
アウトリーチ

主催 ： 6大学エクステンション連携会議
後援 ： 備後圏域連携協議会



9月～12月開講
講座

番号
講座名 講師 内容 日時など 場所

1
尾道文学談話会

※1

オムニバス形式のため，毎

回異なります。

日本文学科を中心とした教員が，文学や言葉にかか

わる様々な話題を提供し，市民の皆様と談話形式で

講義を行う公開講座です。

9/19，10/3，11/7，12/5

（すべて月曜日）

18：30～20：00

尾道市立大学

美術館

2 教養講座

経済情報学科，日本文

学科，美術科の教員によ

る，各専門分野に基づく

テーマでのオムニバス形式

のため，毎回異なります。

地域に開かれた大学をめざし，教育研究活動の一端

を地域に還元することを目的として，毎年秋に全６回

にわたり「教養講座」を開講しています。

10/5，10/12，10/19，

10/26，11/2，11/9

（すべて水曜日）

18：30～20：00

しまなみ交流館

2階　大会議室

9月開講
講座

番号
講座名 講師 内容 日時など 場所

3 体育教育と社会

福山平成大学福祉健康

学部健康スポーツ科学科

教授　　房前　浩二

体育教育は，『結果』でなく，学ぶ間に体力・運動能

力・自主性・考察力・工夫・努力・挑戦・我慢・チーム

ワーク・礼儀，等々を身に付けます。その『過程』が重

要であります。高齢化社会やそれに対する学校体育の

役割と現状を紹介します。

9/8（木）

18：30 ～ 20：00

参加無料

福山平成大学

7103講義室

(大講義室)

4 ICT社会と情報リテラシー教育

福山平成大学経営学部

経営学科

教授　　佐藤　真司

情報教育（情報リテラシー教育，情報セキュリティ教

育）が重要視されています。また，ICTを学校教育や

社会教育で活用して，教育の情報化を図る取組も

行われています。このような情報教育の現状について

考えてみたいと思います。

9/15（木）

18：30 ～ 20：00

参加無料

福山平成大学

7103講義室

(大講義室)

5

地域包括ケア構築のために必

要となる知識と技術

※2

県立広島大学保健福祉

学部　人間福祉学科

助教　　湯川　順子

教授　　金子　努

講師　　手島　洋

対人援助専門職の立場から，地域包括ケア構築の

ために必要となる知識と技術，地域の特性に応じて

個別支援を展開する視点と方法について解説します。

演習を通して対人援助専門職としてのスキルアップを

目指します。

9/17（土）

13：00～16：10

9/18（日）

9：30～16：40

受講料6,200円　先着40人

県立広島大学

三原キャンパス

9/24（土）

14：00～15：30

参加無料　　先着250人

福山大学

9/28（水）

18：30～20：00

参加無料　　先着150人

三原市中央公民館

7
地域包括ケア時代の福祉教

育

福山平成大学福祉健康

学部福祉学科

准教授　　杉本　浩章

社会保障制度・政策と福祉教育の関係を概観し，

地域包括ケアシステムと福祉教育とのかかわりから地

域の福祉力について考えます。なかでも高齢者の看取

りに着目し，質の高い看取りの実現と福祉教育につい

てお伝えしたいと思います。

9/29（木）

18：30 ～ 20：00

参加無料

福山平成大学

7103講義室

(大講義室)

10月開講
講座

番号
講座名 講師 内容 日時など 場所

10/1（土）

14：00～15：30

参加無料　　先着250人

福山大学

10/5（水）

18：30～20：00

参加無料　　先着150人

三原市中央公民館

9
簡単・格安　超小型パソコン

（ラスベリーパイ）の使いかた

福山職業能力開発短期

大学校電子情報技術科

准教授　　浴本　保典

教授　  　 日浦　悦正

この講座を通じて超小型パソコン（Raspberry Pi:ラ

スベリーパイ）のセットアップ方法やアプリケーションの使

い方を体験します。また，ラズベリーパイによる面白い

応用例（電子機器との連携，画像処理など）もわ

かりやすく紹介いたします。

10/1（土）

14：00～15：30

参加無料　　先着20人

対象者：高校生以上

※パソコンの基本操作ができる人

福山職業能力開発短

期大学校

10 幼児のことばを考える

福山平成大学福祉健康

学部こども学科

教授　　加知　ひろ子

幼児の発話を場面や状況などを手がかりにその意味を

探りながら，‘幼児の思い’や‘幼児の心の世界’を見て

みましょう。幼児がことばを自ら学習し，創造的に，

主体的に獲得している，その姿をお伝えできればと

思っています。

10/6（木）

18：30 ～ 20：00

参加無料

福山平成大学

7103講義室

(大講義室)
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一寸法師やかぐや姫などの昔話を生涯発達心理学の

視点から検討した内容について紹介します。そして，

昔話を読み解くことによって，人生の様々なライフス

テージにおける発達について，一緒に考えてみたいと思

います。

福山大学人間文化学部

心理学科

教授　　赤澤　淳子

昔話を通して学ぶ生涯発達心

理学

薬はなぜ効くのか，なぜ副作用が出るのか，安全で

有効な薬物治療を確保するための薬剤師の上手な

利用法などについてお話しいたします。

福山大学薬学部薬学科

教授　　長崎　信浩

くすりのこと，正しく知って正しく

使おう～薬剤師をうまく利用す

るには・・・～

6

8
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10月開講
講座

番号
講座名 講師 内容 日時など 場所

10/8（土）

14：00～15：30

参加無料　　先着250人

福山大学

10/12（水）

18：30～20：00

参加無料　　先着150人

三原市中央公民館

12 性教育を考える

福山平成大学看護学部

看護学科

教授　　若井　和子

私たちは，性に関する情報を集め，自己流の学習を

してきた経緯があり，性教育に対するとらえ方が人に

よって様々です。自己のライフステージにおける性の健

康リスクを回避できるための性教育についてお話しした

いと思います。

10/13（木）

18：30 ～ 20：00

参加無料

福山平成大学

7103講義室

(大講義室)

13

ミャンマーにおける高等教育と

産業人材育成の課題と可能

性

（一財）国際貿易投資

研究所　客員研究員

荒木　義宏

福山市立大学都市経営

学部

教授　　上別府　隆男

東南アジア最後のフロンティアとされるミャンマーでは，

軍事政権のもと高等教育は弱体化したため，急増す

る海外投資に対応できる人材育成の体制が整ってい

ない。この講座では，同国の高等教育の課題と可能

性，産業人材育成への貢献について考えます。

10/15（土）

14：00 ～ 15：30

参加無料　　先着200人

申込受付9/1～

福山市立大学

講義室

10/19（水）

18：30～20：00

参加無料　　先着150人

三原市中央公民館

10/22（土）

14：00～15：30

参加無料　　先着250人

福山大学

10/26（水）

18：30～20：00

参加無料　　先着150人

三原市中央公民館

10/29（土）

14：00～15：30

参加無料　　先着250人

福山大学

11月開講

講座

番号
講座名 講師 内容 日時など 場所

16

＜市民フォーラム＞

平成28年度　食と健康のライ

フサイエンス【米と小麦のおいし

い話】

①「おいしいご飯・体によいご

飯」

②「パンとうどんの科学」

①福山大学生命工学部

生命栄養科学科

教授（学術博士）

井ノ内　直良

②福山大学生命工学部

客員教授（西日本農業

研究センター上級研究

員）　池田　達哉

①近年，日本の農水省の農業研究センターで開発さ

れたおいしい米や機能性のある米の科学についてお話

しします。

　

②小麦粉がパンやうどんになるメカニズム，および小麦

粉の種類や性質などを解説します。

11/12（土）

14：00～16：00

参加無料　　先着100人

学校法人福山大学

宮地茂記念館

17 知っておきたいＬＥＤの使い方

福山職業能力開発短期

大学校電気エネルギー制

御科

准教授　　加藤　宗敏

LED（発光ダイオード）は省エネ目的だけでなく，美

術館や生鮮食料品等などの照明にも使われていま

す。高輝度LEDを使ったミニLED電灯づくりを通して

LEDについて学び，さまざまな用途（ディスプレイ・植

物栽培・スキャナー等）に使われているLEDについてわ

かりやすく紹介します。

11/12（土）

14：00～15：30

参加無料　　先着20人

対象者：高校生以上

福山職業能力開発短

期大学校

18

地域包括ケア構築のために必

要となる知識と技術

※2

県立広島大学保健福祉

学部人間福祉学科

助教　　湯川　順子

教授　　金子　努

講師　　手島　洋

対人援助専門職の立場から，地域包括ケア構築の

ために必要となる知識と技術，地域の特性に応じて

個別支援を展開する視点と方法について解説します。

演習を通して対人援助専門職としてのスキルアップを

目指します。

11/19（土）

13：00～16：10

11/20（日）

9：30～16：40

受講料6,200円　先着40人

県立広島大学

三原キャンパス

19 絵本と紙芝居の作り方

絵本作家 ・イラストレー

ター

きたむら　さとし

20代の始めにイギリスに渡り，そこで絵本を作るように

なりました。その後35年ほどこの仕事をしています。ま

た，アジア，中南米，欧米などの本のフェスティバルに

招かれることもあり，そんな機会には自作の紙芝居を

見せています。今回は，そうした仕事の全般をみなさ

んに紹介します。

11/19(土)

14：00～15：30

参加無料　　先着200人

申込受付10/3～

福山市立大学

講義室

現在，地域振興のツールとしてサッカースタジアムが建

設され，広島市でも新たなスタジアムの建設が話題に

なっています。このようなまちを活性化させる「ツール」と

してのスタジアムについてお話しします。

福山大学経済学部経済

学科

助教　　藤本　倫史

地方都市におけるまちなかスタ

ジアム建設の現状と課題

11

14

15

福山大学では，広島県警と共同でドライビングシミュ

レータや画像処理などの最新技術を応用した交通安

全研究を進めています。このような交通問題の現状と

福山大学での交通安全研究の状況をご紹介いたしま

す。

福山大学工学部機械シ

ステム工学科

教授　　内田　博志

備後地域の交通安全問題とそ

の科学的対策

広島県に生きる人々の日常食から「ハレの日」の食事

など，今日まで続いた料理，無くなりかけている料

理，これからも残していきたい料理を紹介し，それぞ

れの地域ならではの食文化や家庭料理についてお話

しします。

福山大学生命工学部生

命栄養科学科

准教授　石井　香代子

備後地域の食文化と伝えたい

継ぎたい家庭料理



2016年度　6大学エクステンション連携講座一覧（9月～12月）

12月開講

講座

番号
講座名 講師 内容 日時など 場所

20

入院中の子どもと家族をサポー

トするチャイルド・ライフという仕

事

広島大学病院

チャイルド・ライフ・スペシャリ

スト

藤原　彩

子どもの入院は，家族全体に大きな負担を強いま

す。チャイルド・ライフ・スペシャリストは，そんな子どもと

家族に心理社会的支援を提供する専門家です。今

回はその視点から子どもの入院生活，サポートのあり

方についてお話しします。

12/10(土)

14：00 ～ 15：30

参加無料　　先着200人

申込受付11/1～

福山市立大学

講義室

21

共感を広げる手法としてのプレ

イバックシアター

※3

県立広島大学保健福祉

学部作業療法学科

教授　　吉川　ひろみ

プレイバックシアターは日常の経験を即興で演じます。

語った人は自分の物語が芝居として再現されるのを観

ます。演じる人は語られた物語の中で，語った人の気

持ちを想像しながら即興劇を演じます。本講座では体

験しながら基礎を学びます。

12/18（日）

10：00～16：00

受講料3,000円　先着20人

県立広島大学

三原キャンパス

講座番号 1　　尾道市立大学美術館　℡：0848-20-7831（水・木曜休館）

　　　　　　　http://www.onomichi-u.ac.jp/kouken/kouza/danwakai2016.html?node_id=1064

講座番号 2　　尾道市立大学地域総合センター　℡：0848-22-8311（代）

　　　　　　　http://www.onomichi-u.ac.jp/attributes/topics2014.html/2016061600019/

講座番号 3，4，7，10，12

　　　　　　　福山平成大学庶務課　〒720-0001 福山市御幸町上岩成正戸117-1　　℡：084-972-5001　　E-mail：shomu@heisei-u.ac.jp

講座番号 5，18，21

　　　　　　　県立広島大学三原地域連携センター　〒723-0053　三原市学園町1-1　　℡：0848-60-1200

　　　　　　　E-mail：mrenkei@pu-hiroshima.ac.jp

※1　開催日の3日前までに尾道市立大学美術館までお電話でお申し込みください。（定員20人，先着順）

※2　公開講座申込書を記入し，返信用封筒（82円切手を添付）を同封のうえ，郵送にて申込み。  受講料：6,200円。

※3　公開講座申込書を記入し，返信用封筒（82円切手を添付）を同封のうえ，郵送にて申込み。　受講料：3,000円。

◆お申込み・お問い合わせは，講座番号を確認のうえ，次の記載されているところへ，ご連絡ください。

【後援】

　　備後圏域連携協議会（広島県福山市・三原市・尾道市・府中市・世羅町・神石高原町・岡山県笠岡市・井原市）

講座番号 6，8，11，14，15，16

　　　　　　　福山大学総務部企画・文書課　〒729-0292　福山市学園町１番地三蔵  ℡：084-936-2111

講座番号16　　福山大学生命工学部　生命栄養科学科　　E-mail：eiyou2008@fubac.fukuyama-u.ac.jp

講座番号 9，17

　　　　　　　福山職業能力開発短期大学校　学務援助課　℡：084-923-6408　　FAX：084-921-7038　E-mail:tandai03@fukuyama-pc.ac.jp

              申込み用紙はHPよりダウンロード　http:/www3.jeed.or.jp/hiroshima/college

講座番号 13，19，20

　　　　　　　福山市立大学教育研究交流センター　℡：084-999-1115　　FAX：084-928-1248　　E-mail：koryu@fcu.ac.jp

　　　　　　　申込みは，はがき，ＦＡＸまたはＥメールで

【主催】

　　６大学エクステンション連携会議

　　　尾道市立大学（〒722-8506　尾道市久山田町1600番地2　　℡：0848-22-8311）

　　　県立広島大学（〒723-0053　三原市学園町1-1　　℡：0848-60-1200）

　　　福山大学（〒729-0292　福山市学園町1番地三蔵　　℡：084-936-2111）

　　　福山平成大学（〒720-0001　福山市御幸町上岩成正戸117-1　　℡：084-972-5001）

　　　福山職業能力開発短期大学校（〒720-0074　福山市北本庄四丁目8-48　℡：084-923-6408）

　　　福山市立大学（〒721-0964　福山市港町二丁目19-1　℡：084-999-1115）
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