
広島国際大学

現代人のこころの課題―現代心理学の最前線
　現代社会に生きる我々は、日々様々な変化に直面します。ITに伴う情報
のグローバル化、多様な背景を持つ人 と々の関わりの増加、災害による生
活環境の変化などです。このような環境の変化に対して、心理学は有効な
処方箋を呈示することができる学問の一つです。今回の講座では、私たちの
身近な生活上のテーマを取り挙げ、現代心理学の視点から考えてみたいと
思います。なお本講座は、2015年度心理学部開設を記念して、心理学部と
大学院実践臨床心理学専攻の連携事業の一環として行われるものです。
多くの方々のご参加をお待ちしております。

■児童・生徒、そして教師の学校適応に関わる心理学

■子育てにまつわる社会心理学～人と人とのつながりから考える子育て～

■こころの悩みの解決法―カウンセリングの最前線

■終末期に関わる心理学

■ブリッジの基礎

■日本語の「トランプ」と英語の「TRUMP」の違い

■手の評価、競りの進め方、パートナーとのコミュニケーション

■ビッドし合って理想的なコントラクトに辿り着く

■全てをつなぎ合わせてブリッジを楽しもう

B l a c k

シティカレッジ会場

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

←至十日市 至広島駅→
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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．広島市まちづくり市民交流プラザの開館は午前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。

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ー541ー5335　Fax082ー541ー5611
　〒730-0036広島市中区袋町6番36号（広島市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。

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。
5.広島修道大学の講座は、講座欄に記載している方法でお申し込みください。

申込方法

受講上のお知らせ

申込・問合せ

D I C 2 0 5

ひろしまカレッジ

受講証

広島修道大学

やさしい英語で学ぶブリッジ入門
　コントラクトブリッジというトランプゲームを聞いたことがありますか？コントラ
クトブリッジは唯一、国際共通ルールが確立しているトランプゲームです。
ただ、ルールを完全に把握している人は少ないと思います。この講座は、コン
トラクトブリッジのルールと推理力を使ってゲームの進め方を学ぶとともに、
英語での感嘆表現やゲームを進行するための英語表現を学びます。
　世界中の人とブリッジができる未来を手にしてみませんか。

申込　この講座は次の方法でお申込みください　受付開始日は４月１日です。
　　　電話又はFAXで、下記申込先に【①講座名　②氏名（ふりがな）　③住所　④連絡先（電話番号等）】をお知らせください。

　　　申込先　広島修道大学  ひろしま未来協創センター　TEL 082－830－1114（直通）　FAX 082－830－1932

ひろしまカレッジ

受講証

広島市立
袋町小学校

←本
通り

平和
大通
りへ
→

有料
駐輪
場

広島
市

袋町
児童
館

入口

←

南 棟

3F

2F

1F

4F

3F

2F

1F

BF

4F

6F

5F

北 棟

袋町小学
校

平和資料
館

マルチメ
ディアス

タジオ

研修
室

近畿大学工学部

Alain de Botton著 『The Art of Travel』 を英語で読んでみようⅡ
　Alain de BottonのエッセイThe Art of Travel（邦題『旅する哲学』）を英
文と和文のテキストを併用して丁寧に読み進めます。受講者の皆さんにも音
読や和訳をしていただき、演習形式で英文リーディングを楽しみましょう。昨
年度の講座の続編ですが、今年度初めて受講してくださっても大丈夫です。

■ハマースミス、ロンドン
　～第9章“On Habit”の前半4ページ～

■グザヴィエ・ド・メーストル
　～第9章“On Habit”の後半5ページほか～

〔広島市まちづくり市民交流プラザ〕

広島大学

神になった？東アジアの英雄達
　日本を含め、一神教の要素が他地域に比べて弱い東アジアでは、古い時
代から現代に至るまで、多くの歴史上の英雄が「神」として国家に認定され
たり、民衆信仰の対象となったりしました。そして一見「時代遅れ」とされるそ
うした動きは、今の日本を見れば一目瞭然ですが、姿かたちを変えて現在にま
で至っています。そうした中国、台湾、ベトナムの「神になった？」とも評される
英雄達の実像と信仰の現在についてお話しし、同時にそうした英雄の神格
化を希求する国家や一般民の意識にまで迫っていきたいと思います。

※各回とも休憩をはさみます。

※各回とも休憩をはさみます。

2015年

【受講生募
集】

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、広島国際大学、広島修道大学、
広島女学院大学、日本赤十字広島看護大学、広島国際学院大学、広島文教女子大学、比治山大学、広島工業大学、
広島経済大学、広島文化学園大学、広島大学、近畿大学工学部

広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市中区袋町6番36号）

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）

主
催

会
場

 岩田　昇教　授5月9日㊏ 〈15:00～16:30〉1
高校生、大学生、社会人対象50名定員

無 料受講料 研修室C会場

申込開始日

4月1日
 西村　太志講　師5月16日㊏〈15:00～16:30〉2

 東　斉彰教　授5月23日㊏〈15:00～16:30〉3

 渡辺　克徳講　師5月30日㊏〈15:00～16:30〉4

ティモシー・カーティス
Timothy Curtis講　師5月9日㊏ 〈18:00～20:00〉1
ティモシー・カーティス
Timothy Curtis講　師5月16日㊏〈18:00～20:00〉2
ティモシー・カーティス
Timothy Curtis講　師5月23日㊏〈18:00～20:00〉3
ティモシー・カーティス
Timothy Curtis講　師5月30日㊏〈18:00～20:00〉4
ティモシー・カーティス
Timothy Curtis講　師6月6日㊏ 〈18:00～20:00〉5

高校生、大学生、社会人対象30名定員

5,000円受講料 研修室C会場

申込開始日

4月1日

 安尾　正秋教　授1月30日㊏〈15:30～19:00〉1
高校生、大学生、社会人対象30名定員

無 料受講料 研修室C会場

申込開始日

12月1日
 安尾　正秋教　授2月6日㊏ 〈15:30～19:00〉2

■三国志演義の英雄・関羽と台湾を拓いた鄭成功

 太田　出准教授11月7日㊏ 〈13:30～16:45〉1
高校生、大学生、社会人対象60名定員

無 料受講料 研修室C会場

申込開始日

10月1日

■孫文と蒋介石：絶対的権威の追求

 金子　肇教　授11月14日㊏〈13:30～16:45〉2

■ベトナム中世、現代の生ける神―チャン・フン・ダオとホー・チ・ミン

 八尾　隆生教　授11月21日㊏〈13:30～16:45〉3



日本赤十字広島看護大学

認知症の予防とケアの新知見
　日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しており、「認知症」
はこの10年で倍増し、65歳以上の方の約10人に1人が、85歳以上の方
の4人に1人が「認知症」とされています。さらに今後、団塊の世代が75歳
以上になる2025年には470万人に達すると予測されており、「認知症」は
誰もがかかりうる非常に身近な病気です。
　このような中で「認知症」の予防に対する新たな知見や、ケアの新しい技
法が開発・導入され、効果を上げています。そこで、認知症の予防とケアにつ
いての新たな知見についてお話いたします。

■認知症の基本的な知識と、行動・心理症状を改善する「ユマニチュード」

■認知症予防のカギとなる「生活習慣の改善」

■認知症の人の不安を緩和する「触れるケア」

■認知症の人の心の安定を支える「回想法」と「音楽療法」

ひろしまカレッジ

受講証

広島女学院大学

生活のなかのデザイン─モダン・装い・住まい
　大人が楽しむことのできる成熟した社会では、様々なデザインと共に、生
活の輪郭を自由に描くことが可能になってきました。一方、日々多くのデザイ
ンが生まれ、発信され、消費される中で、その背景やプロセスを見つめ直す動
きも出てきています。本講座では、生活のなかのデザインについて、モダン・
装い・住まいの視点からお話しいたします。

■モダニズムの歴史・歴史としてのモダニズム

■暮らしをつくる住まい

■装いのデザインと美意識

■木の家のデザイン

ひろしまカレッジ

受講証

広島国際学院大学

地域活性化の情報とデザイン
　社会の様々な情報を収集し新たな価値を付け発信する「情報をデザイン
する｣という考え方が話題になっています。
　この講座では、この情報デザインというコンセプトで大学や企業、市民が
地域と関わり元気になり元気にする「協働」の社会づくりの現状と課題につ
いて考えていただきたいと思います。
　社会貢献や地域との連携に取り組む講師と地域の方々の情報の交流と
発信の場となります。

■文化と地域活性化

■デザインと地域活性化

■社会貢献と地域活性化

■地域社会と情報・デザイン（座談会）

ひろしまカレッジ

受講証

広島文教女子大学

日本と中国の文学－異分野との接点－
　文学という概念が古くから日本や中国でできあがった概念ではなく、あとに
なってヨーロッパから持ちこまれたこととも関わって、現在の文学の範疇に
は、そのテーマや題材だけでなく、その形においても、さまざまな分野に大きく
またがって関わりを持っています。今回のこの講座では、特に日本と中国の
文学が、他の分野とどのような関わりを持っているのかを通して、文学という
分野の裾野の広がりを感じ取っていただければと思います。

■歴史と文学－三国志演義－

■書と文学－黄庭堅－

■音楽と文学－説話－

■子どもと文学

ひろしまカレッジ

受講証

広島工業大学

災害を診る

　災害について、現在の学問はどのように、何を見ているのでしょうか。また、

そこからは何が見えていて、何が見え隠れしているのでしょうか。本講座では、

リモートセンシング（菅）、気象学（田中）、生態学（岡）、科学史（金）といった

学際的な観点から、災害をめぐる研究の現場を案内します。

■空間情報技術による災害監視・分析の現状と動向

■記録的大雨による災害発生の仕組みと対策

■2011年大津波は海岸生態系をどう変えたか？

■災害に関する記憶と忘却：科学史の観点から

ひろしまカレッジ

受講証

広島経済大学

知っているようで知らないアメリカのこと
　現在、アメリカは政治、経済、文化それぞれの分野において分裂していま
す。7年前に大統領に選ばれたオバマは分裂したアメリカの統合を目標とし
て掲げましたが、昨年の中間選挙での民主党の大敗は、その目標の実現が
いかに困難であるかを私たちに示しています。いま私たちはアメリカをどのよう
にとらえればよいのでしょうか。私たちが知っているようで知らないアメリカの
多様な姿について、本学の研究者たちが経済、歴史、文学それぞれの専門
分野の立場から皆様方にお伝えします。

■ビジネススクールを通してみるアメリカ

■リフォームしてパーフェクトを目指すアメリカ人

■ザ・ベストテン ―LAI（文芸アメリカン・アイドル）48全員集合

■ハワイとカリフォルニアを比べてみる日系アメリカ人

ひろしまカレッジ

受講証

広島文化学園大学

健康福祉の現在

　社会情勢の変化や福祉課題の変化に伴い、多様な福祉需要はますます

高まってきています。同時に、予防の観点から健康づくりも積極的に取り組

まれています。健康と福祉が連続的・総合的に取り組まれているのが現在の

特徴です。本講座では、こうした健康福祉の取り組みを様々な角度から説明

します。

■１.協働で行う健康福祉
■２.身近な健康福祉の話

■３．身近な福祉のはなし
■４．福祉のススメ：受ける側から支える側へ

■５．現代の福祉課題
■６．iPhoneが視覚障害者のくらしを変える

ひろしまカレッジ

受講証

リテラリー

比治山大学

古典に歴史を読むⅡ
　わが国には，膨大な量の古典や歴史資料が残されています。物語や和歌

をはじめ，演じられた芸能などは，それらが書かれた同時代の人を楽しませただ

けでなく，後世の人には古典の楽しさとともに，書かれた時代相を雄弁に物語

る資料として親しまれ，今なお輝きを放っています。日本文学と歴史学の成果

に基づき，古典の内容を明らかにするとともに，その時代のありさまを読み解

いてみましょう。

■出雲歌壇とその時代

■『奥の細道』とその時代

■『日本外史』とその時代

■『御伽草子』とその時代

ひろしまカレッジ

受講証

 百田　武司教　授7月7日㊋ 〈18:00～19:30〉1
社会人対象50名定員

無 料受講料 研修室C会場

申込開始日

6月1日
 中信利恵子教　授7月14日㊋〈18:00～19:30〉2

 山本　浩子講　師7月21日㊋〈18:00～19:30〉3

 中村もとゑ講　師7月28日㊋〈18:00～19:30〉4

 真木　利江准教授5月22日㊎〈18:00～19:30〉1
大学生、社会人対象50名定員

無 料受講料 研修室C会場

申込開始日

4月15日  小林　文香准教授5月29日㊎〈18:00～19:30〉2

 楢﨑久美子准教授6月5日㊎ 〈18:00～19:30〉3

 細田みぎわ教　授6月12日㊎〈18:00～19:30〉4

 谷口　重徳准教授9月5日㊏ 〈13:30～15:00〉1
高校生、大学生、社会人対象50名定員

無 料受講料 研修室C、マルチメディアスタジオ会場

申込開始日

8月3日

研修室C

 伏見　清香教　授9月12日㊏〈13:30～15:00〉2
研修室C

 池本　良敎教　授9月19日㊏〈13:30～15:00〉3
マルチメディアスタジオ

マルチメディアスタジオ

 池本　良敎教　授9月26日㊏〈13:30～15:00〉4
研修室C

 豊後　宏記教　授9月12日㊏〈10:00～11:30〉1
社会人対象60名定員

無 料受講料 研修室C、マルチメディアスタジオ会場

申込開始日

8月3日

研修室C

 宮崎　洋一教　授9月19日㊏〈10:00～11:30〉2
 森下　要治教　授9月26日㊏〈10:00～11:30〉3

研修室C

 岡　利道教　授10月3日㊏ 〈10:00～11:30〉4

 菅　雄三教　授10月8日㊍ 〈18:30～20:00〉1
高校生、大学生、社会人対象50名定員

無 料受講料 研修室C会場

申込開始日

9月1日  田中　健路准教授10月15日㊍〈18:30～20:00〉2

 岡　浩平助　教10月22日㊍〈18:30～20:00〉3

 金　凡性准教授10月29日㊍〈18:30～20:00〉4

 山内　昌斗准教授10月27日㊋〈18:00～19:30〉1
社会人対象60名定員

無 料受講料 研修室C会場

申込開始日

9月1日  山本　貴裕教　授11月10日㊋〈18:00～19:30〉2

 本岡亜沙子准教授11月17日㊋〈18:00～19:30〉3

 田中　泉教　授11月24日㊋〈18:00～19:30〉4

 大藤　文夫教　授
 房野　真也講　師10月31日㊏〈13:30～16:40〉1

高校生、大学生、社会人対象30名定員

無 料受講料 研修室A、C会場

申込開始日

10月1日
 鶴岡　和幸准教授
 河野　喬講　師11月7日㊏ 〈13:30～16:40〉2

 磯辺　省三教　授
 栗川　隆宏教　授11月14日㊏〈13:30～16:40〉3

研修室C

研修室C

研修室A

研修室A

 山﨑　真克准教授10月3日㊏ 〈14:00～15:30〉1
高校生、大学生、社会人対象100名定員

無 料受講料 マルチメディアスタジオ会場

申込開始日

9月1日  宇野　憲治教　授10月10日㊏〈14:00～15:30〉2

 花本　哲志
広島県教育委員会
文化財課指導主事
（頼山陽担当）10月17日㊏〈14:00～15:30〉3

 志田原重人教　授10月24日㊏〈14:00～15:30〉4

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。
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