
教育ネットワーク中国
～これまでの歩み～
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連携・協力・共助をめざして

　一般社団法人教育ネットワーク中国は、広島の高等教育機関が連携・協力することにより、広島の高等
教育機関全体が魅力あるものとなり、各大学の学生の多様なニーズに応え、学ぶ意欲をもった人たちによ
り多くの学習機会を提供することを目的として 1998 年に「広島県高等教育機関等連絡協議会」として発足
しました。

　この発足時の理念である「連携・協力」に「共助」を加えた「連携・協力・共助」を理念とし、2005 年に「教
育ネットワーク中国」と改称しました。その後、2011 年に法人格を取得し、本年で 20 年目を迎えました。
その間、教育ネットワーク中国が関わる事業は年々増加してきましたが、皆様のご支援とご指導により現
在がありますことを深く感謝申しあげます。

　教育ネットワーク中国の事業は大学・短期大学、地方公共団体、高等学校、企業など、それぞれが持っ
ている資源を相互に提供し合う形で実施されており、会員の皆様の連携と協力、助け合いによって成り立っ
ています。

　これからも、教育ネットワーク中国は、中国地方の教育機関全体を質的に向上させ魅力的なものとする
とともに、地域の発展に貢献することをめざし事業を推進してまいります。

代表理事　焼 廣 益 秀
（広島国際大学 学長）
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㈱中電工 広島統括支社
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高大連携公開授業、公開講座、科目等履修生

高大連携事業

　大学の授業科目を高校生に公開することを通じて、高校教育と大学教育の円滑な接続に資することを目的として
2002年度に開始しました。
　公開授業（大学の正規の科目）と公開講座（高校生のために企画された講座）を提供しています。また、2007年度か
らは大学入学後に単位が認定される科目等履修生制度を設けています。

　2007年度より、毎年7月に中山間地域（三次
地区・庄原地区・安芸高田地区）の高校を会場とし
て、人文・社会・自然・複合の4分野で構成された１
コマ50分の公開講座を実施しています。中には
中学生の受講できる講座や、大学卒業後の進路
を考える講座もあります。

　インターネットを利用すること
で、普段、高校生が受けることので
きない大学の授業を「遠隔授業」と
して提供しています。広島経済大
学や広島修道大学が、三次高等学
校また庄原格致高等学校に対して
実施しています。

　2005年度より、高等学校と大学の
連携を促進する研究会と情報交換会
を開催しています。
　2016年度は県立広島大学との共
催で「アクティブ・ラーニングと高大接
続」を開催し、大学関係153人、高校
関係37人、企業10人ほか（合計207
人）の参加がありました。

高大連携遠隔授業 高大連携研究交流会
一般社団法人　教育ネットワーク中国賛助会員　（2017 年 11 月現在）

中高大連携公開講座「大学で何を学ぶか」
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単位互換事業 生涯学習事業

単位互換協定大学間における単位互換 連携公開講座「ひろしまカレッジ」

エニカカレッジ（これからの教師像）

ICカード受講証を活用したひろしまカレッジ

サテライト科目

マツダ財団・中国新聞社寄付講義

広域型単位互換科目

　単位互換協定を締結した大学・短期大学等（以下、大学）に所属する学生が、他大学の授業を受講して修得した単位
を、自大学の単位として認定できるようにしたものです。
　加盟校はそれぞれ特色ある科目を開講しています。広島に関する科目、海外現地研修のある科目（広島県補助事
業）、宿泊型の集中科目、フィールドワークを実施する科目などがあります。

　生涯学習事業は、1999年度から開始し、多種多様な学習ニーズを
もった社会人が、大学の提供する講座を受講できる機会を提供してい
ます。
　現在は広島市と連携して開講する講座「シティカレッジ」、サテライト
キャンパスひろしまで開講する講座「サテライトカレッジ」、各大学キャン
パスで開講する講座が開かれ、それぞれの講座は「ICカード受講証を活
用したひろしまカレッジ」としても開講しています。

　2005年度から「教師になりたい者、集まれ！ 採用試験の準備は大丈
夫？」というキャッチフレーズで実施しています。大学で学んだ成果を、
直接次の世代に伝える「教師」という職に就こうと願う学生を対象に、
広島県教育委員会および広島市教育委員会の協力を得て、教師に必
要とされる資質の向上につながる講座を開設しています。

　文部科学省「戦略的大学連携支援事業」（2008年～2010年）の採択を契機に、ICカード受講証を導入し、コンピュータで
出席記録や受講履歴を参照できるようにしました。現在では、専用ICカードのほか、交通系ICカード「ＰＡＳＰＹ」や地域電子マ
ネー「ＨＩＲＯＣＡ(ヒロカ)」カードも受講証として利用できるようになっています。登録者は4,300名を超えています。

　サテライトキャンパスひろしまにおいて、教育ネットワーク中国の単位互換制度を活用したサテライト科目を提供して
います。グローバル人材やイノベーション人材の育成などを目指し、高校生、大学生や社会人が受講できる講座を開講
しています。

　マツダ財団による「ボランティア活動」（2000年度～）、中国新聞社による「現代社会とマスコミ」に関する科目
（2008年度～）が寄付講義として提供され、単位互換科目として開講しています。
　2016・7年度は広島修道大学「キャリア形成特殊講義（ボランティア活動）《マツダ財団寄付講義》」、広島大学「現代
社会と新聞《～読もう、一緒に考えよう～》」中国新聞寄付講義が提供されました。

　他地域のコンソーシアムに加盟する大学の科目を相互に提供し合い、地域間の教育と学生の交流を図ることを目的
として、南大阪地域大学コンソーシアムと「広域型単位互換」を開始しました（2009年度～）。南大阪地域大学コンソー
シアム加盟の羽衣国際大学から「キャリアと社会」が提供され、教育ネットワーク中国は広島経済大学の「広島を学ぶ
《ヒロシマを歩いて考える》」を提供しています。

2016年 徳永先生
平和公園にて解説

2014年 岡ヨシエさん（故人）
広島城内中国軍管区司令部通信室跡にて解説

ひろしまカレッジちらし シティカレッジちらし

ディスカッションの様子

広島経済大学
「広島を学ぶ《広島を歩いて考える》」

※現在まで単位互換生として、南大阪地域大学コン
ソーシアム加盟校の羽衣国際大学、大阪府立大学、
桃山学院大学、近畿大学、和歌山大学の学生が参
加しています。その他、聴講生として東京大学、早稲
田大学、立命館大学、九州大学、沖縄国際大学の学
生も参加しています。

〈サテライトキャンパスひろしま〉
県内全大学・短期大学・高等専門学校共用のサテライトキャンパスとして2013年4月にオープン。広
島市中心部の立地を活かし、単位互換サテライト科目の開講のほか、高校生や社会人の地域の教育
拠点、産官学の連携拠点、学生同士・学生と社会人の交流拠点として利用できます。

広島工業大学「サテライトカレッジ」
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Susan Tomes, A Musician's Alphabet Faber and Faber,

2006

Susan Tomes, A Musician's Alphabet
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　2006年度より研修委員会が運営の母体となり、教職員研修会を実施しています。単独開催の研修会に加え、大学
行政管理学会の地区研究会や各大学との共催の研修会なども開催しています。大学改革に対応した教育力向上に関
するテーマおよび組織改革に関連するテーマなど、先進的なものを開催するように心がけています。毎回多数の加盟
校の教職員が出席して活発な議論が行われています。近年では初等・中等教育および高等教育機関のいずれにおい
てもアクティブ・ラーニングが話題となっています。学生の主体的・対話的で深い学びを実現するために、教職員の関心
が高いテーマで多くの研修が開催されています。開催様式も講演形式、ワークショップ形式など多様な研修会を実施
し、なかでも入職3年以下の事務職員を対象としたＳＤ研修は職員同士の大学間連携を促進する上で大きな役割を果
たし、本組織の理念である「連携・協力・共助」を体現しています。
　2017年度の第1回研修会（新人職員SD研修会）では、参加者が活発に議論および発表している姿が印象的でした。

ひろしま地域カード連携コンソーシアム

　2012年4月6日、広島県内でＩＣカードをはじめとした各種カードの利用促進やサービスの拡充を図るため、共同で課題解
決に取り組むことを目的とした「ひろしま地域カード連携コンソーシアム」を中国新聞社、PASPY協議会、広島銀行と共に設
立しました。広島県内における学生証の利活用や、ＩＣカードをはじめとした各種カードサービスの創造、システムの共通基盤
の整備、地元企業・団体との連携強化を図るなど、カード連携による地域活性化に資する活動を行っています。

教職員研修会 地域社会との連携

中国新聞キャンパスリポーター

　本制度は2008年10月よりスタートしました。研修を受けた学生リポー
ターが所属する大学のニュースや話題を原稿にして、写真とともに中国
新聞社に投稿したものが、同紙の紙面「キャンパスリポーター発」（毎週月
曜日）およびウェブサイトに掲載されます。
　大学の様々な出来事に関心をもち、取材し､記事にすることを通じて、
学生の社会性や表現力等のスキルアップを図ることを目的としていま
す。この活動を通し大学に対する市民の関心を高め、年間を通し優れた
リポート活動をした学生を表彰しています。

ひろしまフラワーフェスティバル「折りづるみこし連」

　5月3日、平和の祭典であるひろしまフラワーフェスティバル「花の総
合パレード」の「折りづるみこし連」に参加しています。
　平和への願いを込め制作した折りづるはフェスティバル最終日まで
平和公園内に展示されます。展示した折りづるは内部をライトで照ら
し、フラワーキャンドルなどの光イベントと連動し祭を盛りあげます。

大学競宴！シャレオ大学生コンサート

　2015年8月7日、「広島の大学生の歌声や演奏で、広島の街を盛り上げたい」という加盟大学からの声を受け、未来
を担う若者（大学生）が中心となり、歌と演奏で“ひと”と“まち”を元気にすることを目的として、広島市中心部「シャレオ
の中央広場」を会場に5大学で開催をしました。現在は9大学と出演校も増え、5月と11月の年2回開催しています。

日程 2016年度　教職員研修会　テーマ 参加数

第1回
5/21
（土）

「これからの大学職員」
※概ね入職３年以下の事務職員を対象とした
集合研修
講演：「2018年度問題を考えよう」
・グループワーク

50

第2回
7/23
（土）

「大学設置基準の改正に伴うＳＤの義務化
に向けて」
事例報告１
　「広島修道大学のＳＤへの取り組み」
事例報告２
　「職員研修の体系化の取組みについて」
事例報告３
　「広島経済大学のＳＤの現状について」

47

第3回
2/18
（土）

「これまでの大学IR、これからの大学IR」
※大学行政管理学会地区研究会との共催
講演：「IRの基本と活用事例」

51

第4回
3/3
（金）

「アクティブ・ラーニングと高大接続」
※県立広島大学・高大連携研究交流会との
共催
講演：「高等学校におけるアクティブ・ラーニン
グと高大接続改革」

207

第5回
3/7
（火）

「アクティブ・ラーニングに取り組むために
　　～コミュニケーション能力を引き出す～」
※比治山大学・同短期大学部との共催

104

 [2016年度 20会員校378人､他大学ほか81人、計459人]

新人職員を対象に講演

グループワークの様子

グループワーク成果発表

折りづるみこし連

キャンパスリポーター研修会



（正会員）
エリザベト音楽大学
近畿大学工学部
県立広島大学
山陽女子短期大学
比治山大学
比治山大学短期大学部
広島経済大学
広島工業大学
広島国際学院大学
広島国際学院大学自動車短期大学部
広島国際大学
広島修道大学
広島女学院大学
広島市立大学

広島大学
広島文化学園大学
広島文化学園短期大学
広島文教女子大学
安田女子大学
安田女子短期大学
呉工業高等専門学校
島根県立大学
日本赤十字広島看護大学
広島都市学園大学
広島県私立中学高等学校協会
広島県教育委員会
広島市教育委員会
呉市教育委員会

（準会員）
尾道市立大学
福山市立大学
福山大学
福山平成大学

事務局
〒 730-0803
広島市中区広瀬北町 9-3　
広島修道大学インターナショナルハウス内
T E L  082-533-7590
FA X  082-533-7591
E-mail offi  ce@enica.jp 
U R L  http://www.enica.jp/

2017.12.1発行



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF68216b637528000d51f8724830a230a430c730a230bb30f330bf30fc897f65e5672c300052364f5c672c90e86a196e968a2d5b9a000d68216b63306a3069306b4f7f3048308b005000440046306730593002753b50cf306e54c18cea30924e2d4f4e89e350cf5ea6306b8a2d5b9a3057307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


