
西南学院大学は、地域社会とのコミュニケーションを活性化させ、

大学が持つ知的財産や多くの施設・設備を提供することにより、社

会貢献を行い、地域から愛される大学を目指しています。その一環

として、 あらゆる世代の“学びの場”として、エクステンション講座

（西南コミュニティーセンターが実施する講座の総称）を開講してい

ます。

2014（平成26）年度 後期

エクステンション講座の
ご案内

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。

10月3日（金）

10月10日（金）

商学部商学科　教授　渦原　実男

商学部商学科　教授　西田　顕生

現代の流通・マーケティングと
イノベーション －小売業での取り組み事例を中心に－

金融ビジネスの新展開

10月17日（金） 商学部商学科　教授　髙橋　聡
会計制度をめぐる諸問題

10月24日（金） 商学部商学科　准教授　髙野　学
価格・料金設定の新展開

10月31日（金） 商学部経営学科　教授　野藤　忠
知識創造の経営

11月7日（金） 商学部経営学科　准教授　平木 真朗
少子高齢化時代の雇用戦略

11月14日（金） 商学部経営学科　教授　田中　謙一郎
データサイエンティストと現代ビジネス

11月21日（金） 商学部経営学科　教授　史　一華
ビッグデータと現代ビジネス

講座責任者

場　所

商学部商学科　教授　商学部長　小川 浩昭

西南コミュニティーセンター 1階ホール

開講期間・時間

受講対象者・定員

10月3日（金）～11月21日（金） 18時30分～20時00分

応募期限 9月19日（金）必着

受 講 料 4,000円（全8回合計）
高校生 2,000円

一般　150名

公開講座

現代ビジネスの新展開
　現在、日本では情報通信技術の進展に伴って、多様なビジネ

スやビジネスモデルが誕生しています。また、社会環境の変化

に伴って、新たな理論や手法が数多く生み出されています。

　このような社会において、今後私たちのビジネスはどのよう

に展開していくのでしょうか。この講座では、「現代ビジネスの

新展開」について、商学部のスタッフが①商学、②会計学、③経

営学、④経営情報学の立場からそれぞれわかりやすく解説してい

きたいと思います。
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◆西南エクステンション講座ご案内　表面

  1. 現代ビジネスの新展開

  2. 乳幼児期の自閉症スペクトラムを「関係」から徹底的に検証する

  3. 古文書を読もう（初級） 

  4. 古文書を読もう（中級）

  5. 世の中新発見！　新聞記者が読み解くニュースの裏側

  6. テーマ別にじっくり学ぼう！TOEICテスト対策講座 初級編

  7. テーマ別にじっくり学ぼう！TOEICテスト対策講座 中級編

  8. 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～

  9. 思い立ったらいつでも英会話

10. 英会話：Let’s introduce Japan!

氏　　名
フ リ ガ ナ

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

受講講座名
（申し込む講座に○）

住　　所

電話番号

Eメール

年　　齢

職　　業

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？

〒

才

１．ある　　　　　２．今回が初めて

１．　本学からのご案内　　　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．　フクオカビィーキ　　　７．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒814-8511　福岡市早良区西新6丁目2番92号
西南学院大学　エクステンション課
TEL：092ー 823ー 3952
        （平日／午前９時～午後５時）
e-mail : renkei@seinan-gu.ac.jp

この用紙に記入のうえ、郵送またはFAXでお申し込みください。電子メールでの申し込みも受け付けております。
個人情報のお取り扱いについて
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」、「西南学院個人情報取扱手引」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。

学生の場合は�を→　□ 高校生、大学生（本学・他大学）　　□ 大学院生（本学・他大学）
本学学生・大学院生の場合は在学番号を記入してください。（　　　　　　　　　　　　）
西南学院に勤務される方は、学校、学部、部署などを記入してください。（　　　　　　　　　　　　）
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言語教育センター

西南学院中学校
●　　高等学校 ●大韓民国総領事館

至姪浜 至箱崎

城南線

大濠公園

よかトピア通り

昭和通り

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。

講座責任者・講師

場　所

人間科学部社会福祉学科教授 精神科医　小林  隆児

言語教育センター
開講期間・時間

受講対象者・定員

11月29日（土） 9:30～18:20
応募期限 11月14日（金）必着

受 講 料 5,000円（全5回合計）　テキスト代別
保育、教育、医療、保健、福祉などの現場職員（専門職） 50名

乳幼児期の自閉症スペクトラムを
「関係」から徹底的に検証するNO.2

　これまで４回開催してきた本講座で自閉症スペクトラムを中心に発達
障碍の生涯発達について考えてきましたが、その中で乳幼児期の重要
性について強調してきました。今回は特に乳幼児期に母子関係にどのよ
うな問題が起こり、そこで子どもはどのように反応しているのかを徹底
的に検証することによって、その生涯発達に及ぼす重要性を考えてみた
いと思います。事例検討が中心となりますので、これまでと同様、対象は
守秘義務を負っている職種の方々に限定します。
　今回は新刊『「関係」からみる乳幼児期の自閉症スペクトラム』（ミネ
ルヴァ書房）をテキストに使用しますので必ずご持参ください。なお当
日会場でも特価で販売します。

11月29日（土）
9:30～11:00

11月29日（土）
11:10～12:40

0歳台の母子関係について

1歳台の母子関係について

2歳台の母子関係について（その1）

11月29日（土）
15:10～16:40

2歳台の母子関係について（その2）

乳幼児期の母子関係の問題が
生涯発達に及ぼす影響について

講義テーマ・講師
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11月29日（土）
16:50～18:205

11月29日（土）
13:30～15:00

※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。※受講申し込みについては、裏面をご覧ください。

西南学院大学



 

西南コミュニティーセンター主催講座

◆西南エクステンション講座ご案内　中面

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。

講座責任者

場　所

西南学院大学国際文化学部　助教（博物館教員）　安高 啓明

西南コミュニティーセンター 2階会議室

開講期間・時間

受講対象者・定員

9月17日（水）～10月29日（水） 18：30～ 20：00

応募期限 9月11日（木）必着

受講料 7,000円（全7回合計）
一般 30名

「古文書」を読もう（初級）
　私たちがこれまで学校の教科書で学んできた日本史は確固たる資
料に裏付けられた史実に基づいています。その資料は身近なところに
存在しており、特に江戸時代の古文書は親しみやすいものかと思いま
す。本講座では当時の歴史的背景を説明しながら、その当時の古文書
に親しんでいきます。江戸時代の人々はどのような社会で何を思い暮
らしていたのか。古文書から当時の歴史を紐解いていきます。

NO.3
9月17日（水）

9月24日（水）

10月1日（水）

西南学院大学国際文化学部　助教（博物館教員）　安高  啓明
古文書に親しもう ―古文書事始―

西南学院大学国際文化学部　助教（博物館教員）　安高  啓明
禁教の時代 ―宗門改帳と宗門手形―

南島原市教育委員会　稲益  あゆみ
島原・天草一揆を読む①

西南学院大学国際文化学部　助教（博物館教員）　安高  啓明
キリシタン資料を読む

南島原市教育委員会　稲益  あゆみ
島原・天草一揆を読む②

西南学院大学国際文化学部　助教（博物館教員）　安高  啓明
江戸時代の法律 ―公事方御定書と犯科帳―10月22日（水）

西南学院大学国際文化学部　助教（博物館教員）　安高  啓明
犯科帳を読もう ―盗みと抜荷―10月29日（水）

講義テーマ・講師
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10月8日（水）

10月15日（水）
講座責任者

場　所

西南コミュニティーセンター長　副学長　武井 俊詳

西南コミュニティーセンター 2階会議室

開講期間・時間

受講対象者・定員

10月7日（火）～11月4日（火） 18：30～20：00

応募期限 9月24日（水）必着

受講料 10,000円（全5回合計）
初級（中学英語終了程度の方）  30名

思い立ったらいつでも英会話　
　今や英語を話す人口の7～8割が英語を母国語としない人々です。長
年ネイティブの話す英語こそが正しい英語だと信じてきた私たちに
とって、この現実はチャンスです。中学3年間で習った英語を駆使して、
多少のなまりや間違いも気にせず、グローバル（世界標準の）英語に
チャレンジしてみましょう。

NO.9
10月7日（火）

10月14日（火）

10月21日（火）

10月28日（火）

11月4日（火）

英会話講師　宮原  岐代美
英語を聴いて相手（特徴）を知る

英会話講師　宮原  岐代美
英語を聴きとるための音読

英会話講師　宮原  岐代美
仮想ダイアログ（対話）から学ぶ

英会話講師　宮原  岐代美
話すときの英文のカタチ

英会話講師　宮原  岐代美
英文のカタチに変換するための
日本語力
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講座責任者

場　所

西南コミュニティーセンター長　副学長　武井 俊詳

西南コミュニティーセンター 2階会議室

開講期間・時間

受講対象者・定員

10月６日（月）～11月17日（月） 18:30～20:00　
応募期限 9月24日（水）必着

受講料 5,000円（全5回合計）　テキスト代別
一般 30名

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～

　ストレスを感じると人間はどうしても心のバランスを失いがちです。
この学びは、心のバランスを整え、現実的で柔軟な考えができる訓練、
心の状態を身につける方法を学ぶ講座です。また、この学びは仕事や
人間関係など人が人生を歩んでいく上での人生の処方箋としても活用
できます。
認知行動療法というものを共に学んでみませんか。

NO.8
10月6日（月）

10月20日（月）

10月27日（月）

11月10日（月）

11月17日（月）

※テキスト：「もういちど自分らしさに出会うための10日間 自尊感情をとりもどすためのプログラム」
　著者：デビッド  Ｄ.バーンズ、監修：中島美鈴他、出版社：星和書店、価格：2,700円

百道カウンセリングセンター主事 ラン・ハンキンス
認知行動療法の基礎について

百道カウンセリングセンター主事 ラン・ハンキンス
ゆがみの思考について

百道カウンセリングセンター主事 ラン・ハンキンス
健康と不健康の見分け方について

百道カウンセリングセンター主事 ラン・ハンキンス
日常記録表の作成について

百道カウンセリングセンター主事 ラン・ハンキンス
日常記録表の実践について

講義テーマ・講師
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講座責任者

場　所

西南学院大学国際文化学部　教授　宮崎 克則

西南コミュニティーセンター 2階会議室

開講期間・時間

受講対象者・定員

11月5日（水）～12月17日（水） 18：30～ 20：00

応募期限 10月23日（木）必着

受講料 7,000円（全7回合計）
一般 30名

「古文書」を読もう（中級）
　私たちがこれまで学校の教科書で学んできた日本史は確固たる資
料に裏付けられた史実に基づいています。その資料は身近なところに
存在しており、特に江戸時代の古文書は親しみやすいものかと思いま
す。本講座では当時の歴史的背景を説明しながら、その当時の古文書
に親しんでいきます。江戸時代の人々はどのような社会で何を思い暮
らしていたのか。古文書から当時の歴史を紐解いていきます。なお、初
級より難易度の高い古文書を使用します。

NO.4
11月5日（水）

11月12日（水）

11月19日（水）

西南学院大学国際文化学部　教授　宮崎  克則
福岡藩家老の記録１

西南学院大学国際文化学部　教授　宮崎  克則
福岡藩家老の記録２

福岡アーカイブ研究会　森  弘子
西海捕鯨の記録１

福岡アーカイブ研究会　森  弘子
西海捕鯨の記録2

福岡アーカイブ研究会　森  弘子
西海捕鯨の記録3

西南学院大学国際文化学部　教授　宮崎  克則
江戸初期の大名文書１12月10（水）

西南学院大学国際文化学部　教授　宮崎  克則
江戸初期の大名文書212月17日（水）
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11月26（水）

12月3日（水）

講座責任者

場　所

西南コミュニティーセンター長　副学長　武井 俊詳

西南コミュニティーセンター 1階ホール

開講期間・時間

受講対象者・定員

10月2日（木）～10月23日（木） 18：30～ 20：00

応募期限 9月19日（金）必着

受講料 4,000円（全4回合計）
一般 150名

世の中新発見！
新聞記者が読み解くニュースの裏側

　情報が氾濫する時代、日々流れてくる多くのニュースからは、本当は
何が起こっているのか、情報の本質は何なのかを判断するのはなかな
か難しいものです。そこで、本講座では、ニュースの専門家である新聞
記者が、各回のテーマに沿った時事問題を扱いながら、ニュースの読み
解き方を解説します。講座を通じてニュースを読み解く力を養い、溢れ
る情報に左右されない力を身につけましょう。

NO.5
10月2日（木）

10月9日（木）

西日本新聞　編集局　国際部部長　進藤　卓也
アジア情勢を読み解く

毎日新聞西部本社　報道部副部長　井上　俊樹
教育問題を読み解く

読売新聞西部本社　編集局編集委員　時枝　正信
政治報道を考える

朝日新聞西部本社　報道センター次長　木村　裕明
九州経済を読み解く

10月23日（木）

講義テーマ・講師
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10月16日（木）

講座責任者・講師

場　所

文学部外国語学科英語専攻　教授　伊藤 彰浩

西南コミュニティーセンター 2階会議室

開講期間・時間

受講対象者・定員

10月3日（金）～10月31日（金）18:30～20:00　
応募期限 9月19日（金）必着

受講料 10,000円（全5回合計）　テキスト代別
TOEIC400点前後の方 30名

テーマ別にじっくり学ぼう！
TOEICテスト対策講座　初級編

　本講座ではTOEICで出題されるさまざまなテーマを取り上げ、そこ
で利用される英単語や文構造に関する理解を深め、総合的な英語学力
の育成を目指します。受講者のみなさんにはテキストの予習とともに、
毎週、授業の最初に行われる簡単なリスニングテストに向けて自宅で
繰り返し音声を聴いていただきます。焦る必要はありません。じっくり、
ゆっくり一緒に学んでいきましょう！
※中級編もあわせて受講いただくとより効果的です。

NO.6
10月3日（金）

10月10日（金）

10月17日（金）

10月24日（金）

10月31日（金）

※テキスト：「TOEICテスト完全演習-Complete Tactics for the TOEIC Test」
　著者：石井隆之他 、出版社：成美堂 価格2,160円

イントロダクション

出張・休暇

学校生活・娯楽

食事・買い物

天気予報・会社

講義テーマ・講師

1

2

3

4

5

講座責任者・講師

場　所

文学部外国語学科英語専攻　教授　伊藤 彰浩

西南コミュニティーセンター 2階会議室

開講期間・時間

受講対象者・定員

11月7日（金）～12月5日（金）18:30～20:00　
応募期限 10月24日（金）必着

受講料 10,000円（全5回合計）　テキスト代別
TOEIC500点または英検準2級程度の方 30名

テーマ別にじっくり学ぼう！
TOEICテスト対策講座　中級編

　本講座ではTOEICで出題されるさまざまなテーマを取り上げ、そこ
で利用される英単語や文構造に関する理解を深め、総合的な英語学力
の育成を目指します。受講者のみなさんにはテキストの予習とともに、
毎週、授業の最初に行われる簡単なリスニングテストに向けて自宅で
繰り返し音声を聴いていただきます。焦る必要はありません。じっくり、
ゆっくり一緒に学んでいきましょう！

NO.7 11月7日（金）

11月14日（金）

11月21日（金）

11月28日（金）

12月5日（金）

※テキスト：「TOEICテスト完全演習-Complete Tactics for the TOEIC Test」
　著者：石井隆之他 、出版社：成美堂 価格2,160円

病院・交渉

経済・観光

車社会

模擬テストに挑戦しよう！

結果報告とまとめ：今後の学習計画を立てよう！

講義テーマ・講師

1

2

3

4

5

講座責任者

場　所

西南コミュニティーセンター長　副学長　武井 俊詳

西南コミュニティーセンター 2階会議室

開講期間・時間

受講対象者・定員

11月11日（火）～12月9日（火）  18：30～20：00

応募期限 10月29日（水）必着

受講料 10,000円（全5回合計）
一般 中級レベル（日常会話程度ができる方）  30名

英会話：Let’s introduce Japan!
　日本、そして福岡のこと、どれだけ英語で語れますか？2020年東京
オリンピックに向け、世界中の人々を日本にお迎えするチャンス！日本の
素晴らしさを再確認しながら、伝わりやすい実践的な英語を学び、実際
に使って身につけていきましょう！

NO.10
11月11日（火）

11月18日（火）

11月25日（火）

12月2日（火）

12月9日（火）

英会話・TOEIC講師、通訳　森田  瑠香

Introduction
日本のどこが好き？

英会話・TOEIC講師、通訳　森田  瑠香

Discussion
実際に英語で話してみよう！

英会話・TOEIC講師、通訳　森田  瑠香

Lecture
“訳す”ではなく“伝える”

英会話・TOEIC講師、通訳　森田  瑠香

Group Work
何を伝える？どう伝える？

英会話・TOEIC講師、通訳　森田  瑠香

Presentation
本番！実際に伝えてみよう！

講義テーマ・講師

1

2

3

4

5


