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広島国際大学（学長：焼廣益秀）は２０１８年４月、「広国市民大学」を開学しま

す。大学創立２０周年記念事業の一環で、キャンパスのある東広島市、呉市の近隣住

民を主な対象に２つのコースを設置します。 

本学は、地域や社会の全ての人にとって「ともにしあわせになる学び舎」になるこ

とを目指しています。市民大学の開学を機に、誰もが一緒に集い、学びあい、教えあ

うことにしあわせを感じられる場として、気軽にキャンパスを訪れてもらいます。 

「こども未来コース」は子どもへの理解 

を深める講義のほか、親子で一緒に陶芸や 

ピザ焼きなどの体験をして、よりよい親子 

関係のあり方を学びます。 

「ＩＴ活用コース」はパソコンの基礎知 

識にはじまり、インターネットやＷｏｒｄ、 

Ｅｘｃｅｌなどのスキルを修得します。 

つきましては、事前概要や概要をお知ら 

せしますので、取材で取り上げていただき 

たくよろしくお願いします。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１．実施期間：２０１８年５月～２０１９年２月【１回９０分で各コース計１２回】 

２．場 所：広島国際大学東広島キャンパス（東広島市黒瀬学園台５５５－３６） 

３．対  象：主に東広島市、呉市在住・在勤・在学（その他地域でも可）で広国市

民大学の誰もが一緒に集い、学びあい、教えあうことにしあわせを感

じられる場として活動する、という趣旨に賛同する方 

       ※「こども未来コース」は子育てに関心のある方、「ＩＴ活用コース」 

        はシニアでパソコン初心者の方推奨 

４．定  員：各２５人（超過した場合は抽選） 

５．学  費：年額９，８００円程度（こども未来コースの座学のみなら６，８００円程度） 

６．そ の 他：・「こども未来コース」は、無料の託児サービスを準備予定。 

       ・申込受付は２０１８年３月２日（金）まで。 

 
        
■取材の申し込みおよび内容に関するお問い合わせ先 
学校法人常翔学園 広報室（坂井） TEL：0823-27-3102 携帯：090-3038-9927 

誰もが学ぶしあわせを感じられるキャンパスに 

「 広 国 市 民 大 学 」 開 学 
【２０１８年４ 月  東広島キャンパス】 

ＩＴ活用コース体験入学の様子（２０１７年１１月） 
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“元気な子”と思っていた自分の子どもに“問題児”というレッテルを貼られると、親としては非常に悩み、苦しむ
ところですね。しかし、“そのようなレッテルを貼った人にとっては“問題児”かもしれませんが、他の人にとって
は“最も子どもらしい子”という評価になるかもしれませんね。この回では、子どもの評価について、いろいろな角
度から一緒に考えてみたいと思います。

「何でうちの子は、あんな性格なんだろうね。誰に似たんかね…」といった言葉を口にしたり、耳にしたことはあり
ませんか？もちろん性格を変えることはできますが、では、性格を変えたいと思う理由は？その目的は？変われば、
何が変わると思いますか？等々、この回では、実際の場面を通して受講生の皆さんと「性格を変える」ことについ
て、いろいろな角度から一緒に考えてみたいと思います。

生まれて半年くらいまでの子どもの性格は、ほとんど違いは有りません。ところが、3，4歳になる頃までには大きな
違いが生まれてきます。それぞれの子どもの性格は、置かれている環境や人、特に家族との関係に順応するために身
に付けた“仮面”なんです。この回では、“うちの子”らしい性格を作り上げるための親子関係について、一緒に考
えてみたいと思います。

黒瀬町にある保田釜で陶芸体験・ピザ作り体験を実施する予定です。
※参加者の皆様の都合を踏まえ、実施日を決定いたします。

絵本の読み聞かせに興味はあるけど、「どんな風に読めばいいんだろう？」「本当にこれで良いのかな･･･」という小
さな悩み、感じている方が実は多いです。この講座では、はじめて絵本と出会う赤ちゃんから乳幼児へ向けた読み聞
かせを中心に、こどもの絵本のお話と、こどもと絵本を読むひと時のしあわせについてご案内します。

例年、7月～8月の間で実施する「子ども向け体験講座」内、いずれか３回体験いただくことが可能です。
※講座により、定員の制限がありますので、予めご了承ください。

7月～8月の間での
実施を予定

性格は変えることが出来るの？
【座学】
講師：吉川 眞
（医療福祉学部　教授）

子どもの性格は親がモデル？
【座学】
講師：吉川 眞
（医療福祉学部　教授）

社会見学・体験教室等
保田窯で陶芸体験・ピザ作り体験
【学外体験】
※本学外体験は別途3千円程度予算が発
生いたします。

絵本のまどをひらこう
～親と子で絵本と出会う～【座学】
講師：東広島市立図書館児童サービス
      担当スタッフ

東広島市の子育て支援
～妊娠から出産・子育て期までの切れ目
ない支援～【座学】
講師：鈴木　嘉一郎
（東広島市こども未来部こども家庭課
　次長兼こども家庭課長）

子ども向け体験講座
（職業、科学・ものづくり）
【学内体験】
※期間内で実施する講座内、いずれか３
回体験いただくことが可能です。
※対象は小学生以上となりますので、ご
了承ください。
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こども未来コース＜基礎編＞

〔概要〕：子どもを育てることを通して、親も成長することができます。とは言え、否応なく中学校時代
　　　　　に巻き起こる思春期の”嵐”は、親にとっては厄介です。それを上手くやり過ごすことが出来る
　　　　　かどうかはそれまでの６年間の親子関係の質と量が鍵です。
　　　　　ここでは６年間の関わり方、見守り方を学びます。（全12回〔予定〕）
〔定員〕：25名
〔場所〕：広島国際大学 東広島キャンパス
〔対象〕：主に東広島市、呉市在住・在勤・在学（その他地域でも可）で広国市民大学の趣旨に賛同する方、
　　　　　子育てに関心のある方

No 講座名／講師 講座内容日時

1
子どもを躾けるとは？【座学】
講師：吉川 眞
（医療福祉学部　教授）

“躾”けるという漢字を分解すると、身体＝行動（振る舞い）を美しくする、つまり、人に迷惑をかけない行動をす
るように教えることとなります。ただ、 “こころ”を育てなければ、“迷惑をかけない”振る舞いが出来ても人との
信頼関係を作り上げることが出来ず、その後の人生にとって負の影響を与えてしまいます。この回では、“こころ”
を育てながら振る舞いをよくする方法について一緒に考えてみたいと思います。
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5月16日（水）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

6月13日（水）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

7月18日（水）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

【留意事項】
・開講日は平日（月～金）いずれか１日（月１回程度）を予定しております。
　①10：00～11：30、②13：00～14：30
　※①、②とも同内容で、お好きな時間帯で学習いただけます。
　※学内体験、学外体験に関しては、土・日曜・祝日での開講となります。
・各コース内の講座で申込みが少ない場合、開講しない場合があります。
・講座により教材費など、別途自己負担になる場合があります。

子どもが自立することは、親にとってはうれしい反面、特に母親にとっては“辛い分離”でもあります。もちろん、
小学校6年生までの段階で自立するなんてことはありませんが、その時期までに自立できるような素地を作り上げてお
くことは親としての責務でもあります。この回では、その間の関わりの在り方、強い分離不安を親子共に抱くことな
くスムーズ分離できる対応の仕方について、一緒に考えてみたいと思います。

10月17日（水）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

9月12日（水）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

11月14日（水）
①10:00～11:30
②13:00～14:30
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子どもと一緒にプログラミング教室
【学内体験】
※対象は小学生以上となりますので、ご
了承ください。

プログラミング言語を使って、プログラミングを勉強します。
この講座でプログラミングの世界を体験してみましょう！
※参加者の皆様の都合を踏まえ、実施日を決定いたします。

11月～12月の間での
実施を予定

1月～2月の間での
実施を予定

うちの子どもは問題児？【座学】
講師：吉川 眞
（医療福祉学部　教授）

自立した子どもに育てるには
【座学】
講師：吉川 眞
（医療福祉学部　教授）
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2月13日（水）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

東広島市の状況や国・県の動向、市の子育て支援への取り組みを紹介、知っていただきたいと思います。
市は、「つながる　つなげる　育ちあいのまちづくり」を東広島市子ども子育て支援事業計画の理念に、「すべての
親子に子育て支援を」、「すべての市民が子育て支援者に」、「そして元気なまちづくり」をめざし、市（行政）、
地域、家庭が一緒になって子どもを育てていくことのできる地域を目指していることを理解いただければと思いま
す。
行政と市民との役割の中で、私たち（子育て家庭を含む）が一人の子育て支援の担い手であると考えたとき、何がで
きるかを考えてみましょう。
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日時

5月8日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

5月22日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

6月5日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

7月3日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

2月12日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

2月19日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

IT何でも相談室2
～日頃、試したいと思っていることに
チャレンジしたり、疑問を解消しましょ
う～
講師：寺重　隆視　ほか
（工学部　教授）

第11回までの学習を通じて疑問に思っていること、あるいは日頃不思議に思っていること、チャ
レンジしてみたいこと、なんでも相談してください。また受講生どうしでコミュニケーションを
とり交流を楽しみましょう。

ＩＴ活用コース＜初級編・シニア向け＞
〔概要〕：生活の中にITを取り入れることで人生をより豊かで幸せにすることができます。
　　　　　ITの進歩により今や車の自動運転の実用化も視野に入ってきました。
　　　　　ITは私たちの日常生活を便利にし、その可能性は無限大です。
　　　　　このコースはITを学ぶことで、これからの人生がより素晴らしく輝くような学習コミュニティー
　　　　　づくりを目指します。（全12回〔予定〕）
〔定員〕：25名
〔場所〕：広島国際大学 東広島キャンパス
〔対象〕：主に東広島市、呉市在住・在勤・在学（その他地域でも可）で広国市民大学の趣旨に賛同する方、
　　　　　シニアの方、パソコン初心者の方

No 講座名／講師 講座内容

1

はじめてのパソコン
～電源の入れ方からマウス、キーボード
の使い方、文字入力まで～
講師：糸川　裕子　ほか
（心理科学部　助教）

ICTを使って人生を楽しむ秘訣を学んでいきましょう。初回はまず、パソコンの電源スイッチは
どこにあるの？どうやって電源を入れるの？マウスって何？というところから始めて、文字や数
字をパソコンに伝える（入力する）方法を会得しましょう。パソコンへの抵抗感を下げることを
目標にします。
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タブレット2
～お店の検索、地図と道案内、時刻表な
どを活用し、生活の利便性を向上～
講師：上月　具挙　ほか
（保健医療学部　講師）

タブレットの特徴は、パソコンに比べて小型・軽量で携帯性に優れていること。出先でお店を検
索したり、そのお店への経路を地図で確認したり、乗り物の時刻を調べたり、と便利に使うこと
もできます。今回は教室の中で、そのような疑似体験を行ってみましょう。
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Word2
～回覧板や名刺など文書を作ってみま
しょう～
講師：宮崎　龍二　ほか
（心理科学部　准教授）

IT何でも相談室1
～日頃、試したいと思っていることに
チャレンジしたり、疑問を解消しましょ
う～
講師：糸川　裕子　ほか
（心理科学部　助教）

Word1
～パソコンの基礎知識を習得しながら
wordを体験してみましょう～
講師：上月　具挙　ほか
（保健医療学部　講師）
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8月7日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

9月4日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

10月9日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

11月6日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

12月4日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

1月8日（火）
①10:00～11:30
②13:00～14:30
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【留意事項】
・開講日は平日（月～金）いずれか１日（月１回程度）を予定しております。
　①10：00～11：30、②13：00～14：30
　※①、②とも同内容で、お好きな時間帯で学習いただけます。
・講師及び講義日時など変更となる場合があります。
・各コース内の講座で申込みが少ない場合、開講しない場合があります。
・講座により教材費など、別途自己負担になる場合があります。

Word3
～年賀状を作ってみましょう。 写真や
絵をパソコンに取り込んでみましょう～
講師：寺重　隆視　ほか
（工学部　教授）

Excel
～スケジュール表やおこずかい帳、名
簿、グラフなどを作りましょう～
講師：寺重　隆視　ほか
（工学部　教授）

タブレット1
～タブレットの基本的な使い方～
講師：宮崎　龍二　ほか
（心理科学部　准教授）

インターネットでできること1
～調べたり、買い物をしてみましょう～
講師：齋　礼　ほか
（総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部　教授）

前回に続いてインターネットでできることをご紹介します。写真や動画、あるいはメッセージ
を、一瞬にして送ったり受けたりできますよ。遠くに住んでいても、楽しくコミュニケーション
できます。使い方を学び、原理も少しだけ理解しましょう。

スカイプとは、テレビ電話のようなものです。相手を見ながらお話ができますよ。お孫さんな
ど、遠くに住んでいる親しい方といつも一緒にいるような気がしますよ。そのためのパソコンの
設定や使い方を学びましょう。

「Word」の使い方の実例として、回覧板を作ってみましょう。町内会のお仕事に役に立つかもし
れません。また、個人用の名刺を作って友達と交換しましょう。 絵や写真を入れるのも楽しい
かもしれませんよ。パーティーのプログラムやお料理のメニューを作ることにも応用できるかも
しれませんね。

第4回までの学習を通じて疑問に思っていること、あるいは日頃不思議に思っていること、チャ
レンジしてみたいこと、なんでも相談してください。また受講生どうしでコミュニケーションを
とり交流を楽しみましょう。

第6回～第9回はワードプロセッサー（ワープロ）ソフトを使うことを学びます。今回は代表的な
ワープロソフト「Word」の基礎的な使い方を学びます。書いて（入力して）、印刷して、データ
（ファイル）を保存してみましょう。そしてファイルの読出しもやってみましょう。

第6回～第7回で学んだ技を駆使して楽しい年賀状を作りましょう。干支の画像や、ご自分で取ら
れた写真・描かれた絵などをデータとして取り込んで、年賀状をデザインすることもできます
よ。

今回は表計算ソフトの使い方と実例を学びます。代表的な表計算ソフト「Excel」の基礎的な使
い方を学び、スケジュール表やおこづかい帳を作ってみましょう。また、「Excel」を使うと
様々な形のグラフを作ることもできます。ここでは簡単なグラフの作成を体験してみましょう。

第10回～第11回はタブレットの使い方について学びます。タブレットはパソコンに比べると、小
さくて軽く、携帯に便利なICT機器ですが、その機能や性能はパソコンに匹敵します。使い方は
パソコンと似ているところもありますが、文字入力が画面（タッチパネル）に触れることで行う
など、異なる点もあります。今回は、タブレットの基本的な使い方を学び、タブレットに慣れま
しょう。

インターネットを使うといろいろな楽しいことができますよ。インターネットでできることを学
びましょう。こんなこともできるのってびっくりするかも。今回はいろいろなことを調べたり、
ネットショップで、お買い物をする疑似体験をしてみましょう。

インターネットでできること2
～メールなどで写真やメッセージなどを
やり取りしましょう～
講師：糸川　裕子　ほか
（心理科学部　助教）

インターネットでできること3
～スカイプで遠く離れたお孫さんなどと
話をしてみましょう～
講師：齋　礼　ほか
（総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部　教授）


