
 

会  場  
 

サテライトキャンパスひろしま 広島県民文化センター５階、６階 
〒730-0051広島市中区大手町 1丁目 5-3  TEL:082-258-3131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（バス・電車：「紙屋町」「紙屋町西」で下車）  

広島駅から・・・・・・・・・・・バス、電車で約１０分  

広島バスセンターから・・・・・・徒歩約３分  

アストラムライン本通駅から・・・徒歩約２分 
 

 

申込方法:県内大学・短期大学の講義＆大学による大学紹介  

 

１．広島県内の高校生のみなさんは別紙の受講予約票を６月初旬（高等学校の指定日）までに高等学校に提出してください。 

それ以外で受講を希望される方については、６月５日（金）までに教育ネットワーク中国へ直接ご連絡ください。 

保護者の方は、受講予約票の提出は不要です。ご自由にご参観ください。 

２．希望が多い場合には抽選になることがあります。受講決定は６月１５日（月）までに高等学校へ通知します。 

３．開講場所（講義室）は当日、会場に掲示してお知らせします。 

（注意）広島県主催の講演、個別相談等への参加を希望される場合は、別途申込みが必要ですので、広島県のホームページをご覧ください。 
 

連絡事項:県内大学・短期大学の講義＆大学による大学紹介  

 

１．各大学の講義１０分前までには５階受付に来てください。 

２．会場（広島県民文化センター）には他の利用者もいらっしゃいます。マナーある行動をこころがけてください。 

３．１コマの時間は「県内大学・短期大学の講義」５０分と「大学生による大学紹介など」１０分の６０分です。 

４．大学の講義は事前の申込みがなくても空席がある場合には当日受講ができます。５階受付まで来てください。 

５．講義室内にペットボトル、水筒の持ち込みはできますが講義室内で食事を取ることはできません。 
                                                                                                  

 

 

  

    
  

  
  
 
 

  

  
  

                                                  
 
                                                                     

 

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         ★♪◇ 

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 ♪◇ 広島市立大学 ★♪◇ 

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 ★♪◇ 

福山大学 ◇ 福山平成大学 ♪◇ 安田女子大学 ★♪◇ 安田女子短期大学 ♪◇ 

大大学学フフェェアアひひろろししまま 22001155  
 

 

2015６ /２７ ( 土 ) 

AM10:３０～PM５:００ 

 
会場：サテライトキャンパスひろしま  

広島県民文化センター 

対象：高校生・保護者・教員 

 
 
 
 
 
 
 
 
【主催】一般社団法人教育ネットワーク中国 

【後援】広島県 

広島県教育委員会・広島市教育委員会 

広島県私立中学高等学校協会  

【協力】ひろしまＮＰＯセンター 

  

一般社団法人 教育ネットワーク中国  
中国地方の大学・短期大学・教育団体などで構成する連携組織。単位互換、高大連携、生涯学習、地域社会との連携事業などを実施しています。 
〒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 

TEL：082-533-7590／FAX：082-533-7591／教育ネットワーク中国ＨＰ http://www.enica.jp/ 
 

【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・鈴峯女子短期大学・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】 
福山大学・福山平成大学 
 

【賛助会員】 

紀伊國屋書店(中四国営業部)，中国新聞社，広島銀行，広島信用金庫，大学生協(中国・四国事業連合) ，広島電鉄 ，モルテン ，凸版印刷(中四国事業部) ， 
進研アド(中・四国支社) ，広島商工会議所，中電工(広島統括支社) ，リクルートマーケティングパートナーズ，もみじ銀行，五洋建設(中国支店) ，清水建設（広島支店)  

熊平製作所，合同総研，広島リバーサイドホテル，丸善(広島支店) ，広島市信用組合，日建設計(中国支所) ，大日本印刷(情報ソリューション事業部)， 
西日本電信電話(広島支店) ，フジタ(広島支店) 野村證券(広島支店) ，コトブキシーティング(中四国支店) ，近畿日本ツーリスト中国四国(広島支店) ， 
SMBC日興証券(広島支店法人部法人課) ，広島管財，アボアエンジニアリング，中国電気保安協会(広島支店) ，呉信用金庫・中国電設工業， 
A・I・C 広島マネジメントシェラトンホテル広島，ひらた学園 IWAD環境福祉専門学校， 学生情報センター，オオケン ，レタープレス，ムロオシステムズ，山菊印刷， 
ワイテック，むさし，テレビ新広島，広島テレビ放送，広島ガス，広島ホームテレビ，広島マツダ，日本システム技術 GAKUEN 事業部，中国放送，マイティネット， 
パナソニック システムネットワークス(システムソリューションズジャパンカンパニ－ 中国社) ，アンデルセン・パン生活文化研究所，SCSK  ※53 団体 敬称略、加入順 

参加費 

無料 

大 学 ・ 短 期 大 学 ２４ 校参加！ 参加プログラム  ★県内大学・短期大学の講義＆大学生による大学紹介 ♪個別相談会 ◇資料参加 

 

 

 

 

 

大学フェアひろしま 2015の会場では先輩の大学生がみなさんを案内します。 

「大学って高校とどんなところが違うの？」「入試までどう過ごしたの？」・・・ 

この機会に先輩に気軽に声をかけてください。 

大学生はみなさんを待っています！！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

教育ネットワーク中国 

http://www.enica.jp/ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

詳しい内容は、中面をご覧ください。 

教育ネットワーク中国加盟  



                                                             

                                                        
 

【学門分野表】  （ ）の分野は開講されません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             教育ネットワーク中国ＨＰ「大学フェアひろしま 2015」http://www.enica.jp/  

１限 
 

10:30 

▼ 

11:30 

 

             １－１ 

“特別”じゃない特別支援教育の話 

 
 

広島都市学園大学 
   子ども教育学部 准教授 児嶋 芳郎 

 

現在、通常学級に在籍する「発達障害」などの児童生徒への教育
のあり方が注目されています。また、教師の専門性も大きな課題
となっています。通常学級でどのような特別支援教育が行われて
いるのかをお話しします。 【Ａ５】 

 

１－２ 

自分の家をデザインしよう 

 
 

近畿大学工学部 
   工学部 准教授 市川 尚紀 

 

建築士になれば、自分の家をデザインすることができます。この

講義では、建物の形や素材を決めるプロセスや、そのときどんな

ことを考えるのかを、講師がこれまでに設計した建物のスライド

を見せながら解説します。【Ｃ１】 

 

               １－３ 

めざそう！自分のなりたい看護職 
 
 

広島文化学園大学 
   看護学部 准教授 棟久 恭子 

 

看護職になるためには、大学でどのようなことを学ぶのか、また

何を学ぶと、どのような資格が得られ、その資格はどのように生

かせるかなど、大学生の学習の様子をふまえ、カリキュラムなど

を紹介する。【Ｃ４】 

            

               １－４ 

日常生活を変えていく、画像認識技術の未来 

 
 

広島市立大学 
   情報科学部 教授 日浦 慎作 

 

コンピュータはまるで人間のように、見たものを認識する能力を

備えつつあります。「ぶつからないクルマ」やプリクラのデカ目機

能など、だんだんと身近になってきたこの技術と、その学び方を

やさしく紹介します。【Ｃ５】 

 

               １－５ 

医療事務講座 
 
 

山陽女子短期大学 
   人間生活学科 講師 清水 隆明 

 

医療事務分野について、医療事務の具体的な仕事内容とともに将

来性と安定性についてお話をします。また、資格はどのような資

格があり、大学ではどのような内容の講義があるのかについて合

わせてお話をします。【Ｄ４】 

２限 
 

11:40 

▼ 

12:40 

 

２－１ 

Think glocally, act glocally  
（グローカルに考え、行動する） 
 

比治山大学 
 現代文化学部 教授 佐々木 淳・教授 Damon Chapman 
 

グローカルとはグローバルとローカルを合わせた言葉。日本固有

の言語・文化を大切にしながら、それらを異文化の人々にどのよ

うに伝えていったらいいかを見ていきます。 留学と日本語教育に

焦点を当てて一緒に考えていきましょう。【Ａ３】 

 

２－２ 

ビジネスを見る目を磨く：コンビニ経営の舞台裏 
 
 

広島経済大学 
   経済学部 教授 細井 謙一 

 

私たちの身の回りにはビジネスがいっぱいです。コンビニエンス

ストアなど、身近なものの裏側を見ることで、ビジネスとは何か、

それをどう学んでいけばいいのかを解説します。経済学、経営学

の違いなども解説します。【Ｂ３・Ｂ４】 

 

２－３ 

自動車の基本性能 
 
 

広島国際学院大学自動車短期大学部 
   自動車工業科 教授 知名 宏 

 

車の基本機能の｢走る、曲がる、止まる」を題材に、構造とその背

景の工学的な分野を分かりやすく紹介する。更に、生活必需品で

ある車を安全・快適に使う上でサービスエンジニアが重要な役割

を果たすことを説明する。【Ｃ１】 

 

 ２－４ 

食品科学と生命科学の魅力 
 
 

広島工業大学 
   生命学部 教授 平賀 良知 

 

広島工業大学生命学部食品生命科学科では，食品科学分野と生命

科学分野を同時に学ぶことができる学科です。それぞれの分野の

学びとそれらの基礎となる「化学」と「機器分析」などの魅力に

ついて紹介します。【Ｃ２】 

 

                 ２－５ 

看護のちから 
 
 

日本赤十字広島看護大学 
   看護学部 助教 藤井 知美 

知っていますか？看護職はいろいろな場所で活動しています。各

分野で専門能力＝"ちから"を発揮して活躍する看護職の様子を紹

介します。【Ｃ４】 

休憩 
12:40 

▼ 

14:20 

 

 【講演】 親子で考える大学受験  広島県民文化センター１Ｆホール 13：00～14：20 にて開催  ＜講師＞ 加納 冬樹（かのう ふゆき） 氏  ※同時開催：広島県主催行事 

３限 
 

14:30 

▼ 

15:30 

 

３－１ 

国語科教育入門 
―国語の先生をめざす人に― 

 

広島女学院大学 
  国際教養学部 准教授 植西 浩一 

 

「国語科」とは、どのような特性を持った教科かを問い直し、そ

れをふまえて「国語の先生」に、今、何が求められているかを考

えていきます。中学・高校の国語の先生をめざしてみませんか!? 

【Ａ５】 

 

               ３－２ 

「教わる」から「教える」へ ～算数を例に～ 
 
 

広島文教女子大学 
   人間科学部 教授 今崎 浩 

 

世の中には「分かっているけれど，できない。」ということがあり
ますが，算数・数学の場合には「できるけれども分かっていない。」
ということも少なくありません。将来教師を志す高校生の皆さん，
算数の内容を例に「教える」ことについて考えてみませんか。 
【Ａ５】 

 

               ３－３ 

医療における経済と経営 
 
 

広島国際大学 
   医療経営学部 准教授 林 行成 

 

少子高齢化が進むなか、これまで以上に医療のあり方が問われて

います。この講義では、今後の医療を考える視点を整理し、医療

と経済の関係を踏まえ、医療におけるマネジメントの重要性につ

いて解説します。【Ｂ３・Ｂ４】 

 

               ３－４ 

微生物入門と発酵食品 
 

 

広島国際学院大学 
   工学部 教授 竹野 健次 

 

理科（生物）から微生物学への導入として、パンやミソ、日本酒

やビールなど、微生物が作る発酵食品の原理と食品排水の微生物

利用について、実技を交えて学んでいきます。【Ｃ２・Ｄ４】 

 

               ３－５ 

広島大学で何が学べるか 
 
 

広島大学 
   入学センター 准教授 永田 純一 

 

文系・理系さらに学際領域まで幅広い学問領域の教育・研究を行

なっている 11学部について，入学後のカリキュラム，教養教育の

特徴，さらに海外大学との連携等，学び方と研究内容について幅

広く紹介したい。【Ｄ５】 

４限 
 

15:40 

▼ 

16:40 

 

４－１ 

名作の映画で伸ばす「英会話力」 
 
 

安田女子大学 
  文学部 教授 勝 健一郎 

 

シャーロット・ブロンテ作の「ジェーン・エア」の重要な場面を

ビデオで鑑賞してもらう。そこで、セリフの発音と発音記号、基

本文の暗記等へと発展させていき、いかにして英会話力を身につ

けていくかを述べる。【Ａ３】 

 

               ４－２ 

幼児と楽しむ絵本と音楽のコラボレーション 
 
 

エリザベト音楽大学 
   音楽学部 准教授 島田 美城 

 

音楽が大好きで、幼児教育に興味がある人、みんなで一緒に自分

たちで作った音楽を絵本にあわせて楽しんでみませんか?エリザ

ベト音楽大学の幼児音楽教育専修は幼児と教育と音楽の幸せな出

会いを追求しています。【Ａ５・Ａ６】 

 

               ４－３ 

めいわくな技術利用法 
～スマホから原発まで～ 

 

広島修道大学 
   経済科学部 教授 北原 宗律 

「技術を利用する」という意味と「ひとに迷惑をかけない技術の

利用法」について考える。 

スマホから原発までの技術について考える。【Ｂ６】 

 

               ４－４ 

生命科学と環境科学 
〜人と自然にやさしい科学を目指して 

 

県立広島大学 
   生命環境学部 教授 入船 浩平 

 

生命科学や環境科学分野の専門領域の研究内容やどのようにして

研究が行われているかを概説します。また、施設設備、教育プロ

グラム、地域との関わりや実社会との関係も含めて本学部の例を

あげて紹介します。【Ｃ２・Ｃ３・Ｄ３】 

 

               

 

人文科学系 社会科学系 自然科学系 複合系 

(Ａ１) 文化・文学） (Ｂ１) 法学 Ｃ１ 工学(機械、電子電信建築など） (Ｄ１) 教養 

(Ａ２) 歴史・考古・地理・哲学 (Ｂ２) 政治学 Ｃ２ 理学(医学、歯学、薬学、看護など） (Ｄ２) 国際関係 

Ａ３ 外国語学・言語学 Ｂ３ 経済学 Ｃ３ 農学 Ｄ３ 環境 

(Ａ４) 心理学 Ｂ４ 商学・経営 Ｃ４ 保健(医学、薬学、看護など） Ｄ４ 食物・被服・生活(栄養、児童） 

Ａ５ 教育学 (Ｂ５) 社会学・社会福祉学 Ｃ５ 自然科学系の情報 Ｄ５ その他 

Ａ６ 芸術(美術、デザイン、音楽など） Ｂ６ 社会科学系の情報     

★★県県内内大大学学・・短短期期大大学学のの講講義義＆＆大大学学生生にによよるる大大学学紹紹介介★★  
 

別紙「受講予約票」を各高等学校へ提出してください。 
（ただし、空席があれば当日の受講も可能です。） 

 
 
 
 
 

【講演】親子で考える大学受験 
13:00～14:20 

♪ 個別相談会 ♪ 
14:30～17:00 

現役大学生への質問・相談コーナー 
14:30～17:00 

 

〔内容〕 

 ・最新の入試動向 

 ・大学入試の仕組み 

 ・大学進学に向けたマネープラン 

広島県内の大学及び短期大学 26 校参加 

（※福山大学は資料参加となります。） 

※上記時間帯以外で個別相談を実施する

大学もあります。 

詳細は広島県のホームページを御覧く

ださい。 

 
現役大学生と気軽にコミュニケーショ

ンができるコーナーです。 

この機会に、あなたの知りたかった進路

選びや大学生活の不安、疑問などを聞いて

みてはいかかですか？ 

 
 

詳細・申込みにつきましては、広島県のホームページを御覧ください。 

https：//www.pref.hiroshima.lg.jp/site/daigakusougou/ 

 

同時開催：広島県主催事業 

教育ネットワーク中国 検索 

 
広島県の大学情報総合サイト 検索 

 

※別途申込みが必要 
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