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 夏休みは大学生  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    ７月 31 日（月）～ ８月 10 日（木）は、大学へ行こうウィークとして 

   大学、短期大学から たくさんの公開授業・公開講座が開講されます。 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

   

 

                      （詳しくは高大連携事業特設サイトのシラバスを参照してください。） 
 
 

 

 

 

 

●大学へ行こうウィーク期間の公開授業一覧 

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 8/2～8/4 水～金 

広島修道大学 18101 法律基礎Ａ（裁判と法） 8/7～8/9 月～水 

安田女子大学 25102 現代のビジネスＡ（対人行動の心理学） 8/2,3,4,7 水,木,金,月 

 
      裏面に続く 

 

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、岡山県立井原高校、岡山県立笠岡高校 

受 講 料 無料 （科目によってはテキスト代等が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 一般社団法人 教育ネットワーク中国  TEL 082-533-7590 

あなたの将来は・・・・ 進学 進学と言うけれど・・・・ 

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。 

どんな科目があるのかな？？ 

 

夢はふくらむ！ 

きみの進路は 

 きっとある！ 

 
 



●大学へ行こうウィーク期間の公開講座一覧 

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 8/5 土 

県立広島大学 

06207 精神看護学 7/31 月 

06208 理学療法 入門編 7/31 月 

06209 理学療法 発展編 8/1 火 

06210 作業療法入門 7/31 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－社会福祉士・精神保健福祉士の仕事－ 8/3 木 

山陽女子短期大学 

07201 ウェブデザイン入門 8/7,8/8 月,火 

07202 ヒトの身体のしくみ 8/7～8/9 月～水 

07203 いのちの情報管理学 8/9,8/10 水,木 

07204 「こころ」を学ぶ-心理学入門講座- 8/9,8/10 水,木 

比治山大学 

09203 ＜メディア×観光＞入門 8/5 土 

09204 心理学を体験する 8/5 土 

09205 高校生のための教職入門講座 8/8 火 

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 8/7,8/8 月･火 

10203 美術実技講座Ｂ マンガ・アニメーション 8/7,8/8 月･火 

10204 美術実技講座Ｃ 陶芸 8/7,8/8 月･火 

広島経済大学 

11201 スポーツがもつ可能性 8/8 火 

11202 日本人・日本語・日本文化 8/8,8/9 火,水 

11203 日常生活を経済学とファイナンスの基本で考える 8/8,8/9 火,水 

広島工業大学 

14202 高校生のための CG 入門 7/31～8/2 月～水 

14203 ビッグな AI(人工知能)に繋がる小さな IC(マイクロチップ)の世界(1)(2)(3) 8/2～8/4 水～金 

14204 世界の橋・日本の橋 8/3 木 

14205 視る機械工学 8/3 木 

14206 地球環境のふしぎ 8/3 木 

14207 食品生命科学を学ぶ 8/3～8/5 木～土 

14208 室内外環境からみた建築デザイン 8/7 月 

広島国際学院大学 

15202 キャラクターイラスト制作 8/2～8/4 水～金 

15203 ノベルゲーム制作入門 8/7～8/9 月～水 

15204 ゲームプログラミング入門 8/7～8/9 月～水 

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) 8/2 水 

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) 8/3 木 

18203 もっと知りたい世界と日本の政治 8/7 月 

18204 楽しい生命科学（獣医師体験をとおして、生命多様性を学ぶ） 8/7 月 

18205 食生活と健康（朝食摂取の大切さ・食生活と生活習慣病） 8/8 火 

18206 栄養生理・生化学体験実験（トクホの効果検証） 8/9 水 

広島女学院大学 
19204 楽しく学べる生活デザイン学―ファッション・インテリア― 8/5,8/27 土,日 

19205 今、日本文学は何ができるのか―〈想像力〉と〈希望〉― 8/10 木 

広島大学 21205 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― 8/1,8/2 火,水 

広島文化学園大学 22202 『からだ』と対話するスポーツ・エクササイズ 8/1 火 

安田女子大学 

25201 「高校生のための書道講座」 8/2 水 

25202 高校生のための現代ビジネス講座 8/2 水 

25203 「日本文学科なら、会えばぜったい、すぐにわかる」 8/2,8/3 水,木 

25204 高校生のための実用英会話基礎講座 8/2,8/3 水,木 

25205 外国人観光客に広島を「英語で」どれだけ伝えられますか？ 8/2,8/3 水,木 

25206 栄養管理の魅力 8/3 木 

25207 高校生のための造形デザイン 8/7,8/8 月,火 

25208 「高校生のための心理学セミナー」 8/8 火 

安田女子短期大学 26201 高校生のための音楽講座－ 目からウロコの音楽のはなし － 8/2,8/3 水,木 

広島都市学園大学 

36201 健康と科学 8/8 火 

36202 子どもの世界 8/8 火 

36203 子どもの自尊感情 8/10 木 

福山大学 

40201 グローバル人材 何をどのように学ぶか 8/7 月 

40202 情報工学入門 8/7 月 

40203 食と健康のライフサイエンス 8/7 月 

40204 ノーベル賞をとった薬の物語 －鎮痛薬が大腸がんの予防薬になるまで－ 8/7 月 

40205 小説の読み方─井伏鱒二の小説朗読から学ぶ 8/8 火 

40206 建築入門 8/8 火 

40207 機械システム工学への誘い 8/8 火 

40208 自走式センサーロボットプログラミング入門―スマートシステムへの誘い 8/9 水 

 


