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１．電話、ファックス、来所でお申し込みください。

　　（受付時間：月～金（祝日、８月６日、12月29日～１月３日を除く。）

　　　８時半から17時15分まで。来所の場合は９時半から）

　　①希望講座名もしくは大学名　②氏名（ふりがな）　③住所

　　④連絡先（電話番号・ファックス番号等）をお知らせください。

　　※郵送（はがき等）による申し込みは受け付けておりません。

　　なお、申し込みの際にお寄せいただいた個人情報については、各大学・教育

　　ネットワーク中国と共有しますが、事業運営以外の目的には使用しません。

２．各講座とも全回参加を前提に受け付けております。

３．申込開始日が講座によって異なりますので、ご確認ください。

　　（申込開始日までは受付できません。）

４．各講座ともに先着順で受け付けます。定員になり次第、締め切ります。

申 込 方 法 シティカレッジ会場

公益財団法人広島市文化財団ひと・まちネットワーク部管理課
電話０８２－５４１－５３３５　Fax０８２－５４１－５６１１

　〒730-0036　広島市中区袋町６番36号

（合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟５階）

※土曜日・日曜日・祝日・８月６日・年末年始は閉所しています。　　　　　　　

受講上のお知らせ

１．北棟１階エレベーターをご利用ください。

　　研修室は北棟５階、マルチメディアスタジオは北棟６階です。

２．受講当日の開場・受付は、各講座開始30分前からです。

３．合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）の開

　　館は９時半からです。

４．受講当日の大雨や台風などの気象状況により、講座を中止する場合があ

　　ります。

広島女学院大学

健やかに生きるための食

　生きるためには、食物を栄養として、必ず摂り入れなければなりま

せん。より賢く食べることで、必要な栄養を摂取しながら、健康にも

繋がります。また、病気に立ち向かう力も養うことができます。生涯

にわたって、心と体を健やかに、食事を美味しく食べるための具体的

な方法を、各専門分野の教員がお話しさせていただきます。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

4月3日

定員 50名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無 料

5月19日 教　授　下岡　里英〈18：00～19：30〉2

■和食の主役、豆類の美味しさとは？

6月16日 専任講師　野村　知未〈18：00～19：30〉5

5月12日 教　授　石長孝二郎

■抗がん剤治療すると、なぜ食事が食べられなくなるのか！

〈18：00～19：30〉1

■アクティブな生活を送ろう

5月26日 准教授　市川　知美

■腸内環境を改善して生活習慣病を予防しよう！

〈18：00～19：30〉3

6月9日 准教授　佐藤　　努

■肉や魚の鮮度と熟成と美味しさ

〈18：00～19：30〉4

広島文化学園大学

幸せになるための家族支援

　家族機能の変容が著しい今日、家族に期待される役割も変わってき

ています。その人らしさを支援する方法や、家族のありよう、今求め

られる家族の役割を考えてみましょう。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

4月3日

定員 50名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無 料

5月20日 准教授　進藤　美樹

■子育て世代の家族

〈13：00～14：30〉2

5月27日 准教授　佐藤　敦子

■家族の心の健康

〈13：00～14：30〉4

5月27日 准教授　棟久　恭子

■がん患者のいる家族

〈10：00～11：30〉3

5月20日 教　授　佐々木秀美

■現代における家族

〈10：00～11：30〉1
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【受講生募集】

シティカレッジは、県内の大学や短期大学、一般社団法人教育ネットワーク中国と広島市、公益財団法人広島市

文化財団が連携して、大学などが持つ優れた研究・教育機能を市民生活に生かすことを目的に、社会人の皆様

に学習機会を提供しています。日常の暮らしに生涯学習の時間を取り入れてみてはいかがでしょうか。

（シティカレッジは、「ひろしまカレッジ※」としても一部実施しています。※大学・短大などで構成する教育

ネットワーク中国の加盟校が提供する受講証を活用した生涯学習講座です。）

一般社団法人教育ネットワーク中国、広島市、公益財団法人広島市文化財団、広島女学院大学、広島文化学園大学、

安田女子大学、日本赤十字広島看護大学、広島文教女子大学、広島工業大学、比治山大学、広島経済大学、

広島国際大学、広島国際学院大学、近畿大学工学部

合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）（広島市中区袋町６番３６号）

主
催

会
場

近畿大学工学部

　昨年の講座に続いて、エジンバラ出身のピアニスト、スーザン・トム

スさんの楽しい音楽エッセイを毎回４ページくらい丁寧に読んでみよう

と思います。Susan Tomes, A Musician's Alphabet（Faber and Faber,

2006）から選んだ短い英文をいくつか、ゆっくり読んでみませんか。

申込開始日

12月1日

定員 40名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ、マルチメディアスタジオ受講料 無 料
1月27日 教　授　安尾　正秋〈14：00～17：30〉2

2月3日 教　授　安尾　正秋〈14：00～17：30〉3

1月20日 教　授　安尾　正秋

■L is for Layout

■Q is for Quiet

■R is for Rehearsal & Repetition

〈14：00～17：30〉1

音楽についてのエッセイを英語で読もうⅡ：Susan Tomes, A Musician's Alphabet
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申 込 ・ 問 合 せ

〔合人社ウェンディひと・まちプラザ　　
　　　　（まちづくり市民交流プラザ）〕
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平和資料館

研修室
マルチメディアスタジオ

広島市

袋町児童館

駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
自転車・バイクの方は、地下に公共駐輪場（有料）がございます。
【電車】袋町電停から徒歩約３分
【バス】袋町バス停から徒歩約３分
【アストラムライン】本通駅から徒歩約６分

※各回とも休憩をはさみます。

研修室Ｃ

マルチメディアスタジオ

マルチメディアスタジオ

※6月2日（金）は講座はありませんので、ご注意ください。

広島国際学院大学

異文化への視点Ⅱ
　国際平和都市広島では、多くの外国の方々との出会いがあります。異

文化に対する様々な視点を持つことは、お互いの理解を深めるためにも、

とても大切なことです。本講座では、様々なアプローチを通して、身近

な問題を取り上げています。異文化を考えることは、日本人とは何かを

改めて認識することでもあります。世界情勢に様々な大きな変化が予想

される現在、改めて「異文化とは」をご一緒に考えてみましょう。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

11月1日

定員 50名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ａ受講料 無 料

12月9日 講　師　吉本　由美

■やさしい日本語

〈10：30～12：00〉2

12月16日 教　授　谷口　重徳

■ポップカルチャーによる文化交流の可能性

〈10：30～12：00〉3

12月2日 教　授　伊藤　泰郎

■日本社会と民族的マイノリティ

〈10：30～12：00〉1



　ひろしまカレッジ　 受講証　は、講座申込や出欠確認に受講証を利用できる講座のことです。

詳しくは、ホームページ（「ひろしまカレッジ」で検索）をご覧になるか、教育ネットワーク中国（ＴＥＬ　082-533-7591）

　までご連絡をお願いいたします。

広島経済大学

ヨーロッパの諸相　－いま・むかし－

　2000年を超える歴史を持つヨーロッパの国ぐにを訪れると、その歴

史的伝統を感じさせる街並みや文化的な遺産、そして人びとの営みを

感じます。また、そのような国ぐにが未だに、経済やスポーツ、芸術

などで世界をリードする状況は変わりません。その要因を知ることで、

ヨーロッパの人びととより積極的に向き合う心構えをつくることがで

きるでしょう。

　今回の講座では、西欧の国ぐにに滞在経験のある講師が話題を提供

します。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

10月2日

定員 60名 対象 社会人

会場 研修室Ｃ受講料 無 料

11月14日 教　授　中嶋　則夫

■市場社会におけるスポーツという遊びとプロスポーツという
　財・サービス
　　－イギリスで見て感じたフットボール文化－

〈18：00～19：30〉2

11月28日 准教授　竹林　栄治

■知られざる大国ドイツ
　　－国力の源泉－

〈18：00～19：30〉4

11月21日 准教授　岡安　　功

■イタリアのスポーツ文化
　　－北部での滞在経験を通じて－

〈18：00～19：30〉3

11月7日 教　授　末広菜穂子

■中世ヨーロッパの人々とキリスト教
　　－祈りと死の表現をめぐって－

〈18：00～19：30〉1

日本赤十字広島看護大学

ライフサイクルノートを描きながら自分の生きてきた証を辿ろう
　世界一の長寿国となった日本は、総人口に占める高齢者の割合が27.3

％となり、４人に１人が高齢者という超高齢社会を迎えています。一

方、2016年の出生数は過去最低で100万人を下回り、少子化に歯止めが

かからない状態となっています。この少子高齢化の中で生きていく基

盤となるのは健康です。生涯を通して生き生きと健康に過ごすために、

この講座で、ライフサイクルノートを使って自分の人生を振り返って

みましょう。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

6月1日

定員 50名 対象 社会人

会場 研修室Ｃ受講料 無 料

7月13日 講　師　竹倉　晶子

■今どきの子育て・孫育て

〈17：30～19：00〉2

7月27日 教　授　奥村ゆかり

■人生のエンディング

〈17：30～19：00〉4

7月20日 准教授　勝田真由美

■生き生き過ごしてアンチエイジング

〈17：30～19：00〉3

7月6日 教　授　山村　美枝

■現代の子どもを取り巻く環境

〈17：30～19：00〉1

広島文教女子大学

心理学における対人支援と“多様性”
　“多様性（ダイバーシティ）”とは、性質の幅広く異なるものが存在

することをさします。成熟した社会ほど多様性をもつといわれますが、

人の心や行動の多様性について、心理学ではどのように考えることが

できるでしょうか。

　本講では、様々な対人支援にかかわっている心理学の実践家の立場

から、“多様性”のもつ意味や、“多様性”とどう向きあっていけばよ

いかという問いについてお伝えしたいと考えています。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

7月3日

定員 60名 対象 社会人

会場 研修室Ｃ受講料 無 料

9月2日 教　授　田村　　進

■運動・身体活動による心理的効果と多様性

〈10：00～11：30〉2

9月16日 教　授　植田　　智

■子育て支援における多様性

〈10：00～11：30〉4

9月9日 准教授　松髙　由佳

■セクシュアリティの多様性とその支援

〈10：00～11：30〉3

8月26日 准教授　浴野　雅子

■多様な世界の中での私

〈10：00～11：30〉1

比治山大学

芸備の民衆生活と文化

　安芸と備後地域は、温暖な気候と瀬戸内海・河川水運ならびに山陽

道による他地域との交流がなされ、この地域独特の歴史と文化を育ん

できました。

　芸備地域が日本史の中でいかなる位置にあり、この地で各時代をた

くましく生き抜いていた民衆の生活や、民衆が育んだ文化はどのよう

なものであったか、文献史学・考古学・民俗学の成果をもとに考えま

す。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

9月1日

定員 100名 対象 社会人

会場 マルチメディアスタジオ受講料 無 料

10月28日

■お殿様と民衆の菓子
　　－広島最古の銘菓・泡雪の誕生の謎－

〈14：00～15：30〉2

11月18日 教　授　志田原重人

■中世民衆の生活文化

〈14：00～15：30〉5

11月11日 教　授　安間　拓巳

■古代・中世の鉄・鉄器生産

〈14：00～15：30〉4

11月4日

■広島県（芸備地域）における古墳時代の生活文化

〈14：00～15：30〉3

10月21日
広　島　県　立
歴史民俗資料館
学　芸　課　長

■中国太郎を旅する
　　－江の川の河川文化－

〈14：00～15：30〉1 田邊　英男

比 治 山 大 学
非 常 勤 講 師 ・
元広島県立歴史
民 俗 資 料 館
学　芸　課　長

伊藤　　実

比 治 山 大 学
非 常 勤 講 師 ・
元広島県立歴史
民 俗 資 料 館
館　　　　　長

桑原　隆博

安田女子大学

臨床心理学から見る人間関係－その2－

　人と人との関係は、私たちにとっていつも大切な問題です。私たち

が毎日の生活の中で感じる小さな幸せは、他者との関わりからもたら

されたものであることが多いような気がします。反対に私たちが思い

悩み、傷つくことにも、そこには何かしら必ず他者との関係が関わっ

ているようです。私たちが生きていく上で決して目をそらすことので

きない他者との関係について、さまざまな人のこころの問題に関わる

臨床心理学の視点からお話しさせていただきます。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

5月1日

定員 60名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無 料
6月10日 教　授　船津　守久

■家族関係の心理学

〈13：00～14：30〉2

7月1日 准教授　山本　文枝

■職場関係の心理学

〈13：00～14：30〉4

6月17日 准教授　西　まゆみ

■親子関係の心理学

〈13：00～14：30〉3

6月3日 教　授　藤沢　敏幸

■夫婦関係の心理学

〈13：00～14：30〉1

※6月24日（土）は講座はありませんので、ご注意ください。

広島国際大学

かしこい患者学シリーズⅡ

　高齢者の増加を背景に患者さんと病院の付き合い方が問われていま

す。医療に関わる問題を理解し、病院と賢く付き合ってみませんか？

本講座では、医療に関わる法律や病院経営の仕組み、療養環境、近年

のトレンドとなっている医療分野での情報機器の応用について、医療

経営の専門家が分かりやすく講義します。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

10月2日

定員 50名 対象 社会人

会場 研修室Ｃ受講料 無 料
12月2日 講　師　早川佐知子

■企業経営と病院経営の違い

〈13：00～14：30〉2

12月16日 教　授　金谷　孝之

■情報機器で変わる医療

〈13：00～14：30〉4

12月9日 准教授　梅　　　林

■病院の療養環境

〈13：00～14：30〉3

11月18日 教　授　白髪　昌世

■気になる患者の法律問題

〈13：00～14：30〉1

※11月25日（土）は講座はありませんので、ご注意ください。

広島工業大学

私たちの未来を拓く情報技術

　人工知能、自動運転、バーチャルリアリティといった新しい技術が

大きな話題となっていますが、これらを支えているのが情報技術です。

また、情報学の力を駆使して新たなビジネスチャンスをつかむデータ

サイエンスも大きな注目を集めています。本講座では、これらの新し

い技術を情報技術の側面から分かりやすく解説するとともに、情報技

術が切り開く新たなテクノロジーや社会についても皆さんと一緒に考

えてみたいと思います。

ひろしまカレッジ

受講証

申込開始日

9月1日

定員 50名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無 料
10月19日 教　授　梅村　祥之

■人工知能技術（ディープラーニング）利用の勘どころ

〈18：30～20：00〉2

11月2日
准教授　松本　慎平
助　教　井上　和重

■ＩＴ時代における情報の利活用

〈18：30～20：00〉4

10月26日 助　教　健山　智子

■医用現場におけるＡＩ・ＶＲ技術の応用

〈18：30～20：00〉3

10月5日 教　授　大谷　幸三

■IoTを支えるセンシング技術と超スマート社会

〈18：30～20：00〉1

※10月12日（木）は講座はありませんので、ご注意ください。
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