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 日にち 講義テーマ 講  師 

１ ５月 ９日(水) 最近の災害の状況 NPO法人エンジェルウイングス 代表 藤澤 健児 

２ ５月１６日(水) 避難について NPO法人エンジェルウイングス 代表 藤澤 健児 

３ ５月２３日(水) 避難所生活 NPO法人エンジェルウイングス 代表 藤澤 健児 

４ ５月３０日(水) 災害支援活動 NPO法人エンジェルウイングス 代表 藤澤 健児 

５ ６月 ６日(水) 平常時の取り組み NPO法人エンジェルウイングス 代表 藤澤 健児 

エクステンション課 TEL:092-823-3952 FAX:092-823-3172 E-Mail：renkei@seinan-gu.ac.jp 

（生涯学習）http://www.seinan-gu.ac.jp/community_connect/lifelong_learning/extension.html 

 

 

災害が発生した場合、住民は生命を守るために、緊急期の避難行動、復旧期の避難所生活、復興期の仮設

住宅の生活などそれぞれの状況において適切な行動が求められる。特に地域住民の共助について各フェーズ

における要点を確認します。一方で被災地を支援する場合、災害により被災者がおかれる状況と、現在災害

現場において実施されている支援活動について解説します。 

■講 座  責  任 者 ： 西南コミュニティーセンター長 副学長 石森久広 

■場       所 ： 西南コミュニティーセンター１階ホール 

■開講期間 ・ 時間 ： ５月９日(水)～６月６日(水)１８：３０～２０：００ 

■応  募 期  限 ： ４月２５日(水)必着 

■応募対象者・定員 ： 一般１５０名 

■受   講   料 ： 一般５，０００円（全５回合計）※西南学院の学生・生徒は無料です！ 

■申   込   先  ： 西南学院大学エクステンション課 

            ＜申込方法＞・受付フォーム ・ＦＡＸ 

                  ・その他（任意の用紙、ハガキ、メールなど） 

17 災害時に命を守る行動と 
被災者支援活動について 

西南学院大学 生涯学習 

Lecture 

詳細は、Webまたはリーフレットを参照 

mailto:renkei@seinan-gu.ac.jp
http://www.seinan-gu.ac.jp/community_connect/lifelong_learning/extension.html
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〒814－8511 福岡市早良区西新6－2－92
西南学院大学 エクステンション課
TEL.092－823－ ）時5後午～時9前午／日平（ 2593

e-mail：renkei@seinan-gu.ac.jp

西南学院大学 エクステンション課 行　FAX.092－823－3172
西南学院大学エクステンション講座 受講申込書

住　　　　 所

フ リ ガ ナ

学生の場合は✓を → □高校生（　　　　　　　     ）高等学校、大学生（ 本学 ・ 他大学 ） □大学院（ 本学 ・ 他大学 ）
）　　　　　　　　　　　　　　　　　（。いさだくてし入記を号番学在は合場の生院学大・生学学本

 　　　　　　　　　　　　　　　　（。いさだくてし入記をどな署部・部学・校学、は方るいてれさ務勤に院学南西   ）

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】

〒

氏　　　　 名 ［性 別］　男  ・  女　　［年 齢］　　　　　 歳

電 話 番 号

E メ ー ル @

1. あ  る　　　　　　　　2. 今回が初めて

＊この用紙に記入の上、郵送またはFAXでお申し込みください。電子メール（renkei@seinan-gu.ac.jp）でのお申し込みも受け付けております。

＊申込受付確認の連絡はいたしませんので、ご了承ください。　＊お申し込みは先着順に受け付け、順次、受講案内・受講料振込用紙を送付いたします。
＊受講料納入後の受講受付完了の連絡はいたしておりませんのでご了承ください。
＊いずれも定員に達し次第締め切りといたします。なお、申込者が5名に満たない場合は開講しない場合があります。
＊都合により、開催内容や講師の一部、会場を変更する場合があります。　＊講座の運営に支障を来す行為をされた方は、ご退席いただく場合がございます。 

人口減少社会のビジネス
インターネット通信販売の現状と将来展望

　商学部経営学科　教授　丸山 正博

https://www.seinan-gu.ac.jp/extension/extension_form.php

受講申込時にお預かりした上記の個人情報は当講座の実施・運営ならびに次回の講座や本学主催の講演会などのご案内に使わせていただき、他の目的には使用いたしません。
なお、個人情報は紙および電子データで保存し「西南学院個人情報保護規程」に則って、第三者への無断提供、紛失、遺漏、改ざんなどが無いよう、適切に管理いたします。

個人情報の
お取り扱いについて

✓

1. 人口減少社会のビジネス

感性を磨く（第2回）

急がば回れ、英語の基本

English Book Club

ことばコミュニケーション講座

「古文書」を読もう Part1

「古文書」を読もう Part2

キリスト教文学を豊かに味わう！廃墟から蘇生へ

はじめての教会音楽

文章講座 Part1
～「読む・書く・推敲する」を実践的に～

文章講座 Part2
～長編を構想する～

西南学院オトナ塾×R60倶楽部連携講座
「世界は思ったよりもず～っと広い。とっておきのオトナの旅教室」

西南学院オトナ塾×R60倶楽部連携講座
「目指せ！心も身体も軽くなるスッキリ＆ヘルシーライフ」

西南学院オトナ塾×R60倶楽部連携講座
「目指そう健康美姿勢！ノルディックウォーキング」
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これまでに本学の講座を
受講されたことがありますか？

今回の講座を知ったきっかけは
何ですか？

今後、希望される講座が
ありましたらご記入ください

1.  本学からの案内　 　2 . 本学のホームページ　　　　　　　3 . 新聞
4 . チラシ（設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 5 .  福岡市政だより
6 . ファンファン福岡　  7.  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

WEBからの
お申込みは 西南学院大学　生涯学習 検索

9:30～11:00

11:10～12:40

13:30～15:00

15:10～16:40

16:50～18:20

5月8日（火）

●
●
●
●
●
●

講座責任者
場所
開講期間・時間
応募期限
受講対象者・定員
受講料

商学部長　王 忠毅
西南コミュニティーセンター1階ホール
5月8日（火）～7月3日（火）・18：30～20：00
4月24日（火）必着
一般・150名
一般4,000円　高校生2,000円（共に全8回合計）

講 座 名 ＊希望講座に□印をつけてください。

公開講座
本学の教育・研究の成果を広く社会に還元し、地域社会との交流を図るため、一般の方々を対象に開講しています。

リカレント講座
社会人の方々が再び教育の場で最新の知識や技術を習得し、仕事や社会活動に活用していただくことを目的として開講しています。
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Lecture 講義テーマ・講師

1

人口減少と資本市場改革
商学部経営学科　准教授　鄭 義哲

5月22日（火）2

ものづくりをリ・デザインする
商学部経営学科　教授　齋藤 靖

5月29日（火）3

働き方改革と長時間労働の現実：少子高齢化の動向の中で
商学部経営学科　教授　佐々木 武夫

6月5日（火）4

ＡＩ（人工知能）の進展と職業専門家への影響
商学部商学科　教授　福浦 幾巳

6月12日（火）5

一般的な食事の流れを学習
英会話講師　宮原 岐代美

6月5日（火）

講義テーマ・講師

1

《前回の復習》
食事の前に起こりそうな状況に対処する表現とその反復練習

英会話講師　宮原 岐代美
6月12日（火）2

《前回の復習》
食事中に起こりそうな状況に対処する表現とその反復練習

英会話講師　宮原 岐代美
6月19日（火）3

《前回の復習》
食事の後に起こりそうな状況に対処する表現とその反復練習

英会話講師　宮原 岐代美

英会話講師　宮原 岐代美

6月26日（火）4

《前回の復習》まとめ7月3日（火）5

オリエンテーション
事例１の供覧とまとめ6月9日（土）

講義テーマ・講師

1

対話１　感じたことをめぐって6月9日（土）2

事例２の供覧とまとめ6月9日（土）3

対話２　感じたことをめぐって6月9日（土）4

総合討論6月9日（土）5

死の恐怖と明日への生存から生まれた会計
商学部商学科　教授　工藤 栄一郎

6月19日（火）6

人口減少社会の鉄道事業
商学部商学科　教授　福田 晴仁

6月26日（火）7

日本企業のグローバル化の現在と課題
商学部商学科　教授　藤川 昇悟

7月3日（火）8

エクステンション講座
のご案内
2018（平成30）年度

　近年、わが国のビジネスを取り巻く環境は、国際競争力の停滞、化石燃料
等の高騰や環境問題への対応、雇用形態の流動化、少子高齢化の一層の
進展など厳しい状況が続いております。とりわけ少子高齢化の一層の進展と
いう人口減少社会において、わが国のビジネス界では様々な方面でシステム
チェンジが要請されております。
　本講座は「人口減少社会のビジネス」と題して、商学部の各教員が、それぞ
れの研究分野から人口減少社会におけるビジネスの在り方を講演致します。

感性を磨く（第2回）

●
●
●
●
●
●

講座責任者
場所
開講期間・時間
応募期限
受講対象者・定員
受講料

西南学院大学大学院 臨床心理学専攻　教授　小林 隆児　
言語教育センター
6月9日（土）・9：30～18：20
5月25日（金）必着
保育、教育、医療、保健、福祉などの現場職員（専門職）・30名
5,000円（全5回合計）

2
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　前回初めて講座「感性を磨く」を実施し、好評を得ましたので、２回目を開
催することにしました。本講座の目標は、対人援助を生業とする臨床家（保
育、教育、福祉、心理、医療、看護など）に「関係をみる」こととはどのような営
みかを体感していただき、自分の見方、考え方の特徴に対する気付きを促す
ことにあります。「関係をみる」ことと従来の「個をみる」こととの違いを、自分
自身の体験を通して理解していただきます。
　こころの病の基盤にある「甘え」のアンビヴァレンスを感じ取り、的確に掴
みとるためには、「関係」のなかで感じ取ることが必須です。自らの「感性」を
磨くことが求められるのはそのためです。
　前回とは異なった新たな事例を取り上げ、できる限り多くの事例観察を経
験していただくように工夫します。初めての参加者も大歓迎です。参加資格
は守秘義務を担う職業についている方に限ります。テキストは『臨床家の感
性を磨く』（誠信書房、2017）を用います。講座当日も特価にて販売します。
　なお、受講料にテキスト代は含まれません。

　今回は、「外食する」というテーマに絞って、まずは着席して食事をするとき
の主な会話の流れ、そしてその時々に起こりそうな状況を仮定して会話を作
り出してみます。いかに簡単な英語を使って、的確に伝えることができるかを
考えましょう。もちろん、今回も動詞の選択とその役割についても学習します。

急がば回れ、英語の基本

●
●
●
●
●
●

講座責任者
場所
開講期間・時間
応募期限
受講対象者・定員
受講料

西南コミュニティーセンター長　副学長　石森 久広
西南コミュニティーセンター2階プロジェクトルーム
6月5日（火）～7月3日（火）・14：00～15：30
5月22日（火）必着
一般・30名（中学英語修了程度の方、家庭学習あり）
10,000円（全5回合計）

西南コミュニティーセンター主催講座
本学と地域の皆様の交流の場である「西南コミュニティーセンター」が主催する講座です。

さまざまなテーマであらゆる世代へ『学びの場』を提供します。

3
Lecture

前期

生涯健康に過ごすための『足育て』
～乳幼児から高齢者まで～

ポジティブ・エイジングのすすめ
～よく噛んで食べて健康長寿～

茶道入門（中級編）

アドラー心理学による勇気づけコミュニケーション

こころと身体のためのヨーガ　Part１

こころと身体のためのヨーガ　Part2

災害時に命を守る行動と被災者支援活動について

子どもを共に見守る社会へ
～福岡市の子ども事情～

ジャズという奇跡
---アフリカがアメリカでヨーロッパと出会う シリーズ２

世界の偉人達に学ぶ人生の奥義Part2
～講話と一人演劇

認知行動療法をめぐって
～自分の気持ちを整理するために～　Part１

認知行動療法をめぐって
～自分の気持ちを整理するために～　Part2

コーチングによるリーダー開発
～職場・家庭での実践コーチング～


