
令和2年度前期エクステンション・カレッジ講座　開講講座一覧　【2020/5/15　現在】

裏面につづく

コード 講 座 名 講師名 回数/開講日 曜日 時間 休講等

1011 【特別講演】　越境の映画製作 ～異文化理解を考える～ 松下　俊文 日程調整中 土 13:30～16:30 5/30

1021 基礎から学ぶ韓国語講座Ⅰ　～ 初級編 ～ 黄　晶禧
全10回　6/10、6/24、7/1、7/15、7/29、8/5、
8/26、9/2、9/16、9/30

水 13:00～14:30
4/15、4/22、5/13、
5/27、6/17

1031 南里の世界史講座 南里　章二 全4回　6/17、7/1、7/15、9/16 水・日
14:40～16:10
（現地は終日）

4/15、5/10、5/20

1042 基礎から学ぶ韓国語講座Ⅱ　～ 中級編 ～ 黄　晶禧
全10回　6/12、6/26、7/3、7/17、7/31、8/7、
8/28、9/4、9/11、9/18

金 13:00～14:30 4/17、4/24、5/15、5/29

1051 名作が名作である理由 －近代女性作家の短編－ 野田　直恵

1061 古典和歌の世界 溝端　悠朗 全2回　6/13、6/20 土 14:40～16:10 4/18、5/2、5/16、5/30

1071 『源氏物語』の世界 西中　裕子 全4回　6/5、6/19、7/3、7/17 金 14:40～16:10 5/8、5/22

1081 韓国語会話講座　　　　 [会場：高砂市教育センター] 李　良姫

1091
【明石シニアカレッジ講座】
高僧・木喰明満上人（もくじきみょうまんしょうにん）の人物像と木喰仏

米田　武文

1102 日本書紀の成立 生田　敦司 全4回　6/6、6/20、7/4、7/18 土 14:40～16:10

1111 【生きがい創造講座】菅原道真の生涯とゆかりのある神社 山口　征明 全1回　6/15 月 13:00～14:30

1122 記紀の神話 熊谷　保孝 全6回　6/19、6/26、7/3、7/10、7/17、7/31 金 14:40～16:10

1131 万葉集の世界 西中　裕子 全4回　6/22、6/29、7/6、7/13 月 14:40～16:10

1141 はじめての歌舞伎 寺田　詩麻 全5回　8/7、8/21、8/28、9/11、9/18 金 13:00～14:30

1151 フランクル著　『夜と霧』を読み解く 廣岡　義之 全2回　8/27、9/3（60分×2コマ連続） 木 13:00～15:10

1161 宮澤賢治作品の魅力と時代性 和田　典子 全3回　9/8、9/15、9/29 火 13:00～14:30

1171 大人の学び直し日本史Ⅰ　　　　　　[会場：加古川ヤマトヤシキ] 兼本　雄三

1181 大人の学び直し日本史Ⅱ　　　　　　[会場：加古川ヤマトヤシキ] 兼本　雄三 全6回　6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22 水 10:40～12:10
6/17のみ

13:00～14:30も有

1191 大人の学び直し算数・数学Ⅰ　　　　[会場：加古川ヤマトヤシキ] 菅生　安展

1201 大人の学び直し算数・数学Ⅱ　　　　[会場：加古川ヤマトヤシキ] 菅生　安展 全6回　6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22 水 13:00～14:30
6/17は14:40～16:10
または16:20～17:50

コード 講 座 名 講師名 回数/開講日 曜日 時間 休講等

2011 【生きがい創造講座】加古川・高砂における戦争体験 上谷　昭夫

2021 日本庭園の魅力と楽しみ方 西　桂 全3回　6/3、 6/17、 6/24（現地） 水 13:00～14:30 5/13、5/20、5/27

2031 身近な建築鑑賞入門 小林　誠司 全2回　6/12、6/26、7/10 金 14:40～16:10 5/29

2041 【明石シニアカレッジ講座】 明石西国街道を歩く 井上　茂機 全2回　6/17、7/22 水 10:40～12:10

2051 【明石シニアカレッジ講座】 明石城学 内田　富雄 全1回　6/24 水 10:40～12:10

2061 【生きがい創造講座】横溝正史と湊川新開地 豊島　征子 全1回　9/14 月 13:00～14:30

コード 講 座 名 講師名 回数/開講日 曜日 時間 休講等

3011 初心者のためのWord入門 株式会社ＪＣＮ

3021 事業計画書の考え方及び経営リスクの考え方 吉野　大樹

3032 失敗学シリーズ　～事例と教訓　その１０～ 失敗学会 全4回　6/13、7/4、8/29、9/12 土 10:40～12:10 4/25、5/9

3041 Wordで素敵なお絵描き 株式会社ＪＣＮ 全5回　6/16、6/30、7/14、7/21、9/1 火 10:40～12:10 4/28、5/19

3052 職場でのパワハラ・モラハラへの実践対処トレーニング 佐原　成人

3061 仮想通貨(暗号資産）のしくみと将来性を解き明かします！ 片川　卓也 全1回　6/6　※2コマ連続 土 13:00～16:10

3072 企業の継続的成長への課題 馬場　新一 全4回　6/17、7/1、7/15、7/29 水 18:00～19:30

3081 注目トピックスにみる日本経済の近未来 北田　雅人 全1回　6/20　※2コマ連続 土 13:00～16:10

3091 あなたの老後資金に必要な準備額はいくら？ 岡田　佳久 全1回　6/27　※2コマ連続 土 13:00～16:10

3101 日本の小売業の近未来はどうなるのか？ 小林　徹 全1回　7/11　※2コマ連続 土 13:00～16:10

3111 プロが中立公平な立場で「初めての資産運用」を指南！ 武田　拓也 全1回　7/11　※2コマ連続 土 13:00～16:10

3120 【step0_0】デジタルアートで遊ぼう！（年中・年長児） 株式会社ＪＣＮ 全2回　7/28、7/29 火・水 10:00～10:45

3130 【step0_0】デジタルアートで遊ぼう！（年中・年長児） 株式会社ＪＣＮ 全2回　7/30、7/31 木・金 10:00～10:45

不開講

開講日欄に現在予定している日程を記載しております。日程が変更となっている講座があるのでご注意くださ
い。変更箇所に二重線を引いているので、お申込みいただいている講座をご確認ください。講座回数が減少し
た講座については不開講分を講座開講以降に現金でご返金いたします。
講座開講の約1週間前にご自宅に受講票をお送りさせていただきます。
人文・教養

不開講

不開講

不開講

不開講

不開講

播磨学・地域学

不開講

現代社会

不開講

不開講



コード 講 座 名 講師名 回数/開講日 曜日 時間 休講等

3140 【step0_0】デジタルアートで遊ぼう！（年中・年長児） 株式会社ＪＣＮ 全2回　8/25、8/26 火・水 10:00～10:45

3150 【step0_0】デジタルアートで遊ぼう！（年中・年長児） 株式会社ＪＣＮ 全2回　8/27、8/28 木・金 10:00～10:45

3160 【step_0】ロジカルパズルとロボットプログラミング講座（小学１～３年生） 株式会社ＪＣＮ 全3回　7/28、7/29、7/30 火～木 11:00～12:00

3170 【step_0】ロジカルパズルとロボットプログラミング講座（小学１～３年生） 株式会社ＪＣＮ 全3回　8/25、8/26、8/27 火～木 11:00～12:00

3180 【step1_1】オリジナル曲の流れる宝箱を作ろう！（小学３年生以上） 株式会社ＪＣＮ 全2回　7/28、7/29 火・水 13:00～14:30

3190 【step1_1】オリジナル曲の流れる宝箱を作ろう！（小学３年生以上） 株式会社ＪＣＮ 全2回　8/25、8/26 火・水 13:00～14:30

3201 財務諸表から読み解く「いい会社」と「悪い会社」 韓　仙愚 全1回　8/8　※2コマ連続 土 13:00～16:10

3211 セカンドライフを安心して過ごすための「相続の基本」 武田　拓也 全1回　8/29　※2コマ連続 土 13:00～16:10

3221 ちょっとした工夫で上達する！プレゼンテーションスキル 岡田　佳久 全1回　9/12　※2コマ連続 土 13:00～16:10

3231 不動産投資のメリットとリスク 武田　拓也 全1回　9/19　※2コマ連続 土 13:00～16:10

コード 講 座 名 講師名 回数/開講日 曜日 時間 休講等

4012 食彩細工 森脇　公代 全4回　6/17、7/15、8/26、9/16 水 10:40～12:10 4/15、5/20

4021 ママとベビーキッズヨガ 井上　愛

4032 養生法「講義」 渡邉　勝久 全4回　6/18、7/16、8/27、9/17 木 9:00～10:30 4/16、5/21

4042 養生法「実技」（太極拳） 渡邉　勝久 全7回　6/18、7/2、7/16、8/6、8/27、9/3、9/17 木 10:40～12:10 4/16、5/7、5/21

4052 おとなの塗り絵教室 満田　知美 全5回　6/11、6/25、7/2、7/16、7/30 木 16:20～17:50 4/16、4/30、5/14、5/28

4063 美術と生活　－油絵－ 岩見　健二

4072 果樹・野菜栽培シリーズ　「笑楽耕栽培」 宮本　茂 全4回　6/15、7/20、8/24、9/7 月 13:00～14:30 4/20、5/18

4082 フォトレッスン　－中級講座－ 武内　和志 全4回　6/22、7/27、8/24、9/28(現地) 月 9:00～11:00 4/20、5/18

4091 ワインの世界 宮本　隆太 全3回　7/1、7/15、7/29 水 18:00～19:30 4/22、5/13、5/27

4102 水墨画教室 岩見　純子
全7回　6/11、6/25、7/9、7/30、8/27、9/10、
9/24

木 13:00～15:00 4/23、5/14、5/28

4231 パステル癒しアート【午前】 牛尾　さつき 全4回　6/26、7/31、8/28、9/25 金 10:00～12:00 4/24、5/22

4111 パステル癒しアート【午後】 牛尾　さつき 全4回　6/26、7/31、8/28、9/25 金 14:00～16:00 4/24、5/22

4122 野菜たっぷり・おうちカフェ 富永　しのぶ 全4回　6/6、 6/27、 7/18、 9/5 土 10:00～13:00 4/25、5/16

4131 うたって元気、うたってキレイ！ 江本　あきこ 全4回　6/8、6/22、7/13、7/27 月 13:00～14:30 5/11、5/25

4142 世界の食と健康 登成　健之介

4151 【生きがい創造講座】趣味と健康寿命 金山　實

4162 プリザーブドフラワーアレンジメント講座 近田　良子 全3回　6/17、6/24、7/15 水 10:00～12:00 5/20

4171 楽しいコーラス（女声）
藤田　浩恵

森本　満穂子
全7回　6/10、6/17、6/24、7/8、7/15、7/29、
8/5

水・金
・土

10:15～11:45 5/20、5/27、8/21、8/22

4181 姿勢改善！ウォーキングレッスン 小林　希美 全5回　6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 土 10:40～12:10 5/30

4191 画材と技法を楽しむ絵画教室 藤原　洋次郎
全8回　6/27、7/4、7/11、7/18、7/25、8/1、
8/8、8/22

土 10:00～12:00

4201 【生きがい創造講座】家庭菜園なら誰でもできる野菜の有機・無農薬栽培 宗田　晃正 全1回　7/13 月 13:00～14:30

4213 おとなの塗り絵教室－上級編－ 満田　知美
全3回　8/6(オリエンテーション) 、8/27、9/10、
9/24　※2コマ連続

木 16:20～19:30

4221 シニアのおしゃれ教室　　　　　　　　　　[会場：加古川ヤマトヤシキ] 見寺　貞子 全4回　6/20、7/11、8/22、9/12　※2コマ連続 土 13:00～16:10 5/9

コード 講 座 名 講師名 回数/開講日 曜日 時間 休講等

5011 日常生活やビジネスに役立つパソコン講座Ⅰ [会場：加古川ヤマトヤシキ] 高田　繁範

5021 日常生活やビジネスに役立つパソコン講座Ⅱ [会場：加古川ヤマトヤシキ] 高田　繁範 全6回　6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、7/20 月 10:40～12:10

5031 社会人・シニア活躍講座Ⅰ　　　　　　　  [会場：加古川ヤマトヤシキ] 安田　義郎

5041 社会人・シニア活躍講座Ⅱ          　     [会場：加古川ヤマトヤシキ] 安田　義郎 全6回　6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、7/20 月 13:00～14:30

コード 講 座 名 講師名 回数/開講日 曜日 時間 休講等

8011 ①大人の学び直し　日本史　　　　　　[会場：加古川ヤマトヤシキ] 兼本　雄三 全1回　6/17 水
①10:40～12:10
②13:00～14:30

4/15

8021 ②大人の学び直し　算数・数学　　　　[会場：加古川ヤマトヤシキ] 菅生　安展 全1回　6/17 水
①14:40～16:10
②16:20～17:50

4/15

8031 ③日常生活やビジネスに役立つパソコン講座　[会場：加古川ヤマトヤシキ] 高田　繁範 全1回　6/15 月 10:40～12:10 4/20

8041 ④社会人・シニア活躍講座　　　　　　 [会場：加古川ヤマトヤシキ] 安田　義郎 全1回　6/15 月 13:00～14:30 4/20

キャリア支援

不開講

不開講

ワンコイン講座

生活・ウェルネス

不開講

不開講

不開講

不開講


	5.13更新 　6.1から開始  訂正

