
担当者 　　 波多野 五三／John Herbert／Robert Dormer／関谷 弘毅／河内 清志

　　　波多野 五三／John Herbert／Robert Dormer／磯部 祐実子／戸田 慧

セミナー1

セミナー2

セミナー1

セミナー2

セミナー1

セミナー2

セミナー1

セミナー2

　　　佐藤 茂樹／柚木 靖史／植西　浩一

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

　　　渡邊 ゆかり／足立 直子

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

日本文化学科

4時間目 14：40～16：10　

英米文化とファッション

英米文化と映画

ワークショップ

ワークショップ

1時間目 9：00～10：30　

2時間目 10：40～12：10　

3時間目 13：00～14：30　
ワークショップ

ワークショップ

詩集作り　②詩の記入 詩集作り　⑥和綴じ

4 詩集を作ってみよう！　～ことばのプレゼント～
セミナーを通して修得できる力

　●詩が持つことばの力を分析する力
　●構成を意識しながら詩集を作成する力
　●詩集を通して詩の魅力を他者に伝える力

本セミナーでは、詩集を編む体験を通して「ことば」の持つ力について考えることを目的としています。受講開始日までに、各自であらかじめ詩集のテーマと詩集に載せる詩(数編)を選んできても
らいます。二日間のセミナーでは、詩集の編み方を教員が丁寧にわかりやすく解説した後、あらかじめ考えてきた詩集のテーマと詩(数編)を基に、前書、後書、目次、配列、挿絵、奥付などにも
工夫をこらしながら詩集を編み、最後に和綴じで装丁します。大切な人に贈る世界に一つだけのオリジナル詩集をいっしょに作りましょう。

8月8日（土） 8月9日（日）

13：00～14：30　 『とはずがたり』三次への旅
漱石『三四郎』の汽車の女と『この世界の片隅に』のすずさん

－戦争の世紀の広島・呉－

14：40～16：10　

14：40～16：10　 詩集作り　③挿し絵挿入 詩集の紹介文の作成

9：00～10：30　 ガイダンス（10：00～10：30） 詩集作り　④前書、後書、奥付の記入

10：40～12：10　 詩集の作り方の解説　詩集作り　①レイアウト作成 詩集作り　⑤表紙作り

方言に出会う旅　－さまざまな方言を比べてみよう－ 学んだことのまとめ

13：00～14：30　

9：00～10：30　 ガイダンス（10：00～10：30） 伝統文化に出会う旅　－地域が抱える課題－

10：40～12：10　 『とはずがたり』宮島参詣
近現代文学に描かれた広島の風土と文化

－『山彦』から『赤ヘル1975』まで－

3 ディスカバー・広島！
セミナーを通して修得できる力

　●日本や広島の文化を知り、さらにそれを探究していく力
　●日本や広島の文化を自分の言葉で語り、発信する力
　●文化の多様性と普遍性を理解し、多文化共生を進めていく力

8月8日（土） 8月9日（日）

最初は、古典の世界が身近になる講義です。鎌倉時代、後深草院に愛され仕えながら、宮中を追放された、女性後深草院二条、彼女の旅の中の安芸国を読み深めます。人生と旅についても
考えてみましょう。続いて方言の旅へ。その土地ならではの言葉との出会いを通して、その地に暮らす人々の精神世界を探ります。さらに、広島県域の伝統文化や郷土資料から、それらが抱え
る課題を見つめます。結びは、近現代文学と広島。100年前の不朽の青春文学と被爆を描いた名作漫画のつながりとは？広島・呉から近代日本の光と影に迫ります。また、新聞紙上を賑わし
た『山椒魚』改稿論争から文学を読むということそのものについて考えます。さあ、広島の文学、文化、言葉にふれる発見と驚きにあふれた旅に出発しましょう!!

8月9日（日）

発音ブラッシュアップ

語彙力ブラッシュアップ

ガイダンス（10：00～10：30）

英語力　for  life

　図書館や自宅のある詩集の中から、自分の好きな詩を事前に数編選んでおいてください。

英語力を磨くにはコツがあります。まずは英語の発音や単語のしくみをしっかり理解しましょう。正しい知識があれば、英語力は確実に伸ばすことができます。2日目にはワークショップを行いま
す。英語文化コースの授業を体験してみませんか。GSE（Global Studies in English）コースの授業も紹介します。

●英語文化コース国際英語学科

1 Brush  up  your  English  ～英語力を磨く～
セミナーを通して修得できる力

　●グローバルな思考力
　●英語力
　●コミュニケーション力

Language and culture for now

Language and culture for the future

8月8日（土）

2
セミナーを通して修得できる力

　●グローバルな思考力
　●英語力
　●コミュニケーション力

イギリスとアメリカの文化にはさまざまな「ふしぎ」があります。食生活、映画、ファッションなど、英米の「ふしぎ」をグローバルな視点から学びましょう。2日目にはワークショップを行います。英語
文化コースの授業を体験してみませんか。GSE（Global Studies in English）コースの授業も紹介します。

英米文化ふしぎ発見！
担当者

！

！

！

！

担当者

担当者

担当者

セミナーの履修にあたり



●生活プロデュース 　　　　　　　●被服・ファッションデザイン

●インテリア・住居・建築デザイン 　　　　　　　●地域デザイン

担当者 　　　小野 育雄／小林 文香

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

　　　三木 幹子／楢﨑　久美子／熊田　亜矢子

　

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

　　　細田 みぎわ／真木 利江

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

　　　田頭 紀和／福田 道宏／永野 晴康

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

9：00～10：30　

10：40～12：10　

13：00～14：30　

14：40～16：10　

9：00～10：30　

10：40～12：10　

13：00～14：30　

14：40～16：10　

9：00～10：30　

地域や街のカラー＝colourときいても「？」と思うかもしれません。カラーは視覚的な「色」という意味ですが、そこから派生して「特色」という意味もあります。考えてみれば「特色」にも「色」と
いう字が使われています。ほかとは異なるところ、個性と言い換えてもいいでしょう。このセミナーでは、自らが住む街や地域が、ほかとはどう違うのか、そのカラーを自然、歴史、文化や食
などさまざまな角度から見つけるコツとそれを発信する方法を実践的に体験します。いつもと違った視点で地域の魅力を発見し、誰かに伝えてみたくなる、そんな講座です。

　●住宅デザインをする上で、基礎的な手順を理解する力
　●住む人の暮らしを具体的にイメージし、機能と空間をまとめる力
　●初歩的な図面、模型を作成する技術力

見つけよう！　地域のカラー、街のカラー
セミナーを通して修得できる力

　●地域や街の良さや問題点を見つけだす力
　●幅広い視点から地域づくりや街づくりを考える力
　●協力して課題に取り組む力

10：40～12：10　

13：00～14：30　

14：40～16：10　
家具、植栽を設置、手直し

プレゼンテーション（図面、模型、設計趣旨）を完成させて提出

8

8月8日（土）

ガイダンス（10：00～10：30）

ル・コルビュジエの休暇小屋について
これからのデザイン作業全般について
「日用品・小物のデザイン」 ①課題出題

「日用品・小物のデザイン」②日用品・小物のデザイン方針の検討

「日用品・小物のデザイン」③日用品・小物のエスキス

目指せ！ファッション・インフルエンサー　～ファッション雑誌を
　　　　　編集しよう～

女性建築家にまなぶ住宅デザイン

9：00～10：30　

10：40～12：10　

8月8日（土）

図面（平面図）作成

14：40～16：10　

生活デザイン学科

私たちの生活において、身のまわりのあらゆるものがデザインされています。人間の生活そのものがデザインする行為であり場所であるといえます。しかし、デザイン（外部）と心（内部）と
がうまくむすばれているでしょうか。このセミナーでは、生活空間を構成するインテリアといった身近なデザインをとりあげます。また、自分で日用品（プロダクト＝文具、食器、家具、インテ
リア雑貨等）をデザインし、生活空間をトータル・プロデュースする作品を制作します。

5
セミナーを通して修得できる力

インテリアからはじめる生活プロデュース
　　●生活空間の成り立ち方について考える力
　　●初歩的な設計図面を作成する力

8月9日（日）

＜特集ページの編集＞①　編集会議・企画書作成

＜特集ページの編集＞②　写真の選定

＜特集ページの編集＞③　ページの配置

8月9日（日）

ファッション業界で活躍するためには、衣服に関する専門知識と技術の他に、個性やセンスが必要とされます。広島女学院大学、生活デザイン学科では、ファッションコーディネートやアレ
ンジについて学ぶことができます。このセミナーでは、ファッションスタイルをコーディネートして、雑誌のファッションおよび特集ページの誌面を構成することで、洋服だけでなく、様々なプロ
ダクトデザインの色、形、イメージ、バランス等を調整する技術と、商品の魅力を表現し、消費者にアピールする能力を身につけます。

6
セミナーを通して修得できる力

13：00～14：30　

「日用品・小物のデザイン」④日用品・小物のエスキス

「日用品・小物のデザイン」⑤プレゼンシートに描画

「日用品・小物のデザイン」⑥仕上げへ向けての描画

「日用品・小物のデザイン」⑦最終仕上げ

●ファッションのコーディネートに必要な技能や、プロダクトデザインに関する専門知識を修得
　することができる（専門知識＆技術）
●自分で新たなスタイルを創造し、商品を魅力的に表現する力を身につけることができる
　（思考力＆表現力）。
●様々な価値観を持った消費者に、わかりやすく情報を伝達するための能力を身につけること
　ができる（多様性＆問題解決能力）。

＜特集ページの編集＞④　仕上げ

プランニング

ガイダンス（10：00～10：30）

＜ファッションページの編集＞①　編集会議・企画書作成

＜ファッションページの編集＞②　コーディネート作品作成＆誌面作成

＜ファッションページの編集＞③　誌面作成・仕上げ

8月8日（土） 8月9日（日）

ガイダンス（10：00～10：30） 模型作成

課題説明

あなたは、将来どういう家で、どういう暮らしをしたいですか？このセミナーでは、自分が住んでみたい住宅の設計を行います。はじめに、住む人の生活をイメージして、間取り図(平面図)を
作ります。同時にどういう形がよいかを考え、外観図(立面図)を描きます。設計の基本的な方法を学びながら、全体を図面にまとめ、模型を製作し、完成です！インテリアデザイナー、建築
士(建築家)への第一歩として、夢の自邸を一緒に設計してみましょう。

模型作成

模型仕上げ

7
セミナーを通して修得できる力

イントロダクション　地図を見てみよう／プレゼンテーション入門

歴史からみる地域カラー／音楽からみる地域カラー

食文化から見る地域カラー／ポスターを作ろう①

8月9日（日）

自然から見るカラー／ポスターを作ろう②

ワーク１　地域について調べよう

ワーク２　地域を歩いてみよう

ポスターを作ろう③

8月8日（土）

ガイダンス（10：00～10：30）

担当者

！

！

！

！

担当者

担当者

担当者



担当者 　　　渡部 佳美／ 野村 希代子／野村 知未

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

　　　下岡 里英／市川　知美／妻木　陽子

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目 14：40～16：10　 対象者の特性と課題を知る 対象者への支援を考える　～発表～

10：40～12：10　 管理栄養士の学びの礎　～生物基礎～
対象者への支援を考える　～課題の取り組み～

13：00～14：30　 対象者をとらえるスキルを学ぶ

10
セミナーを通して修得できる力

　●対象者の特性を知り、行動を分析することができる。
　●健康づくりを支援する方法を理解することができる。
　●対象者の課題解決のための支援について考察することができる。

管理栄養士として活躍するためには、対象者の課題やその原因となっている行動を理解し、その人にあった支援をする力が求められます。このセミナーでは、対象者の課題や行動を分析
する方法を学び、対象者を支援するための栄養教育の進め方について考えます。

ヒトの行動を科学する　

8月8日（土） 8月9日（日）

9：00～10：30　 ガイダンス（10：00～10：30） 管理栄養士の学びの礎　～化学基礎～

13：00～14：30　 おいしさのヒミツを探る 発表準備　食べて比べるレシピの違い

14：40～16：10　 【実験】調理のヒミツを探る 発表会

10：40～12：10　 管理栄養士の学びの礎　～生物基礎～ レシピのヒミツを探る

管理栄養学科

9 おいしさのヒミツを探る
セミナーを通して修得できる力

　　●高校までに学ぶ調理の専門技術を活かすことができる。
　　●科学的根拠に基づいた専門知識を知ることができる。
　　●食品の特徴を知り、調理方法を多面的に考察することができる。

管理栄養士として活躍するためには、あらゆる人においしい食を提案する力が求められます。レシピはおいしさを伝える手法の一つです。このセミナーでは、レシピに隠された秘密から食
材や調理による化学的変化を学び、おいしさについて考えます。※実際に食べて食感の違いを比べてみる体験もあります。

8月8日（土） 8月9日（日）

9：00～10：30　 ガイダンス（10：00～10：30） 管理栄養士の学びの礎　～化学基礎～

担当者

！

！

担当者

！

！

担当者



●幼児教育コース

●児童教育コース

●赤ちゃんから幼児まで

担当者 　　　中村 勝美／村上 智子／桐木 建始

1時間目

3時間目

4時間目

●幼児から児童まで

　　　三桝 正典／加藤 美帆

1時間目

3時間目

4時間目

●幼児と児童をつなぐ

　　森保 尚美／山下 京子／青山 翔

1時間目

3時間目

4時間目

●児童期の子ども 　

　　　戸田 浩暢／神野 正喜／大橋 隆広／青山 翔

1時間目

3時間目

4時間目

2時間目 10：40～12：10　
小論文対策講座

国語の授業づくり②

2時間目 10：40～12：10　
小論文対策講座

「くじらぐも」を歌おう②

14：40～16：10　 「くじらぐも」を歌おう① 「くじらぐも」を発表しよう②

14 小学校教員の魅力　－学級づくりと授業づくり－
セミナーを通して修得できる力

学童期の子どもの豊かな学びを支援するためには、どのような教育を行う必要があるのでしょうか。学校生活の中で子どもが主体的に活躍する学級活動、特別活動、教科の授業について、子どもの発
達過程を学びながら体験的に探求しましょう。国語や道徳の授業づくりも体験してみましょう！

9：00～10：30　

2時間目 10：40～12：10　
小論文対策講座

遊びを通した保育とは

2時間目 10：40～12：10　
小論文対策講座

子どもの発達と絵本

子どもの心の不思議と発達

13：00～14：30　 赤ちゃんのお世話する心もち 水と石鹸で遊ぼう

14：40～16：10　 赤ちゃんの心の育ち 保育の計画づくり

12

児童教育学科

11 子どもの生活と遊び　－赤ちゃんから幼児まで－
セミナーを通して修得できる力

　　●乳幼児の心身の発達支援について理解できる。
　　●乳幼児のための遊び環境を構成できる。
　　●他者と話し合ったり、協力しながら学び合うことができる。

赤ちゃんのお世話の体験や、心の育ちを学びます。また、保育でよく行う積み木遊びやしゃぼん玉遊びを体験します。その後、遊びの具体的な展開を考え、遊びを通した保育について考察します。本セ
ミナーで、子どもの心を育むために、保育者に必要とされる視点をふまえ、構成遊びや感覚遊びを実践しながら、実際に乳幼児の生活と遊びを支援する方法の基礎を習得しましょう。

8月8日（土） 8月9日（日）

9：00～10：30　 ガイダンス（10：00～10：30） 身近な素材で遊ぼう

セミナーを通して修得できる力

初日は、お気に入りの絵本を入り口として、自分の好きな一場面を描き、表現する楽しさを味わいます。二日目は、子どもの年齢に合わせた読み聞かせや子どもの反応などについて学び、グループに
分かれて読み聞かせの発表を行います。保育者役と子ども役になりきって、読み方を工夫したり子どもの反応を予想したりして、読み聞かせの奥深さに触れましょう。

子どもと絵本の世界　－描こう・読みきかせをしよう－
　●絵本から選んだ一場面を描くことができる。
　●年齢的発達について知り、読み聞かせの際の子どもの反応について予想
　　することができる。
　●幼い子どもへの読み聞かせについて理解し、自分でも試みることができる。

8月8日（土） 8月9日（日）

9：00～10：30　 ガイダンス（10：00～10：30） 子どもの発達と描画

13：00～14：30　

14：40～16：10　 読み聞かせ発表を振り返ろう
お気に入りの絵本のシーンを描こう

読み聞かせ発表をしよう

子どもの心の不思議と発達

13
セミナーを通して修得できる力

●こどものファンタジーの世界について心理学的視点から学ぶことができる。
●音楽物語のテーマを、表現によって伝える技術を学ぶことができる。
●グループ活動を通して、子どもを支援する働きかけについて学ぶことができる。

子どもたちは、ファンタジーの世界で遊んだり、リズムに反応して踊ったりするのが大好きです。本セミナーでは、保育・教育現場の教材としても用いられる「くじらぐも」の音楽物語を、歌やダンスで表現
します。ファンタジーの世界で子どもたちを楽しませる活動を学んでみましょう！

8月8日（土） 8月9日（日）

音楽物語”くじらぐも”の世界　－感性と想像力を培う－

9：00～10：30　 ガイダンス（10：00～10：30） 「くじらぐも」の体操を考えよう

子どもの心の不思議と発達

13：00～14：30　 心理学からみた子どものファンタジーの世界 「くじらぐも」を発表しよう①

ガイダンス（10：00～10：30） 国語の授業づくり①

8月8日（土） 8月9日（日）

●学校生活の中で児童の学びを支援するための教育活動について基礎的な知識を身に
　つけることができる。
●児童教育について多面的にとらえ、事例から自分の考えをまとめて発表する力を身に
　つけることができる
●皆で話し合いながら、国語や道徳などの授業づくりの基礎を身につけることができる。

14：40～16：10　 特別活動ケーススタディ 道徳の授業づくり②

子どもの心の不思議と発達

13：00～14：30　 学級活動ケーススタディ 道徳の授業づくり①

担当者

！

！

！

！

担当者

担当者

担当者
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