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入 学 案 内
消費者問題に関し，消費者自身の問題対処能力の開発を援助し，将来は地域の
消費者活動を推進するリーダーの養成を目的に開講します。

徳 島 県
特定非営利活動法人

徳島県消費者協会

この講座は県立総合大学校「まなびーあ徳島」の
生活環境学部主催講座です。
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阿波踊り会館
徳島
グランヴィリオホテル

徳島県職員会館

令和4年度 学生募集要領
応募資格 次の条件を備えていることが必要です。

⑴ 県内に在住する満18歳以上の男女であって継続して全講座を受講できる方。
⑵ 消費者問題や消費者活動に関する学習意欲があること。
⑶ 卒業後は地域の消費者活動のリーダーとなる意思があること。

学習内容 ⑴ 消費者問題の現状について
⑵ くらしに関する法律，防災，地球環境について
⑶ その他くらしに関する課題について

対面式コース

1．講 義 日 程 令和4年6月4日～7月23日 毎週土曜日
午前10時～午後3時

2．会 場 徳島県職員会館 2階 第1・第2会議室（徳島市万代町3丁目5－3）
※6月4日・6月11日のみ

ザ・グランドパレス 本館4階 オークルーム（徳島市寺島本町西1－60－1）
3．定 員 50名（先着順）
4．授 業 料 無料
5．テキスト代 1，500円
6．募 集 期 間 令和4年5月12日（木）から令和4年5月26日（木）まで
7．入学申込の ⑴ 入学申込みの手続きと必要な書類
手 続 き 等 ア 入学申込書（所定の用紙を使用してください。）

イ 返信用封筒（申込者の郵便番号・住所・氏名を明記，84円切手貼付）
⑵ 入学の決定 入学の決定は，申込み後，文書でお送りします。
⑶ 入学申込書送付先及び問合せ先
特定非営利活動法人徳島県消費者協会
〒770－0831 徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階
TEL：088－625－8285 FAX：088－625－8312
E-mail nposhouhi@eagle.ocn.ne.jp

8．会場案内図
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四国大学
交流プラザ

Web式コース （対面式コースの講義を録画配信）

1．配 信 期 間 令和4年6月中旬～8月下旬頃（予定）
2．受 講 条 件 ⑴ パソコン，スマートフォン等，配信される動画を受信できる環境を有する方。

なお，スマートフォン等での視聴の場合，通信量が多くなり，速度制限された
り追加料金が必要となることがありますので，Wi-Fiの環境下でのご視聴をお勧
めします。
⑵ 受講者本人での視聴とし，第三者への視聴先 URL・パスワードの提供及び講
座動画や講義資料の無断の複製，転用等は禁止します。

3．定 員 なし
4．授 業 料 無料（通信料は自己負担でお願いします。）
5．テキスト代 郵送希望の場合は1，500円（後日，指定口座へお振込みをお願いします。）

ご自身でプリントアウトする場合は無料
6．募 集 期 間 令和4年5月12日（木）から令和4年6月15日（水）まで

（募集期間を過ぎても申し込みを受付けますので，徳島県消費者協会にお問い合わせください。）

7．受講手続方法 ⑴ 必要事項を記入の上，E-mail（件名：Web講座申込）で申し込んでください。
【必要事項】氏名（ふりがな），住所，生年月日，性別，電話番号（自宅・携帯），

メールアドレス
なお，とくしま消費者交流ひろば，徳島県消費者協会のホームペー
ジに掲載の「徳島県消費者大学校 受講生募集」のページ（QRコード）
からもお申し込みできます。
⑵ 事務局で申込内容を確認の上，受講を決定した方には，6月中旬頃に，受講決
定通知書を E-mailでお送りします。
⑶ 配信準備が整い次第，順次視聴のご案内（視聴先 URL，パスワード，講義資
料データ等）を E-mailでお送りします。

8．修 了 手 続 ⑴ 修了認定のための資料として，各講義の受講終了後，簡単なアンケートを実施
しますので，必ず回答してください。
⑵ 全講義の受講者（アンケートの回答により受講を確認）に対し，修了証を交付
します。



令和4年度 徳島県消費者大学校
講 座 日 程 表

日 場 所
午 前（10：00～12：00） 午 後（13：00～15：00）

講 座 名 講 師 講 座 名 講 師

1
6／4
（土）

徳島県
職員会館
第1・第2
会議室

入学式
オリエンテーション

徳島藩の倹約令と
パブリックコメント
―阿波近世に見る
「生活者」の発言力―

生涯学習インストラクター
（古文書）
宮崎 淳

最近の消費者問題
消費生活アドバイザー

長尾 和子

消費者教育の概要
くらしの情報サポータ
ー活動と消費者ネット

徳島県消費者くらし安全局
消費者政策課

2
6／11
（土）

徳島県
職員会館
第1・第2
会議室

消費者相談の状況
最近の消費者問題への

アプローチ

徳島県消費者情報センター
消費生活相談員

【公開講座】
くらしと法律

徳島弁護士会
消費者問題対策委員会

委員長
木村 正グループ研究

3
6／18
（土）

ザ・グランド
パレス

オークルーム

【公開講座】
地域消費者リーダーの

役割

（一財）日本消費者協会
専務理事 橋本 康正

グループ研究

4
6／25
（土）

ザ・グランド
パレス

オークルーム
いきいき健康法

徳島文理大学
保健福祉学部理学療法学科
教授 鶯 春夫

災害への
日頃からの備え方
（生活防災）

徳島大学
環境防災研究センター
センター長 上月 康則

5
7／2
（土）

ザ・グランド
パレス

オークルーム

脱炭素社会と
私たちの生活

徳島文理大学理工学部
三好 真千

グループ研究

6
7／9
（土）

ザ・グランド
パレス

オークルーム

消費者トラブルの実態と対応方法
消費者トラブルを防止するために

～ワークで考えよう～

公益社団法人 全国消費生活相談員協会 神澤 佳子

7
7／16
（土）

ザ・グランド
パレス

オークルーム

【公開講座】
情報化社会と消費者

徳島大学情報センター
谷岡 広樹

グループ研究

8
7／23
（土）

ザ・グランド
パレス

オークルーム

グループ研究発表会
（助言者 長尾 和子）

卒業式（リハーサル含む）

※講師の都合等により変更される場合があります。

Web式コース



ふりがな 生
年
月
日

昭和
年 月 日

平成氏 名

住所
〒

性別

TEL - - 携帯電話 - -

メールアドレス

受 講 形 式
（どちらかに○をつけて下さい）

対面 Web

Web式受講申込者のみ
テキスト

（どちらかに〇をつけて下さい）
郵送希望 郵送不要

徳島県消費者大学校入学申込書

令和 4 年 月 日

徳島県消費者大学校校長
徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門 殿

申込者氏名

私は、徳島県消費者大学校に入学したいので許可されたく、お願いいたし

ます。

（自身でプリントアウト）

志望動機・自己アピール等

※ 個人情報は徳島県消費者大学校運営事業以外には使用いたしません。
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