
 

 

 
 
 

令和３年度兵庫県高齢者大学入学者の募集 

 

（公財）兵庫県生きがい創造協会、（公財）兵庫丹波の森協会では県内各地で、高齢

者の方が生きがいある充実した生活を営むための学習の場として、また地域貢献活

動の推進に寄与することを目的として、高齢者大学などの生涯学習講座を開設して

おり、このたび令和３年度の入学者募集を行います。 
  なお、講座の実施に当たっては、３密を避ける、マスク着用の徹底など可能な限りの新型

コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで行っています。 
 

【 県高齢者大学の特色 】 

○ 「いなみ野学園」は本格的な高齢者大学として全国に先駆けて開設。生きがいづく

り、仲間づくり、地域づくりに学生が自主的に取り組んでいる。 

○ 「ひょうごラジオカレッジ」は、自宅に居ながらにして著名人によるラジオ講座を聴

いて学ぶ放送大学。スクーリングを通じた学生間の交流も行っている。 

○ 「阪神シニアカレッジ」は、都市に集積する学習資源を活用した講座が充実。地域づ

くり活動が活発に行われている。 

○ 「地域高齢者大学(うれしの学園生涯大学・みてやま学園・ゆうゆう学園・いざなぎ

学園・丹波ＯＢ大学)」は、各地域の特色を生かした生涯学習の拠点。県立の文化会

館等を学舎として利用。 

記 
１ 募集高齢者大学一覧 

名称（事務局所在地） 講 座  種 別 対  象 定 員 

いなみ野学園 

〔加古川市平岡町新在家〕 

大学講座（４年制） 
〔園芸・健康づくり・ 

文化・陶芸学科〕 

①概ね５６歳以上の県内在住で、
学習及び地域活動に意欲のある方 ３４０人 

大学院講座（２年制） 

①いなみ野学園大学講座または２年制
以上の県・市町の高齢者大学卒業見込み
または卒業の方 
②県内在住で、特に学習及び地域活動に
意欲があると認めた方 
（いずれか） 

５０人 

ひょうごラジオカレッジ 

〔加古川市平岡町新在家〕 
本科生（１年間） ５０歳以上で県内在住の方 ５００人 
聴講生 年齢・住所等を問いません なし 

阪神シニアカレッジ 

〔宝塚市東洋町〕 

大学講座（４年制） 
〔園芸・健康・国際理解学科〕 ５６歳以上で神戸・阪神地域 

在住の方 
１５０人 

阪神ひと・まち創造講座（２年制） ３０人 

うれしの学園生涯大学 
〔加東市下久米〕 

大学講座（４年制） 概ね６０歳以上で東・北播磨地域 
在住の方 等 

６０人 
大学院講座（２年制） ３０人 

但馬文教府みてやま学園 
〔豊岡市妙楽寺〕 

大学講座（４年制） 概ね６０歳以上で但馬地域 
在住の方 等 

６０人 
大学院講座（２年制） ３０人 

西播磨文化会館ゆうゆう学園 
〔たつの市新宮町宮内〕 

大学講座（４年制） 概ね６０歳以上で中・西播磨地域 
在住の方 等 

６０人 
大学院講座（２年制） ３０人 

淡路文化会館いざなぎ学園 
〔淡路市多賀〕 

大学講座（４年制） 
概ね６０歳以上で県内在住の方 等 

６０人 
大学院講座（２年制） ３０人 

丹波ＯＢ大学 
〔丹波市柏原町柏原〕 

大学講座（４年制） 概ね６０歳以上で丹波地域 
在住の方 等 

６０人 
大学院講座（２年制） ３０人 

 ※募集する講座は、学校教育法に基づく大学等ではありません。 
 

作成年月日 令和２年１２月１４日(月) 

作成部局 
企画県民部県民生活課 

(公財)兵庫県生きがい創造協会 

(公財)兵庫丹波の森協会 
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２ 募集概要 

 (1) 兵庫県いなみ野学園 
講座名 応募資格（R3.4.1 現在） 募集人員 受講料等 

大学講座 

（４年制） 

①概ね５６歳以上の県内在住
で、学習及び地域活動に意欲
のある方 

園芸学科    100 名 

健康づくり学科 100 名 

文化学科       100 名 

陶芸学科        40 名 

入学金： 6,000 円 

受講料：50,000 円 
※学科により実習費

が必要 

 

授業日数：30 日/年 
※原則、午前は共通・

専門講座、午後は専門

講座 

大学院講座 

（２年制） 

①いなみ野学園大学講座または２
年制以上の県・市町の高齢者大学卒
業見込みまたは卒業の方 
②県内在住で、特に学習及び地域活
動に意欲があると認めた方 
（いずれか） 

地域づくり研究科 

歴史・文化コース 

健康・福祉コース 

環境・地域コース 

景観園芸コース 

計 50 名 

〔募集受付期間〕 

令和３年１月４日（月）～１月２２日（金）（郵送は１月２２日必着） 

応募者多数の場合は抽選 

    上記期間中に、出願書類を郵送またはお持ちください。 

   インターネットの場合 

    （ＵＲＬ https://www.hyogo-ikigai.or.jp/ikigai/） 

〔申込・問合わせ先〕 

  （公財）兵庫県生きがい創造協会いなみ野学園 

   〒675-0188 加古川市平岡町新在家 902-3 

電話 079-424-3342（直通） 

 

 (2) ひょうごラジオカレッジ（兵庫県高齢者放送大学） 
 本科生 聴講生 

応募資格 
５０歳以上（令和３年 4月 1日現在）の

県内在住の方 
資格（居住地、年齢等）は問わない 

学習期間 
1 年間（修了後、学習継続希望の方には、

生涯聴講生制度があります） 
1 年間（更新可） 

費  用 
年間 6,000 円 

（テキスト代、講師指導料 等） 

年間 5,000 円 

（主にテキスト代） 

学習方法 

①毎週土曜日午前 7 時から 30 分間、ラジオ関西 558kHz（豊岡放送局 1395kHz）で 

放送するラジオ講座を聴いて、課題番組の感想文をはがきやメールで提出 

②毎月郵送するテキストには、放送講座の内容や学生の感想文を掲載 

③中央スクーリングや地方スクーリング、研修旅行などで学生同士が交流 

感想文に対して、ラジオカレッジ講師か

らの返信あり 
ラジオカレッジ講師からの返信なし 

  〔募集受付期間〕 

 令和３年２月１日（月）～４月９日（金） 

   本科生、聴講生ともに上記期間中に、出願書類を 

郵送またはお持ちください。 

（郵送の場合、4月９日の消印有効） 

なお、電子メールでの受付も可能です。 

詳しくはホームページをご確認ください。 

〔申込・問合わせ先〕 

  （公財）兵庫県生きがい創造協会ひょうごラジオカレッジ 

   〒675-0188 加古川市平岡町新在家 902-3 電話 079-424-3343（直通） 
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 (3) 兵庫県阪神シニアカレッジ 

講座名 応募資格（Ｒ3.4.1 現在） 募集人員 
授業料 

（年間） 

高齢者大学講座 

（４年制） 

５６歳以上で、神戸・阪神 

地域在住の方 

園芸学科     50名 

健康学科       50名 

国際理解学科   50名 

入学金： 6,000 円 

受講料：50,000 円 
※学科により実習費

が必要 

授業日数：60 日/年 
※週２回(共通講座１

日、専門講座１日) 

阪神ひと・まち創

造講座（２年制） 
30 名 

入学金： 6,000 円 

受講料：25,000 円 

授業日数：30 日/年 
※週１回 

  〔募集受付期間〕 

    令和３年１月４日（月）～１月８日（金） 

    応募者多数の場合は抽選 

  〔申込・問合わせ先〕  

    （公財）兵庫県生きがい創造協会阪神シニアカレッジ 

    〒665-0032 宝塚市東洋町２番５号  

  電話 0797-26-8001 

 

 

 

 (4) うれしの学園生涯大学 

講座名 
応募資格 

（Ｒ3.4.1 現在） 
募集人員 受講料等 

大学講座 

（４年制） 

概ね６０歳以上の東播磨・北播磨地域在住

の方 
６０名 

受講料：12,500 円 

開講日：原則火曜日 

    年間 20 回 

大学院講座 

（２年制） 

東播磨・北播磨地域に在住し 

① 県の４年制高齢者大学もしくは市町の

高齢者大学等を修了した方 

または 

② 地域活動に意欲のある概ね６０歳以上 

の方で実施機関の長が特に認めた方 

３０名 

受講料：12,500 円 

開講日：原則火曜日 

    年間 22 回 

〔講座実施場所〕 

   嬉野台生涯教育センター 

〔募集受付期間〕 

令和３年１月１２日（火）～４月１３日（火） 

   ※上記期間中に、出願書類を郵送、ＦＡＸ、または 

お持ちください。先着順受付。 

〔申込・問合わせ先〕 

（公財）兵庫県生きがい創造協会嬉野台生涯教育センター 

〒673-1415 加東市下久米 1227-18  

電話 0795-44-0712（直通） 

  

 

３･４階､屋上が阪神シニアカレッジ 

（１･２階は兵庫県宝塚健康福祉事務所） 
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(5) 但馬文教府みてやま学園 

講座名 応募資格（Ｒ3.4.1 現在） 募集人員 受講料等 

大学講座 

（４年制） 
概ね６０歳以上の但馬地域在住の方 ６０名 

受講料：12,500 円 

開講日 

：原則隔週金曜日 

    年間26回 

大学院講座 

（２年制） 

但馬地域に在住し 

① 県の４年制高齢者大学もしくは市町の 

高齢者大学等を修了した方 

または 

② 地域活動に意欲のある概ね６０歳以上   

の方で実施機関の長が特に認めた方 

３０名 

受講料：12,500 円 

開講日 

：原則隔週火曜日 

年間21回 

  〔講座実施場所〕 

   但馬文教府 

〔募集受付期間〕 

   令和３年１月１２日（火）～３月１９日（金）   

   先着順受付 

〔申込・問合わせ先〕 

   (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 

 

 

 

（6）西播磨文化会館ゆうゆう学園 

講座名 応募資格（Ｒ3.4.1 現在） 募集人員 受講料等 

大学講座 

（４年制） 

概ね６０歳以上の中播磨・西播磨地域在住

の方 
６０名 

受講料：12,500 円 

開講日：原則金曜日 

年間 27 回 

大学院講座 

（２年制） 

中播磨・西播磨地域に在住し、 

① 県の４年制高齢者大学もしくは市町の

高齢者大学等を修了した方 

または 

② 地域活動に意欲のある概ね６０歳以上 

の方で実施機関の長が特に認めた方 

３０名 

受講料：12,500 円 

開講日：原則木曜日 

年間 22 回 

〔講座実施場所〕 

   西播磨文化会館 

〔募集受付期間〕 

   令和３年１月４日（月）～３月３１日（水） 

   先着順受付 

〔申込・問合わせ先〕 

   (公財)兵庫県生きがい創造協会西播磨文化会館 

〒679-4311 たつの市新宮町宮内 458-7  

電話 0791-75-3663 

  

４ 



 

（7）淡路文化会館いざなぎ学園 

講座名 応募資格（Ｒ3.4.1 現在） 募集人員 受講料等 

大学講座 

（４年制） 
概ね６０歳以上の県内在住の方 ６０名 

受講料：12,500 円 

開講日：原則水曜日 

年間 30 回 

大学院講座 

（２年制） 

県内に在住し 

① 県の４年制高齢者大学もしくは市町の

高齢者大学等を修了した方 

または 

② 地域活動に意欲のある概ね６０歳以上

の方で実施機関の長が特に認めた方 

３０名 

受講料：12,500 円 

開講日：原則金曜日 

年間 21 回 

〔講座実施場所〕 

   淡路文化会館 

〔募集受付期間〕 

   令和３年１月２０日（水）～４月９日（金）   

   先着順受付 

〔申込・問合わせ先〕 

   (公財)兵庫県生きがい創造協会淡路文化会館 

  〒656-1521 淡路市多賀 600 

  電話 0799－85－1391 

 

 

（8）丹波ＯＢ大学 

〔講座実施場所〕 

   丹波の森公苑 

〔募集受付期間〕 

   令和３年１月１５日（金）～３月１４日（日） 

   先着順受付 

〔申込・問合わせ先〕 

   (公財)兵庫丹波の森協会 丹波の森公苑文化振興部 

  〒669-3309 丹波市柏原町柏原 5600  

電話 0795－72－5170 

 

 

 

講座名 応募資格（Ｒ3.4.1 現在） 募集人員 受講料等 

大学講座 

（４年制） 
概ね６０歳以上の丹波地域在住の方 ６０名 

受講料：12,500 円 

開講日：原則水曜日 

年間 18 回 

大学院講座 

（２年制） 

丹波地域に在住し、 

① 県の４年制高齢者大学もしくは市町の 

高齢者大学等を修了した方 

または 

② 地域活動に意欲のある概ね６０歳以上

の方で実施機関の長が特に認めた方 

３０名 

受講料：12,500 円 

開講日：原則水曜日 

      年間 18 回 

５ 



アクティブシニアの学びを応援します！

令和3年度
生涯学習講座のご案内

◆学習方法
毎週土曜日午前7：00～7：30ラジオ関西で講義を聴いて、

はがきやメールなどで感想文を提出。テキストは毎月郵送。
◆対象 ・本科生 ５０歳以上で県内在住の人

・聴講生 どなたでも受講できます。
◆受講料 年間 本科生6千円、聴講生5千円

テキスト代を含みます。
◆募集受付期間 ※先着順
令和３年2月１日（月）～4月９日（金）

◆募集講座
①大学講座（4年制）

園芸、健康、国際理解学科 募集定員各５０人
②阪神ひと・まち創造講座（２年制）

募集定員３０人
◆対象 ５６歳以上で神戸・阪神地域在住の人
◆受講料 ①年間５万円（他、入学金、実習費等）

②年間２万５千円（他、入学金等）
◆募集受付期間 ※応募者多数の場合は抽選

令和３年1月４日（月）～８日（金）

◆問合先：兵庫県いなみ野学園
〒675-0188 加古川市平岡町新在家902-3
電話（079）424-3342 FAX(079)424-3475

◆問合先：ひょうごラジオカレッジ
〒675-0188 加古川市平岡町新在家902-3
電話（079）424-3343 FAX(079)424-3475

◆問合先：兵庫県阪神シニアカレッジ
〒665-0032 宝塚市東洋町2-5 
電話（0797）26-8001 FAX（0797)26-8091

（公財）兵庫県生きがい創造協会
〒675-0188 加古川市平岡町新在家902-3 ☎079-424-9832

ホームページ https://www.hyogo-ikigai.or.jp/ikigai/ 生きがい創造協会 で検索
（注）募集する講座は学校教育法に基づく大学等ではありません。

◆募集講座
①大学講座（4年制）

園芸、健康づくり、文化、陶芸学科
募集定員計３４０人

②大学院講座（２年制）
募集定員計５０人

◆対象 ①は５６歳以上で県内在住の人 ②は県内在住の人
◆受講料 年間５万円（他、入学金、実習費等）
◆募集受付期間 ※定員を超えれば抽選
令和３年1月4日（月）～22日（金）

兵庫県いなみ野学園

ひょうごラジオカレッジ

阪神シニアカレッジ

大学院講座

地方スクーリング

国際理解学科



うれしの学園生涯大学（嬉野台生涯教育センター）

◆内容 ①大学講座 4年制、年間20日（総合講座・専門講座）

②大学院講座 2年制、年間22日（4年制の学習を基礎として、

知識や技能をステップアップ）

◆対象 原則として東播磨・北播磨地域に在住の概ね６０歳以上の方

◆募集受付期間 ※先着順

令和３年１月１２日（火）～４月１３日（火）

但馬文教府みてやま学園

西播磨文化会館ゆうゆう学園

◆内容 ①大学講座 4年制、年間２７回

（教養講座・専門講座）

②大学院講座 2年制、年間２２回

1年 教養講座・活動実践講座

2年 ３コース（環境創造・健康福祉・地域文化））

◆対象 中播磨・西播磨地域に在住の概ね６０歳以上の方

◆募集受付期間 ※定員を超えれば抽選

令和３年１月４日（月）～３月３１日(水)

淡路文化会館いざなぎ学園

丹波OB大学 ※（公財）兵庫丹波の森協会が運営しています。

専門講座
選択（健康）

講座風景

講義風景
教養講座
尺八体験

講座風景

運動会

◆問合先：嬉野台生涯教育センター
〒673-1415 加東市下久米1227-18
電話（0795）44-0711 FAX(0795)44-1185

◆問合先：但馬文教府
〒668-0056 豊岡市妙楽寺41-1
電話（0796）22-4407 FAX(0796)23-0998

◆問合先：西播磨文化会館
〒679-4311たつの市新宮町宮内458-7
電話（0791）75-3663 FAX(0791)75-0992

◆問合先：淡路文化会館
〒656-1521 淡路市多賀600
電話（0799）85-1391 FAX(0799)85-0400

◆問合先：（公財）兵庫丹波の森協会
丹波の森公苑文化振興部

〒669-3309 丹波市柏原町柏原5600
電話（0795）72-5170 FAX(0795)72-5164

あなたの地域の高齢者大学をご紹介します。

どの高齢者大学も、大学講座（4年制）募集定員60名、大学院講座（2年制）募集定員30名、

年間受講料12,500円です。

◆内容 ①大学講座 4年制、年間２６回

（教養講座、専門講座、学年別講座等）

②大学院講座 2年制、年間２０回

（１年～課題演習【淡路探究講座、実践実習講座】等、

２年～実践演習等）

◆対象 概ね６０歳以上の県内在住の方

◆募集受付期間 ※先着順

令和３年１月２０日（水）～４月９日(金)

◆内容 ①大学講座 4年制、 年間２６日

（教養講座・専門講座・地域実践活動）

②大学院講座 2年制、年間２１日

（社会参加活動について総合的・体系的かつ実践的に学習）

◆対象 概ね６０歳以上の但馬地域在住の方

◆募集受付期間 ※先着順

令和３年１月１２日（火）～３月１９日(金) (予定)

◆内容 ①大学講座 4年制、年間18日
（特別講座、教養講座、専門講座、学外研修等）
②大学院講座 2年制、年間18日
（地域活動実践講座、特別講座、教養講座等）

◆対象 概ね60歳以上の丹波地域在住の方
◆募集受付期間 ※定員を超えれば抽選

令和３年１月１５日（金）～３月１４日（日）


