
一般社団法人 教育ネットワーク中国高大連携公開講座 

 
 

 

夏休みは 

大学生 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
 

  
 

裏面をご覧ください。 

 

受講対象 広島県内の高校生、岩国高校、高水高校、高森高校の生徒 

受 講 料 無料（科目によってはテキスト代等の必要なことがあります。） 

申込方法 各高等学校の先生に申し込んでください。 

問合わせ 教育ネットワーク中国  ℡ 082-533-7590 

 

くわしくはウェブで http://www.enica.jp/ 
 

一般社団法人 

教育ネットワーク中国 

Education Network in the Chugoku Area 

=============================================================================================== 

［教育ネットワーク中国会員］エリザベト音楽大学 近畿大学工学部 呉工業高等専門学校 県立広島大学 山陽女子短期大学 島根県立大学 鈴峯女子短期大学 日本赤十字広島看護大学 

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 広島都市学園大学 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 広島県教育委員会 広島市教育委員会 呉市教育委員会 広島県私立中学高等学校協会 

［教育ネットワーク中国準会員］福山大学 福山平成大学            呉工業高等専門学校 県立広島大学 山陽女子短期大学 島根県立大学 鈴峯女子短期大学 日本赤十字広島看護大学 

 

大学へ行こうウィーク   2015 年 8 月１日（土）～8 月 12 日（火） 

自分の目で見てみよ

う！大学を！ 

 
 

夢はふくらむ！ 

あなたの将来は・・・・ 進学 進学と皆言うけれど・・・・。 

大学ってどんなところなのでしょうか。志望校はどうやって決めればいいのでしょうか。 

メールや印刷物で受験情報はたくさん届いているでしょうが、自分の目で見て、自分で触れてみなけれ

ばわからないこともたくさんあります。夏休みの一日大学を訪ね、君の明日を展望してみませんか。 

きみの進路は 

 きっとある！ 

 
 

 

＊どんな科目があるのかな？ 



●公開授業 
大学・短期大学名 科目№ 科目名 開講期間 曜日 

近畿大学工学部 03101 化学生命工学基礎実験 8/5～8/7 水～金 

山陽女子短期大学 07101 環境と健康 8/4～8/7 火～金 

広 島 修 道 大 学 
18102 環境キャリアと社会 b 8/3～8/7 

月,火,

水,金 

18103 法律基礎Ａ（裁判と法） 8/4～8/7 月～金 

安田女子大学 25102 現代のビジネスＡ（対人行動の心理学） 8/3～8/5,8/7 
月～

水,金 

●公開講座 

大学・短期大学名 科目№ 科目名 開講期間 曜日 

近畿大学工学部 03201 音楽演奏システムの作成 8/1 土 

県立広島大学 

06207 子どもの看護～乳児の清潔援助とバイタルサイン測定を体験してみよう～ 8/7,8/10 金,月 

06209 理学療法 発展編 8/3 月 

06212 
魅力あるソーシャルワーカーの仕事と対人援助の専門性Ⅰ 

－社会福祉士・精神保健福祉士の仕事－ 
8/10 月 

06213 
魅力あるソーシャルワーカーの仕事と対人援助の専門性Ⅱ 

－社会福祉士・精神保健福祉士の仕事－ 
8/11 火 

山陽女子短期大学 

07201 ”いのちの情報管理”と電子カルテことはじめ 8/6,8/7 木･金 

07202 ウェブデザイン入門 8/6,8/7 木･金 

07203 「こころ」を学ぶ―心理学入門講座― 8/10,8/11 月・火 

07204 ヒトの身体のしくみ 8/10～8/12 月～水 

07205 人のからだの不思議なしくみ 8/3,8/4 月・火 

鈴峯女子短期大学 
08202 

お菓子・パン屋さんになりませんか？- 

（パティシエール、バンドゥーズになるための講義＆実習） 
8/6 木 

08203 楽しい生命科学（獣医師体験をとおして、生物多様性を学ぶ） 8/6 木 

比治山大学 

09201 高校生のためのマスコミ入門 8/2 日 

09202 高校生のための教職入門講座 8/7 金 

09204 高校生のための日本語文化入門～日本の映画を観る～ 8/5 水 

09205 留学のススメ 8/5 水 

比治山大学 

短期大学部 

10202 美術実技講座Ａ デッサン・イラストレーション 8/4,8/5 火･水 

10203 美術実技講座Ｂ マンガ・アニメーション 8/4,8/5 火･水 

広島経済大学 

11201 心をみつめる～高校生のための坐禅講座～ 8/10 月 

11202 日常生活を経済学とファイナンスの基本で考える 8/10,8/11 月・火 

11203 Web マイニング入門～Twitterを利用した評判分析～ 8/10,8/11 月・火 

11204 スポーツがもつ可能性 8/11 火 

広島工業大学 

14203 集積回路のしくみ(概要、回路、作り方、動かし方等） 8/3～8/5 月～水 

14204 高校生のための CG 入門 8/3～8/5 月～水 

14205 機械とものづくり 8/5～8/6 水～木 

14206 食品生命科学を学ぶ 8/5～8/6 水～木 

14207 世界の橋・日本の橋 8/7 金 

14208 地球環境のふしぎ 8/7 金 

広島国際学院大学 

15202 アニメーション作成 8/3～8/5 月～水 

15203 ゲームシステム概論 8/6～8/8 木～土 

15204 ゲームプログラミング概論 8/6～8/8 木～土 

広島修道大学 
18201 はばたけ未来にむけて―大学での学びと私たちの未来(1) 8/3 月 

18202 はばたけ未来にむけて―大学での学びと私たちの未来(2) 8/4 火 

広島大学 

21202 
バイオテクノロジーってなぁに？ 「バイオロジー（生物学）」と「テクノロジー

（技術）」の合成語です。 
7/25,8/1 土 

21203 先端医療は今 ―広島から世界へ 2015 7/25,8/1 木 

21204 口腔からの健康支援“キラ星”養成講座 ―歯科医学を体験しよう― 8/3,8/4 月･火 

広島文化学園大学 

22202 目指せ！インストラクター＆トレーナーの星 8/4 火 

22203 観光を楽しく学ぶ 8/5 水 

22204 幸せ（しあわせ）を運ぶ５つのこと 8/5 水 

安田女子大学 

25201 日本文学科で何が学べるか 8/3,8/4 月･火 

25202 高校生のための書道講座 8/1 土 

25203 高校生のための実用英会話基礎講座 8/3,8/4 月･火 

25204 「高校生のための心理学セミナー」 8/3 月 

25205 高校野球の女子マネと経営学「もしドラ」に学ぶ 8/3,8/4 月･火 

25206 外国人観光客に広島を「英語で」どれだけ伝えられますか？ 8/4～6 火～木 

25207 
環境問題を巡る国際協力のあり方 

食のサイエンス 
8/4 火 

25208 生活に役立つ栄養学講座 8/4 火 

 


