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講 座 名 担当講師 日 時 受講料 会　場
障害者就労の現状と課題

申込締切：4月24日㈮
髙橋　純一 5月13日㈬、5月20日㈬

18:30～20:00 1,800円 福島大学街なか
ブランチ舟場

日常生活と心理学との接点：
知覚と記憶編 申込締切：4月24日㈮

木暮　照正 5月13日㈬、5月20日㈬、5月27日㈬
18:30～20:00 2,700円 郡山市労働福祉会館

楽しい運動プログラム ～身体のほ
ぐし方と鍛え方～ 申込締切：4月24日㈮

鈴木裕美子 5月18日㈪、5月25日㈪
19:00～20:30 1,800円 福島テルサ

歴史小説への誘い
申込締切：4月24日㈮

九頭見和夫　勝倉　壽一
早川　正信　高見沢　功

5月23日㈯、5月30日㈯、6月6日㈯、
6月13日㈯ 14:00～16:00 4,800円 コラッセふくしま 他

心をつなぐ国際交流 ～イギリス、ベトナム、オースト
ラリア、アメリカとの交流～ 申込締切：4月24日㈮

野崎　修司　菅野　良二
林　由美子　鈴木裕美子

6月13日㈯、6月20日㈯、6月27日㈯
13:30～15:00 2,700円 福島大学街なか

ブランチ舟場
『大鏡』の逸話から生きた王
朝歴史を学ぶ 申込締切：4月24日㈮

勝倉　壽一 6月20日㈯、7月4日㈯、7月18日㈯
14:00～16:00 3,600円 郡山市労働福祉会館

日常生活と心理学との接点：
社会と行動編 申込締切：4月24日㈮

木暮　照正 7月1日㈬、7月8日㈬、7月15日㈬
18:30～20:00 2,700円 郡山市労働福祉会館

楽しい染色-その１：染色の基礎を学んで自由製作「電
子レンジで省エネ染色、絞り、ロウケツで、のれん、シ
ャツ、絹のスカーフ、など」 申込締切：4月24日㈮

金澤　　等 7月8日㈬、7月29日㈬、8月5日㈬、
8月19日㈬ 18:00～20:00 4,800円 福島大学金谷川

キャンパス

脳の不思議をさぐる
申込締切：4月24日㈮

小山　純正
高原　　円

7月9日㈭、7月16日㈭、7月23日㈭、
7月30日㈭ 18:30～20:00 3,600円 福島テルサ

「Life Drawing  人体素描」
コース：１部 申込締切：4月24日㈮

渡邊　晃一 8月8日㈯、8月9日㈰
 10:00～12:00、13:00～16:00 6,000円 福島大学金谷川

キャンパス
「Life Drawing  人体素描」
コース：2部 申込締切：4月24日㈮

渡邊　晃一 8月10日㈪、8月11日㈫
 10:00～12:00、13:00～16:00 6,000円 福島大学金谷川

キャンパス
ドイツ語入門

申込締切：8月17日㈪
齊藤　　寛 9月6日㈰、9月13日㈰、9月20日㈰、

9月27日㈰ 13:00～14:30、14:40～16:10 7,200円 コラッセふくしま

世界の文学、日本の文学
申込締切：8月17日㈪

九頭見和夫　早川　正信
佐藤　　彰　椚山　義次

9月19日㈯、9月26日㈯、10月3日㈯、
10月10日㈯ 14:00～16:00 4,800円 郡山市労働福祉会館

楽しい染色-その２：さらに楽しく、達人をめざそう：「オリ
ジナルのワンピース他、柿渋染めでパラソル、バッグ、
ポリエステルも染色できる」 申込締切：8月17日㈪

金澤　　等 9月30日㈬、10月７日㈬、10月14日㈬、
10月21日㈬ 18:00～20:00 4,800円 福島大学金谷川

キャンパス

ドイツ語学習でドイツ人の生
活を知るⅠ 申込締切：8月17日㈪

齊藤　　寛 10月4日㈰、10月11日㈰、10月18日㈰
 13:00～14:30、14:40～16:10 5,400円 コラッセふくしま 他

自己表現の心理学
申込締切：8月17日㈪

木暮　照正 10月6日㈫、10月20日㈫、10月27日㈫
18:30～20:00 2,700円 郡山市労働福祉会館

日常生活と心理学との接点：組織行
動編（夜間開講） 申込締切：8月17日㈪

木暮　照正 10月7日㈬、10月14日㈬、10月21日㈬
18:30～20:00 2,700円 福島大学街なか

ブランチ舟場
日常生活と心理学との接点：組織行
動編（昼間開講） 申込締切：8月17日㈪

木暮　照正 10月8日㈭、10月15日㈭、10月22日㈭
14:00～15:30 2,700円 福島大学街なか

ブランチ舟場
『大鏡』の逸話から生きた王朝歴史
を学ぶ（第２回） 申込締切：8月17日㈪

勝倉　壽一 10月10日㈯、10月24日㈯、11月7日㈯
14:00～16:00 3,600円 ラコパふくしま

太宰治の世界 －外国文学との関
係を中心として－ 申込締切：8月17日㈪

九頭見和夫 10月17日㈯、10月31日㈯、11月14日㈯
14:00～16:00 3,600円 ラコパふくしま

比較経済史からみる現在の日
本と世界 申込締切：8月17日㈪

菊池　智裕 10月24日㈯、11月７日㈯、11月21日㈯、
12月5日㈯、12月19日㈯ 10:30～12:00 4,500円 福島大学街なか

ブランチ舟場
ドイツ語学習でドイツ人の生
活を知るⅡ 申込締切：8月17日㈪

齊藤　　寛 10月25日㈰、11月1日㈰、11月8日㈰
 13:00～14:30、14:40～16:10 5,400円 コラッセふくしま 他

日常生活と心理学との接点：消費者
行動編（夜間開講）申込締切：8月17日㈪

木暮　照正 11月11日㈬、11月18日㈬、11月25日㈬
18:30～20:00 2,700円 福島大学街なか

ブランチ舟場
日常生活と心理学との接点：消費者
行動編（昼間開講）申込締切：8月17日㈪

木暮　照正 11月12日㈭、11月19日㈭、11月26日㈭
14:00～15:30 2,700円 福島大学街なか

ブランチ舟場
あまんきみこの名作童話を読
み深めよう 申込締切：8月17日㈪

勝倉　壽一 11月14日㈯、11月28日㈯、12月12日㈯
14:00～16:00 3,600円 コラッセふくしま

自己表現の心理学：実践編
申込締切：8月17日㈪

木暮　照正 11月17日㈫、11月24日㈫
18:30～20:00 1,800円 郡山市労働福祉会館

睡眠学入門
申込締切：12月11日㈮

高原　　円
小山　純正

平成28年2月4日㈭、2月18日㈭、
2月25日㈭ 18:30～20:00 2,700円 コラッセふくしま

※受講料は各講座の全日程分の金額です。
※申込み人数によっては、やむなく開講を見送らざるを得ない場合がありますのでご了承願います。申込方法などについては、裏面をご覧ください。
※福島大学公開講座は県民カレッジ「ふくしま学習空間・夢まなびと」の連携講座（予定）です。

※今年度は、都合により開講日時が重複する講座が多いため、複数講座をお申込みされる場合には、
開講日時をご確認のうえ、お申込みください。
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　授業を受けてみませんか？
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問合せ先
福島大学地域創造支援センター
〒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@adb.fukushima-u.ac.jp  ホームページ http ://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

事務担当：地域連携課

公開講座・公開授業についての詳細及び申込方法を記載したパンフレット「福島大学　市民のための
講座・セミナー案内」は、下記ホームページにて閲覧いただくか、FAX・Eメール・ハガキにて、下記問合
せ先に請求してください（無料送付）。
なお、パンフレットはコラッセ福島（福島駅西口）２階「福島市産業交流プラザ」内の福島大学コーナ
ーで入手することもできます。
※公開講座・公開授業の受講申込は、郵送・FAX・Eメール・下記ホームページからのWEB申込のい
ずれかの方法でお願いしております。電話での受講申込は受け付けておりませんので、あらかじめご
了承ください。
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福島大学
金谷川キャンパス

●すべて金谷川キャンパスで開講します。
●公開授業は、4月開講科目が4月9日（木）、10月開講科目が
10月１日（木）から開始されますので、ご希望の授業について
は、申込締切にかかわらず初回から受講してください。

●申込み後、受講の可否が決定されるまでしばらく日にちをいた
だきますが、その間も授業に参加してください。

●公開授業の受講料は7,000円です。

授業科目名 曜日・時間
後期10月開講科目 申込受付：10月１日㈭～8日㈭

生物化学工学 月曜日 13:00～14:30

ドイツ語中級E 火曜日 8:40～10:10

ドイツ語中級 F 火曜日 8:40～10:10

絵画Ⅰ 火曜日 10:20～11:50

美術解剖学 水曜日 8:40～10:10

法社会学Ⅱ 水曜日 10:20～11:50

心理学特殊講義（応用） 木曜日 10:20～11:50

ドイツ語中級H 木曜日 13:00～14:30

フランス語上級B 木曜日 13:00～14:30

中国語上級B 木曜日 13:00～14:30

戦争と平和の倫理学 木曜日 14:40～16:10

簿記原理 木曜日 19:40～21:10

精神生理学 金曜日 8:40～10:10

ドイツ語上級 B 金曜日 10:20～11:50

職業心理学 金曜日 13:00～14:30

システム生理学 金曜日 16:20～17:50

授業科目名 曜日・時間
前期4月開講科目 申込受付：4月9日㈭～16日㈭

生物多様性概論 月曜日 8:40～10:10

ドイツ語中級 A 火曜日 8:40～10:10

ドイツ語中級 B 火曜日 8:40～10:10

心理学特殊講義（基礎） 火曜日 10:20～11:50

生物資源開発 火曜日 14:40～16:10

脳神経科学 水曜日 8:40～10:10

法社会学Ⅰ 水曜日 10:20～11:50

心理学Ⅰ 02 木曜日 8:40～10:10

絵画Ⅱ 木曜日 8:40～10:10

ドイツ語中級D 木曜日 13:00～14:30

フランス語上級 A 木曜日 13:00～14:30

中国語上級 A 木曜日 13:00～14:30

アジアの社会と思想（中国） 木曜日 16:20～17:50

企業と簿記会計 木曜日 18:00～19:30

生態学入門 金曜日 8:40～10:10

スポーツ社会学 金曜日 8:40～10:10

中高年の心理学 金曜日 10:20～11:50

ドイツ語上級 A 金曜日 10:20～11:50

倫理学 金曜日 10:20～11:50

大学等で開設する公開講座の
他に、皆様からの要望に応じて、

地域に出向いて講演等を行う出前講座という制度がありま
す。詳細は、ホームページ（http://www.lll.fukushima-u.
ac.jp/）をご覧下さい。
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