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【問合せ先】

福島大学地域創造支援センター

事務担当：地域連携課

〒960-1296 福島市金谷川 1番地

TEL：024-548-5211（9：00～17：00 土曜・日曜・祝日を除く）

FAX：024-548-5244

E-mail：syogai@fukushima-u.ac.jp

ホームページ http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

平成 23 年 6 月 1 日

平成 23 年度公開講座・公開授業について

１．今年度の対応について

・公開講座：公開講座全体のスケジュールを大幅に見直し、7月中旬から開講します。

・公開授業：4月開講の前期科目について公開を中止し、10 月開講の後期科目のみの

公開とします。

2．各講座・授業の日程

別紙のとおり

3．公開講座・公開授業への申込方法

公開講座・公開授業へのお申し込みは、パンフレット「福島大学 市民のための講

座・セミナー案内」を入手の上、必要な手続きをお願いいたします。

パンフレットは、FAX、Eメール、はがきにて、下記問合せ先に請求してください。

無料で送付いたします

（本件のお問い合わせ先）

地域連携課 金谷・磯貝

電話：024-548-5211 

平成２３年度の公開講座・公開授業の日程が決定しました。公開講座・公開

授業の詳細は、パンフレット「福島大学 市民のための講座・セミナー案内」

に掲載しています。パンフレットは、請求していただいた方に無料で送付しま

す。 



No 講座名 担当講師 日程 受講料 会場

1
楽しい染色：基礎から応用、さらに自由製作
まで
申込締切：6月30日（木）

金澤 等
7月13日（水）、7月20日（水）、7月27
日（水）、8月3日（水）、8月10日（水）

18:10～20:10
6,000円

福島大学
金谷川キャンパス

2
「Life Drawing 人体素描」コース：１部
申込締切：6月30日（木）

渡邊 晃一
7月30日（土）、7月31日（日）

10:00～12:00、13:00～16:00
6,000円

福島大学
金谷川キャンパス

3
「たかがスポーツ、されどスポーツ」を考える
申込締切：6月30日（木）

新谷 崇一
8月24日（水）、8月31日（水）、9月7日
（水）、9月14日（水）

18:30～20:00
3,600円 街なかブランチ舟場

4
個性を捉える：知能編（昼間開講）
申込締切：6月30日（木）

木暮 照正
9月1日（木）、9月8日（木）、9月22日
（木） 14:00～15:30

2,700円 街なかブランチ舟場

5
個性を捉える：知能編（夜間開講）
申込締切：6月30日（木）

木暮 照正
9月1日（木）、9月8日（木）、9月22日
（木） 18:30～20:00

2,700円 街なかブランチ舟場

6
「Life Drawing 人体素描」コース：２部
申込締切：6月30日（木）

渡邊 晃一
9月2日（金）、9月3日（土）

10:00～12:00、13:00～16:00
6,000円

福島大学
金谷川キャンパス

7
行動生態学入門
申込締切：6月30日（木）

木村 吉幸
9月3日（土）、9月10日（土）、9月17日
（土） 13:30～15:00

2,700円 街なかブランチ舟場

8
眠りと夢の不思議をさぐる
申込締切：8月31日（水）

小山 純正
高原 円

9月22日（木）、9月29日（木）、10月6
日（木）、10月13日（木）

18:30～20:00
3,600円 コラッセふくしま

9
児童文学へのいざない
申込締切：8月31日（水）

九頭見 和夫
早川 正信
加藤 宏幸
椚山 義次

10月1日（土）、10月8日（土）、10月15
日（土）、10月22日（土）

14:00～16:00
4,800円 郡山市労働福祉会館

10
個性を捉える：性格編（昼間開講）
申込締切：8月31日（水）

木暮 照正
10月6日（木）、10月13日（木）、10月
27日（木） 14:00～15:30

2,700円 街なかブランチ舟場

11
個性を捉える：性格編（夜間開講）
申込締切：8月31日（水）

木暮 照正
10月6日（木）、10月13日（木）、10月
27日（木） 18:30～20:00

2,700円 街なかブランチ舟場

12
元気なからだを手に入れる
※軽い運動を伴います。
申込締切：8月31日（水）

鈴木 裕美子
10月7日（金）、10月14日（金）、10月
21日（金） 19:00～20:30

2,700円 福島テルサ

13
朝鮮半島の文字文化と思想
申込締切：8月31日（水）

金 敬雄
10月7日（金）、10月14日（金）、10月
21日（金）、10月28日（金）

18:30～20:30
4,800円 コラッセふくしま

14
スポーツが地域を活性化する
申込締切：8月31日（水）

黒須 充
新谷 崇一
安田 俊広
鈴木 裕美子

10月19日（水）、10月26日（水）、11月
2日（水）、11月9日（水）、11月16日
（水） 18:30～20:00

4,500円 街なかブランチ舟場

15
毎日を元気に～認知症と寝たきり予防～
※軽い運動を伴います。
申込締切：8月31日（水）

鈴木 裕美子
10月24日（月）、10月31日（月）

10:00～11:30
1,800円 福島テルサ

16
市民のための心理学ゼミナール 初級編
申込締切：8月31日（水）

筒井 雄二
11月1日（火）、11月8日（火）、11月22
日（火）、11月29日（火） 15:00～17:00

4,800円 コラッセふくしま

17
災害の考古学と防災地図
申込締切：8月31日（水）

阿子島 功
11月30日（水）、12月7日（水）、12月
14日（水） 10：00～12：00

3,600円 街なかブランチ舟場

18
北アメリカの英語発音
申込締切：8月31日（水）

真歩仁 しょうん
12月7日（水）、12月14日（水）

19:00～20:30
1,800円 福島テルサ

19
日常生活と心理学との接点：知覚と記憶編
（昼間開講）
申込締切：12月22日（木）

木暮 照正
平成24年2月2日（木）、2月9日（木）、
2月16日（木） 14:00～15:30

2,700円 街なかブランチ舟場

20
日常生活と心理学との接点：知覚と記憶編
（夜間開講）
申込締切：12月22日（木）

木暮 照正
平成24年2月2日（木）、2月9日（木）、
2月16日（木） 18:30～20:00

2,700円 街なかブランチ舟場

21
日常生活と心理学との接点：社会と行動編
（昼間開講）
申込締切：12月22日（木）

木暮 照正
平成24年3月1日（木）、3月8日（木）、
3月15日（木） 14:00～15:30

2,700円 街なかブランチ舟場

22
日常生活と心理学との接点：社会と行動編
（夜間開講）
申込締切：12月22日（木）

木暮 照正
平成24年3月1日（木）、3月8日（木）、
3月15日（木） 18:30～20:00

2,700円 街なかブランチ舟場

平成23年度公開講座一覧



学期 曜日 時限 曜日 時限

ドイツ語上級B 後期 月曜日 8:40～10:10

比較地域文化論Ⅱ（ジェンダー試論） 後期 月曜日 10:20～11:50

環境法 後期 月曜日 10:20～11:50

生物化学工学 後期 月曜日 13:00～14:30

簿記原理 後期 月曜日 18:00～19:30

社会と人間 後期 月曜日 18:00～19:30

ドイツ語中級H 後期 火曜日 8:40～10:10

※ English Presentations 後期 火曜日 8:40～10:10 木曜日 14:40～16:10

※ 英語コミュニケーションC 後期 火曜日 10:20～11:50 金曜日 10:20～11:50

管理会計 後期 火曜日 18:00～19:30

法社会学Ⅱ 後期 水曜日 10:20～11:50

※ フランス語初級Ⅱ 前期 水曜日 19：40～21：10 金曜日 18:00～19:30

哲学概説（人間理解の基礎） 後期 木曜日 10:20～11:50

心理学特殊講義（応用）（電子メディアと心理学） 後期 木曜日 10:20～11:50

中国語上級B 後期 木曜日 13:00～14:30

ドイツ語中級J 後期 木曜日 13:00～14:30

職業心理学 後期 金曜日 13:00～14:30

自然災害と人間 後期 金曜日 14:40～16:10

システム生理学 後期 金曜日 16:20～17:50

労働と法 後期 金曜日 19:40～21:10

平成23年度公開授業一覧

授業名

【公開授業申込受付期間】：10月3日（月）～10月7日（金）

●

●

●

平成23年度の公開授業については、4月開講の前期科目の公開を中止し、10月開講の後期科目のみの公開と
させていただきます。

10月開講科目は10月3日（月）から開講されます。ご希望の授業については、申込締切に関わらず初回から受
講してください。

公開授業の受講料は7，000円もしくは14，000円です。授業科目名の前に※の表示がある科目は14，000円、
無印の科目は7，000円です。

公開講座・公開授業へのお申し込みは、パンフレット「福島大学 市民のための講座・セミナー案内」を入

手の上、必要な手続きをお願いいたします。

パンフレットは、FAX、Eメール、はがきにて、下記問合せ先に請求してください。無料で送付いたします。

【問合せ先】

福島大学地域創造支援センター
事務担当：地域連携課

〒960-1296 福島市金谷川1番地

TEL：024-548-5211（9：00～17：00 土曜・日曜・祝日を除く）

FAX：024-548-5244

E-mail：syogai@fukushima-u.ac.jp ホームページ http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/


