
広島国際大学 サマーカレッジ 2011

2011 年 7 月 23 日 ( 土 )・9 月 10 日（土）開催

主催： 広島国際大学心理科学部（臨床心理学科，コミュニケーション心理学科）

共催： 東広島市教育委員会、広島国際大学入試センター

場所： 広島国際大学東広島キャンパス（〒739-2695 広島県東広島市黒瀬学園台 555-36）

対象者：主として広島県に在住する方、　年齢制限：特になし、　募集定員：30 名

参加費：無料（昼食・広島国際大学グッズ付き）

JR 西条駅・東広島駅から無料送迎バスを運行します。

参加･申込に関する詳細は下記の連絡先までお問い合わせください。

東広島市教育委員会生涯学習課　電話 (082) 420-0979，FAX (082) 422-1610

7 月 23 日（土）  つながる幸せ―コミュニケーション力を磨こう―

かしこくなった家電製品のひみつ
模擬講義「大学で心理学を勉強しよう」、

 　 「調査データの読み方ーあなたはだまされていませんかー」他

9 月 10 日 （土） 睡眠は脳と心の栄養―生活リズム健康法―

これって何ごみ？―ごみの分別に迷ってませんか―
模擬講義「臨床心理学の実践」、「Getting to know You」他

　　　

　　　　　



 

  

1 回目 7 月 23 日 (土) 
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14：20 

受付開始 【３号館６階・心理第 6実習室】 

 

開講式 【３号館６階・心理第 6実習室】 

 

つながる幸せ―コミュニケーション力を磨こう― 【３号館６階・心理第 6実習室】 

講師：広島国際大学心理科学部教授 久次弘子     

次のような演習を織り交ぜながら、日常生活における自己表現をチェックする機会になればと

思います。 

・「いいとこ探し」レッスン 

・ほめほめレッスン 

・笑顔のレッスン 

 

昼休み：学生食堂で昼食 （無料お食事券付き） 

 

 

かしこくなった家電製品のひみつ 

 【３号館６階・心理第 6実習室】 

 講師：広島国際大学心理科学部講師 大西厳  

デジタルカメラ、地デジ、3 次元テレビ、エアコン、掃除機、パソコンで「何ができるの？」「どこ

がすごいの？」を、数式や専門用語なしで解説します。 

 

模擬講義（広島国際大学オープンキャンパスとの共催企画） 【学内各教室】 

下記の講義（予定）からお選びいただけます。   

「大学で心理学を勉強しよう」 

「調査データの読み方―あなたはだまされていませんか―」 

「診療に役立つ画像処理」 

「知って得する医療情報―睡眠時無呼吸症候群の解説―」 

※学内施設の見学・体験も可能です。   

 

バス等のご案内 

 



 

 

2 回目 9 月 10 日 (土) 

9:45 

 

10:15 

 

10:20 

～11：30 

 

 

 

 

11:30 

～12：30 

 

12:30 

～13：40 

 

 

 

13：50 

～14：20 

 

 

 

 

 

 

14:20 

～14：30 

受付開始 【３号館６階・心理第 6実習室】 

 

受講のご案内 

 

睡眠は脳と心の栄養―生活リズム健康法― 

 【３号館６階・心理第 6実習室】 

講師：広島国際大学心理科学部教授 田中秀樹 

講義では快眠のための知識や具体的な快眠方法について、○×クイズやチエックシートを交

えながら紹介します。 

 

昼休み：学生食堂で昼食 （無料お食事券付き） 

 

 

これって何ごみ？―ごみの分別に迷ってませんか―  

【３号館６階・心理第 6実習室】    

講師：東広島市廃棄物対策課主事 穐山（あきやま）泰之 

（東広島市担当講師の業務状況により変更の可能性があります。） 

 

模擬講義（広島国際大学オープンキャンパスとの共催企画） 【学内各教室】 

下記の講義（予定）からお選びいただけます。   

「臨床心理学の実践」 

「Getting to know You」  

「頭が痛い、大変だ！何が起きたのだろう？」 

「肺結核」 

※学内施設の見学・体験も可能です。  

 

閉講式・バス等のご案内 【３号館６階・心理第 6実習室】 

 

 

-------------------------------- 

FAX 送り先 (082) 422-1610 

（東広島市教育委員会生涯学習課） 

-------------------------------- 



申込方法：下の FAX 申し込み用フォームにご記入のうえ，FAX または葉書，封書で下の申込先にお送りください。

申込締め切り：7月 13 日（水）（7月 23 日開催分：必着）

　　　　　　　8月 31 日（水）（9月 10 日開催分：必着）

申込・問合せ先：東広島市教育委員会生涯学習課（〒739-8601 東広島市西条上市町 7-42）

     電話 (082) 420-0979，FAX (082) 422-1610

会場（広島国際大学東広島キャンパス）への交通：

当日は広島国際大学オープンキャンパスも開催し

ておりますので、JR 西条駅（9：00 発）、東広島駅

（9：30 発）からの無料送迎バスがご利用できます。

お帰りは、それぞれ 15：15 広島国際大学発となり

ます。人数の確認が必要なため、申込の際に、利用

希望の旨を必ずお知らせください。

自家用車でお越しの方は，大学内の無料駐車場を

ご利用ください。JR バスでお越しの方は，西条駅、

呉駅発の「広島国際大学行き」をご利用ください。

詳しくは、広島国際大学ホームページにおいて「交

通アクセス」をご覧になるか、上記へお問い合わせ

ください。

広島国際大学 サマーカレッジ 2011　参加申込書　

FAX 送り先  (082) 422-1610　東広島市教育委員会生涯学習課

（ふりがな）

お名前

電話または

FAX 番号

その他　ご質問・ご要望など

参加希望日：　該当する項目に○を付けてください。

　・  ２日間すべてに参加する。（　　）

　・  日程を限定して参加する。（　　）

　　　　　　日程を限定して参加を希望される場合、参加希望日程に○を付けてください。

　　　　　　１日目 7 月 23 日（土）　午前（　　）　午後（　　）　両方（　　）　　　　

　　　　　　２日目 9月 10 日（土）　午前（　　）　午後（　　）　両方（　　）

送迎バスの利用を希望される方は、往路、復路、両方のいずれかの利用形態に○を付け、あわせて

発着場所についても西条駅か、東広島駅かのどちらかに○を付けてください。

　１日目 7 月 23 日（土）　往路（　　）　復路（　　）　両方（　　）　　発着　西条駅　東広島駅

　２日目 9月 10 日（土）　往路（　　）　復路（　　）　両方（　　）　　発着　西条駅　東広島駅　

※お身体に配慮が必要でしたらお書きください ( 車椅子利用、食物アレルギーなど )。

なお、大学構内は車椅子移動に対応しています。

住所　〒

広島国際大学 サマーカレッジ 2011

2011 年 7 月 23 日 ( 土 )・9 月 10 日（土）開催

主催： 広島国際大学心理科学部（臨床心理学科，コミュニケーション心理学科）

共催： 東広島市教育委員会、広島国際大学入試センター

場所： 広島国際大学東広島キャンパス（〒739-2695 広島県東広島市黒瀬学園台 555-36）

対象者：主として広島県に在住する方、　年齢制限：特になし、　募集定員：30 名

参加費：無料（昼食・広島国際大学グッズ付き）

JR 西条駅・東広島駅から無料送迎バスを運行します。

参加･申込に関する詳細は下記の連絡先までお問い合わせください。

東広島市教育委員会生涯学習課　電話 (082) 420-0979，FAX (082) 422-1610

7 月 23 日（土）  つながる幸せ―コミュニケーション力を磨こう―

かしこくなった家電製品のひみつ
模擬講義「大学で心理学を勉強しよう」、

 　 「調査データの読み方ーあなたはだまされていませんかー」他

9 月 10 日 （土） 睡眠は脳と心の栄養―生活リズム健康法―

これって何ごみ？―ごみの分別に迷ってませんか―
模擬講義「臨床心理学の実践」、「Getting to know You」他

　　　

　　　　　

会場住所：〒739-2695 東広島市黒瀬学園台 555-36


