
１１．青少年健全育成関係　大学寄付講義一覧

年度 大 学 名 講 義 科 目 期  間 協 力 機 関 備  考
1995 広島大学 技術の新視点 1995.5.18～ 国際協力事業団

1995.6.15 戸田工業、シャープ、マツダ
広島経済大学 社会貢献論 1995.9.19～

1996.1.16
1996 広島大学 技術の新視点 1996.4.7～ 国際協力事業団

1996.9.25 戸田工業、シャープ、マツダ
広島電機大学 科学の方法論 1996.4.16～ 中国電力 ディベート

(技術の新視点) 1996.7.23 戸田工業、マツダ
広島経済大学 社会貢献論 1996.9.17～

1997.1.21
1997 広島大学 技術の新視点 1997.4.14～ 国際協力事業団 全学共通教養科目

1997.7.28 戸田工業、マツダ
広島電機大学 技術の新視点 1997.4.15～ 中国電力 ディベート

1997.7.22 戸田工業、マツダ
広島女子大学 ニュー価値観論 1997.10.22～ リクルート 職業調査

1999.12.16 マツダ
広島工業大学 技術の新視点 1997.10.22～ 中国電力 ディベート

1997.12.10 マツダ
1998 広島電機大学 技術の新視点 1998.4.14～ 中国電力 ディベート

1998.7.28 マツダ
広島大学 技術の新視点 1998.4.20～ 国際協力事業団 全学共通教養科目

1998.7.27 マツダ
安田女子短期大学 現代社会論 1998.9.25～ マツダ ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 1999.1.8
広島工業大学 技術の新視点 1998.10.6～ 中国電力 ディベート

1999.2.9 マツダ
広島女子大学 ニュー価値観論 1998.10.6～ リクルート 職業調査

1999.1.26 マツダ
1999 広島国際学院大学 技術の新視点 1999.4.13～ 中国電力 ディベート

1999.7.27 マツダ
比治山大学 ニュー価値観論 1999.4.16～ リクルート ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

1999.7.16 マツダ
広島大学 技術の新視点 1999.4.19～ 国際協力事業団 全学共通教養科目

1999.7.26 マツダ
安田女子短期大学 現代社会論 1999.9.24～ マツダ ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2000.1.14
広島女子大学 ニュー価値観論 1999.10.5～ リクルート 職業調査

2000.2.1 マツダ
広島工業大学 技術の新視点 1999.10.5～ 中国電力 ディベート

2000.2.8 マツダ
2000 比治山大学 ニュー価値観論 2000.4.14 ひろしま国際センター ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

2000.7.28 リクルート
マツダ

広島大学 技術の新視点 2000.4.17～ 国際協力事業団 全学共通教養科目

2000.7.24 リサーチアンドディベロップメント、マツダ
近畿大学 技術のフロンティア 2000.4.18～ 日本ＩＢＭ ディベート

(技術の新視点) 2000.7.18 マツダ
広島修道大学 人間科学特論演習 2000.5.13 広島市ひと・まちネットワーク 単位互換科目

(ボランティア活動) &5.20 アジアの友と手をつなぐ広島市民の会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 (特定非営利活動法人 ANT-Hiroshima)
中国電力、広島文教女子大学、マツダ

広島工業大学 技術の新視点 2000.9.22～ 中国電力 ディベート

2001.1.23 国際協力アカデミーひろしま
マツダ

安田女子短期大学 現代社会論 2000.9.22～ 広島市ひと・まちネットワーク ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2001.1.12 ひろしま国際センター
マツダ

広島女子大学 ニュー価値観論 2000.10.3～ ひろしま国際センター 職業調査

2001.1.30 広島市ひと・まちネットワーク
リクルート
リサーチアンドディベロップメント、マツダ



年度 大 学 名 講 義 科 目 期  間 協 力 機 関 備  考
2001 広島修道大学 人間科学特論演習 2001.5.12 広島市ひと・まちネットワーク 単位互換科目

(ボランティア活動) &5.19 ANT-Hiroshima ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 中国電力、マツダ
安田女子短期大学 現代社会論 2001.9.21～ 広島市ひと・まちネットワーク ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2002.1.11 マツダ総研
マツダ

近畿大学 技術のフロンティア 2001.9.25～ NPO国際協力アカデミー ディベート

(技術の新視点) 2002.1.15 日本ＩＢＭ
中国電力、マツダ

広島女子大学 キャリアビジョン 2001.10.30～ キャリアデザインオフィス 公開講座

(特別講座) 2001.12.4 リクルート
マツダ

2002 広島女子大学 キャリアビジョン 2002.4.12～ キャリアデザインオフィス
2002.7.26 リクルート

マツダ
近畿大学 技術のフロンティア 2002.4.16～ NPO国際協力アカデミー ディベート

(技術の新視点) 2002.7.26 日本ＩＢＭ
中国電力、マツダ

広島国際学院大学 国際協力 2002.5.18 広島市ひと・まちネットワーク 単位互換科目

(ボランティア活動) &5.25 ANT-Hiroshima ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 中国電力、マツダ
広島工業大学 技術の新視点 2002.9.24～ 日本ＩＢＭ ディベート

2003.1.21 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

安田女子短期大学 現代社会論 2002.9.27～ 広島市ひと・まちネットワーク ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2003.1.17 マツダ総研
マツダ

広島大学大学院 産業技術開発論 2002.10.4～ 日本ＩＢＭ ディベート

2003.1.31 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

2003 広島女子大学 キャリアビジョン 2003.4.14～ キャリアデザインオフィス
2003.7.28 リクルート

マツダ
広島国際学院大学 国際協力 2003.5.17 広島市ひと・まちネットワーク 単位互換科目

(ボランティア活動) &5.24 ANT-Hiroshima 高大連携

夏休み実習 中国電力、マツダ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

安田女子短期大学 現代社会論 2003.9.26～ 広島市ひと・まちネットワーク ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2004.1.16 マツダ総研
マツダ

広島工業大学 技術の新視点 2003.9.30～ 日本ＩＢＭ ディベート

2004.1.27 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

広島大学大学院 能力開発特論 2003.10.3～ 日本ＩＢＭ ディベート

2004.1.16 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

2004 広島女子大学 キャリアビジョン 2004.4.12～ キャリアデザインオフィス
2004.7.26 リクルート、中国博報堂

マツダ
比治山大学 世界と共に生きる 2004.5.15 広島市ひと・まちネットワーク 単位互換科目

(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を通して) &5.22 ANT-Hiroshima 高大連携

夏休み実習 中国電力、マツダ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

広島工業大学 技術の新視点 2004.9.21～ 日本ＩＢＭ ディベート

2005.1.25 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

安田女子短期大学 現代社会論 2004.9.24 広島市ひと・まちネットワーク ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2005.1.14 マツダ総研
マツダ

広島大学大学院 能力開発特論 2004.10.1～ 日本ＩＢＭ ディベート

2005.2.4 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ



年度 大 学 名 講 義 科 目 期  間 協 力 機 関 備  考
2005 広島女子大学 キャリアビジョン 2005.4.11～ キャリアデザインオフィス、

2005.7.25 広島市市民交流プラザ、
リクルート、中国博報堂、マツダ

比治山大学 世界と共に生きる 2005.5.14 広島市ひと・まちﾈｯﾄﾜｰｸ 単位互換科目

(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を通して) &5.21 ANT-Hiroshima 高大連携

夏休み実習 キャリアデザインオフィス、中国電力、マツダ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

広島工業大学 技術の新視点 2005.9.27～ 日本ＩＢＭ ディベート

2006.1.24 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

安田女子短期大学 現代社会論 2005.9.30 広島市まちづくり市民交流プラザ ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2006.1.13 マツダ総研
マツダ

広島大学大学院 能力開発特論 2005.10.7～ 日本ＩＢＭ、中国地域ニュービジネス協議会 ディベート

2006.2.10 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

2006 広島女子大学 キャリアビジョン 2006.4.10～ キャリアデザインオフィス、広島市市民局
2006.7.31 リクルート

マツダ
エリザベト音楽大学 人間学Ⅵ-1 2006.5.13 特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター 単位互換科目

(ボランティア) &5.27 ANT-Hiroshima、キャリアデザインオフィス 高大連携

夏休み実習 広島市市民局、中国電力、マツダ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

安田女子短期大学 現代社会論 2006.9.22 広島市市民局 ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2007.1.12 マツダ総研
マツダ

広島工業大学 技術の新視点 2006.9.26～ 日本ＩＢＭ ディベート

2007.1.23 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

広島大学大学院 能力開発特論 2006.10.6～ 日本ＩＢＭ、中国地域ニュービジネス協議会 ディベート

2007.2.2 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

2007 県立広島大学 キャリアビジョン 2007.4.9～ キャリアデザインオフィス
2007.7.23 リクルート、広島市ひと・まちネットワーク

マツダ
広島大学大学院 能力開発特論 2007.4.13～ 日本ＩＢＭ、中国地域ニュービジネス協議会 ディベート

2007.7.20 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

エリザベト音楽大学 人間学Ⅵ-1 2007.5.26 ひろしまＮＰＯセンター 単位互換科目

(ボランティア) &6.2 ANT-Hiroshima、キャリアデザインオフィス 高大連携

夏休み実習 ひろしままちづくりファシリテーターズ、 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

中国経済連合会、マツダ
安田女子短期大学 現代社会論 2007.9.21 ひろしまＮＰＯセンター ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2008.1.11 マツダ総研
マツダ

広島工業大学 技術の新視点 2007.9.25～ 日本ＩＢＭ ディベート

2008.1.22 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

2008 広島文教女子大学 国際協力論 2008.5.24,31 ひろしま市民活動ネットワークHeart to Heart 単位互換科目

(ボランティア活動) 集中講義 ANT-Hiroshima、キャリアデザインオフィス ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 ひろしままちづくりファシリテーターズ、
中国経済連合会

県立広島大学 キャリアビジョン 2008.4.14～ キャリアデザインオフィス
2008.7.28 環境を考える市民ｻｰｸﾙ「宇宙船地球号の会」

リクルート、マツダ
安田女子短期大学 現代社会論 2008.9.19～ ひろしま市民活動ネットワークHeart to Heart ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2009.1.9 マツダ総研
マツダ

広島工業大学 技術の新視点 2008.9.30～ 日本ＩＢＭ、中国地域ニュービジネス協議会 ディベート

2009.1.27 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

広島大学大学院 能力開発特論 2008.4.11～ 日本ＩＢＭ、中国地域ニュービジネス協議会 ディベート

2008.7.25 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ



年度 大 学 名 講 義 科 目 期  間 協 力 機 関 備  考
2009 広島文教女子大学 国際協力論 2009.5.23,30 ひろしま市民活動ネットワークHeart to Heart 単位互換科目

(ボランティア活動) 集中講義 ANT-Hiroshima、キャリアデザインオフィス ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 ひろしままちづくりファシリテーターズ、
中国経済連合会

安田女子短期大学 現代社会論 2009.9.18～ ひろしま市民活動ネットワークHeart to Heart ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習

(ニュー価値観論) 2010.1.15 マツダ総研
マツダ

広島大学大学院 能力開発特論 2009.4.10～ 日本ＩＢＭ、中国地域ニュービジネス協議会 ディベート

2009.7.31 キャリアデザインオフィス
中国電力、マツダ

2010 県立広島大学 ボランティア活動 2010.5.22,29 ひろしま市民活動ネットワークHeart to Heart 単位互換科目

集中講義 (特活)ひろしまレクリエーション協会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 広島国際学院大学、ANT-Hiroshima
ひろしままちづくりファシリテーターズ

2011 県立広島大学 ボランティア活動 2011.5.21,28 ひろしま市民活動ネットワークHeart to Heart 単位互換科目

集中講義 ひろしまジン大学、広島国際学院大学 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 ANT-Hiroshima
ひろしままちづくりファシリテーターズ

2012 広島女学院大学 特別講義Ⅰa 2012.5.19,26 ひろしま市民活動ネットワークHeart to Heart 単位互換科目

（ボランティア活動論） 集中講義 ひろしまジン大学、広島国際学院大学 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 ANT-Hiroshima
ひろしままちづくりファシリテーターズ

2013 広島女学院大学 特別講義Ⅰa 2013.5.18,6.1 ひろしま市民活動ネットワークHeart to Heart 単位互換科目

（ボランティア活動論） 集中講義 比治山大学、ANT-Hiroshima ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 学生ボランティア団体「OPERATIONつながり」
ひろしままちづくりファシリテーターズ

2014 安田女子大学 現代社会と人間Ｂ 2014.5.24,31 ひろしま市民活動ネットワークHeart to Heart 単位互換科目

（ボランティア活動） 集中講義 比治山大学、ANT-Hiroshima ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習

夏休み実習 学生ボランティア団体「OPERATIONつながり」
ひろしままちづくりファシリテーターズ


