 慶悟（念仏山教信寺貫主兼務法泉院住職）
〈日　程〉金曜日　全3回　14：40～16：10
〈開講日〉6/5・6/19・6/26
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉3,870円

20

加古川の名所である教信寺。その教信寺を建てた教信と
はどのような人物であったのか、親鸞が目標にしたともい
われる教信の人生を知りたいと思います。入寂1150年と
なる年に合わせて教信沙弥の思想と教信寺の歴史を学び
ます。

13号館105教室

日本庭園の美と歴史
－兵庫県の庭園を知る－

〈講　師〉西 桂（兵庫県立淡路景観園芸学校講師）
〈日　程〉木曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉5/7・5/14・5/21・5/28・6/4・6/11
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉10,000円（ツアー代金含む）

19

日本庭園は、その地域の文化や生活との関連において自
然の風景をモチーフに、石や植物と対話しながら、日本独
自の庭園美を造りあげてきました。今や世界文化遺産と
しても世界から注目されています。その歴史や美を理解
しながら、兵庫の庭園を中心に図解やスライドを通じて学
びます。

13号館105教室

文学と古記録から辿る「須磨の歴史」
〈講　師〉西海 淳二（兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校教諭）
〈日　程〉土曜日　全6回　10：40～12：10
〈開講日〉5/23・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

18

歌枕「須磨」を通して、都人の憧れの地「須磨」。また「源平の
運命」や「室町幕府成立」を決定づける歴史的な地でもある
「須磨」。これらの情報は都発信で全国に広まりました。だ
が江戸時代以降地元も積極的に動き出します。そんな須
磨を紹介します。

目標・メッセージ

受講者が、日本の代表的な古典芸能「能」に親しみ、その魅力を知
って楽しく鑑賞できるようになることをめざします。

目標・メッセージ

母なる加古川、そして加古川流域についてもう一度考え直すこと
で、私たちの未来について考えていきましょう！（最終回は6時間
程度の加古川ツアーを予定しております。）

目標・メッセージ

日本文化を代表する日本庭園の見方や美しさを知ることによっ
て、旅する心が一段と豊かになります。（最終回は明石城庭園・本
松寺庭園を訪れます。終了時間は前後致します。）

目標・メッセージ

※受講申込は兵庫大学エクステンション・カレッジまで。

須磨は史跡に恵まれた街。都発信文化を縦糸に、地元伝承文化を
横糸として紡ぐことで、「須磨の歴史文化」を味わいましょう。

目標・メッセージ

お寺の由来や起源を学ぶことで加古川が有する歴史と文化を再
認識する機会としましょう。（最終回は教信寺を訪れます。終了時
間は前後致します。）

兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校多目的室で実施します。

謡曲を読む（イメージ）

日本庭園の美と歴史（イメージ）
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〈講　師〉三宅 伸二（兵庫大学経済情報学科教授）
〈日　程〉月曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉4/20・4/27・5/11・5/18・5/25・6/1
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

23

消費税が８％となり税金への関心も高まっています。また
平成27年からは、相続税の課税対象範囲が広がりました。
でも、商売をされている人以外は通常、税金に向き合うこ
とはありません。また、所得税の最高税率は40％ですが
「俺は税金を40％も取られている」と言う人がいます。まっ
たく間違いというわけではありませんが、誤解もあるよう
に思います。この講座では、このような税金にまつわる誤
解を解くとともに、所得税・消費税・相続税などの税金の基
本について知ることで、税金と上手に付き合っていけるよ
うになっていただきたいと思います。

13号館105教室

13号館203教室24

〈講　師〉陳來幸（兵庫県立大学経済学部教授・神戸華僑歴史博物館副館長）
山田 敬三（神戸大学名誉教授）
岡野 翔太（大阪大学大学院生）
呉宏明（京都精華大学教授・神戸華僑歴史博物館館長）
斎藤 尚文（兵庫県立芦屋高等学校教諭）
陳光輝（神戸大学国際協力研究科教授）

〈日　程〉金曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉7/3・7/10・7/17・7/24・7/31・8/7
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

古くより歴史的なつながりの深い「台湾」。最近でも東日本
大震災の際には、わずかな期間で100億円を上回る義捐
金が寄せられるなど、台湾の日本に対する関心の高さ、そ
して情の深さが感じられます。もちろん神戸には以前より
華僑の方が居られ、海をまたぎ活躍されており身近な存在
でもあります。今回の講座では台湾と日本との関係、現代
の本当の姿を、「移民社会台湾の現在」「台湾と神戸」「戦後
の台湾経済」等、歴史、文化、経済といった様々な視点で取
り上げ、学びます。

現 代 社 会

人はどのようにして市民となるか
－シティズンシップの考え方－

あなたの暮らしを守る「税」講座 
－税の基本と相続－

移民社会「台湾」
－歴史・文化・経済から捉える－

21世紀の経済学 
－高本茂が語る経済学への警句－

〈講　師〉佐藤 隆三（東北文化学園大学元教授）
〈日　程〉木曜日　全6回　16：20～17：50
〈開講日〉5/21・5/28・6/4・6/11・6/18・6/25
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

21

「市民参加」などで語られる「市民」とはどんな人々でしょ
う。「市民」とは西欧の長い歴史の中で形成されてきた人々
のあり方で、「市民権」 「市民性」（シティズンシップ）がその
核心にあります。この視点で「市民」を考えていきます。

13号館204教室

ワークショップの運営と
ファシリテーター養成のための講座
〈講　師〉柏木 登起（NPO法人シミンズシーズ理事兼事務局長）

田端 和彦（兵庫大学社会福祉学科教授）
小林 洋司（兵庫大学短期大学部保育科講師）

〈日　程〉火曜日　全6回　18：00～19：30
〈開講日〉6/16・6/23・6/30・7/7・7/14・7/21
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

22

住民が参加するまちづくりにおいて多用されるようになっ
たワークショップ。その意義を考えるとともに、どのように
進めるのかを理解することは、住民自治の観点からも必要
と思われます。とはいえ、実際のワークショップに参加する
と、自分の考えをきちんと伝えることが難しかったり、進行
役の説明や差配が十分でなかったりと、戸惑いも多いこと
でしょう。この講座では、参加者が実際にワークショップを
行いながら、その具体的な手法を学ぶことで、ワークショッ
プ楽しさを知るとともに、ワークショップを進行する役割で
あるファシリテーターに必要な基礎を身につけます。

13号館104教室

目標・メッセージ

「市民」とはどんな人々でしょう？シティズンシップの考え方でこの
問題を捉えていきます。あなたも「市民」でしょうか？

目標・メッセージ

日頃の会議や打ち合わせの場をもっと効果的でたのしい場にした
い！と思っていらっしゃる方に向けたワクワクたのしい講座です。

目標・メッセージ

6名の講師をお迎えし、オムニバス形式での講座となります。台湾
を様々な視点から捉え、考察していきたいと思います。

目標・メッセージ

税金は、詳しく知ろうとするとなかなか大変です。でも基本的なこ
とはそんなに多くはなく、基本を押さえれば後は、分らない所だけ
を調べれば済みます。この講座では、その“基本”を分りやすく説
明したいと思います。

13号館105教室

〈講　師〉高本 茂（兵庫大学元教授）
〈日　程〉水曜日　全3回　13：00～14：30
〈開講日〉9/2・9/9・9/16
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉3,870円

25

近年、経済格差を是正するためにマルクス主義ルネッサン
スとして資本経済を再考する動きが活発化してきました。
私たち一人一人が21世紀の経済をどのように考えていく
必要があるのか、マルクス主義の是非も含めて考えたいと
思います。

目標・メッセージ

現在、取り組んでいる最重要テーマをみなさんに知ってもらい、今
後の経済を考えるきっかけになればと思います。
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28

〈講　師〉福永 弘之（兵庫県立大学名誉教授・姫路市情報公開審査会長）
〈日　程〉土曜日　全6回　13：00～14：30
〈開講日〉4/25・5/23・6/27・7/25・8/29・9/26
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

高砂出身で武士道の先駆者宮本武蔵をはじめ板垣信方・
直江兼続・朝倉宗滴・赤穂義士・会津の武士道教育・「坂の
上の雲」の秋山兄弟たちを取りあげて、武士道について逐
一考察していきます。

13号館105教室

十七条憲法を読み解く
－聖徳太子の時代と現代－

〈講　師〉今井 俊介（神戸海都法律事務所弁護士・学校法人睦学園監事）
〈日　程〉土曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉4/11・4/25・5/16・5/30・6/13・6/27

十七条憲法を読み解く（イメージ）

人はどのようにして
市民となるか（イメージ）

『葉隠』と武士道 Ⅱ（イメージ）

〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

「聖徳太子」は我国有数の歴史上の人物であるが、今や生
存すら疑う見直しの説も現れています。それは歴史家の論
争に任せることとし、我々は太子の業績とされる十七条の
憲法の中で唱えられている数々の提言を理解し、それが同
時に現代社会に生きていることを認識していきます。

マーケティング概論
〈講　師〉根本 敏行（静岡文化芸術大学文化政策学部長）
〈日　程〉土曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉5/9・5/16・5/23・5/30・6/6・6/13
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

29

マーケティング領域の研究について概観するとともに、主
要なキーとなる概念を巡るいくつかの手法などを紹介しま
す。さらに、マーケティングの新しい展開としてのソーシャ
ル・マーケティングについての知見を広げることを目指し
ます。

13号館104教室

ドラッカー入門
－マネジメントを学んで生活や仕事を充実させよう－

『葉隠』と武士道 Ⅱ
－現代に活かす古典の知恵－

〈講　師〉浅野 良一（兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授）
〈日　程〉土曜日　全3回　10：40～12：10
〈開講日〉7/11・7/18・7/25
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉3,870円

26

ドラッカーのマネジメントをベースに、組織（チーム）や自己
のマネジメント手法を紹介します。また、講座の中で自分が
所属する組織（チーム）や自分自身のマネジメントを検討
し、仕事や日常生活の充実を目指します。

13号館105教室 27 13号館104教室

ワークショップの運営と
ファシリテーター養成のための講座
（イメージ）

目標・メッセージ

ドラッカーのマネジメントのキーワードである「使命」「顧客」「強
み」「目標」を活用するヒントを提供します。「もしドラ」にも触れる
入門編です。

目標・メッセージ

古典から先人の知恵を学んで、現在の実際生活の中で有効活用
して、クオリティ・ライフを実現しましょう。

目標・メッセージ

「以和為貴」は十七条の憲法の中で最も有名であるが、他の条文
にどんなことが書かれているかを知るためこの機会に全文を読み
解いてみましょう。

目標・メッセージ

マーケティングは、わかったつもりで理解している内容は人により
異なることも多い。概念や手法について理解を深めましょう。
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生 活 ・ ウ ェ ル ネ ス

簡単！ お家カフェに挑戦しませんか？
〈講　師〉富永 しのぶ（兵庫大学栄養マネジメント学科准教授）
〈日　程〉土曜日　全6回　10：30～13：00

　　　　　　　　（終了時間は前後致します。）
〈開講日〉4/25・5/16・6/6・6/27・7/18・9/5
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉9,720円

31

手間と時間と愛情をかけて作った料理は最高においしい
ですね。でも、人それぞれ忙しいなどいろいろな事情を抱
えて生活しています。そこで手軽な食品を使って、ちょっと
おしゃれなお家カフェ料理で、口から食べる愛情をアピー
ルしませんか。

茶の心
－茶道の世界への扉－

〈講　師〉千本 宗味（操）（兵庫大学裏千家茶道部顧問）
〈日　程〉土曜日　全6回（実技2回）　13：00～14：30
〈開講日〉5/2・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉8,400円

32

茶道は、茶室と言う小宇宙の中で「主」と「客」が融合し、共
に美を味わい芸術を楽しみ、客は主の心を尊ぶ、主・客一体
になるのが茶道の極致であります。
このような茶道は深い精神性を持つ芸術であり、いかに生
くべきかと言う人生観ないし世界観をはっきりと教えてく
れる心の糧なのです。茶道はまさに生活の知恵の宝庫で
あり心の豊かな日常生活を送る上の絶好の手引きでもあ
ります。

美術と生活
－油絵－

美術と生活－油絵（イメージ）

簡単！ お家カフェに挑戦しませんか？（イメージ）

〈講　師〉岩見 健二（兵庫大学特任教授）
〈日　程〉木曜日　全10回　13：00～15：00
〈開講日〉5/7・5/14・5/21・5/28・6/4

6/11・6/18・6/25・7/2・7/9
〈定　員〉

〈趣　旨〉

15人
〈受講料〉21,600円 ※材料費は自己負担となります。

30

作品にしたい題材を選んでいただき、描き進めていきま
す。受講者の方それぞれのペースに合わせて作品の完成
を目指します。

13号館107教室

13号館203教室

10号館205教室

目標・メッセージ

絵を描くことは、自分を探すこと。絵を描くことは、心に貯まったも
のを発散し伝達すること。
上手い下手はありません。皆さん一人ひとりの個性と目指すとこ
ろに応じてアドバイスします。

目標・メッセージ

バランスのよい食事とは、必要な栄養素を過不足なく満たしたも
のです。食事の基本は「主食」「主菜」「副菜」の3つのお皿を揃えた
献立を心がけることです。簡単クッキングでもバランスのとれた
愛情が伝わる手抜き料理のコツ・ポイントを覚えましょう。

もく育のすすめ
〈講　師〉安村 義光（協同組合 もりの木ネットワーク相談役（前理事長））
〈日　程〉月～水曜日　全3回　13：00～15：00
〈開講日〉7/27・7/28・7/29
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉3,870円

34

木に触れ、木に親しみ、木を学ぶことで、我が国の文化への
理解を深め、自然環境について考える機会をつくります。
ひいては、心豊かな人間形成に寄与すること。これこそが
「木育」の最も大切な意味であり、子どもも大人もみんなが
考え学ぶ講座です。（マイ箸、ティッシュケース、本棚を作成
します。）

13号館204教室

目標・メッセージ

何気ない日常生活の中に、少しの「気付き」が生まれ、深みのある
人間に成長する一つのきっかけになればと思います。

フィランスロピー（社会貢献）と
美しく楽しく老いる人生
〈講　師〉渡邊 一雄（日本社会事業大学理事・三菱セミコンダクターアメリカ元社長・

  東大病院にこにこボランティア代表世話人・NHK文化センター講師）
〈日　程〉水・金曜日　全6回　14：40～16：10
〈開講日〉5/13・5/20・6/3・6/12・7/1・7/15
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

33

日本にある間違ったボランティア観を見直し、フィランスロ
ピーの観点からその本質と潮流を学びます。定年後、地域
に戻って老後を美しくユーモアに満ちた楽しく手応えのあ
る生き方は、講師のアメリカや東大病院ボランティアの経
験を基にしたフィランスロピー実践の中にあることを伝え
ます。

13号館203教室

目標・メッセージ

人生ドラマの終幕は美しく楽しく老いたい。その手応えのある生
き方はフィランスロピー（社会貢献）実践にあることを伝えます。

目標・メッセージ

道としての茶・文化としての茶・稽古による人間の修練と言う「道
（心）・学（茶道学）・実（実技と通じての働き）」の三つを実践するこ
とで茶道の深遠さを学び、心豊かさと安らぎでもって現代社会の
激しい移り変わりに対応できることを願っています。

小・中学生対象
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申込方法

申込手順

ホームページ

電話

FAX

下記のいずれかの方法で申込を行ってください。

※開講初日から1週間前までに、受講票が届かない場合は、恐れ入りますが本学までご連絡をお願いします。

本学ホームページ上の「エクステンション・カレッジ」メニューから
専用申込フォームに必要事項をご入力のうえ、お申込ください。
スタッフが申込必要事項をお伺いします。

添付の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、お申込ください。

講座日には受講票を
お持ちのうえ、
会場へ直接
お越しください

開講1週間前を
目処に受講票を
送付します

払込期限内に
受講料を

振り込んでください

申込完了通知と
払込取扱書を
送付します

受講申込

募 集

秋開講予定講座のご紹介

要 項

万葉集講座
源氏物語
播磨の酒学
革命家「孫文」
世界遺産シルクロード

座学とツアーを一緒にした講座を企画しております。

前期から引き続き源氏物語を読み解きます。

古酒“庭酒”をテーマにお酒について学びます。

神戸とゆかりのある孫文。移情閣（場所：神戸市垂水区）へのミニツアーも予定しています。

シルクロードの歴史について学びます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

キ ャ リ ア 支 援

福祉を現代ビジネスで読み解く　
－経営情報から見る社会福祉法人の実際－

〈講　師〉齋藤 晴美（インプルウヴ代表
　　　　　　 公益財団法人ひょうご産業活性化センター登録経営相談員）

〈日　程〉木曜日　全3回　16：20～19：30
〈開講日〉4/23・5/7・5/21
〈定　員〉

〈趣　旨〉

30人
〈受講料〉7,740円

35

障害者や高齢者などを対象とした各種福祉施設や保育園
医療機関の運営主体となる「社会福祉法人」が「どういう経
営をされているのか」を示す情報の公開が義務化されまし
た。その法人の経営実態をビジネス感覚で見るための基
礎知識を学びます。

13号館104教室

目標・メッセージ

ビジネスの成立ちを学ぶことは、就職する時、就職してから、そして
自分で事業を始める際にも役立つ知識です。基礎から始めよう！

エクステンション・カレッジでは、ロコモティブ
シンドローム（以下：ロコモ）予防講座を企画し
ております。体力測定や筋力トレーニングを行
い健康・体力づくりをサポートします。

※ロコモとは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動
器に障害が起き、歩行や日常生活に何らかの障害を
きたしている状態です。
　ご興味のある方はお問い合わせください。
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Q A&講座に関する

Q Q

Q

Q

Q

Q

受講資格はありますか。

A 学びたい意思がある方でしたら、どなたでも受講でき
ます。ただし、講座によっては、対象年齢等が設定され
ている場合があります。      

講座が休講となる場合は、お知らせがありますか。

A 台風などの荒天や交通機関の乱れにより、休講となる
場合は、受講生へ個別の連絡はいたしません。ホーム
ページのお知らせでご確認ください。
【気象状況等による休講】
以下の要件が発生した場合は、講座を休講とします。
●気象警報発令の場合
　兵庫県南部に暴風警報が発令された場合（大雨警
　報は対象外）
●主要交通機関運休等の場合
　ストライキ、災害等によりJR西日本が運行停止とな
　った場合
要件が解除された場合の取り扱いは下表のとおりです。

休講となった場合は補講はありますか。

A 後日補講を行います。
※補講にご出席できない場合でも、受講料の返還は
できませんので、ご注意ください。

また、その他の理由で止むを得ず休講する場合の対応
は以下のとおりです。
【講師による休講】
講師の急病等により止むを得ず講座を休講する場合
は、事務室から受講生へ電話でお知らせします。
【突発事故等による休講】
突発事故等により、開始時間を30分経過しても授業が
できない場合は休講とします。この場合でも、交通費の
支払いはいたしません。

講座の開講時期はいつですか。

A 講座は前期（4月始まり）と後期(10月始まり）の年2回
開講いたします。

申込後のキャンセルはいつまでできますか。

A 講座開講初日の前日※まで可能です。講座の受講をキ
ャンセルする場合は、必ずお電話にて本学へご連絡の
うえ、所定のお手続きを行ってください。

講座を中止することはありますか。

A 受講生が一定人数に満たなければ、開講を中止する
場合がございます。講座の開講が中止になった場合
は、開講初日の5日前までに受講生にご連絡のうえ、受
講料全額を返還いたします。

Q

Q

すでに開講している講座への申し込みは可能ですか。

A ご希望の講座が定員に達していない場合は、途中から
のご受講も可能です。但し、一部講座はお断りするこ
ともありますので、事務室までお問い合わせくださ
い。

受講申込みのキャンセル待ちはできますか。

A ご希望の講座が既に定員に達していた場合は、若干名
のキャンセル待ちをお受けします。キャンセルにより
繰り上げ受講が可能になった方には受付順にご連絡
いたします。

Q

Q

授業を欠席する場合、連絡する必要はありますか。

A 特に必要ありません。

準備物はありますか。

A 講座によっては準備物が必要な場合があります。詳細
は受講票でご確認ください。

キャンセルのお申し出日

講座開講初日以降は、受講料を返還しません。
※休業日の場合は、その前日。

受講料の返還

受講料払込日～講座開講
初日の前日※まで

受講料からキャンセル手数
料1,000円を差引後、返還

警報解除時刻・運転解除時刻 取り扱い

午前7時以前

午前10時以前

午前10時現在解除されない場合

9時から講座開始

13時から講座開始

終日休講

その他、ご不明な点等はお問い合わせください。

兵庫大学エクステンション・カレッジ講座のご紹介・ご連絡を載せておりますので、ぜひご覧下さい。
「兵庫大学エクステンション・カレッジ」で検索 ！

Facebookアドレス　https://www.facebook.com/ec.hyogodai

Facebookのご案内

〔講座の取り扱い〕
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Q

Q

Q

Q A&大学施設に関する

自習ができる場所はありますか。

A 演習室をご利用いただけます。
①ノートパソコンの貸し出しをしております。（インター
ネットのご利用も可能です。）
②講座仲間との談笑スペースとしてご利用いただけます。
③講座の予習復習にもどうぞご利用ください。
　場所：13号館2F事務室横

図書館は利用できますか。

A ご利用いただけます。
●兵庫大学附属図書館利用について
〈貸し出し条件〉
本学エクステンション・カレッジ受講者で18歳以上の方
（但し、1回のみ開講及び無料講座の受講生は除く）
〈利用申請時、必要なもの〉
本講座の受講票と身分証明書
（運転免許証、健康保険証等の本人の住所・氏名の確認
できるもの）
〈利用について〉
①利用期間は半年毎の更新制とし、講座の受講期（前
期または後期）です。
②利用者カードの発行手数料は不要です。
〈開館時間ついて〉

〈当館で利用できるサービス〉
①本学図書館所蔵・雑誌（冊子体）の回覧
②本学図書館所蔵の図書・雑誌の貸出
　※但し、参考図書、雑誌の最新号、指定図書、視聴覚資料の貸出は不
　 可。視聴覚資料の館内での視聴はできません。

〈お申込みに際して〉
お申込みの際は、図書館窓口に受講票と身分証明書を
提示のうえ、エクステンション・カレッジ受講者であるこ
とをお伝えください。

※本学生の授業日程に伴い、臨時に閉館あるいは開館時間を変更する
ことがありますので、ご了承ください。
　詳しくは、兵庫大学エクステンション・カレッジ事務室までお問い合わ
せください。

食堂は利用できますか。

A ご利用いただけます。　　　　　　　　　　　
●食堂のご利用について
①食堂はセルフサービスですので、自動販売機にて食
券をご購入のうえ、ご利用ください。
②食堂1階・2階には売店があります。1階は本や文具
　2階はパンやおにぎり、お菓子等を販売しています。

曜日

月～金

土

開館時間

9：00～20：00

9：00～16：00

開放型演習室

食堂

図書館

図書

冊数

5冊

期間

7日間

雑誌

冊数

3冊

期間

7日間



エクステンション・カレッジ 受講申込書

〒675-0195　加古川市平岡町新在家2301　電話：079-427-9966　FAX：079-427-9897
http://www.hyogo-dai.ac.jp/　E-mail：kouza@hyogo-dai.ac.jp
電話・窓口受付時間 9時～17時（土曜日は16時30分まで。日曜・祝日は除きます）

お問い合わせ先

兵庫大学 エクステンション・カレッジ

JR東加古川北側出口より、約12分徒歩 JR東加古川北側出口より、約4分タクシー 加古川バイパス加古川東ランプより、約4分お車

FAX. 079-427-98972015年度〈前期〉兵庫大学

申込年月日

氏　名

住　所

連絡先

職　業

西暦　　　　　年　　　月　　　日　

※こちらにご記入いただきました個人情報は、兵庫大学エクステンション・カレッジの受講者管理以外の目的に使用いたしません。

TEL

FAX

□会社員　　□公務員　　　□自営業　　□教員　　□主婦　　□定年後　　□無職　　□学生（本学以外）
□本学学生　□本学卒業生　□いなみ野学園（　　　　  学科 在学中・卒業）　  □その他（　　　　　　　　）　　

（フリガナ）

保護者氏名

性　別

□男　□女

（アパート・マンション名）

※未成年の方は
　ご記入ください

西暦　　　　　年　　　月　　　日　 歳

生年月日 年　齢

大学使用欄
受付番号

受講歴 本学の受講は（　□初めて　　□受けたことがある　）

本講座を
知ったきっかけ

申込講座

通信欄

今後、本学からエクステンション・カレッジに関するご案内をお送りしてもよろしいですか。
（右のいずれかを○でお囲みください）

□知人　　 □新聞（　　　　　　　　　　　　　　　）　　□折込チラシ　　□町内会回覧　　□市（町）広報誌
□本学HP　□同窓会報　　□受講したことがある　　□その他（　　　　　　　　　　　　）

緊急連絡先 TELまたは携帯電話

1

4
3
2

5

受講料

はい　　・　　いいえ

携帯
電話

E-mail

氏名

〒 ̶

講座番号 講座名


