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新あわ学コースのお申し込みは…
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徳島市応神町古川字戎子野 123-1
四国大学
 SUDAchi 推進室「新あわ学コース」事務局 行

63円切手
をお貼り
ください

❶申込はがき
❷ファクシミリ：088-665-9982
❸電子申請

上のＱＲコードを携帯電話
で読み取り、必要事項を
入力してください。

駐車は
ここにお願いします

四国大学

四国大学四国大学
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正門

東門

全学共通・地域教育センター（B）

中央棟（A）

30周年記念館（N）

駐車場

郵 便 は が き

キリトリ✂

四国大学  SUDAchi推進室「新あわ学コース」事務局
〒771-1192  徳島市応神町古川字戎子野 123-1
TEL 088-665-9953　Fax 088-665-9982
E-mail  sudachisuishin@shikoku-u.ac.jp

問い合わせ先

N209 四国大学30周年記念館209教室

■開講場所

四国大学中央棟1019・1020実習室

四国大学全学共通・地域教育センター201教室B201
A1019
A1020

コース新あわ学

徳島県立総合大学校／徳島県立総合大学校／

まなびーあ徳島
四国大学会場　徳島市応神町古川字戎子野123-1　TEL 088－665－1300㈹

阿南市会場
（阿南市商工業振興センター）
■募集定員 20名

阿南市富岡町今福寺34-3
TEL 0884－24－3232
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阿南市商工業振興センター

美馬市会場
■募集定員 20名

美馬市脇町字小星692番地1
美馬市地域共生交流施設

「小星ベース」（多目的ホール）
TEL 0883－52－5105

配信講座サテライト会場

※「配信講座」とは、遠方の方にもご参加いただけるよう、四国大学で行われ
る講義を下記のサテライト会場 2 ヶ所にリアルタイムで動画配信し、スク
リーンにて受講いただくものです。本コース、 配信 マークのあるものが対
象となりますので、申込み時は受講希望場所をご指定ください。
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上記いずれかにより、
「四国大学 SUDAchi推進室
「新あわ学コース」事務局」まで、
お申し込みください。

〒
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メールアドレス
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Zoom受講
自由な場所からインターネット上でZoomを利用し受講できる
講座です。受講日時は、対面講座と同じ日時の受講となります。
YouTube受講
自由な場所、自由な時間にインターネット上でYouTubeを利
用し受講できる講座です。詳細については、講座日から約2週
間後に郵送します。
※通常の対面・配信講座と同様に、はがき・FAX・四国大学ホームページの
申込フォームから申込みしてください。申込後、受講方法についてご案
内いたします。

＊1回につき『学びの手帳』
2単位修得できます
（体験講座1単位）

8月▲ 2月
令和4年度

受講料

無料
体験講座は実費負担ですわ 検定あ第6回

13:00～13:40
土・祝2月 日

令和5年 11

主催／四国大学 SUDAchi推進室 「あわ検定」実行委員会

オンライン検定
パソコンやスマートフォンを使ってインターネット上で受検します。

■　実施方法╱

無料■　受検料╱
500名（先着順）■　定　員╱

事前申込制■　申込み╱

※受検申込書は11月頃から配布いたします。多数のご参加をお待ちしております。
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コース新あわ学まなびーあ徳島

「新あわ学コース」受講を申し込みます。
講 座 申 込 書

徳島のことについて歴史や文化などを体系的に学び、
地域に愛着と誇りを持ち、徳島の魅力を再発見して
いただくことを目指します。

※講座開講場所の詳細は裏面に記載しています。
※「体験講座」に関しては、申込後詳細をご案内いたします。
※「配信講座」「Zoom」「YouTube」の詳細は裏面に記載してい
ます。
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A2201 四国大学
教授

須藤　茂樹いま、阿波三好氏を考える
12/ 2金 13：30-15：00 四国大学 N209 ■募集定員 50名

今年は三好長慶生誕 500 年とのことで、各地で様々なイベント
が予定されているようです。
この 20年で三好氏研究は各段に進展しました。そこで、三好氏
研究を振り返るとともに、全国の戦国大名顕彰を紹介しながら、
これからを考えてみたいと思います。

A2202
摂南大学
名誉教授

佐藤　正志藍が形づくった徳島の近代

10/25火 13：30-15：00 四国大学 N209 ■募集定員 50名

阿波藍・藍業は、化学染料の輸入におされ、明治30年代半ばをピー
クに急速に衰退しました。
藍商が蓄積した資本は鉄道や電気事業などに投資され、近代産業
が誕生したものの、徳島は急速に経済力を失い経済「後進県」と
なりました。阿波藍が徳島の近代において地域社会や文化を形づ
くってきた歴史を概観し、地域産業のあり方を考えます。

A2203・A2204
徳島大学
名誉教授

平井　松午
徳島城下の絵図を読む・
歩く PART Ⅱ 
10/14金 13：30-15：00 四国大学 N209 ■募集定員 50名

10/21金 13：30-15：30 現地見学  体験  ■募集定員 30名

徳島城下町については、多数の城下絵図や近代の市街地図が残さ
れています。今回は、そうした城下絵図・市街地図のなかから、
眉山山麓の寺町・新町・大滝山周辺を描いたものを取り上げて解
説するとともに、実際に古地図を片手に寺町周辺の城下町散策を
予定しています。

A2205
小松島市文化財
保護審議会委員
森脇佳代子

「阿波の狸合戦」を知る・
考える 配信
11/24木 13：30-15：00 四国大学 N209 ■募集定員 50名

徳島は狸の話の宝庫です。数ある狸の話の中でも、特に名高い「阿
波の狸合戦」。いったいどのような形で、今日まで伝わってきたの
でしょうか。また徳島の歴史や地域社会とどのように関わってき
たのでしょうか。残されている資料を手がかりに、豊かな物語の
世界を探っていきます。
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A2206
徳島大学　
名誉教授

石川　滎作
ドイツ俘虜たちによる劇音楽

『エグモント』上演 配信
10/26水 13：30-15：00 四国大学 N209 ■募集定員 50名

板東俘虜収容所のドイツ俘虜たちは1919年 2月に 3回もゲーテ
の戯曲に基づくベートーヴェンの音楽劇『エグモント』を上演し
ています。5時間もかかる上演でしたが、彼らにとってこの劇音
楽は何だったのでしょうか。劇音楽の内容を辿りながら、彼らは
この作品を通して何をアピールしようとしたのかを探っていくこ
とにしましょう。
A2207

徳島大学大学院　
教授

堤　和博江戸時代の阿波の和歌

12/13火 13：30-15：00 四国大学 N209 ■募集定員 50名

古典の和歌というと、京都でお公家さんたちが詠んでいたという
イメージがあるかもしれませんが、特に鎌倉時代以降は、武士な
どの階層からも歌人が誕生します。江戸時代になると、阿波にお
いても五代藩主綱矩の子吉武が『木葉集』という家集を残すなど
盛んな和歌活動をしていました。そんな江戸時代の阿波の和歌の
一端を紹介します。

地
　
　
域

A2208
四国大学
准教授

上野　昇
剣山系山間部に暮らす
人々の「幸せ指数」配信　　  
9/15木 13：30-15：00 四国大学 N209 ■募集定員 50名

徳島県の最高峰「剣山」山間部（旧東祖谷山村・旧一宇村・旧木
屋平村・旧木沢村・旧木頭村）の旧 5村に暮らす住民に対して、
2017 年度と 2021 年度に実施した「幸せ指数」のアンケート結
果を比較しながら、山間部住民の幸福感の現状を探ります。

A2209 【問合先】 
徳島県

南部総合県民局
0884–74–7319南部の魅力再発見講座 体験

詳細はHP（https://syougai.tokushima-ec.ed.jp/srch_event/）に記載

地域の良さやその価値を再発見するため、南部圏域ならではの地
域資源をテーマとしたフィールドワークや座学を実施します。

A2210 【問合先】
徳島県

西部総合県民局
0883–53–2420西部の魅力再発見講座 体験

詳細はHP（https://syougai.tokushima-ec.ed.jp/srch_event/）に記載

地域の歴史や文化について、フィールドワークを交えて学ぶ講座の開催
を予定しています。
お子様も、大人の皆様も、「にし阿波」の魅力について学んでみませんか。
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A2217 四国大学
SUBARU
事業推進本部藍の可能性～食への活用～ 体験

11/28月 13：30-15：30 四国大学 A1019,1020 ■募集定員 15名

徳島と言えば「藍」。本学では、平成 29 年度から「阿波藍」の
新たな価値創造を目指した文化的・科学的研究及びその魅力発信・
人材育成拠点の構築をテーマに取り組んできました。今回は、藍
の魅力と可能性を追求した研究の中から食に活かす取組を紹介す
るとともに藍のマフィンづくりを体験していただきます。
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A2218 四国大学
社会連携

推進課あわ検定対策講座
12/15木 13：30-15：00 四国大学 N209 ■募集定員 50名

「あわ検定」は、徳島の歴史・文化・自然・産業・くらしなどについ
て深く掘り下げるとともにその魅力を再発見・再認識していただき、
さらに観光振興にもつなげ、徳島の活性化を図ることを目的とした
検定です。「第５回あわ検定」について、一緒に学習していきます。

あわ検定
2/11土・祝 13：00-13：50 オンライン受検

近年、地域や物事に関する知識を問う「ご当地検定」が、様々な
地域で実施されています。「あわ検定」を通じて、地域に愛着をもっ
ていただき、さらには，誰よりも徳島通を目指しご受検ください。
※なお、検定申込開始時期は11月からとなります。受検申込書は、
11月下旬配布予定の「あわ検定」チラシの裏面になりますので、
別途申込お願いいたします。
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A2211
徳島大学
名誉教授

石田　啓祐
徳島の地質と文化資源 2022 
ー白亜紀恐竜化石層ー �配信
8/29月 13：30-15：00  四国大学 N209 ■募集定員 50名

徳島には、日本列島の地盤の成り立ちを知る上で重要な文化資源
がいくつも存在します。この度は、現在発掘作業が進められてい
る「白亜紀恐竜化石層」（勝浦町）を取り上げ、中生代白亜紀と
はどんな時代か？　なぜ勝浦川盆地には恐竜化石層が分布するの
か？　恐竜化石層は当時どのような環境で形成されたのか？　に
ついて探求します。
A2212

徳島大学
客員教授

澤田　俊明
人間 - 環境系の自然と
地理情報の見方 配信
10/ 4火 13：30-15：00  四国大学 N209 ■募集定員 50名

まちづくりでの自然と地理情報活用として、人間 -環境系からの
生活環境把握の見方を学びます。生態学者・今西錦司の生物社会
構造による文化的帰属性・地理的帰属性の見方による帰属性（ア
イデンティティ）や、ホマンズやブラウ等の交換理論をもとにし
たコミュニティ形成の見方、ギブソンのアフォーダンス（誘発行
動）を学びます。
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A2213 四国大学
教授

臼井　正樹阿波の食を考える～和三盆と阿波の地酒
12/12月 13：30-15：00  四国大学 N209 ■募集定員 50名

和三盆と阿波の地酒、いずれも、かつては阿波の一大産業として
阿波の人々の食生活を潤してきました。
もっとも、時代が変わり、残念ながら、両産業とも、かつての勢
いはありませんが、根強いファンに支えられ今なお健在です。徳
島県民としては、今後とも、日常にささやかな潤いをもたらして
くれる地場の食の逸品として将来に残していきたい産業といえま
しょう。そんな 2つの産業について、少し考えを深めてみたい
と思います。
A2214

四国大学徳島
ライトアート
プロジェクト

光アートと
LED 制御体験 体験
8/23火 13：30-15：30 四国大学 B201 ■募集定員 20名

徳島県は、世界有数の LEDメーカーが立地する優位性を生かし、
LEDバレイ構想を推進してきました。光＝ LEDは地域経済を成
長させたばかりでなく、文化やアートを牽引する可能性も持って
います。本学の「光アート」への取り組みを紹介するとともに、
LEDの明るさや色などの発光制御を体験していただきます。
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A2215 徳島大学
名誉教授

仙波　光明平家物語と阿波
11/9水 13：30-15：00  四国大学 N209 ■募集定員 50名

平家物語に関わる徳島県内の伝承をたどってお話します。また、
木曽義仲の言動がどうみられていたのか。その理由と中世までに、
都で各地の方言がどう受け取られていたかもあわせて取り上げて
いきます。
A2216 四国大学

教授
髙橋　啓子阿波の郷土料理 体験

9/9金 10：00-13：00 四国大学 A1019,1020 ■募集定員 20名

徳島は南部の沿岸地域から西部の山間地域と気候風土が大きく異
なります。そのため沿岸地域では海のもの、山間部では山のもの
などそれぞれの土地の産物をつかった郷土の料理が誕生しまし
た。懐かしいふるさとの味を再現し、味わってみましょう。

受講希望 講座番号 講座名 受講希望場所 受講希望方法
A2201 いま、阿波三好氏を考える 四国大学 Zoom

A2202 藍が形づくった徳島の近代 四国大学 Zoom

A2203 徳島城下の絵図を読む・
歩くPARTⅡ

四国大学 Zoom

A2204 現地

A2205「阿波の狸合戦」を知る・考える
四国大学・美馬市・

阿南市 Zoom

A2206 板東俘虜収容所のドイツ俘虜た
ちによる劇音楽『エグモント』上演

四国大学・美馬市・
阿南市 Zoom

A2207 江戸時代の阿波の和歌 四国大学 Zoom

A2208 剣山系山間部に暮らす人々の「幸せ指数」
四国大学・美馬市・

阿南市 Zoom・YouTube

A2211 徳島の地質と文化資源2022
四国大学・美馬市・

阿南市 Zoom・YouTube

A2212 人間-環境系の自然と地理情報の見方
四国大学・美馬市・

阿南市 Zoom・YouTube

A2213 阿波の食を考える～和三盆と阿波の地酒 四国大学

A2214 光アートとLED制御体験 四国大学

A2215 平家物語と阿波 四国大学 Zoom・YouTube

A2216 阿波の郷土料理 四国大学

A2217 藍の可能性～食への活用～ 四国大学

A2218 あわ検定対策講座 四国大学 Zoom・YouTube

受講希望欄に受講を希望する講座に○をつけてください。
受講を希望する講座の受講希望場所あるいは希望方法に○を 1
カ所のみつけてください。
YouTubeで受講希望の場合、講座実施日から2週間以内に視聴
URLをご連絡します。


