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【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、広島女学院大学、安田女子大学、
広島国際大学、広島文化学園大学、広島文教大学、近畿大学工学部、広島都市学園大学、広島工業大学、
比治山大学・比治山大学短期大学部、広島経済大学

主
催

合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）（広島市中区袋町６番３６号）会
場

シティカレッジ会場
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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け付けできません。）
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。

申込方法

受講上のお知らせ
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． 合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）の開
 館は９時半からです。
４． 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、または受講当日の大雨や台風
 などの気象状況等により、講座を中止する場合があります。休講等の情報
 は教育ネットワーク中国のホームページ（http://www.enica.jp/）に
 掲載します。
5. シティカレッジは、「高齢者いきいき活動ポイント事業」の対象（1P）です。

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０８２－５４１－５３３５　Fax０８２－５４１－５６１１

〒730-0036  広島市中区袋町６番36号
（合人社ウェンディひと・まちプラザ（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。　　　　　　　

申込・問合せ

   〔合人社ウェンディひと ・ まちプラザ　　
　　　　（まちづくり市民交流プラザ）〕
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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

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。）

広島を学ぶ

比治山大学・比治山大学短期大学部 受講証

申込開始日

10月3日
定員 30名 対象 社会人

会場 研修室A受講料 無料

ひろしまカレッジ

11月6日㊐ 講　師　笛吹　理絵〈14：00～15：30〉2
■観光資源となった大久野島のウサギ

11月12日㊏ 講　師　山口　佳巳〈14：00～15：30〉3
■清盛が造営した厳島神社

10月30日㊐ 講　師　宇多　　瞳

■シュルレアリスム美術と広島

〈14：00～15：30〉1

　コロナ禍で遠くへ行けない今だからこそ、地元「広島」について学び直
してみませんか!?今回の公開講座では、3名の講師が様々な角度から「広
島」をテーマとして一緒に考え、学ぶ講座となっています。

注　意　事　項
1. 参加にあたっては、必ずマスクを着用してください。
2. 以下のいずれかに該当する場合は、講座への参加はしないでください。
　 〇発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状のある方
　 〇過去2週間以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がある方
　 また、健康や体調に不安のある方は、参加を控えてください。
3. 毎回受付時に検温を行います。体温が37.5℃以上の方は、参加をご遠慮
　 いただきますのでご了承ください。
4. 感染拡大の状況等によっては、講座が中止等となる場合があります。
5. 全講座とも定員を30人とし、長机も1人掛けとします。
6. 受付時には手指消毒用アルコールでの消毒をお願いします。

　2020年に始まった新型コロナウイルス感染症の拡大は、変異株の登
場などもあって、2022年初頭を迎えてもなお収束の兆しが見えません。
しかし、私たちには、感染症を「正しく知り、正しく恐れ」ながらも、「日々の
営み」を少しずつ取り戻し、ゆっくりと前を向いて進んでいくことが求め
られています。そのような状況を受けて、今回も昨年度に引き続き「『ウ
イズ・コロナ』時代の社会～私たちの生き方を考える～」と題して、さま
ざまなテーマの講義を用意いたしました。お聴きいただく皆様に少しで
も資するものとなれば幸いです。

広島経済大学 受講証

申込開始日

10月3日
30名

会場 研修室Ｃ受講料 無料

ひろしまカレッジ

11月8日㊋ 准教授　山根智沙子〈18：00～19：30〉2
■真価が問われる行動経済学：新型コロナ危機をきっかけに何が変わったのか

11月1日㊋ 准教授　宮辻　　渉

■COVID-19を通じた働き方の変容：テレワークの効用と限界

〈18：00～19：30〉1

11月22日㊋ 教　授　渡辺　郁夫

■「病」と仏教

〈18：00～19：30〉4

11月16日㊌ 准教授　上手　幸治

■コロナ禍におけるメンタルヘルス

〈18：00～19：30〉3

対象 社会人、大学生、高校生定員

続「ウイズ・コロナ」時代の社会
～私たちの生き方を考える～

※第3回目講座のみ水曜日実施のため、ご注意ください。

※第3回目講座のみ土曜日実施のため、ご注意ください。

誰一人取り残されない社会へ
（Towards a Society Where No One Is Left Behind）

～多分野におけるSDGsの展開

広島女学院大学 ひろしまカレッジ

受講証 修了証

申込開始日

4月15日
定員 30名 対象 社会人、大学生、高校生

会場受講料 無料 研修室Ｃ

　SDGs（持続可能な開発目標）とは、2015年9月の国連サミットで採択
された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」における17項目の
国際目標です。これらの目標は、貧困・社会的分断・環境破壊など諸問題
を解決しなければ地球に未来は無い、という強い危機意識を表していま
す。現在世界中で、政府やNGO・NPOのみならず、企業や教育機関等で
もSDGｓ達成に向けた動きが始まっています。本講座では、多分野にお
けるSDGｓへの取り組みやその背景を紹介し、共に持続可能な社会を
作っていく一助としたいと思います。

5月19日㊍ 教　授　西口理恵子〈18：00～19：30〉2
■SDGsとICT

6月2日㊍ 准教授　前田美和子

■SDGs1『貧困をなくそう』から考える子どもの貧困

〈18：00～19：30〉4

5月12日㊍ 教　授　澤村　雅史〈18：00～19：30〉1
■いまさら聞けない？えっ、そうだったの？SDGs入門

5月26日㊍ 助　教　David Felix

■What SDGs Mean for Girls Around the World; 
　A Virtual Reality (VR) Experience in English.

〈18：00～19：30〉3
※簡易通訳あり



 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（ Ｔ Ｅ Ｌ   082-533-7591）
　までご連絡をお願いいたします。

 修了証  は、全回出席された方に大学独自の修了証を発行する講座です。

　壮年期（中年期）は人生の絶頂期であると同時に、後半の入口となり、
転換を迫られる時期です。身体の衰え、残された時間、次世代育成、親と
子どもとの関係の変容と、壮年期の課題となる「自己実現」について考え
ていきます。

中年期の発達心理学

広島国際大学 受講証

申込開始日

6月1日
定員 30名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無料

ひろしまカレッジ

7月16日㊏ 准教授　鹿嶌　達哉

■親としての発達（父親）

〈15：00～16：45〉4

7月16日㊏ 准教授　鹿嶌　達哉

■親としての発達（母親）

〈13：00～14：45〉3

7月9日㊏ 准教授　鹿嶌　達哉

■中年期における自己実現

〈15：00～16：45〉2

7月9日㊏ 准教授　鹿嶌　達哉

■中年期の危機と発達

〈13：00～14：45〉1

　建築基準法の目的は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する「最
低の基準」を定めて、国民の生命や財産の保護と、公共の福祉の増進に
資することとされています。建築基準法の「最低の基準」とはどのような
ものでしょうか。建築物の耐震性に焦点を当て、近年の地震被害調査や
実験で明らかにされている地震被害を認識するとともに、その対策を考
えてみましょう。建築物は公共のものよりも、企業や個人の所有が圧倒
的に多数です。地震から身を守り、日常生活を維持するための建築物。そ
して、財産としての建築物を考えてみませんか。

建築基準法と建築物の地震被害

広島工業大学 受講証 修了証

申込開始日

9月1日
定員 30名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無料

ひろしまカレッジ

10月6日㊍ 准教授　山西　央朗〈18：30～20：00〉2
■鋼構造建物の変形と耐震安全性について

9月29日㊍ 教　授　貞末　和史

■建築基準法と鉄筋コンクリート造建物の耐震性能の関係

〈18：30～20：00〉1

10月20日㊍ 教　授　金子　　治

■基礎構造の耐震性と建物の継続使用性について

〈18：30～20：00〉4

10月13日㊍ 教　授　川上　善嗣〈18：30～20：00〉3
■津波被害から見る津波荷重の特徴と設計式の解説

日常のストレスについて心理学から考える

安田女子大学 受講証

申込開始日

4月15日
定員 30名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無料

ひろしまカレッジ

修了証

　日頃のストレスをどのように解消していますか？今回の講座では、感情
心理学、臨床心理学、環境心理学の視点から、ストレスへの対処、生活の
質を向上させるためのヒントについてご紹介いたします。

5月21日㊏ 准教授　藤原　裕弥

■感情をコントロールして心を健康に

〈10：30～12：00〉1

5月21日㊏ 准教授　生塩　詞子〈13：00～14：30〉2
■「上手な」話のきき方とは

5月21日㊏ 准教授　山本　文枝

■環境と心の関係について

〈14：40～16：10〉3

　古くからの歴史を持つ広島の街は、さまざまな歴史を乗り越えて、国
際都市として大きく発展しています。異なる経歴と業績を持つ本学グ
ローバルコミュニケーション学科の４名の教員が、広島の街をキーワード
に、歴史、文学、経済、平和、外国人、国際交流など、様々な方面から、その
魅力と課題について考えます。

広島の街の昔と今

広島文教大学 受講証

申込開始日

7月1日
定員 30名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無料

ひろしまカレッジ

9月10日㊏ 准教授　岩下　康子

■広島県の外国人労働者問題

〈10：00～11：30〉4

9月3日㊏ 准教授　仙波　希望

■〈平和都市〉への助走：戦前の「昭和博」「時局博」「都市美」を題材に

〈10：00～11：30〉3

8月20日㊏ 教　授　豊後　宏記〈10：00～11：30〉1
■頼山陽と広島袋町

8月27日㊏ 教　授　松原　淳一〈10：00～11：30〉2
■食とスポーツと広島経済

修了証

　私たちは普段、何気なくおしゃべりをし、食事を楽しんでいます。しか
し、それは当たり前のことなのでしょうか。発達障害、脳卒中や事故など
による脳損傷、高齢化などにより、会話や摂食が困難な方がたくさんお
られます。また、今問題を抱えていない方も、将来、徐々に、または突然
に、「当たり前」と思っていたことが難しくなるかもしれません。本講座で
は、コミュニケーションや食べる機能の成り立ちと障害、その対応につい
て言語聴覚士がお話しします。

当たり前だと思っていませんか。
話すこと、食べること

広島都市学園大学 受講証

申込開始日

8月1日
定員 30名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室A受講料 無料

ひろしまカレッジ

10月1日㊏ 助　教　河村　千夏

■ことばをはぐくむ：
　子どものことばの発達と障害、その対応について

〈13：00～14：30〉3

10月8日㊏ 講　師　糸原　弘承

■吃音の方への接し方

〈13：00～14：30〉4

※9月17日（土）、9月24日（土）は講座はありませんので、ご注意ください。

9月3日㊏ 教　授　本多　留美〈13：00～14：30〉1
■脳とことばとコミュニケーション：
　病気や加齢の影響を中心に

9月10日㊏ 講　師　平松　哲哉〈13：00～14：30〉2
■飲み込みの障害とその対応

修了証

絵画をめぐる短編小説を英語で読もう

近畿大学工学部
申込開始日

7月1日
定員 30名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室C受講料 無料

8月27日㊏ 教　授　安尾　正秋〈14：00～16：30〉2
■L. Block, "Autumn at the Automat" (1)

8月20日㊏ 教　授　安尾　正秋

■S. King, "The Music Room"

〈14：00～16：30〉1

9月3日㊏ 教　授　安尾　正秋

■L. Block, "Autumn at the Automat" (2)

〈14：00～16：30〉3

※各回とも休憩をはさみます。

　「絵の中に物語があることを、その物語は語られるのを待っているこ
とを」強く示唆するEdward Hopperの作品から着想を得たすばらし
い短編小説をLawrence Block ed.,  
（Pegasus Books, 2017）から２編選んで、英文テキストをゆっくり読ん
でみましょう。

In Sunlight or in Shadow

夏休みの宿題を乗り越えるための
パパママ講座

広島文化学園大学
申込開始日

7月1日
定員 30名

会場 研修室C受講料 無料

8月4日㊍ 准教授　野々村　憲〈18：00～19：30〉2
■夏休みの宿題で国語力をグレードアップ：
　パパママのための国語科教室

8月3日㊌ 教　授　二階堂年惠

■パパママのための社会科教室

〈18：00～19：30〉1

8月5日㊎ 教　授　植田　敦三

■パパママのための算数教室

〈18：00～19：30〉3　毎年出る夏休みの宿題。近年ではコロナによる影響もあり、その量が
より多くなっているという話も聞きます。この講座では教科教育の専門
家３名から夏休みの宿題を通して子どもたちにどのようなことを教えら
れるのか、またどういった面白さがあるのかといったことをお伝えしま
す。苦しむのではなく楽しみながら取り組めるためのコツをお伝えします！

対象 社会人

ひろしまカレッジ

修了証受講証
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