
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６コースの中から２つ選択！ 

 

 

 

 
様々なジャンルの講演会！ 

 
１０クラブ開設！ 

 

学園祭や運動会で仲間づくり！ 

今かがやく、あなたのライフステージ 

4年制大学・大学院(２年制) 

令和３年度入学生募集案内 

(公財)兵庫県生きがい創造協会  

但馬文教府 
〒668-0056 豊岡市妙楽寺 41-1 

電  話 0796-22-4407  

ＦＡＸ 0796-23-0998 

※「みてやま学園」は学校教育法に基づく大学等ではありません。 

地域実践活動！ 

但馬文教府で「新しい出会い」「生きがい」を見つけませんか！ 
 



 大学講座（4 年制）の概要 

 

目   的 

豊かな生きがいある生活を送るために、自己の健康づくりや地域づくり活動の実践力を培う

などの生涯学習の機会を提供するとともに、ここでの学びを通して長寿社会を担う地域活動の

実践者を養成し、生きがいづくりや社会参加の推進に寄与する。 

場   所 但馬文教府 期  間 令和３年４月９日（金）～令和４年３月４日（金）〔1年生〕 

講座回数 

講 座 日 

（予定） 

年間２６回 原則金曜日 ※赤数字は、文教府夏期大学等のため他の曜日に開講 

４月 ９，１６，２３ １０月 １，１５，２２，２９ 日 課 

５月 １４，２８ １１月 ８，１２，２６ 9：00～ 9：15 登校 

６月 １１，１８ １２月 １０ 9：15～10：00 学年会 

７月 ２，１６，３０ １月 １４，２８ 10：15～12：00 専門講座・学年別活動 

８月 ２１，２７ ２月  ４ 12：00～13：00 昼食 

９月 １０，１７ ３月  ４ 13：00～15：00 教養講座・クラブ活動 

講座内容 

〇教養講座：５回受講します。うち１回は、文教府夏期大学を教養講座として位置づけています。 

〇専門講座：６コースを開設します。その中から２コースを選択して受講します。 

○地域実践活動：地域社会への貢献活動等、学生自治会と計画した地域実践活動を実施します。 
 

１．健康づくりコース ２．但馬の文化コース ３．但馬の自然・産業コース 

様々なゲームやスポーツに
親しみながら、健康を保持
する運動をしたり、高齢期の
病気、食生活、医療や介護

などについて学んだりしま
す。 

 

但馬の歴史、文化、芸能、人
物等について学びます。 

 

 

但馬の自然やそれを生かし
た産業について学びます。 

 

４．麦わら細工コース ５．書道コース   【Ａ・Ｂ選択可能】 ６．パソコンコース 【Ａ・Ｂ選択可能】 

城崎に伝わる伝統工芸、麦

わら細工の作品づくりをしま
す。 

書道の基本を学び、楷書・行

書の作品づくりをします。 
Ａコースを初級、Ｂコースを
中・上級としますが、希望人
数によってA・B合同で実施
することがあります。 

 

Ａコース（初級） 

Ｗordで文字入力や文章
作成を始めます。 

Ｂコース（中・上級） 
Ｅxcel で、名簿作成や表
計算などを学びます。 

※テキスト代（約 1000 円）
の負担をお願いします。 

そ の 他 ４年間の課程を修了された方には、兵庫県知事からの修了証が授与されます。 

 



学生自治会活動 
 

募集要項 
 
資   格 おおむね６０歳以上で、但馬地域在住の方 

定   員 ６０名 ※先着順 

提出書類 入学申込書 

受講料 

・ 

諸費用 

年間受講料 １２，５００円   学生自治会費 ８，０００円   合計２０，５００円 

※ 

 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

受講料は入学決定時に送付する所定の用紙により、指定する期日までに最寄り

の郵便局でお振込ください。受講料等の納入をもって入学とします。 

学生自治会費は、入学後に納入となります。 

入学生全員が学生自治会員になります。 

各クラブ活動・学年親睦会等において、実費等の負担があります。 

申し込み後、家庭の事情等により入学できない場合は、すぐにご連絡ください。 

学生には、県立文化施設等の利用料割引サービスを受けられる特典があります。 

「みてやま学園４年制大学」は、学校教育法に基づく大学等ではありません。 
 
 
 

 申込手続（先着順） 
 

（１） 申込期間    令和３年１月１２日（火）～３月１９日（金） 

（２） 提出書類    所定の入学申込書（別紙） 

（３） 提出方法 

 

 

 

 

クラブ活動（１０クラブ）    原則全員参加とします。１クラブのみ選択していただきます。 

(1) 俳句 (2) 絵画  (3) 謡曲 (4) 民謡  (5) 写真 

(6) 華道 (7) ちぎり絵 (8) 家庭菜園 (9) コーラス (10) ガーデニング 

各種行事                学生全員の参加により、交流を深めています。 

〇運動会 ○グラウンド・ゴルフ大会 〇学園祭 ○新春放談・交流会  等 

① 持参の場合  但馬文教府  受付時間 ９：００～１７：００ 

※土・日・祝は除く 

② 郵送の場合  〒６６８－００５６ 豊岡市妙楽寺４１－１ 

但馬文教府「みてやま学園」 事務局 係 

③ ＦＡＸの場合  ＦＡＸ番号 ０７９６－２３－０９９８ 

但馬文教府「みてやま学園」 事務局 係 

【入学説明会】 令和３年３月１９日（金）１３:３０～（於 但馬文教府） 



 

大学院講座（２年制）の概要 
 

 

大学院募集要項・申込手続    

目   的 
実践的な社会参加活動について総合的・体系的、かつ実践的に学習することにより、地域づ

くり活動などへの主体的な取り組み意欲を醸成し、地域づくり活動の実践者を育成する。 

場   所 但馬文教府 期  間 令和３年４月９日（金）～令和４年３月４日（金）〔1年生〕 

講座回数 

講 座 日 

（予定） 

年間２１回 原則火曜日 ※赤数字は、文教府夏期大学等のため他の曜日に開講 

４月 ９，２０ １０月 ５，１９，２３，２４ 日 課 

５月 １１，１８，２５ １１月 ２，３０ 9：00～ 9：20 登校 

６月 ８，２２ １２月 １０ 9：20～10：00 学年会 

７月 ６ １月 １８ 10：15～12：00 各学年の講座 

８月 ２１，３１ ２月  １ 12：00～13：00 昼食 

９月 １４ ３月  ４ 13：00～15：00 各学年の講座 

講座内容 

１年生では、大学院で研究するテーマを探るため但馬内の各方面を訪問します。また、

テーマ設定講座やグループ活動講座、パソコン講座などがあります。２年生では、グルー

プを作って研究テーマに沿った実践活動を行い、「みてやまフォーラム」で発表します。 

○１年生： 

 

 

 

 

 

○２年生： 

①地域実践講座「但馬をもっと知ろう」 

但馬各地の訪問など 

②豊岡短期大学との連携講座 

   社会福祉や子育てに関する講座の受講、学園祭での発表など 

③基礎講座「技能学習」 

   パソコン講座やグループ活動を円滑に行うための講座など 

①グループごとのテーマに沿った講師招聘講座 

②実践活動発表会「みてやまフォーラム」 

③公民館等を利用したグループ別実践活動など 

学生自治

会活動 

学生全員の参加により、交流を深めています。 

○グラウンド・ゴルフ大会 等 

そ の 他 ２年間の課程を修了された方には、兵庫県知事からの修了証が授与されます。 

資   格 
但馬地域に在住で、兵庫県４年制高齢者大学または市町の高齢者大学等を修了され、地

域活動について関心や意欲のある概ね６０歳以上の方 

定   員 ３０名 ※先着順 

提出書類 入学申込書 

受講料 

・ 

諸費用 

年間受講料 １２，５００円   学生自治会費 ４，０００円   合計１６，５００円 

※ 受講料は入学決定時に送付する所定の用紙により、指定する期日までに最寄りの郵

便局でお振込ください。受講料等の納入をもって入学とします。 

※ 学生自治会費は、入学後に納入となります。 

※ 入学生全員が学生自治会員になります。 

※ 申し込み後、家庭の事情等により入学できない場合は、すぐにご連絡ください。 

※ 学生には、県立文化施設等の利用料割引サービスを受けられる特典があります。 

※ 「みてやま学園大学院」は、学校教育法に基づく大学等ではありません。 

申込手続 前ページ「申込手続」をご覧の上、お申し込みください。 


