
ー安全・安心・健康のための総合プログラムを軸としてー
ポーアイ４大学による連携事業

前
期
科
目

後
期
科
目

≪科目開設大学の授業時間≫

神戸学院大学 兵庫医療大学

１時限  9 :00 ～10 :30 9 :30 ～11 :00

２時限 10 :45～12 :15 11 :10～12 :40

３時限 13 :15～14 :45 13 :40～15 :10

４時限 15 :00～16 :30 15 :20～16 :50

５時限

６時 限

16 :45～18 :15

18:30 ～20 : 00

17 :00 ～18 :30

18 :40 ～20 : 10

備考 － －

科目名

地域コミュニティ入門

防災・防犯入門

健康づくり・生活支援入門

地域連携インターンシップⅠ

人間関係作りワークショップ

防災・防犯ワークショップ

健康づくり・生活支援ワークショップ

地域連携インターンシップⅡ

健康・生活支援指導論実習

防災・防犯指導論実習

担当講師

飛田　敦子

中山　久憲

中山　久憲

中山　久憲

金芳　外城雄

奥野　直

浜中　惠美子

瀨戸　利夫

藤井 真理子
工藤　里香

賀屋　光晴

曜日

木

木

金

金

水

水

水

9/10～12

1

2

5

1～5 

5

5

4

1

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸学院大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

兵庫医療大学

教室 履修制限時限 場所

30名

10名

30名

プロジェクトごとに
定員あり

プロジェクトごとに
定員あり

M113

未定

未定

初回授業日

４月 11 日

４月 12 日

４月 17 日

４月 13 日

9月 10 日

9月 27 日

9月 25 日

9 月 21 日

  9 月 18 日

9 月 26 日

4/13（土）9：00 から説明会を実施。（B109）
以降はプロジェクト、イベント等に随時参加。

9/21（土）9：00 から説明会を実施。（B109）
以降はプロジェクト、イベント等に随時参加。

B205

未定

B109

B209

B106 なし

なし

なし

なし

なし

ポーアイにキャンパスを置く神戸学院大学・神戸女子大学・兵庫医療大学・神戸女子短期大学では、近接した
立地を活かした大学連携事業の一環として、共通の教養科目を開設しています。
安全・安心・健康をテーマとした 10 科目は、それぞれの大学の専任教員や実務家を講師に招き、リスクマネ
ジメントやコミュニケーションについて多く学べることが特徴です。地域活動への参加などを単位として認定
するインターンシップも充実しており、地域性や生涯教育に配慮した内容となっています。他大学の学生と共
に同じ教室で学び、互いの専門性を刺激しながら教養を深め、コミュニケーション能力を伸ばしましょう。

ポーアイ４大学連携推進センター
〒650-8586　兵庫県神戸市中央区港島 1-1-3　神戸学院大学内

TEL　078-974-4042　　FAX　078-974-2549　　MAIL　4u-renkei@j.kobegakuin.ac.jp

ポーアイ４大学連携推進センター
〒650-8586　兵庫県神戸市中央区港島 1-1-3　神戸学院大学内

TEL　078-974-4042　　FAX　078-974-2549　　MAIL　4u-renkei@j.kobegakuin.ac.jp

授業の詳細はシラバスでご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神戸学院大学で開講 兵庫医療大学で開講

注意：大学によって授業開始時間が異なります。

　　　



≪科目開設大学の授業時間≫
 

神戸学院大学  兵庫医療大学  

１時限  9 :00 ～10 :30  9 : 30 ～11 :00 

２時限 10 :45～12 :15 11 :10～12 :40 

３時限 13 :15～14 :45 13 :40～15 :10 

４時限 15 :00～16 :30 15 :20～16 :50 

５時限 16 :45～18 :15 17 :00 ～18 :30 

   

≪科目開設大学の試験時間・期間≫  

①  試験時間

② 試験期間（予定） 

神戸学院大学  兵庫医療大学  

１時限 9 :30 ～10 :30 8 :50 ～ 9 :50 

２時限 11 :00～12 :00 10 :10～11 :10 

３時限 13 :00～14 :00 11 :30～12 :30 

４時限 14 :30～15 :30 13 :30～14 :30 

５時限 16 :00～17 :00 14 :50～15 :50 

６時限  16 :10～17 :10 

 

神戸学院大学  兵庫医療大学

前期  7/25～8/6  7 /30 ～8/9

後期  1/22～2/5  

備考  

授業の詳細はシラバスでご確認ください。受講についてのお問い合わせは各大学の担当窓口まで。

1/15 ～1/24

≪注意事項！≫　　　

他大学での開講科目を履修する場合、
授業時間、前後の時限の科目との重複、
移動時間等について、よく確認のうえ
履修登録するようにしてください。

各大学によって授業時間が、左記のとおり
異なりますので、十分に注意して履修登録して
ください。

神戸学院大学の学生は共通教育科目として
履修登録してください。

兵庫医療大学の学生は教務窓口にて
履修登録書を提出してください。

神戸女子大学・神戸女子短期大学の学生は
KISSシステムへ履修登録してください。

－－

ポーアイ教養科目10科目の履修人数は、  2009年度 441名、
2010年度 696名、2011年度658人、2012年度562人でした。

履修者アンケート調査では、「興味や関心を持って受講できた」
「ややできた」 95％
「他大学の学生といっしょに受講することはとてもよかった」
「よかった」87％
という結果で、自由記述欄にも満足度の高いコメントが多くあり
ました。            　　　
　　　　　　　　　　　　                 
共同開催ならではの多彩な教養授業を、他大学の学生と机を並べて
学べるこの機会にぜひご参画ください。

－－

６時限 18 : 30 ～20 : 00 18 : 40 ～20 : 10

７時限 17:30 ～18 : 30


