


平成29年度兵庫県立大学　生涯学習公開講座平成29年度兵庫県立大学　生涯学習公開講座

兵庫県立大学地域資源講座「大地と暮らしの歴史を探ろう」

　兵庫県立大学は、それぞれに歴史と伝統を持った神戸商科大学、姫路工業大学、県立看護大学が平成16年に

統合してできた大学です。本学は、経済学部、経営学部、工学部、理学部、環境人間学部、看護学部の６つの学部に

14大学院研究科、４附置研究所を備え、学部生・大学院生合わせて約7,000人が学ぶ全国有数の公立大学です。

　また、兵庫県立大学の特色は、県下全域に様々な個性を持ったキャンパスが広がっていることです。東は自然・

環境科学研究所のある三田市から、西は西はりま天文台がある佐用町まで、北は地域資源マネジメント研究科の

ある豊岡市から、南は緑環境景観マネジメント研究科がある淡路市まで、教育研究施設が所在しています。

　兵庫県立大学では、これらの多彩な教育・研究資源を生かし、魅力ある公開講座を開講していますので、是非

ご参加ください。

　貴重な地形や地質の見どころが世界で認められた、山陰海岸ユネスコ
世界ジオパークをめぐり、多様な自然・環境・文化を題材に、実物の観察や
実演なども交え、大地の成り立ちを語り、地域の見どころをご案内します。

■開催日時

■開催場所

■講師

■受講料

■定員
■問合せ先

平成29年5月14日、 6月25日、 7月23日、 9月3日、10月８日、
11月26日、12月10日、１月28日 すべて
　各日とも10：30～12：00（室内） 13：00～16：00（野外）
※5月14日、１月28日は午後のみ（13：30 ～15：30（室内））
豊岡ジオ・コウノトリキャンパスのほか、豊岡市、香美町、
新温泉町、岩美町、鳥取市、京丹後市の各地で、毎回開催場所が
変わります。
地域資源マネジメント研究科　教授 井口 博夫　　
               准教授 先山 徹　　講師 松原 典孝
各回、午前・午後それぞれ500円（野外の保険料含む）　
中学生以下300円
各回20名
地域資源マネジメント研究科　☎0796-34-6079

花とみどり　癒しの科学　～脳のはたらきから　みどりの癒しを考える～

　ストレスと脳、園芸療法と癒し
　緑の空間と草花による癒し体験

　ストレスは植物のチカラで驚くほど軽減します。淡路緑景観キャンパスで
緑の癒しを体験してみませんか。緑の景観の効用から花とみどりで人を癒す
園芸療法までを脳科学の視点から解説します。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年7月2日 　
　9：40～12：40
淡路緑景観キャンパス
緑環境景観マネジメント研究科　准教授 豊田 正博　
                                         　     講師 金子 みどり
1,000円
40名
淡路緑景観キャンパス　 ☎0799-82-3131
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あなたと家族とみんなを守る防災アプリの活用法

　スマートフォンで、左の写真中のQRコードから国土地理院平成28年度
防災アプリ大賞を受賞した「ハザードチェッカー」にアクセスしてみて
下さい。
　本講座では、いくつかの防災アプリを実際に利用して、あなたや家族の
命と家財を守り、地域や職場や学校で安否確認をする方法を考えます。

■開催日時

■開催場所
■講師
■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年9月2日　
　13：00 ～16：10
神戸情報科学キャンパス
応用情報科学研究科　教授 有馬 昌宏
1,000円
20名
神戸情報科学キャンパス　☎078-303-1901

認知症を抱える方のための食事支援

　食べる意欲と機能を引き出すために、日々の関わりのなかに「ながら
ケア」を取り入れてみましょう。その積み重ねが、「いつまでもおいしく
食べたい」という願いを叶えます。
　看護職を対象に演習と事例検討をまじえ学んでいきます。

■開催日時

■開催場所
■講師
■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年8月26日　 
　10：00 ～16：00
明石看護キャンパス
看護学部　教授 坂下 玲子
5,000円
30人
明石看護キャンパス　☎078-925-0860

情報工学の先端技術

　本講義では、「医療・看護分野における人工知能」及び「人工知能と
未来社会」と題して、最先端の機械学習を駆使した医療・看護支援
技術についてご紹介するとともに、人工知能の発展が社会にもたらす
変革について、様 な々トピックを例としてお話し致します。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年8月25日　
　13：00 ～14：30　14：40 ～16：10
姫路工学キャンパス
工学研究科　助教 新居 学　　
　　　　特任教授 松井 伸之
2,000円（学生無料）
20人
姫路工学キャンパス　☎079-266-1661

Enjoy 科学：数学と生命科学の話

　インターネットを支える数学
　細胞の増殖と遺伝情報の維持継承

　Google検索で使われる数学のアイディア、インターネット・バンキングに
欠かせない暗号化の方法について説明します。生命活動の基本体である
細胞の増殖制御機構と遺伝情報の維持機構について解説します。この制御が
壊れると細胞のがん化につながります。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年8月17日　
　10：30 ～14：30
播磨理学キャンパス
物理理学研究科　教授 楳田 登美男　
生命理学研究科　教授 西谷 秀男
3,000円
10人
播磨理学キャンパス　☎0791-58-0101

リーマン・ゼータ関数
❶❶
❷❷

からだのふしぎ体験

　わたしたちの体の仕組みはどうなっているのでしょうか？心臓の音や
呼吸の音をきいてみませんか？わたしたちの体には驚きがいっぱい
あります。いっしょに「からだのふしぎ」を体験してみましょう。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年8月3日　
　14：00 ～16：00
明石看護キャンパス
看護学部　教授 勝田 仁美　　
　　　　　講師 片岡 千明　　
　　　　　講師 山口 亜希子
500円
20名（小学４年生以下は引率者同伴）
明石看護キャンパス　☎078-925-9404

看護教員・指導者のための『災害看護教育』講座

　近年ますます、災害に備え、対応するための高い知識と技術をもつ
看護職の育成が求められています。
　本講座では、災害看護の教育に携わる方や、今後その予定のある方等を
対象として、災害看護教育の内容や方法を、講義・演習を通して学びます。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員

■問合せ先

平成29年9月3日　、4日　 
　9月3日：10：00～16：30、9月4日：9：00～15：30
地域ケア開発研究所
地域ケア開発研究所　教授 増野 園恵　　
                                教授 山本 あい子　　
                             准教授 千葉 理恵他
6,860円
50名（先着順）
※対象：教育研究機関や臨床等で、災害看護教育に携わって
いる方や今後その予定のある方等
地域ケア開発研究所　☎078-925-9607（直通）
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城のあるまちとツーリズム

　城のあるまちの歴史とツーリズムの展開について、姫路城や姫路城下の
町並の発達を、イギリスのヨーク市の城壁や城郭都市の成り立ちとの
比較を通して考えるとともに、姫路の現在の観光展開および観光資源の
活用やその課題について、様 な々話題とともにご紹介したいと思います。

■開催日時

■開催場所
■講師
■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年9月16日 　 
　13：00 ～17：50
環境人間キャンパス
環境人間学部　教授 石倉 和佳
500円（学生200円）
30名
姫路環境人間キャンパス　☎079-292-1515

公園のユニバーサルデザインを考える

　全ての人が健康で自由に過ごせる環境についての基礎知識を学び、
車いす等による障害の擬似体験、触って、感じて、楽しむ散策体験
などにより、ユニバーサル化に向けた課題などについて一緒に考えます。

■開催日時

■開催場所
■講師
■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年10月14日 　 
　13：00 ～16：00
淡路緑景観キャンパス
緑環境景観マネジメント研究科　教授 美濃 伸之
1,000円
15名
淡路緑景観キャンパス　☎0799-82-3131

自由に生きれて人間関係も良くなる心のスタンスと言葉使い -グラッサーとアドラーの心理学に学ぶ-

　グラッサーの選択理論とアドラーの心理学は、個人が自由に
生きれて人間関係もよくなる「心のスタンスと言葉の使い方」を教えてくれ、
家庭、職場、学校ですぐ使えます。「過去と相手は変えられないが、自分と
未来は変えられる」を合言葉に楽しく学んでみませんか。

■開催日時

■開催場所
■講師
■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年10月14日　
　13：00 ～16：00
神戸商科キャンパス
会計研究科　教授 澤田 正
2,000円
30名
神戸商科キャンパス　☎078-794-5184

花とみどりの街並み景観づくり入門

　花とみどりの街並み景観づくり活動に参加してみませんか。
　本講座は、実際に地域で活動していくための入門講座です。花と
みどりの景観デザインに関する基礎知識と寄せ植えなどの花飾りの
技術を学びます。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年10月24日　 
　10：30 ～12：00　13：00 ～14：30
淡路緑景観キャンパス
緑環境景観マネジメント研究科　教授 山本 聡　　
　　　　　　　　　　　　　　  講師 札埜 高志
2,000円
20名
淡路緑景観キャンパス　☎0799-82-3131

市民活動を学ぶ：これから地域で活動するために

　地域での住民活動、NPO、ボランティアなどについて、兵庫県立大学の
教員が紹介し、市民活動について参加者と共に考える講座です。
　人が集まる居場所作り、にぎわうイベント、趣味のサークル、助け合う
仲間づくりなどに関心がある人のための講義とワークショップを行います。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年10月13日　 
　10：00 ～12：45
神戸商科キャンパス
政策科学研究所　教授 野津 隆志　　
                          教授 當間 克雄　　
                       准教授 和田 真理子
500円
30名
神戸商科キャンパス　☎078-794-5184

ニュースバルの装置群～電子を運ぶ仕組み・光を運ぶ仕組み～

　ニュースバル放射光施設では、高速の電子から発生するX線を用いて、
物質の加工や分析など産業の発展に関わる先端研究を行っています。
　施設見学と合わせて、ニュースバルの装置を原理とともにわかりやすく
紹介します。

■開催日時

■開催場所
■講師
■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年9月21日 　 
　13：30 ～16：30
ニュースバル放射光施設
高度産業科学技術研究所　教授 神田 一浩
1,000円
20名
高度産業科学技術研究所　☎0791-58-0249
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老年領域、精神科領域、術後急性期領域から看る「せん妄」の特徴とケア

　「せん妄」は様々な医療領域で、様々な人々に発症する、実態の
捉えにくい精神症状であり、多くの医療者がせん妄の予防と症状改善に
心を悩ませている。
　このセミナーでは、３つの領域から「せん妄」について考察し、
せん妄ケアの方向性を考えていく。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

平成30年1月20日　
　10：00 ～16：00（休憩：12：00 ～13：00）
神戸国際会館
看護学部　助教 中筋 美子　
　　　　　助教 竹原 歩　　
　　　　　助教 小野 博史
5,000円
40名
明石看護キャンパス　☎078-925-0860

日本のものづくりの基盤を担う中小企業の経営戦略

　テレビなどのメディアで「日本の中小企業の技術力は世界一だ」
と表現されることがあります。ところが、優れた技術を持つ国内の
中小企業は減少傾向にあります。なぜ日本の中小企業は技術力が
あるにもかかわらず、倒産してしまうのでしょうか？その理由や対処法を
金型産業の事例から考えます。

■開催日時

■開催場所
■講師
■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年10月28日 　 
　13：00 ～16：10
大学共同利用施設UNITY
経営学部　准教授 藤川 健
1,000円
20名
神戸商科キャンパス　☎078-794-5184

日本の雇用、生活と法律

　長時間労働や格差、ブラックバイトなど、働き方をめぐる問題が注目を
あつめています。
　この講座では、日本の労働の現状や所得格差の問題、労働法から
みた労働環境、労働市場からの引退が健康・社会参加に与える効果、
大学生の就活事情、など労働に関わる問題をいくつかの観点から考えます。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年12月9日 　 
　13：00 ～16：00
神戸商科キャンパス　大学会館
経済学部　教授 草薙 真一　　
　　　　　教授 大住 康之　　
　　　　　教授 石黒 靖子　　
　　　　　教授 菅 万理
社会人：500円　学生：300円
社会人：15名　学生：15名
神戸商科キャンパス　☎078-794-5184

あなたの修士論文、眠らせないで論文投稿へ

　修士論文には、事例や現象を深く掘り下げてたどり着いた知見が
記されています。この情報は臨床実践において非常に価値がある
ものです。
　この講座では論文投稿の方法について解説するとともに、公表して
いない皆さんの修士論文が投稿できるように、演習を通して考えて
いきます。

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

平成29年12月16日　
　10：00 ～16：00（休憩：12：00 ～13：00）
明石看護キャンパス
看護学部　教授 高見 美保　　　
　　　　准教授 李 錦純
5,000円
30名
明石看護キャンパス　☎078-925-0860

社会人専門プロフェッショナルコース社会人専門プロフェッショナルコース

ＣＡＶＥ装置によるデータの立体可視化

平成29年9月14日　　
　13：00 ～17：50
神戸情報科学キャンパス
シミュレーション学研究科　教授 大野 暢亮
5,000円
10名
神戸情報科学キャンパス　☎078-303-1901

　没入型バーチャルリアリティ装置CAVEを体験したい方や実際に
業務に使用したい方を対象に、講座を開講いたします。CAVE装置の
解説から始まり、最終的に簡単なプログラムを作成して兵庫県立大学の
4面CAVE装置に立体映像を表示いたします。受講には、C言語と
OpenGLの知識が必要です。

■開催日時

■開催場所
■講師
■受講料
■定員
■問合せ先

兵庫県最南端　沼島を知る～地質・生物・景観～

アカデミック・ツーリズム・プログラムアカデミック・ツーリズム・プログラム

　淡路市の淡路緑景観キャンパスで、淡路地域の景観や自然の
講義を受け、施設を見学します。その後、南あわじ市土生港から
船で、沼島（ぬしま）に渡り、国生み伝説の上立神岩、県内ではここだけの
美しい縞状の結晶片岩、暖地性のイシカグマなどの植物、昆虫、景観を
観察します。

平成29年11月19日　　
　8：30～18：00
淡路緑景観キャンパス・淡路景観園芸学校、南あわじ市沼島
（貸切バスで三宮発着）
自然・環境科学研究所　助教 鈴木 武　　　
                               准教授 古谷 裕　　　
                               准教授 山内 健生
緑環境景観マネジメント研究科　准教授 嶽山 洋志
5,500円
30名
本部事務局地域貢献課　☎078-794-6653

■開催日時

■開催場所

■講師

■受講料
■定員
■問合せ先
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２０１７年播磨学特別講座「播磨の国宝～集積の謎とその魅力に迫る」

 

要申し込み：平成29年5月20日　 、5月27日　 、6月3日　 、
7月8日　 、9月2日　 、9月16日　 、10月14日　 、10月21日　 、
11月11日 　
　13：30 ～15：30
イーグレひめじ　あいめっせホール
東京文化財研究所　小林 達朗
兵庫県立大学　特任教授 中元 孝迪ほか
10,000円（200ページ前後の講義録付き）
300名
播磨学研究所　☎079-296-1505

■開催日時

■開催場所
■講師

■受講料
■定員
■問合せ先

最新のネットワークで繋がるキャンパス・研究所

　高度産業科学技術研究所
〒678-1205 赤穂郡上郡町光都3丁目1-2　
［代表］0791（58）0249

　自然・環境科学研究所（宇宙天文系）
〒679-5313 佐用郡佐用町西河内407-2　
［代表］0790（82）0598

　自然・環境科学研究所（森林・動物系）
〒669-3842 丹波市青垣町沢野940
［代表］0795（80）5500

］

　神戸商科キャンパス
[大学本部、経済学部、経営学部、
 経済学研究科、経営学研究科、会計研究科、
 経営研究科、政策科学研究所、総合教育機構、
 国際交流機構、学生支援機構、地域創造機構、
 学術総合情報センター］
〒651-2197 神戸市西区学園西町8丁目2-1
［大学本部、機構代表］078（794）6580
［学部、研究科、センター代表］078（794）5184
［研究所代表］078（794）5302

1

　姫路工学キャンパス
［工学部、工学研究科］
〒671-2280 姫路市書写2167
［代表］079（266）1661

2

　播磨理学キャンパス
［理学部、物質理学研究科、生命理学研究科］
〒678-1297 赤穂郡上郡町光都3丁目2-1
［代表］0791（58）0101

3

　姫路環境人間キャンパス
［環境人間学部、環境人間学研究科］
〒670-0092 姫路市新在家本町1丁目1-12
［代表］079（292）1515

4

　明石看護キャンパス
［看護学部、看護学研究科、地域ケア開発研究所
〒673-8588 明石市北王子町13-71
［学部、研究科代表］078（925）0860
［研究所代表］078（925）9605

5

　神戸情報科学キャンパス
［応用情報科学研究科、シミュレーション学研究科］
〒650-0047 神戸市中央区港島南町7丁目1-28 
［代表］078（303）1901

6

　淡路緑景観キャンパス
［緑環境景観マネジメント研究科、
自然・環境科学研究所（景観園芸系）］
〒656-1726 淡路市野島常盤954-2
［代表］0799（82）3131

7

　豊岡ジオ・コウノトリキャンパス
［地域資源マネジメント研究科、
自然・環境科学研究所（地域資源マネジメント系）］
〒668-0814 豊岡市祥雲寺字二ヶ谷128　
［代表］0796（34）6079

8

［減災復興政策研究科］
　神戸防災キャンパス

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5-2　
人と防災未来センター東館内　
［代表］078（891）7376

9

　産学連携・研究推進機構
〒670-0962 姫路市南駅前町123じばさんびる3階　
［代表］079（283）4560
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　自然・環境科学研究所（自然環境系）
〒669-1546 三田市弥生が丘6
［代表］079（559）2001

12

13

　附属高等学校・中学校
〒678-1205 赤穂郡上郡町光都3丁目11-1　
［高等学校代表］0791（58）0722　
［中学校代表］0791（58）0735
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日本海から太平洋まで、幅広い地域に多様な要素をもつ兵庫県。その恵まれた環境のもと、最先端の高度な教育・研究を展開
する兵庫県立大学の各施設では、次代を担う人材の育成を目指し、多彩な取り組みを推進し続けています。

各講座のお申込み・お問合せ先各講座のお申込み・お問合せ先

各講座のお申込み・お問合せ
各講座へのお申込み方法・講座内容等については、各講座の問合せ先までご連絡願います。

各講各講座座 申申 合合 先先

“知の創造”シリーズフォーラム
“知の創造”シリーズフォーラムは、本学の教員等による研究活動の成果を

　県民の皆様に公開する無料のセミナーです。
開催日時等は現在調整中です。決定次第、兵庫県立大学のホームページにてお知らせいたします。
兵庫県立大学ホームページ　http：//www.u-hyogo.ac.jp/index.html

“知の創造”シリーズフォーラム“知の創造”シリーズフォーラム

　古来、「大国」であった播磨地域は文化財の宝庫。ことに加古川流域に
並び建つ鶴林寺、一乗寺、浄土寺、朝光寺の国宝寺院群は圧巻です。
それらの名刹・古刹はじめ、姫路城、絵画、仏像といった播磨の国宝に
ついて、多角的な視点から、その魅力を解き明かします。
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