
第１学年　学習予定表

令和３年度　第１学期後半 兵庫県いなみ野学園大学講座　　

学習日 聴 共通（全学科） 聴 園芸学科 聴 健康づくり学科 聴 文化学科 陶芸学科

6月14日 栽培の基礎知識 実技Ⅰ 古典文学 花瓶作陶（Ａ型）

(土壌・肥料) バランストレーニング ～説話・物語の世界１～

(月) 寺田池ウォーキング ★ ★ 　 ★

吉備国際大学　 健康運動指導士 日本語パフォーミング研究家 講師　清水　豊和

講師　吉倉　惇一郎 政井　貴子 松帆　知昭 技術指導員　川嶋　明廣

6月21日 新聞の裏側と読み方 園芸実習 シニアスポーツ（屋外） 古典文学 花瓶作陶（Ｂ型）

～説話・物語の世界２～

(月) ★ いなみ野学園 高見　亮三 ★

元神戸新聞社 学科主任　真野　隆司 八川　好英 日本語パフォーミング研究家 講師　清水　豊和

論説委員長　桜間 裕章 講師　高見　敬次 グラウンドゴルフ部 松帆　知昭 技術指導員　川嶋　明廣

6月28日 栽培の基礎知識 よりよく生きる生き方 日本語の世界 花瓶作陶実践指導

(防除) ～ウエルネスから考えよう～ ～最近のおかしな日本語～

(月) ★ ★ ★

午前 いなみ野学園 神戸常盤大学 武庫川女子大学

元教授　井瀬　俊一 客員教授　柳　敏晴 元教授　　佐竹　秀雄 技術指導員　川嶋　明廣

6月28日

(月)

午後

7月5日 身近な法律相談　１ 園芸実習 実技Ⅰ わかる世界史 花瓶作陶（Ｃ型）

～脳トレレクリエーション①～ ～西洋史２～

(月) ★ いなみ野学園 ★ ★

兵庫県弁護士会 学科主任　真野　隆司 ヒューマンヘルス研究所 歴史研究家 講師　清水　豊和

元会長　春名 一典 講師　高見　敬次 代表取締役　神保　栄子 平良　哲夫 技術指導員　川嶋　明廣

7月12日 笑顔相談 園芸実習 自然を楽しむ 卒寿のテナー歌手 花瓶作陶指導（１）

(年金、遺言、相続） ～ネイチャーゲーム①～ ～音楽は心のふるさと～

(月) ★ いなみ野学園 ★ 　 ★

相続診断士 学科主任　真野　隆司 シェアリングネイチャー協会 テナー歌手　安藤　勉 技術指導員　川嶋　明廣

八代醍 達雄 講師　高見　敬次 副理事長　森　信子､他 ピアノ　越智　恵

7月19日 兵庫県が誇る 園芸実習 薬と健康Ⅰ 花瓶作陶指導（２）

5つの日本一の自然

(月) ★ いなみ野学園 ★

兵庫県立大学 学科主任　真野　隆司 神戸学院大学 技術指導員　川嶋　明廣

名誉教授　服部 保 講師　高見　敬次 教授　　岡本　正志

7月26日 栽培の基礎知識 生涯スポーツのすすめ 古文書入門 花瓶作陶指導（３）

AM  (は種から収穫)

(月) ★ ★ ★

終業式 いなみ野学園 神戸大学 神戸大学地域連携推進室 技術指導員　川嶋　明廣

技術顧問　北井　学 名誉教授　　山口　泰雄 特命准教授　松下　正和

ミュージカルに挑戦１ 花瓶作陶指導（４）

PM

★ ｿﾌﾟﾗﾉ歌手・ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾅｰ

劇団四季元団員 技術指導員　川嶋　明廣

江本　あきこ

★は聴講制度対象講義

ホームルーム

結
核
検
診

体　　　験　　　発　　　表　　　会

ホームルームホームルーム

共通講義は

ありません

共通講義は

ありません

共通講義は

ありません



第２学年　学習予定表

令和３年度　第１学期　後半 兵庫県いなみ野学園大学講座　　

学習日 聴 共通（全学科） 聴 園芸学科 聴 健康づくり学科 聴 文化学科 陶芸学科

6月15日 南海トラフ地震 花壇作りの基礎Ⅰ 地域貢献Ⅱ 古典文学 ロクロ成形（７） 

スポーツクラブ２１ ～平安女流日記１～ 袋物・壺の削り

(火) ★ ★ ★ ～スポーツリーダーとは～ ★

神戸大学 NPO加古川緑花クラブ 神戸大学 日本語パフォーミング研究家 講師　石井　宏志

名誉教授　田結庄 良昭 顧問　安尾　昌子 名誉教授　山口　泰雄 　松帆　知昭 技術指導員　榊原　雅雄

6月22日 日本語はおもしろい 園芸実習 実技Ⅱ 古典文学 袋物・壺の実技指導（２）

脳トレエクササイズ ～平安女流日記２～

(火) ★ いなみ野学園 ★ 　 ★

甲南大学 学科主任　真野　隆司 健康運動指導士 日本語パフォーミング研究家 講師　石井　宏志

元教授　橘　幸男 講師　高見　敬次 政井　貴子 　松帆　知昭 技術指導員　榊原　雅雄

6月29日 園芸実習 ストレスマネージメントⅠ 日本語の世界 陶芸の歴史 （上）

笑いと健康 ～方言講座２

(火) いなみ野学園 ★ ～もののけ　大集合～ ★ 兵庫県の方言の特徴～

午前 学科主任　真野　隆司 上方文化評論家 甲南大学 講師　石井　宏志

講師　高見　敬次 福井　栄一 元教授　橘　幸男 技術指導員　榊原　雅雄

6月29日

(火)

午後

7月6日 淡水生物について 野菜の不思議 加齢による身体変化 さまざまな表現 手びねり成形、角物（１）

～自分らしい身体を創ろう～ ～演劇に挑戦～

(火) ★ ★ 県北部農業技術センター ★ ★

須磨海浜水族園 農業加工流通部　 神戸常盤大学 町劇Akashi bb 講師　石井　宏志

元飼育員　小坂　直也 元部長　　永井　耕介 　客員教授　柳　敏晴 代表　はせなか　りえ 技術指導員　榊原　雅雄

7月13日 地域防犯 園芸実習 健康概論 播磨学 角型花器作陶指導（１）

～歯の健康～ ～郷土の偉人 山片蟠桃～

(火) ★ いなみ野学園 ★ ★

企画県民部地域安全課 学科主任　真野　隆司 兵庫県歯科衛生士会 兵庫県ふるさと創生塾 技術指導員　榊原　雅雄

副課長　辻　達也 講師　高見　敬次 副会長　岩崎小百合 地域マイスター　高塚　洋

7月20日 園芸実習 実技Ⅱ 播磨学 角型花器作陶指導（２）

～脳トレレクリエーション②～　 ～加古川の舟運について～

(火) いなみ野学園 ★ ★

午前 学科主任　真野　隆司 ヒューマンヘルス研究所 姫路市立城郭研究室 技術指導員　榊原　雅雄

講師　高見　敬次 代表取締役　神保　栄子 主事　三角　菜緒

7月20日 角型花器作陶指導（３）

(火) ホームルーム

午後 技術指導員　榊原　雅雄

★は聴講制度対象講義

体　　　験　　　発　　　表　　　会

ホームルーム ホームルーム
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第３学年　学習予定表

令和３年度　第１学期　後半 兵庫県いなみ野学園大学講座　　

学習日 聴 共通（全学科） 聴 園芸学科 聴 健康づくり学科 聴 文化学科 陶芸学科

6月17日 園芸実習 自然を楽しむ 神戸学 掻き落とし技法の指導

～ネイチャーゲーム③～ ～移住坂　神戸発世界行～

(木) いなみ野学園 　 ★

午前 学科主任　真野　隆司 シェアリングネイチャー協会 芦屋大学 　　　 　講師　森田　陽子

講師　高見　敬次 副理事長　森　信子、他 元教授　楠本　利夫 技術指導員　石井　敏一

6月17日 果樹の病害虫防除 健康概論 日本の文学 象嵌技法の指導

スポーツ障害と予防 ～泉鏡花の世界～

(木) ★ ★ ★

午後 いなみ野学園 中山クリニック 日本語パフォーミング研究家 　　　 　講師　森田　陽子

元教授　井瀬　俊一 院長　中山　潤一 　松帆　知昭 技術指導員　石井　敏一

6月24日 自然を知り河川災害から イチジクの育て方 シニアの健康について（仮題） 朗読と歌の楽しみ 三島手・イッチン用器の作陶

身を守る ～フレイル予防～ ～愛そして出発（たびだち）～ 　　　　　　　 

(木) ★ ★ ★ ★ 朗読パフォーマンスクラブ

神戸大学 いなみ野学園 大塚製薬 　　　代表　阿部　麻里 　　　 　講師　森田　陽子

教授　大石 哲　 学科主任　真野　隆司 川本安紀子 ゴスペルシンガー　星　千尋 技術指導員　石井　敏一

7月1日 園芸実習 実技Ⅲ 書の世界 器の削りと三島手、 イッチン

イルチブレインヨガ② ～書に親しむ～ 実技指導

(木) いなみ野学園 ★  ★

午前 学科主任　真野　隆司 イルチブレインヨガ御影スタジオ 書　家 　　　 　講師　森田　陽子

講師　高見　敬次 吉田　あづさ 　藤田　雄大 技術指導員　石井　敏一

7月1日

(木)

午後

7月8日 神戸華僑の歴史 園芸実習 ストレスマネージメントⅢ笑いと健康 日本語の世界 彩埏の解説と実技指導

～在原行平・業平の ～方言講座４

(木) ★ いなみ野学園 ★ 虚像と実像：平安朝最強 ★ 播磨の方言の特徴～

孫文記念館 学科主任　真野隆司 兄弟の物語～ 甲南大学 いなみ野学園

館長　愛新 翼 講師　高見敬次 上方文化評論家　福井　栄一 元教授　橘　幸男 　　 学科主任　 坂口　洋二

7月15日 作家水上勉文芸の特質 園芸実習 実技Ⅲ　 彩埏用陶板制作（１）

ー捨てられた身と捨てた立場とー 自重運動

(木) ★ いなみ野学園 ★

園田学園女子大学 学科主任　真野隆司 兵庫県立大学 技術指導員　石井　敏一

名誉教授　吉村 稠 講師　高見敬次 名誉教授　西垣　利男

7月29日 超高齢社会のまちづくり 比較文化論３ 彩埏用陶板制作（２）

終業式 ～大阪兵庫の比較文化～

(木) ★ ホームルーム ★

市民まちづくり研究所 園田学園女子大学 技術指導員　石井　敏一

所長  松本　誠 名誉教授　田辺　眞人

★は聴講制度対象講義

体　　　験　　　発　　　表　　　会

ホームルーム

ホームルーム

共通講義は

ありません

共通講義は

ありません

共通講義は

ありません

共通講義は

ありません



第４学年　学習予定表

令和３年度　第１学期　後半 兵庫県いなみ野学園大学講座　　
学習日 聴 共通（全学科） 聴 園芸学科 聴 健康づくり学科 聴 文化学科 陶芸学科

6月18日 芸術の世界 ブルーベリーの 運動概論 自主研究講座　８ 大皿に、しのぎ

コンテナ栽培 ～効果的な運動の方法と （流線紋様）

(金) ★ ★ ★ 　　　　　　　安全管理～

県立美術館 県立但馬農業高等学校 兵庫県立大学 いなみ野学園 　　　講師 　市野　信行

学芸員　相良　周作 元教諭　中井　俊明 名誉教授　西垣　利男 学科主任 技術指導員　池澤　榮次郎

6月25日 播磨の文化財を訪ねて 園芸実習 実技Ⅳ 自主研究講座　９ 大皿流線紋様、実践指導

イルチブレインヨガ③ ～リハーサル1組～ 　　　　　　　

(金) ★ いなみ野学園 ★  

兵庫大学 学科主任　真野　隆司 イルチブレインヨガ御影スタジオ いなみ野学園 　　　講師 　市野　信行

教授　金子　哲 講師　高見　敬次 吉田　あづさ 学科主任 技術指導員　池澤　榮次郎

7月2日 介護について　 園芸実習 実技Ⅳ 自主研究講座　１０ 大鉢に象嵌紋様

～受ける側の心構え～ ～脳トレレクリエーション④～ ～リハーサル２組～

(金) ★ いなみ野学園 ★ ★

兵庫県立総合衛生学院 学科主任　真野　隆司 ヒューマンヘルス研究所 いなみ野学園 　　　講師 　市野　信行

元学院長　濱口 清子 講師　高見　敬次 代表取締役　神保　栄子 学科主任 技術指導員　池澤　榮次郎

7月9日 人と自然の関係 園芸質問箱 実技Ⅳ 世界の中の日本 大鉢象嵌、実践指導

〜播磨国風土記の植生〜 メロディー体操② ～国際情勢を読む～

(金) ★ ★ ★ ★

兵庫県立大学 いなみ野学園 フィットネスインストラクター 京都産業大学 　　　講師 　市野　信行

名誉教授　服部 保 講師　高見　敬次 吉田　裕子 教授　岩本　誠吾 技術指導員　池澤　榮次郎

7月16日
高齢者の交通安全 マナーについて 園芸実習 自主研究講座　１１ 大壷作陶指導（１）

～合同研究発表会1組～

(金) ★ いなみ野学園

加古川警察署 学科主任　真野　隆司 いなみ野学園 技術指導員　池澤　榮次郎

交通第一課長　廣地　正行 講師　高見　敬次 学科主任

7月30日 三木露風とその母碧川 介護実践Ⅱ 自主研究講座　１２ 大壷作陶指導（２）

終業式 （みどりかわ）かた ～介護の現状～ ～合同研究発表会2組～

(金) ★ ★ ★

姫路大学 人と地域つながり研究所 いなみ野学園 技術指導員　池澤　榮次郎

教授　和田 典子 所長　永坂　美晴 学科主任

★は聴講制度対象講義

★

ホームルーム

ホームルーム ★



月　日 歌 区分 形態 聴 備　考

4月7日 午前 共通

(水)
午後 共通

4月13日 午前 共通

(火)
午後 共通

4月20日 午前 共通

(火)
午後 共通

4月27日 午前 共通

(火)
午後 共通

5月18日 午前 共通

(火)
午後 共通

6月1日 午前 共通

(火)
午後 共通

6月8日 午前 共通

(火)
午後 共通

6月15日 午前 共通

(火)
午後 共通

6月22日 午前 共通 ★

(火)
午後 共通 ★

6月29日 午前 共通 ★

（火） 午後 共通 ★

7月6日 午前 共通 ★

(火)
午後 共通 ★

7月13日 午前 共通 ★

(火)
午後 共通

7月20日 午前 共通

(火)
午後 共通

図書館の上手な使い方 兵庫県立図書館　職員

ホームルーム

★は聴講制度対象講義

4/27の
振替気候危機～その現状と課題～

　ゼミ選択講座（環境・地域コース）２
ひょうご環境創造協会
　　　　　　環境技術専門員　真田　由美子

古代民族研究所
　　　　　　代表　大森　亮尚

地域コミュニティと公民館１

ゼミ選択講座（景観園芸コース）１
吉備国際大学
　　　　　　講師　吉倉　惇一郎

播磨国風土記について

7/20へ
振替

ゼミ選択講座（歴史・文化コース③）１
姫路大学
　　　　　　教授　和田　典子

ゼミ選択講座（健康・福祉コース）１
神戸外国語大学
　　　　　　元教授　山田　誠

これからの地域の暮らしを考える１
生涯学習コーディネーター
　　　　　　　　　　　清水　勲夫

令和3年度　大学院１年生（1６期生）第1学期　学習予定表
　　　　　　　　　　　兵庫県いなみ野学園大学院講座

景観園芸コース歴史・文化コース 環境・地域コース 健康・福祉コース

入学式

学科主任

大学院の生活・修了レポートについて
いなみ野学園　研究生

ゼミ選択講座（健康・福祉コース）２
神戸外国語大学
　　　　　　元教授　山田　誠

ゼミ選択講座（歴史・文化コース③）２
姫路大学
　　　　　　教授　和田　典子

ゼミ選択講座（環境・地域コース）１
ひょうご環境創造協会
　　　　　　環境技術専門員　真田　由美子

ゼミ選択講座（歴史・文化コース➀）１
芦屋大学
　　　　　　元教授　楠本　利夫

コミュニティ１
兵庫教育大学
　　　　　　元教授　廣岡　徹

ともに生きる
社会福祉法人　加古川はぐるま福祉会
　　　　　　理事長　高井　敏子

オリエンテーション（大学院の生活）
学科主任

オリエンテーション（仲間づくり）

ひょうご環境創造協会
　　　　　　環境技術専門員　真田　由美子

ゼミ選択講座（歴史・文化コース②）１
神戸大学
　　　　　　特命准教授　松下　正和

ゼミ選択講座（歴史・文化コース②）１
神戸大学
　　　　　　特命准教授　松下　正和

兵庫県公民館連合会
　　　　　　会長　萬浪　佳隆

里山整備による地域資源の創生
兵庫県立大学
　　　　　　名誉教授　熊谷　哲

水ぬれ古文書を救う
　ゼミ選択講座（歴史・文化コース②）２

神戸大学
　　　　　　特命准教授　松下　正和

ゼミ選択講座（歴史・文化コース➀）２ 芦屋大学　元教授　楠本　利夫

ゼミ選択講座（環境・地域コース）１

ゼミ選択講座（景観園芸コース）２
吉備国際大学
　　　　　　講師　吉倉　惇一郎
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午前：オリエンテーション（中教室）

午後：自主研究

午前：講義　（中教室）「　研究生としての心がまえ　」　　山田　誠先生

午後：自主研究

午前：第43回研究生による講座　(中教室)　　　　研究生　宗田　晃正氏

テーマ：家庭菜園なら誰でもできる野菜の有機・無農薬栽培

午後：系別研究

午前：講義　（中教室）　　　　　　　細川　愛一郎先生

テーマ：「トンボの写真」

午後：自主研究

午前：第44回研究生による講座　(中教室)　　　　研究生　花本　秀生氏

テーマ：お酒の話～日本酒を中心に～

午後：系別研究

午前：講義　（中教室）　　　兵庫医療大学薬学部　講師　岩岡恵実子先生

テーマ：身近な薬草のお話

午後：自主研究

午前：第45回研究生による講座　(中教室)　　　　研究生　徳澤　知義氏

テーマ：ザ・ストーリー・オブ・イングリシュ（英語物語）

午後：系別研究

午前：講義　（中教室）　　　兵庫県歴史博物館　香川　雅信先生

テーマ：妖怪文化

午後：自主研究

午前：第46回研究生による講座　(中教室)　　　　研究生　菊池　富美子氏

テーマ：江戸の飛脚

午後：自主研究

午前：講義　（中教室）　　　ひょうご環境創造協会　菅原　啓髙先生

テーマ：生活の中の化学物質（農薬・食品添加物・洗剤など）

午後：自主研究（「歴史文化系B」は系別研究）

午前：第47回研究生による講座　(中教室)　　研究生 木村美智代氏（➀）　岩﨑富子氏（②）

テーマ：➀「介護保険って何？」　　②「高齢者『肉食』のすすめ」

午後：系別研究（「歴史文化系B」は自主研究）

午前：講義　（中教室）　田中　利幸　先生

テーマ：マジックが支えたボランティア活動

午後：自主研究

午前：第48回研究生による講座　(中教室)　　　　研究生　松本　忠士氏

テーマ：5・15事件、2・26事件はなぜ起きたか

午後：系別研究

午前：講義　（中教室）　　　（株）北本ファーム　代表　北本 奇世司先生

テーマ：兵庫在来種「ハリマ王にんにく」～加西市から全国へ～

午後：自主研究

午前：第49回研究生による講座　(中教室)

テーマ：未定 　（環境地域系）

午後：系別研究

午前：第50回研究生による講座　(大講堂)

各系による発表会3月17日 (木）

1月20日 (木）

2月3日 (木）

2月24日 (木）

11月25日 (木）

12月9日 (木）

9月16日 (木）

10月21日 (木）

11月4日 (木）

10月7日 (木）

6月24日 （木）

7月8日 (木）

9月2日 (木）

6月10日 （木）

令和３年度いなみ野学園研究生研究予定表

5月20日 （木）

4月22日 （木）



月　日 歌 区分 形態 聴 備　考

4月16日 午前 共通 ★

(金)
午後 共通

4月23日 午前 ゼミ

(金)
午後 共通 ★

4月30日 午前 共通 ★

(金)
午後 共通 ★

5月7日 午前 共通 ★
12月頃
へ振替

(金)
午後 共通 ★

7/16午後
へ振替

5月21日 午前 ゼミ

(金)
午後 共通

5月28日 午前 共通 ★

(金)
午後 共通 ★

6月11日 午前 共通 ★

(金)
午後 共通 ★

6月18日 午前 ゼミ

(金)
午後 共通

6月25日 午前 共通 ★

(金)
午後 共通 ★

7月2日 午前 共通 ★

(金) 午後 共通 ★

7月9日 午前 ゼミ

(金)
午後 共通

7月16日 午前 共通 ★

(金)
午後 共通 ★

5/7の
振替

7月30日 午前 共通 ★

(金)
午後 共通 ★

つなぐ手と手(高砂市)
　　　　　　副代表　清水　美代子（保健師）

令和3年度　大学院２年生（１５期生）第1学期　学習予定表
　　　　　　　　　　　兵庫県いなみ野学園大学院講座

歴史・文化コース 環境・地域コース 健康・福祉コース 景観園芸コース

オリエンテーション
（2年生の各自の研究テーマについて）

学科主任

地域活動と指導者のあり方１
生涯学習コーディネーター
　　　　　　　　　　　清水　勲夫

地域と環境
兵庫県文化財保護指導員
　　　　　　　　　　　小林　誠司 7/30へ

振替
緑化による地域づくり

NPO加古川緑化クラブ
　　　　　　指導員　安尾　昌子

吉備国際大学
講師　吉倉　惇一郎

姫路城主の生活
姫路市立城郭研究室
　　　　　　主事　三角　菜緒

認知症にやさしい地域づくりに向けて
つなぐ手と手(高砂市)
　　　　　　副代表　清水　美代子（保健師）

自主研究

芦屋大学元教授　 楠本　利夫
姫路独協大学元講師 兼本　雄三
姫路大学教授　　 和田　典子

ひょうご環境創造協会環境技

術専門員

真田　由美子

神戸外国語大学
元教授　山田　誠

南北朝～室町時代前期の印南野大地開発
新しい村の結成を巡って～

兵庫大学
　　　　　　教授　金子　哲

コウノトリの保護増殖と野生復帰 コウノトリの郷公園　指導員

自主研究

芦屋大学元教授　 楠本　利夫
姫路独協大学元講師 兼本　雄三
姫路大学教授　　 和田　典子

ひょうご環境創造協会環境技

術専門員

真田　由美子

神戸外国語大学
元教授　山田　誠

吉備国際大学
講師　吉倉　惇一郎

文章の作成（基礎）
甲南大学
　　　　　　元教授　橘　幸男

地域コミュニティとしてのBAN-BAN
～制作現場から～

ＢＡＮ-ＢＡＮネットワークス株式会社　コンテンツ
事業部テレビ制作課　課長　藤井　良一

多文化共生と地域社会
大阪大学
　　　　　　講師　高井　美穂

自主研究

地域と環境
兵庫県文化財保護指導員
　　　　　　　　　　　小林　誠司

ひょうご環境創造協会環境技

術専門員

真田　由美子

神戸外国語大学
元教授　山田　誠

吉備国際大学
講師　吉倉　惇一郎

地産地消の推進について
株式会社ヤマリュウ
　　　　　　専務取締役　冨永　龍平

認知症にやさしい地域づくりに向けて

吉備国際大学
講師　吉倉　惇一郎

芦屋大学元教授　 楠本　利夫
姫路独協大学元講師 兼本　雄三
姫路大学教授　　 和田　典子

兵庫県の進めている里山林管理
兵庫県立大学
　　　　　　名誉教授　服部　保

地域コミュニティと公民館３
兵庫県公民館連合会
　　　　　　会長　萬浪　佳隆

ラジオ放送から見た地域づくり
ラジオ関西
　　　　　　パーソナリティ　藤原　正美

4/30の
振替

緑化による地域づくり
NPO加古川緑化クラブ
　　　　　　指導員　安尾　昌子

★は聴講制度対象講義

日本とユダヤ文化の類似性について
いなみ野学園
　　　　　　特任講師　遠周　正義

芦屋大学元教授　 楠本　利夫
姫路独協大学元講師 兼本　雄三
姫路大学教授　　 和田　典子

ひょうご環境創造協会環境技

術専門員

真田　由美子

神戸外国語大学
元教授　山田　誠


