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　広島県内の大学が共同で利用できる「サテライトキャンパス
ひろしま」が，広島市中区大手町の広島県民文化センターの5
階・6階にオープンしました。「サテライトキャンパスひろし
ま」では，教育ネットワーク中国が実施している県内大学の単
位互換科目や公開講座などを受講できます。
　また，県内大学の学生が交流できるスペースを設けるほか，
県内大学の情報の提供など，高校生の皆さんに利用していただ
けるコーナーもあります。

サテライトキャンパスひろしまの概要
施設・設備／	講義室　大講義室（100名）2室（一体で利用することも可能），
	 中講義室（40名～50名）3室，小講義室（15名）1室
開 館 日／	原則毎日(年末年始(12月29日～1月3日)は休館日)
開 館 時 間／	原則10時～20時（受付時間は10時～18時）
	 〒730-0051　広島市中区大手町	1	丁目	5-3	
	 TEL082-258-3131	 FAX082-258-3010	
	 E-mail	daigakurenkei@pu-hiroshima.ac.jp

広島県の人材育成の拠点
「サテライトキャンパスひろしま」が
平成25年4月にオープン！

（バス・電車:「紙屋町」「紙屋町西」で下車） 
広島駅から …………………… バス，電車で約10分
広島バスセンターから ………………………徒歩約3分
広島空港から ………………………… バスで約60分
 （エアポートリムジンバス）
広島港から …………………… バス，電車で約30分
アストラムライン本通駅から ………………徒歩約2分
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＋	広島県の大学連携による取組
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●単位互換科目・公開講座（平成25年度実施事例）
グローバル化に対応できる人材の育成
国際教養	 「異文化を知る」，「国際政治基礎」，「地域文化学（宮島学）」など
英語科目	 「比較文化論」，「人間学－英語で学ぶ広島学－」など
大学連携	 「グローバル人材育成プログラム」，「高大連携による留学支援講座」など

マネジメント力を身につけた人材の育成
基 礎	 「経営戦略基礎プログラム」など
応 用	 「イノベーション技術経営プログラム」，「マーケティング実践プロジェクトコース」，「起業家実務プログラム」など
大学連携	 「企業経営とイノベーション」
一般向け	 「マネジメント特別連続講座」

高大連携・生涯学習等
高大連携	 「バイオテクノロジーってなぁに？」など
生涯学習等	 「世界遺産の旅」，「ワクワクする欧米文学への招待」など

教育を通じて地域に貢献する「教育ネットワーク中国」
広島県内の大学・短大を中心に組織された大学の連携組織である教育ネットワーク中国では，大学生が他大学の講義を受講
できる「単位互換事業」や，高校生が大学の授業を体験できる「高大連携事業」，社会人を対象とした「生涯学習事業」など，
「サテライトキャンパスひろしま」及び各大学のキャンパスなどで，さまざまな事業を実施しています。

「サテライトキャンパスひろしま」講義内容
それぞれの大学で学ぶ内容を実社会で応用するための考え方やプラス知識など，実践的な講座が中心です。

●単位互換事業
自分の大学以外の講義が受講できます！
「あの大学の講義を受けたい！」と思ったときは「単位互換制
度」が便利です。単位互換協定を締結している大学・短期大
学の学生なら，単位互換科目の中から受けたい講義を選べま
す。（平成24年度の提供科目は224科目）
自分の大学にはないが他大学にはある科目を受講できるの
で，取りたい科目の範囲が広がります。

●高大連携事業
大学の授業を高校生の間に体験できます！
高校生のうちに，大学の高度な教育，研究に触れることができ
ます。大学の授業を大学生と一緒に学ぶ「公開授業」と，高校
生のために企画された「公開講座」の2種類を実施しています。
（平成24年度の公開授業は57科目，公開講座は96講座）
大学の授業を通じて進学したい大学の授業を履修すること
も可能。将来進学したい学部でどのような授業をしているの
か，経験できます。

「サテライトキャンパスひろしま」では
魅力的な講義を受けることができます。

バイオテクノロジーって
なぁに？

生物の持つ様 な々働きを上手に
利用し，私たちの生活や環境保
全に役立たせようという技術。優
れた生物機能を探す（探すバイ
オ），生物機能の詳細を解明する
（知るバイオ），生物機能を育て
活用するバイオ（活用するバイオ）
と名づけた教育・研究について，
最新情報も交えてわかりやすく
紹介します。

地域文化学（宮島学）
世界文化遺産	嚴島神社を有す
る宮島の文化を，歴史，文学，芸
能などの多様な視点から明らか
にします。特に日本史，日本文化
史，日本芸能史，日本文学，中
国文学の教員が，オムニバス方
式で多様な視点とそれぞれの方
法論で「宮島」の歴史と文化に
迫ります。講義形式の授業に加
え，宮島の現地を訪れるフィール
ドワークを行います。

マーケティング実践
プロジェクトコース
ビジネスの基本を学ぶコース。顧
客が真に望む商品やサービスを
提供し収益をあげるため，最先端
の講師陣による実際のビジネス
に基づいた講義・演習を通して，
一般消費者向け，企業向け双方
に対する効果的な経営戦略の立
案，新規事業・新商品開発の企
画立案，販売促進力の強化を実
践できる人材を育成します。

どんな内容の
講義かな？

「広島市中心部」という絶好の立地条件を活かし，大学生，高校生や企業人まで，広島県内に暮らす多様な人が集まって，共に学
び交流する場——それが「サテライトキャンパスひろしま」。トップレベルの講師による講座を，ここで受講することができます。
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広島県内の大学がコラボレーション。大学の枠を超えて，広島県独自の「社会人としての能力などを育てる7つの特別プログラム」を開発し
ました。それぞれの大学での学びを社会でさらに役立てるために受講しませんか。

大学連携による新たな教育プログラムを開催しています！

広島県内の大学に通う大学生 ,社会人もOK！
留学支援講座は大学生・高校生。
もちろん無料！
※他大学生の場合，教育ネットワーク中国の単位互換制度の利用等
により受講可能。

各大学や
「サテライトキャンパスひろしま」で実施します。

主に代表大学で実施しますがフィールドワークや広島市中心部
の会議室での実施もあります。平成25年度からは「サテライト
キャンパスひろしま」（広島市中区大手町）でも実施されます。

＋	広島県の大学連携による取組
　　～大学連携プログラム～

What

How

Where

Who

広島県内の大学や企業が連携した新しい実践型教育プログラムで
す。県内外の企業や著名教授，講師を招くほか，海外現地研修を
実施するプログラムもあります。大学間での単位互換も可能です。

平成25年度は7つのプログラムが実施されます。
❶高大連携による留学支援プログラム
広島女学院大学／県立広島大学／エリザベト音楽大学／広島国際大学
❷グローバルマネジメント
広島大学／県立広島大学／広島市立大学
❸グローバル人材育成プログラム
安田女子大学／県立広島大学／広島修道大学／広島市立大学
❹産業分野におけるグローバル人材育成講座
近畿大学工学部／広島大学
❺企業経営とイノベーション
県立広島大学／広島修道大学／広島市立大学／広島大学
❻グローバルプロジェクトマネジメント
広島市立大学／広島修道大学
❼国際経営を理解する人材の育成と備後企業の取組
福山大学／福山市立大学／尾道市立大学／福山平成大学

大学連携プログラムってなに？

どんなプログラムがあるの？

どこで受講するの？

誰が受講できるの？

広島県内の大学生が無料で受講し成長できる
プログラムです。A

A

太字は代表大学

Ｑ

Ｑ

A

A

Ｑ

Ｑ
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プログラム概要　（平成 24 年度実施内容）
●異文化コミュニケーション
外国人講師による講義や宗教に関する科目を通して，日本とアメリ
カ，イギリスの文化を比較し，生活習慣の違いを学びます。

●日本文化への理解を深めよう
宮島でのフィールドワークや，雅楽を学び，世界に誇る日本の伝統
文化やその維持・保存についての理解を深めます。

●グローバル時代の経済と国際協力を理解しよう
多様な経済状況の国や国民の健康と医療の関係などを学び，世界
での日本の位置づけと国際協力のあり方などを考えます。

●特別講師と一緒に「平和」について考えよう
留学を前に，広島平和文化センター元理事長スティーブン・リー
パーさん，戦場カメラマン渡部陽一さんの特別講座を受講します。

●英語でのディスカッション・プレゼンテ―ション
それまでの講義を振り返り，英語で意見を交換するディスカッショ
ンや，グループ研究のプレゼンテーションを行います。

高大連携による留学支援講座
広島女学院大学／県立広島大学／エリザベト音楽大学／広島国際大学

留学を希望する学生のために，海外でスムーズな学生生活を送ることができるよう，

留学に必要な知識の修得とプレゼンテーション能力の育成を目指します。

大学連携
プログラム

❶

所属等は平成 24 年度受講当時です。

所属等は平成 24 年度受講当時です。

留学した受講生から「恐怖
感がなくなった」と言われまし
た。このプログラムを体験した
ことで気負うことなく海外に
行くことができ，自信にもつな
がったのではないでしょうか。

グローバルマネジメント
広島大学／県立広島大学／広島市立大学

アジアに進出している県内企業の海外拠点で活躍できる，基礎的な語学能力，論理的

思考，課題発見・解決能力及び実務能力を有するグローバル人材の育成を図ります。

大学連携
プログラム

❷

プログラム概要　（平成 24 年度実施内容）
●グローバル英語，ベーシック中国語の修得
全編英語で経営トピックスを学ぶグローバル英語，中国語の成り立
ちから学ぶベーシック中国語で基礎能力を身につけます。

●異文化ビジネスコミュニケーションの修得
日本と中国の文化の違いに着目して，ビジネスシーンでのコミュニ
ケーションの課題や，その対応策について学びます。

●戦略と管理，マーケティング論などの修得
組織がグローバル環境を勝ち抜くために必要な戦略や，コミュニ
ケーションの重要性と課題，その他ビジネス論について学びます。

●タイ・バンコクにおける海外現地研修（希望者）
チュラロンコン大学附属機関での講義や，県内企業の現地法人で
の業務体験・販社視察等，12日間の海外現地研修です。 所属等は平成 24 年度受講当時です。

大学で授業を受けるにつれて国
際ビジネスに興味が湧き，思い
切って受講しました。大学の授業
とは異なるゲスト講師が多く，社
会人の方と一緒に授業を受ける
ことも刺激的でした。

毎回講師やテーマが変わるので，
さまざまな視点から日本，海外を
考えることができました。改めて
もっと海外を見たいと強く思いま
した。後輩にもぜひ薦めたいプロ
グラムです。

素晴らしい講師とお会いできるこ
とに魅力を感じて受講したのです
が，実際，とても刺激を受けていま
す。海外に出る意義を考え，いろ
いろな方向性を感じましたね。

興味深かったのは宮島でのフィー
ルドワークです。普通の観光では
見られない場所にも入らせてもら
い，新しい見識を広げることがで
きたのは大きな収穫でした。

いろな方向性を感じましたね。

広島女学院大学
コートニー教授

ホテルグランヴィア広島
岩田和雄さん

広島市立大学
国際学部2年
角田彩織さん

近畿大学附属
東広島高校3年
江口眞央さん

広島女学院大学
国際教養学部1年
池田梨沙さん
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プログラム概要　（平成 24 年度実施内容）
●グローバルビジネスの基礎的能力の修得
グローバルビジネスを行う上で必要とされる専門的なビジネス知
識・スキルや，コミュニケーションの基礎的能力を身につけます。

●「アメリカ，中国の文化，商習慣」をテーマとした講義
アメリカ・中国におけるそれぞれの文化，商習慣の特徴や，リスク
などについての講義を受け，異文化理解を深めます。

●国際弁護士や企業人による講義
アメリカ・中国の法律，マーケティングについて，国際弁護士や企
業人に，自身の体験談などを交えながらお話しいただきます。

●海外現地研修（希望者）
ペース大学ルービンスクールで講義・演習を受講後，ビジネスプラ
ンの作成や，企業訪問等を行う1週間程度の海外現地研修です。

グローバル人材育成プログラム
安田女子大学／県立広島大学／広島修道大学／広島市立大学

産業分野におけるグローバル人材育成講座
近畿大学工学部／広島大学

グローバルマインドを身につけ，グローバルビジネスを行う上で必要とされる

専門的なビジネス知識・スキルやコミュニケーションの基礎的能力を持つ人材の育成を目指します。

自動車関連産業をはじめとする製造業の海外拠点において，グローバルな

企業活動を担う工学系人材を育成します。

大学連携
プログラム

 ➌

大学連携
プログラム

➍

プログラム概要　（平成 24 年度実施内容）
●論理的思考などグローバルスキルを養成
グローバル人材の資質を把握し，論理的思考や語学力修得のため
の手法を学びます。外国人留学生とのディスカッションも実施します。

●東京大学教授によるものづくりをテーマとした講義
ものづくり現場の強みと弱み，不況の中で更なる能力を構築でき
る企業のあり方，ものづくり現場発の戦略論などを学びます。

●一橋大学教授による技術・商品開発戦略についての講義
日本のものづくりにとっての，顧客が満足する「価値づくり」をテー
マにした講義と，グループディスカッションを行います。

●実際のグローバル化への取組についての講義
海外展開している広島県内企業から講師を招き，製造業の「グロー
バル戦略と人材」について多様な視点からディスカッションします。

●県内企業の海外事業所などにおける海外現地研修（希望者）
タマサート大学を訪問した後，海外事業所を訪問し，現地スタッ
フとの意見交換やディスカッションなどを行う海外現地研修です。

所属等は平成 24 年度受講当時です。

所属等は平成 24 年度受講当時です。

＋	広島県の大学連携による取組
　　～大学連携プログラム～

オールイングリッシュの講義は難
しいと思っていたのですが，講師
の方が分かりやすい事例をあげて
くださるので，楽しく聴くことがで
きました。

グローバル人材を育てるカリキュ
ラムを知りたくて受講しました。
多様な企業人の講義を受けるこ
とができることは，大変貴重な経
験だと思います。験だと思います。

これまで「海外勤務に必要なの
は語学だ」と思っていましたが，
一番大切なのは仕事の基礎力，
相手の文化に合わせられる柔軟
性だと学びました。

英語がうまくないと悩んでいたの
ですが，講師の方々から適切なア
ドバイスをいただき参考になりま
した。学生時代にこのようなプロ
グラムがあったら良かったと思い
ます。

株式会社
ユーミックプロデュース
江木宏子さん

安田女子大学
現代ビジネス学科 3年
木村明美さん

中国精螺株式会社
出雲貴久さん

近畿大学工学部
情報システム工学科 4年
重谷朋輝さん
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企業経営とイノベーション
県立広島大学／広島修道大学／広島市立大学／広島大学

グローバルプロジェクトマネジメント
広島市立大学／広島修道大学

国際経営を理解する人材の育成と備後企業の取組
福山大学／福山市立大学／尾道市立大学／福山平成大学

経営課題を自ら考え解決するための独創力とスキルを身につけるプログラム。基礎的な思考方法を修得させ，

イノベーションを創発し，広島を元気にする企業人材・大学生を育成します。

複数国間でのプロジェクト実施が急増しているIT開発業務のプロジェクトマネジメントに関する基本的知識と，

プロジェクトマネジメント人材に要求されるコンピテンシー（行動特性）の知識を修得します。

国際経営に必要な理論・実践的知識と，問題解決能力を修得。備後地域所在企業のニーズが高い東アジア・

東南アジアのビジネスで活躍できる国際経営人材の育成を目指します。

大学連携
プログラム

➎

大学連携
プログラム

➏ 

大学連携
プログラム

➐

プログラム概要　（平成 24 年度実施内容）
●イノベーションを創発する経営構想力の修得
イノベーションを導き出す経営構想力を身につける条件を考え，
競争戦略，その応用としてのビジネスモデルを学びます。

●カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校教授による講義
2008 年の金融危機で大きく変わり続けているシリコンバレーとそ
の周辺の最新情報を，現地の大学教授から学びます。

●慶応義塾大学教授による講義
消費者と企業とが長期的に相互作用する新しいマーケティングの
考え方＝「共進化マーケティング」についてご紹介します。

●精華大学　野村総研中国研究センター　副センター長による講義
中国に忍び寄る構造変化に注目し，そこから日本企業がどのよう
なビジネスチャンスを見出していけるのかを考察します。

●〔現地調査〕ビジネスモデルとマーケティング戦略を考える講義
イノベーション能力を高めるため，経営戦略とマーケティングの枠
組みから，ビジネスモデルを考え抜く思考方法を修得します。

●ビジネス企画を事業提案するためのグループワーク演習
グループワークで視点の異なるアイディアを集め，一連の講義を
集成したビジネスプランを制作，プレゼンテーションします。

所属等は平成 24 年度受講当時です。

社会人の方は，学生にはない視
点をもっておられて，大変勉強に
なりました。大学の講義とは違っ
て，自分でいろいろ考えることが
多く，楽しいです。

10 年後の広島を動かしていく仲
間として，受講者が互いに高めあ
えて行けたらと思います。プログ
ラムから新しいビジネスが生まれ
たら面白いですね。

所属等は平成 24 年度受講当時です。

株式会社中国放送
竹本沙希さん

県立広島大学
経営情報学部 3年
荒神智花さん


