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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

平成２９年度

６-８月講座 

地域に開かれた大学の役割として、公開講座開催などのアウトリーチ活動の重要性が指摘されています。それは単に

地域に開かれた大学の役割として、公開講座開催などのアウトリーチ活動の重要性が指摘されています。それは単に
知識の伝達だけでなく、大学が地域の抱える問題の解決のために、直接市民のみなさんの声に耳を傾ける場でもあり
ます。そのため備後地域の６大学が連携し、各大学の公開講座の情報を集約して発信していくことにしました。



6月～8月開講

講座
番号

講座名 講師 内容 日時など 場所

1 尾道学入門
オムニバス形式のため，毎

回異なります。

「尾道」を切り口に尾道の歴史，経済，言語，文

学，美術を学んでいくことを目的としたオムニバス形式

の教養教育科目「尾道学入門」を一般公開します。

6/1，6/29，7/6，7/27

（すべて木曜日）

9:00～10:30

参加無料・申込不要

尾道市立大学

Ｅ棟４０１教室

2 尾道文学談話会
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。

6/5（月），7/7（金），

8/7（月）

18:30～20:00

参加無料・申込不要

尾道市立大学　サテラ

イトスタジオ（尾道市

土堂一丁目８－５）

6月開講

講座
番号

講座名 講師 内容 日時など 場所

3

経済学研究会

「最近の国際課税の動向につ

いて―BEPS行動計画最終報

告を受けて」

亜細亜大学法学部

教授　土屋　重義

近年，国際課税の分野は激動を迎えている。国際的

租税回避（ＢＥＰＳ）や「パナマ文書」等の問題は

注目されている。ＯＥＣＤ等国際機関では新たな提

言が数多くなされ，我が国においてもこうした国際機

関の動きを踏まえた租税条約の締結・改定などが相

次いでいる。そうした国際課税の最近の動向を紹介し

ます。

6/7（水）

18：00～　1時間程度

参加無料　先着20名

学校法人福山大学

宮地茂記念館

２０５室

4
経済情報学部小川研究室

『街中ゼミ』

経済情報学部

教授　小川　長

尾道市立大学経済情報学部小川研究室では，学

生の研究成果の発表および市民の皆様と学生ならび

に教員のディスカッションの場として，街中ゼミを開催し

ます。

街中ゼミ第9弾『ONOMICHI GO!!!!!～ワンダーラン

ド・尾道～』は，尾道の穴場を発見し，多くの人に

知ってもらい，尾道の新たな1つの名所にしようという

取り組みです。

6/16，7/21，8/18

（すべて金曜日）

18:00～20:00

参加無料・申込不要

尾道商業会議所記念

館　（尾道市土堂一

丁目８－８）

5
女性と政治：女性の参加で

政治は変わる

北翔大学前学長

名誉教授　相内　眞子

国際社会の多くは，教育や法制度の改革を通して，

女性の政治参加を進め，議会の女性比率の向上に

成果を上げてきました。他方，日本の女性議員比率

は，国・地方とも低い水準に留まります。アメリカの実

証研究を参考に，その原因を探って参ります。

6/17（土）

14：00 ～ 15：30

参加無料　　先着200人

申込受付5/1～

福山市立大学

講義室

7月開講

講座
番号

講座名 講師 内容 日時など 場所

7/9（日），7/16（日）

10：00～16：00

先着10名

県立広島大学

三原キャンパス

(7/9・7/16）

7/23（日），7/30（日）

10：00～16：00

先着10名

県立広島大学

広島キャンパス

（7/23・7/30）

7
「赤ずきん」を読んで，文学の

森で〈迷子〉になろう!!

山口大学名誉教授

岡光　一浩

私たちは，複雑さを増した現代社会の諸問題を，ひ

とつの「正解」を求めて急ぐのではなく，「迷子」になって

克服していかなければなりません。そのためには，言葉

で表現できないものを，「文学の言葉」を用いて表現

する文学を，様々な角度から「誤読」することが役立

ちます。「赤ずきん」を例にして，「文学を読む」とはなに

か，についてお話しします。

7/15（土）

14：00 ～ 15：30

参加無料　　先着200人

申込受付6/1～

福山市立大学

講義室

2017年度　6大学エクステンション連携講座一覧（6月～8月）

家族支援の実践実技講座

※１

県立広島大学

保健福祉学部

人間福祉学科

准教授　大下由美

家族を中心とした少人数の対人関係システムの変容

を実現する最先端の支援理論と洗練された技法論

（質問法）を学習する機会を提供します。本講座を

受講することで，受講者の皆様の日常の実践のリフレ

クションが促され，現在直面されている困難事例への

新たな見立てと対処法を提案します。

6



2017年度　6大学エクステンション連携講座一覧（6月～8月）

7月開講

講座
番号

講座名 講師 内容 日時など 場所

8

脳と身体のいきいきトレーニング

～認知症予防講座～

※２

県立広島大学

保健福祉学部

理学療法学科

助教　高宮尚美

アルツハイマー病発症後の介入で著効する手段は発

見されておらず，発症前の早期診断と予防的介入が

重要視されています。アルツハイマー病のあらましから，

アミューズメント機器の利用についての紹介，ならびに

コグニサイズを経験し，間違えて笑って，試行錯誤す

る楽しさを体験してもらいます。

7/17（月・祝）

13：00～16：20

先着20名

県立広島大学

三原キャンパス

7/22（土）

10：00～17：30

先着　20名

サテライトキャンパスひ

ろしま(7/22)

7/23（日）

10：00～17：30

先着　20名

県立広島大学

三原キャンパス

(7/23)

10

経済学研究会

「マイナースポーツのトリプルミッ

ション―男子新体操指導者海

外派遣事業の分析をもとに―」

福山大学経済学部

経済学科

講師　野田　光太郎

競技の発展に向けて，各組織には「理念」を軸に「勝

利」「普及」「資金」の好循環を生み出すことが求めら

れる。本報告では，このトリプルミッションの視点から，

男子新体操の普及に向けた取組みについて論じます。

7/26（水）

18：00～　1時間程度

参加無料　先着20名

学校法人福山大学

宮地茂記念館

２０５室

8月開講

講座
番号

講座名 講師 内容 日時など 場所

11
広島豪雨災害を踏まえた防災

対応と福山市への知見

日本都市計画学会中国

四国支部，広島豪雨災

害・防災まちづくり検証特

別委員会

松田　智仁

福山市立大学

都市経営学部

教授　渡邉　一成

2014 年 8 月 20 日未明に発生した広島豪雨災

害は，75 名の尊い命を奪い，住まいをはじめ市街

地や農地等に甚大な被害をもたらしました。今後この

ような豪雨災害は，わが国のどの地域においても起こ

り得る災害と言えます。本講座では，日本都市計画

学会中国四国支部広島豪雨災害・防災まちづくり検

証特別委員会における土地利用面での検証結果を

報告するとともに，福山市の防災対策への示唆をお

話しします。

8/5（土）

14：00 ～ 15：30

参加無料　　先着200人

申込受付7/3～

福山市立大学

講義室

9

※1　申込受付･･･5月中旬～6月中旬頃　　受講料･･･8,200円　　対象･･･対人支援の専門家　○１会場のみ受講の場合は6,200円
※2　申込受付･･･5月中旬～6月中旬頃　　受講料･･･3,000円　　対象･･･介護事業所勤務等
※3　申込受付･･･5月下旬～6月下旬頃　　受講料･･･3,000円　　対象･･･KJ法，ワークショップに関心のある方

◆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。

講座番号　１・２・４ 　　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/

KJ法は集めたデータを360度の角度から捉えていく「現

場の科学」とも言われ，社会調査や地域診断，アン

ケート項目作り，多方向の意見集約に有効です。基

礎的な方法を学び，実際にワークショップを体験し，

実践力を養うことを目的とします。

県立広島大学

保健福祉学部

人間福祉学科

教授　田中聡子

ＫＪ法を活用した実践的

ワークショップの方法

※３

【後援】

　　備後圏域連携会議（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　３・１０
　　　　　　　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　５・７・１１
　　　　　　　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）

講座番号　６・８・９
　　　　　　　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
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