
文部科学省認可通信教育

放送大学広島学習センター・福山サテライトスペース

２０２２年度第２学期(２０２２年１０月～２０２３年３月)

公開特別講座・学習相談日程表

●公開特別講座(一般・在学生対象)
　広島学習センター・福山サテライトスペースの客員教員が、専門分野に沿ったテーマで隔月で 開講する
９０分の講義（受講無料 ）です。

●放送大学学生だけでなく、一般の方の受講も歓迎 します。
●受講を希望される方は、授業開始前までに講義会場にお越しください。
　 ※電話等による事前の申込みは不要です。
●講義会場は、当日に１階エレベーター前案内板及び３階事務室前掲示板に掲示 します。

　公開特別講座は単位にはなりませんが、教員から講義を直接受けることのできる良い機会です。
　是非、お友達やお知り合いを誘って受講してください！

●学習相談(在学生対象)
　広島学習センター・福山サテライトスペースの客員教員が、学習上の相談に応じます。
　学習相談を希望される方は、事前に事務室へお申込みください。
　１回の学習相談につき、１教員４名まで受け付けをします。（相談は原則として受付順）
　相談時間は１名につき１５分程度です。

●対象者
●申込に必要な事項
●申込先







広島学習センター・福山サテライトスペース所属の学生
相談を希望する教員名、相談日時、相談内容(具体的に)
広島学習センター・福山サテライトスペース事務室(電話可)

ご注意ください
　公開特別講座、学習相談は日程変更及び中止になる場合があります。
　日程変更が生じた場合は、学習センター内掲示板及び広島学習センター・福山サテライトスペースのウェ
ブサイトに掲載しますので、受講前に必ず確認してください。

ウェブサイト掲載場所　トップページ「この学習センターについて」⇒公開講演会・オープンキャンパス・個別相談会

①

②

※画面は２０２２年度第１学期の内容です。

③



　 本講座では、第１学期につづき、グローバル化の進展と国際経済の変化がもたらす地
域間の経済格差や経済のサービス化、グローバル観光と地域活性化に関連したテーマ
を取り上げ、問題点と今後の展開を考えてみます。

　私たちは普段、必ず色に囲まれて生活しています。その色は、たまたまその色になった
のではなく、その色が選ばれ使われた理由があるのです。なぜその色が使われたのか、
その理由を知り、QOL（人生の質、生活の質）を高めてみませんか。

藤村　昌彦（フジムラ　マサヒコ）　広島都市学園大学健康科学部・教授
専門：ヘルスプロモーション（健康増進）、高齢者の介護予防、リハビリテーション

【講座名】 今日からできる、健康づくりの基礎知識

　わが国は世界を代表する長寿国です。しかし、平均寿命を延ばすだけでは、生活の質
を担保できません。いかに健康寿命を延伸するかが大切です。この講義では、健康づくり
を実践するための工夫を一緒に考えましょう。

客員教員紹介、講座名・講座概要

【講座名】

重松清「ひこばえ」をライフサイクルの視点から読む

社
会
と
産
業
コ
ー
ス

権　俸基（クォン　ボンギ）　広島文化学園大学名誉教授
専門：国際経済学

国際経済環境の変化とグローバルビジネス

広島学習センター実施

生
活
と
福
祉
コ
ー
ス

三根　和浪（ミネ　カズナミ）　広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授
専門：美術教育学（表現教育論、鑑賞教育論）

【講座名】 生活の中の色の企み

小宮山　道夫（コミヤマ　ミチオ）　広島大学森戸国際高等教育学院・准教授
専門：教育史学、アーカイブズ学

澤田　英三（サワダ　ヒデミ）　安田女子大学心理学部・教授
専門：発達心理学、フィールド研究の方法論

大教育者との対話

中島　健一郎（ナカシマ　ケンイチロウ）　広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授
専門：社会心理学・教育心理学

心
理
と
教
育
コ
ー
ス

　古今東西、偉大な人物たちが各界に数多く現れ、それぞれが後生の人々に向けて珠
玉の名言名辞を残してきました。そんな大教育者たちの言葉に改めて耳を傾け、その言
葉の持つ意味とそれが生まれた背景に思いを巡らせ、偉人との対話を楽しんでみましょ
う。きっと新しい自分と出会えることでしょう。

※坂田先生には、放送大学学生の学習相談をご担当いただきます。
　 相談を希望される方は事務室へお申し込みください。

【講座名】 対人関係について考える：心理学の研究紹介を通して

　わたしたちは（程度の差こそあれ）周囲の人々とかかわりをもちながら、毎日を過ごして
います。このような対人関係は、わたしたちにどのような影響を及ぼしているのでしょうか。
本講座では、この問いについて心理学の観点から考えていきたいと思います。

【講座名】

【講座名】

　本講座は、第１学期に続いて、作家・重松清の作品「ひこばえ」を取り上げ、ライフサイク
ルの観点から参加者のみなさんと読み解いていきます。

坂田　省吾（サカタ　ショウゴ）　広島大学大学院人間社会科学研究科・教授
専門：学習心理学、生理心理学



人
間
と
文
化
コ
ー
ス

今林　修（イマハヤシ　オサム）　広島大学大学院人間社会科学研究科・教授
専門：フィロロジー、文体論

英語の品詞について

   本講座では、昨年、一昨年とコロナ禍の中で英語の文法についてお話しをしましたが、
本年度は、英語の品詞について詳しくお話していきたいと考えています。第２学期では、
形容詞、副詞、前置詞を扱う予定です。

国際社会のルール：国際法

　17世紀の計算機械から現代のコンピュータに至るまでの道のりを、計算を実行する機
械（ハードウェア）と、それに与える指示（ソフトウェア）の２つの視点から振り返っていきま
す。また、21年度に休講したテーマの補講も行います。

   心理学における知見の多くは私たちの身近なところから導きだされ、根づいています。
この講座では私たちの身の回りの場面で見られる事象を心理学の視点から考えてみま
す。

人
間
と
文
化
コ
ー
ス

勝部　眞人（カツベ　マコト）　広島大学名誉教授
専門：日本近代史

自
然
と
環
境
コ
ー
ス

加藤　範久（カトウ　ノリヒサ）　広島大学名誉教授
専門：栄養学、食品科学

【講座名】 食の観点から環境とヒトとの関係について考える

　今日の私たちの健康や病気は、私たちを取り巻く環境、特に食環境との関係から理解
することが大切です。この関係性の破綻が病気につながり、次世代の健康にまで影響を
及ぼしていることを考えてみたいと思います。

福山サテライトスペース実施

近代日本と戦争

【講座名】 身近な心理学

【講座名】

広島学習センター実施

　現在世界でおこっている様々な事象（事件・紛争etc）には、それらについての国際法が
存在し（ない場合もありますが）、ルールに従い、より平和的に可決できる場合がありま
す。
　具体的な例を取り上げながら、法的側面から検討してみたいと思います。

社
会
と
産
業
コ
ー
ス

西谷　元（ニシタニ　ハジメ）　広島大学名誉教授
専門：国際法・国際機構法

心
理
と
教
育
コ
ー
ス

髙澤　健司（タカサワ　ケンジ）　福山市立大学教育学部・准教授
専門：発達心理学、青年心理学

　21世紀の現在、ウクライナで突如前世紀を彷彿とさせる戦争が勃発しました。ロシアの
無謀さは、さながら戦前日本のそれと重なって見えてきます。改めて、近代日本が戦争と
どう向き合ったかを見つめ直すことが必要なのかもしれません。

【講座名】

情
報
コ
ー
ス

椿　康和（ツバキ　ヤスカズ）　広島大学名誉教授
専門：情報資源管理、社会情報学

【講座名】 コンピュータ前史

【講座名】



朝日新聞出版「ひこばえ」を読む ⑦

　６日（日）

講義テーマ

藤村　昌彦 「生活不活発病」は予防できます

１０：３０～１２：００

１０：３０～１２：００

西谷　元
安全保障とは？

ー平和的手段・自衛(権)・平和的維持活動(PKO)・集団的…ー

小宮山　道夫

１０：３０～１２：００ 澤田　英三

１３：００～１４：３０

　３日（土）

グローバル時代の経済発展と相対的貧困

１５：００～１６：３０

１０：３０～１２：００ 中島　健一郎

広島学習センター実施・公開特別講座（10月～12月）

　２日（日）

１０：３０～１２：００ 権　俸基

三根　和浪

１５日（土）

１３日（日）

11月
日時 講師名

１０：３０～１２：００

１６日（日）

２３日（日）

１３：００～１４：３０

加藤　範久 日本の食環境

椿　康和 コンピュータと暗号

生活の中の色のイメージ（食べ物の色）

セルフコントロールと対人関係

１３：００～１４：３０

講義テーマ

講師名 講義テーマ

　１日（土）

10月
日時

12月
日時

古代の大教育者たち

日露戦争の悲劇

権　俸基 サービス貿易の拡大とコンテンツ産業の発展

１９日（土）

２６日（土）

１０：３０～１２：００

講師名

１３：００～１４：３０ 勝部　眞人

１３：００～１４：３０ 椿　康和

１３：００～１４：３０ 三根　和浪

中島　健一郎 自尊感情と対人関係

１０：３０～１２：００ 日本の発酵食品加藤　範久

計算する機械を求めて
～パスカリーヌ・階差機関・寅式計算器～

生活の中の色のイメージ（ファッションの色）

１８日（日）

２４日（土）

１０日（土）



１０月　１日（土）　１０：３０～ １０月　２日（日）　１０：３０～

１１月１９日（土）　１２：００～

１２月  ３日（土）　１０：３０～ １２月　４日（日）　１０：３０～

１０月　９日（日）　１０：３０～

１１月　５日（土）　１０：３０～

１２月　３日（土）　１２：００～

１２月１０日（土）　１２：３０～

１１月　６日（日）　１４：３０～

１２月　４日（日）　１０：３０～

１１月１９日（土）　１５：００～

小宮山　道夫

１０月　２日（日）　１５：００～ １０月　８日（土）　１５：００～

１１月１３日（日）　１６：３０～

１２月１７日（土）　１５：００～ １２月２４日（土）　１５：００～

１０月１６日（日）　１４：３０～

１１月１３日（日）　１０：３０～

１２月２４日（土）　１４：３０～ １２月２５日（日）　１５：００～

１０月　２日（日）　１０：３０～
生活と福祉

藤村　昌彦

三根　和浪

１０月　８日（土）　１３：００～

自然と環境 加藤　範久

椿　康和

１２月１１日（日）　１０：３０～

１０月　１日（土）　１０：３０～

西谷　元

１１月１２日（土）　１０：３０～

１０月　1日（土）　１０：３０～

１０月１５日（土）　１２：３０～

勝部　眞人

澤田　英三

中島　健一郎

心理と教育

社会と産業

人間と文化

１２月　３日（土）　１０：３０～

権　俸基

坂田　省吾

情報

１２月　４日（日）　１０：３０～

１０月２３日（日）　１０：３０～

１１月　６日（日）　１２：００～

１２月　４日（日）　１０：３０～ １２月１１日（日）　１０：３０～

１０月　１日（土）　１２：００～ １０月　２日（日）　１３：００～

１２月１８日（日）　１４：３０～ １２月２４日（土）　１０：３０～

１０月　２日（日）　１０：３０～ １０月１６日（日）　１０：３０～

１１月２６日（土）　１４：３０～

１２月１１日（日）　１０：３０～ １２月１７日（土）　１３：００～

１０月　９日（日）　１０：３０～ １０月２３日（日）　１４：３０～

１１月１２日（土）　１０：３０～

１０月　２日（日）　１２：００～ １０月　８日（土）　１０：３０～

１１月　５日（土）　１０：３０～

１２月１０日（土）　１０：３０～ １２月１８日（日）　１２：００～

日時

 広島学習センター実施・学習相談（10月～12月）

コース 講師名



グローバル観光の振興と地域活性化権　俸基

講師名

食環境とフレイル（虚弱）

膝関節のおはなし

近代・現代の大教育者たち

講師名 講義テーマ

１０：３０～１２：００

三根　和浪

勝部　眞人

藤村　昌彦

１３：００～１４：３０

１０：３０～１２：００

１３：００～１４：３０

２９日（日）

２６日（日） １３：００～１４：３０ 椿　康和

小宮山　道夫

コンピュータへの道程
～解析機関・チューリングマシン・ABC～

１５：００～１６：３０

１０：３０～１２：００

  ５日（日）

１１日（土）

日時

中世・近世の大教育者たち１０：３０～１２：００

1月

広島学習センター実施・公開特別講座（1月～3月）

日時

　７日（土）

１３：００～１４：３０

講義テーマ

“欧州大戦”と日本

講師名

１０：３０～１２：００

１０：３０～１２：００

  ４日（土）

１８日（土）

２５日（土）

１５：００～１６：３０

１０：３０～１２：００

日時

2月

１０：３０～１２：００

　８日（日）

　４日（土）

講義テーマ

朝日新聞出版「ひこばえ」を読む ⑧

勝部　眞人

澤田　英三

西谷　元

藤村　昌彦

国際司法裁判所へ「訴えてやる!!!」

小宮山　道夫

進化した人類の悩みと腰痛とは

１２日（日）

澤田　英三 朝日新聞出版「ひこばえ」を読む ⑨

西谷　元 日本の領土問題ー北方領土・竹島・尖閣諸島＋南鳥島ー

１０：３０～１２：００ 加藤　範久

3月

アジア太平洋戦争における日本

生活の中の色のイメージ（空間の色）

自尊感情を改めて考える中島　健一郎



２月１８日（土）　１５：００～

１月　７日（土）　１０：３０～

２月　５日（日）　１０：３０～

２月２５日（土）　１４：３０～

２月　４日（土）　１０：３０～

２月  ５日（日）　１０：３０～

３月１１日（土）　１２：００～

１月  ８日（日）　１２：００～

２月　５日（日）　１０：３０～

２月　４日（土）　１０：３０～

２月２６日（日）　１４：３０～

２月１８日（土）　１２：００～

１月　７日（土）　１４：３０～

３月　５日（日）　１０：３０～

１月　８日（日）　１０：３０～

西谷　元

社会と産業

権　俸基

加藤　範久自然と環境

椿　康和

１月１４日（土）　１０：３０～

３月１２日（日）　１２：００～

３月２５日（土）　１０：３０～

日時コース

２月　４日（土）　１２：００～

小宮山　道夫

 広島学習センター実施・学習相談（1月～3月）

澤田　英三

講師名

坂田　省吾

生活と福祉

１月　７日（土）　１０：３０～

２月１８日（土）　１０：３０～

中島　健一郎

心理と教育

３月　４日（土）　１０：３０～

藤村　昌彦

３月  ５日（日）　１２：００～

３月　４日（土）　１６：３０～

１月２９日（日）　１３：００～

三根　和浪

１月２９日（日）　１２：００～１月１４日（土）　１０：３０～

１月　８日（日）　１０：３０～

１月１４日（土）　１０：３０～ １月１５日（日）　１０：３０～

３月２５日（土）　１０：３０～

１月　７日（土）　１５：００～ １月　８日（日）　１６：３０～

３月１１日（土）　１０：３０～

１月１５日（日）　１０：３０～

１月　７日（土）　１２：００～

１月２８日（土）　１０：３０～

１月　８日（日）　１０：３０～

人間と文化

情報

３月　４日（土）　１０：３０～

３月　４日（土）　１２：００～

１月１４日（土）　１３：００～

勝部　眞人

１月１４日（土）　１５：００～



3月
日時 講師名 講義テーマ

講義テーマ

今林　修 形容詞

講師名

  ８日（土）

広島学習センター
〒730-0053　広島市中区東千田町1-1-89
(広島大学東千田キャンパス)
TEL082-247-4030
FAX082-247-4461

福山サテライトスペース
〒720-0812　福山市霞町1-10-1
（まなびの館ローズコム3F)
TEL084-991-2011
FAX084-991-2012

２６日（土）

メールアドレス　hiroshima-sc@ouj.ac.jp

ウェブサイト　https://www.sc.ouj.ac.jp/center/hiroshima/

１８日（土） １０：３０～１２：００ 髙澤　健司 社会と心理学

 福山サテライトスペース実施・学習相談（10月～3月）

講師名 講義テーマ

講師名

１２月

２６日（土）１２：００～

　７日（土）１２：００～

１８日（土）１２：００～

日時

１０：３０～１２：００

1月

１７日（土） 今林　修 副詞

髙澤　健司

10月
講義テーマ

11月

１０：３０～１２：００

12月
日時 講師名 講義テーマ

日時

日時

キャリアと心理学

１０：３０～１２：００

講師名

３月

講師名 講義テーマ

前置詞

今林　修

２月 ２５日（土）１５：００～

１７日（土）１２：００～ １月

　８日（土）１２：００～ １１月

髙澤　健司 自己と心理学１０：３０～１２：００

2月
日時

１０月

心理と教育 髙澤　健司

１５日（土）１０：３０～ １１月

コース

２月

  ５日（日）

１２日（土）１０：３０～

２８日（土）１５：００～

１０月

１２月

１０：３０～１２：００

福山サテライトスペース実施・公開特別講座（10月～3月）

人間と文化

日時

今林　修

　７日（土）

　５日（日）１２：００～

　３日（土）１０：３０～ １月

１８日（土）１０：３０～ ３月

広


