
福島大学は、あなたの「学び」を応援します。
講座名 担当講師 日時 受講料 会場

健康寿命を延ばす楽しい運動プログラムⅠ～筋肉や
骨の形成を促す運動～　　　申込締切：4月20日（金）

鈴木裕美子
平成30年5月11日（金）、5月18日（金）
19:00～20:30

1,800円 福島テルサ

日常生活と心理学との接点：知覚と記憶編
（福島開催）　　　　申込締切：4月20日（金）

木暮　照正
平成30年5月16日（水）、23日（水）、30日（水）
19:00～20:30

2,700円
福島大学金谷
川キャンパス

日常生活と心理学との接点：知覚と記憶編
（郡山開催）　　　　申込締切：4月20日（金）

木暮　照正
平成30年5月17日（木）、24日（木）、31日（木）
19:00～20:30

2,700円
郡山市労働福
祉会館

国際交流の在り方を探る～福島とオーストラリア・ハ
ワイ・ベトナム・モンゴルとの交流～
申込締切：4月20日（金）

鈴木　賢司
林　由美子
菅野　良二
鈴木裕美子

平成30年5月19日（土）
13:30～15:00

900円
福島大学街な
かブランチ舟場

文学作品を読む
申込締切：4月20日（金）

九頭見和夫
勝倉　壽一
早川　正信
高見沢　功

平成30年5月19日（土）、5月26日（土）、6月2日（土）、
6月9日（土）
14:00～16:00

4,800円
ラコパふくしま、
コラッセふくしま

120年ぶりに改正された民法の契約ルール
申込締切：4月20日（金）

富田　　哲
中里　　真
山﨑　曉彦

平成30年5月25日（金）、6月1日（金）、6月8日（金）、
6月22日（金）、6月29日（金）、7月6日（金）
18:30～20:00

5,400円
福島大学金谷
川キャンパス

快適な暮らしを創る再生可能エネルギー熱
申込締切：4月20日（金）

赤井　仁志
平成30年6月2日（土）
13:00～16:10

1,800円 コラッセふくしま

さらに身近になる太陽光発電！
申込締切：4月20日（金）

斉藤　公彦
佐藤　理夫

平成30年6月9日（土）
13:00～16:10

1,800円 コラッセふくしま

日常生活と心理学との接点：社会と行動編
（福島開催）　　　　申込締切：4月20日（金）

木暮　照正
平成30年6月13日（水）、20日（水）、27日（水）
19:00～20:30

2,700円
福島大学金谷
川キャンパス

睡眠学入門
申込締切：4月20日（金）

高原　円
小山　純正

平成30年6月14日（木）、6月21日（木）、6月28日（木）
18:30～20:00

2,700円 コラッセふくしま

日常生活と心理学との接点：社会と行動編
（郡山開催）　　　　申込締切：4月20日（金）

木暮　照正
平成30年6月14日（木）、21日（木）、28日（木）
19:00～20:30

2,700円
郡山市労働福
祉会館

バイオマス・エネルギーの可能性
申込締切：4月21日（金）

小井土賢二
平成30年6月16日（土）
13:00～16:10

1,800円 コラッセふくしま

「源氏物語」の世界
申込締切：4月20日（金）

勝倉　壽一
平成30年6月16日（土）、6月23日（土）、6月30日
（土）、
7月7日（土）

4,800円
郡山市労働福
祉会館

都市で語る東アジアの近代―上海、大連、ハルビン、
ソウル―
申込締切：4月20日（金）

手代木有児
朱　　 永浩
伊藤　俊介

平成30年6月 23日（土）、6月30日（土）、7月7日（土）、
7月14日（土）、7月21日（土）、7月28日（土）
14:00～15:30

5,400円
コラッセふくし
ま、ラコパふくし
ま

再エネ100%社会のための電力システム入門
申込締切：4月20日（金）

佐藤　義久
佐藤　理夫

平成30年6月30日（土）
13:00～16:10

1,800円 コラッセふくしま

人生100年時代のキャリア形成とその支援について
申込締切：4月20日（金）

五十嵐　敦
平成30年8月7日（火）
18:30～20：30

1,200円
郡山市労働福
祉会館

芥川文学を読み直そう
申込締切：4月20日（金）

勝倉　壽一
平成30年8月18日（土）、8月25日（土）、9月1日（土）
14:00～16:00

3,600円
ラコパふくしま
他

やり直しの英語2 インプット編
申込締切：8月17日（金）

飯嶋　良太
平成30年9月1日（土）
13:00～16:00

1,800円
福島大学金谷
川キャンパス

グリム童話と日本昔話ーMärchenpädagogik（童話教
育・メルヘン教育学）ー　　　申込締切：8月17日（金）

佐藤　　彰
平成30年9月22日（土）、9月29日（土）
14:00～16:00

2,400円
郡山市労働福
祉会館

健康寿命を延ばす楽しい運動プログラムⅡ～筋肉や
骨の形成を促す運動～　　　申込締切：8月17日（金）

鈴木裕美子
平成30年10月5日（金）、10月12日（金）
19:00～20:30

1,800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（金）

九頭見和夫
早川　正信
佐藤　　彰
椚山　義次

平成30年10月6日（土）、10月13日（土）、
10月20日（土）、10月27日（土）
14:00～16:00

4,800円
郡山市労働福
祉会館

歴史小説に親しむ
申込締切：8月17日（金）

九頭見和夫
平成30年11月3日（土）、11月10日（土）、
11月17日（土）　14:00～16:00

3,600円
郡山市労働福
祉会館

脳の不思議をさぐる
申込締切：12月14日（金）

小山　純正
高原　円

平成31年2月7日（木）、2月14日（木）、2月21日（木）、
2月28日（木）
18:30～20:00

3,600円 コラッセふくしま

※申込人数によっては、やむなく開講を見送る場合がありますので、予めご承知おきください。

※申込方法などについては、裏面をご覧ください。

※開講日時が重複する講座があるため、複数の講座をお申込みされる場合には、開講日時をご確認の上、お申込ください。

※受講料は各講座の全日程分の金額です。

公開講座と公開授業

公開講座

Administrator
タイプライターテキスト
資料６



福大生と一緒に授業を受けてみませんか？

授業科目名 曜日 時間 授業科目名 曜日 時間

生物多様性概論 月曜日 8:40～10:10 ドイツ語中級F 火曜日 8:40～10:10

生物学的心理学 月曜日 10:20～11:50 英語コミュニケーションAⅡ 火曜日 8:40～10:10

日欧比較文学論 月曜日 13:00～14:30 ドイツ語上級B 火曜日 10:20～11:50

ドイツ語中級B 火曜日 8:40～10:10 英語コミュニケーションBⅡ 火曜日 10:20～11:50

英語コミュニケーションAⅠ 火曜日 8:40～10:10 水曜日 19:40～21:10

ドイツ語上級A 火曜日 10:20～11:50 金曜日 18:00～19:30

心理学特殊講義（基礎） 火曜日 10:20～11:50 （総）再生可能エネルギー 木曜日 8:40～10:10

英語コミュニケーションBⅠ 火曜日 10:20～11:50 ちからとかたち 木曜日 8:40～10:10

倫理学概説 火曜日 14:40～16:10 心理学特殊講義（応用） 木曜日 10:20～11:50

脳神経科学 水曜日 8:40～10:10 科学技術と環境の倫理学 木曜日 10:20～11:50

欧米文化論Ⅰ 水曜日 10:20～11:50 フランス語上級B 木曜日 13:00～14:30

水曜日 19:40～21:10 English PresentationsⅡ 木曜日 14:40～16:10

金曜日 18:00～19:30 物理学Ⅱ（電磁気学） 木曜日 16:20～17:50

ヒトのことばの仕組みと進化 木曜日 8:40～10:10 精神生理学 金曜日 8:40～10:10

アジア経済論 木曜日 8:40～10:10 （総）ふくしま未来学入門 金曜日 10:20～11:50

フランス語上級A 木曜日 13:00～14:30 職業心理学 金曜日 13:00～14:30

アジアの社会と思想（中国） 木曜日 13:00～14:30 システム生理学 金曜日 16:20～17:50

English PresentationsⅠ 木曜日 14:40～16:10 簿記原理 金曜日 19:40～21:10

地域交通まちづくり政策論 木曜日 16:20～17:50

生態学入門 金曜日 8:40～10:10

中高年の心理学 金曜日 10:20～11:50

企業と簿記会計 金曜日 19:40～21:10

※申込後、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１科目あたり7,000円または14,000円です。

申込期間：4月7日（土）～16日（月）

前期4月開講科目 後期10月開講科目

申込期間：10月1日（月）～9日（火）

※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7日（土）、10月開講科目が10月1日（月）から開始されますので、ご希望の授業につ
いては、申込締切に関わらず初回から受講してください。

ドイツ語初級Ⅱ

ドイツ語初級Ⅰ

公開授業

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、下記問合先にご請求ください（無料

送付）。なお、このパンフレットはコラッセふくしま（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

ナーにもございます。

【お問い合わせ】 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 / 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




