
福島大学は、あなたの
「学び」を応援します。

市民の皆様へ、生涯学習の2つのかたちを提案。2019年
度

講 座 名 担当講師 日 時 受講料 会　場
再エネ100％社会のための電力
システム入門� 申込締切：４月19日㈮

佐藤　義久�
佐藤　理夫

2019年５月11日㈯�
� 13:00〜16:10（10分休憩あり） 1,800円 コラッセふくしま

文学作品を読む�
� 申込締切：４月19日㈮

九頭見和夫　勝倉　壽一
早川　正信　高見沢　功

2019年５月11日㈯、５月18日㈯、
５月25日㈯、６月１日㈯� 14:00〜16:00 4,800円

コラッセふくしま
(５/11、５/25、�６/１)
ラコパふくしま（５/18）

法学と文学との交錯�
� 申込締切：４月19日㈮

富田　　晢 2019年５月14日㈫、５月21日㈫、５月28日㈫、
６月４日㈫、６月11日㈫、６月18日㈫� 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19日㈮

赤井　仁志 2019年５月18日㈯�
� 13:00〜16:10（10分休憩あり） 1,800円 ラコパふくしま

日常生活と心理学との接点：
心理実験編� 申込締切：４月19日㈮

木暮　照正 2019年５月22日㈬、５月29日㈬、
６月５日㈬� 19:00〜20:30 2,700円 福島大学金谷川

キャンパス

地域の熱・電力を生み出すバイオ
マスエネルギー� 申込締切：４月19日㈮ 小井土賢二 2019年６月１日㈯

� 13:00〜16:10（10分休憩あり） 1,800円 コラッセふくしま

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19日㈮

手代木有児　朱　　永浩�
伊藤　俊介　　　　　　

2019年６月７日㈮、６月14日㈮、６月20日㈭、
６月27日㈭、７月５日㈮、７月12日㈮� 18:00〜19:30 5,400円 ラコパふくしま

さらに身近になる太陽光発電！
� 申込締切：４月19日㈮

斉藤　公彦�
佐藤　理夫

2019年６月８日㈯�
� 13:00〜16:10（10分休憩あり） 1,800円 コラッセふくしま

‘白線帽ʼの光と影�
� 申込締切：４月19日㈮

早川　正信 2019年６月８日㈯、６月15日㈯�
� 14:00〜16:00 2,400円 ラコパふくしま

日常生活と心理学との接点：
心理検査編� 申込締切：４月19日㈮

木暮　照正 2019年６月12日㈬、６月19日㈬、
６月26日㈬� 19:00〜20:30 2,700円 福島大学金谷川

キャンパス

芥川文学を読み直そう�
� 申込締切：４月19日㈮

勝倉　壽一 2019年６月15日㈯、６月22日㈯、
６月29日㈯� 14:00〜16:00 3,600円 郡山市労働福祉

会館

歴史小説に親しむ（福島開催）�
� 申込締切：４月19日㈮

九頭見和夫 2019年６月22日㈯、６月29日㈯、
７月６日㈯� 14:00〜16:00 3,600円 コラッセふくしま

私たちの「日本語」社会と多文
化共生� 申込締切：４月19日㈮

井本　　亮 2019年６月29日㈯、７月６日㈯、７月13日㈯、
７月20日㈯、７月27日㈯� 14:00〜16:00 6,000円 コラッセふくしま

現代の子どもたちが抱える課
題（福島開催）� 申込締切：４月19日㈮ 木暮　照正 ７月10日㈬、７月17日㈬�

� 19:00〜20:30 1,800円 福島大学金谷川
キャンパス

睡眠学入門�
� 申込締切：４月19日㈮

小山　純正�
高原　　円

2019年７月11日㈭、７月18日㈭、
７月25日㈭� 18:30〜20:00 2,700円 ラコパふくしま

漢字の読み書きが苦手な児童
への支援� 申込締切：４月19日㈮

鶴巻　正子 2019年７月12日㈮�
� 19:00〜20:30 900円 福島大学金谷川

キャンパス

人生100年時代のキャリア形成
を考える� 申込締切：４月19日㈮

五十嵐　敦 2019年７月30日㈫�
� 18:30〜20:00 900円 郡山市労働福祉

会館

宇宙の創生と進化�
� 申込締切：４月19日㈮

馬塲　一晴 2019年８月21日㈬、８月28日㈬、
９月４日㈬、９月11日㈬� 19:00〜20:30 3,600円 福島大学金谷川

キャンパス

職場のメンタルヘルス〜健康と安全に
配慮した働き方〜� 申込締切：８月23日㈮ 五十嵐　敦 2019年９月３日㈫�

� 18:30〜20:00 900円 郡山市労働福祉
会館

やりなおしの英語２: 多読多聴編
� 申込締切：８月23日㈮

飯嶋　良太 2019年９月７日㈯�
� 13:30〜16:30 1,800円 福島大学金谷川

キャンパス

珈琲と文学�
� 申込締切：８月23日㈮

椚山　義次 2019年９月７日㈯、９月14日㈯�
� 14:00〜16:00 2,400円

郡山市中央公民館堤下分室
（9/7）
郡山市労働福祉会館（9/14）

世界の文学、日本の文学�
� 申込締切：８月23日㈮

九頭見和夫　早川　正信�
佐藤　　彰　椚山　義次

2019年９月21日㈯、９月28日㈯、
10月５日㈯、10月12日㈯� 14:00〜16:00 4,800円 郡山市労働福祉

会館

歴史物語『水鏡』をもとに古代の皇位継承
の問題を考える� 申込締切：８月23日㈮

勝倉　壽一 2019年10月12日㈯、10月19日㈯、
10月26日㈯� 14:00〜16:00 3,600円 コラッセふくしま

「レオナルド・ダ・ヴィンチに学ぶ絵画の技法・Life�
Drawing」コース：１部� 申込締切：８月23日㈮ 渡邊　晃一 2019年10月13日㈰、10月14日（月・祝）

� 10:00〜12:00、13:00〜16:00 6,000円 福島大学金谷川
キャンパス

歴史小説に親しむ（郡山開催）�
� 申込締切：８月23日㈮

九頭見和夫 2019年10月19日㈯、10月26日㈯、
11月２日㈯� 14:00〜16:00 3,600円 郡山市労働福祉

会館

現代の子どもたちが抱える課題
（郡山開催）� 申込締切：８月23日㈮

木暮　照正 11月27日㈬、12月４日㈬�
� 19:00〜20:30 1,800円 郡山市労働福祉

会館

「レオナルド・ダ・ヴィンチに学ぶ絵画の技法・Life�
Drawing」�コース：２部� 申込締切：�12月13日㈮ 渡邊　晃一 2020年１月12日㈰、１月13日（月・祝）

� 10:00〜12:00、13:00〜16:00 6,000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：12月20日㈮

小山　純正�
高原　　円

2020年１月30日㈭、２月６日㈭、
２月13日㈭、２月20日㈭� 18:30〜20:00 3,600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。
※開講日時が重複する講座があるため、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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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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●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（火）、10月開講科目が
10月１日（火）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。

●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。

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㈫〜7日㈪

再生可能エネルギー 月曜日 8:40〜10:10

英語コミュニケーションAⅡ 火曜日 8:40〜10:10

絵画Ⅰ 火曜日 10:20〜11:50

英語コミュニケーションBⅡ 火曜日 10:20〜11:50

美術解剖学 水曜日 8:40〜10:10

心理学Ⅰ02 木曜日 8:40〜10:10

神経・生理心理学Ⅰ 木曜日 10:20〜11:50

戦争と平和の倫理学 木曜日 10:20〜11:50

ドイツ語中級D 木曜日 13:00〜14:30

フランス語上級B 木曜日 13:00〜14:30

English�Presentations Ⅱ 木曜日 14:40〜16:10

アジアの社会と思想（中国） 木曜日 14:40〜16:10

物理学Ⅱ（電磁気学） 木曜日 16:20〜17:50

簿記原理 木曜日 19:40〜21:10

精神生理学 金曜日 8:40〜10:10

産業・組織心理学 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㈫〜15日㈪

生物多様性概論 月曜日 8:40〜10:10

英語コミュニケーションAⅠ 火曜日 8:40〜10:10

知覚・認知心理学Ⅰ 火曜日 10:20〜11:50

英語コミュニケーションBⅠ 火曜日 10:20〜11:50

映像メディア論 火曜日 13:00〜14:30

ことばの仕組み 木曜日 8:40〜10:10

ドイツ語中級B 木曜日 13:00〜14:30

フランス語上級A 木曜日 13:00〜14:30

English�Presentations Ⅰ 木曜日 14:40〜16:10

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

倫理学 金曜日 10:20〜11:50

健康・医療心理学 金曜日 10:20〜11:50

企業と簿記会計 金曜日 19:40〜21:10

これからの地域と歴史・文化遺産�
（※開講予定日は４/13・５/11・６/15・
７/13・７/27）

土曜日 13:00〜17:50

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。

出前講座出前講座


