
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。

戦争を歩く

自閉症スペクトラムの生涯発達とその治療・援助を考える

英語指導力開発ワークショップ2014

市民の法律ガイド

思い立ったらいつでも英会話　
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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

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
の講演会等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、改ざん等が無いよう、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、部署等を記入してください。（　　　　　　　　　　　　）

よかトピア通り

昭和通り

2014（平成26）年度 前期

エクステンション講座の
ご案内

　太古の昔から人間は「戦争」という行為を繰り返してきた。束の間の平和が訪
れたかとおもうと再び戦闘行為が開始される。戦争が愚行であるのは自明なのに
なぜそれは果てないのか。近代において戦争は必然的に戦後処理を伴う。それは
物理的には「復興」であり、また精神的には「過去克服」（Vergangenheitsbe
wältigung）という代償を要求する。
　本講座は戦争行為の行われた過去の軌跡を訪ね、都市あるいは占領地域、鉄道、
収容所など戦闘であれ、抑圧であれさまざまな不条理が繰り広げられた現場に立
ち、そこからのメッセージを読み取る試みである。これは可視的な視点に立っての
報告である。これと同時に戦闘に直接かかわらなくても、同時代の人間にとってそ
の影響は計り知れない、芸術家も然り、である。戦争は万人に多大な影響を及ぼす
ことから直接であれ、間接であれ人間にそれは何を残すのか、に関しても考究したい。
　まもなく戦後70年にもなり直接の体験者が少なくなる昨今である。過去を直視
するということが困難になりつつある現実を踏まえ、戦争を語り継ぐ、という行
為が何を意味するのか、についても言及したい。

講座責任者

場　　所

国際文化学部国際文化学科　教授　中島 和男

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

５月13日㈫～６月24日㈫ 18時30分～20時00分（初回18時20分から開講式）

応募期限 ４月30日㈬ 必着

受 講 料 4,000円（全７回合計）
高校生 2,000円

一般　150名

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。

戦争を歩く 講義テーマ・講師No.1
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5月13日㈫
爆弾三勇士と上海事変
国際文化学部国際文化学科　教授　新谷 秀明

5月20日㈫
泰緬鉄道～太平洋戦争期の日タイ関係
国際文化学部国際文化学科　教授　片山 隆裕

6月10日㈫
満州事変
西南学院大学　非常勤講師　矢羽田 朋子

5月27日㈫
古代末期の「正戦」論を問い直す
―テロと弾圧の狭間で苦悩する或る知識人を点検評価する―
西南学院大学　名誉教授　森 泰男

6月3日㈫
「国語」という名の武器
―占領下朝鮮半島の言語政策―
国際文化学部国際文化学科　教授　中島 和男

6月17日㈫
戦争と芸術家 ―藤田嗣治と山田耕筰の場合―
西南学院大学　名誉教授　井口 正俊

6月24日㈫
アウシュヴィッツからの報告
国際文化学部国際文化学科　教授　中島 和男



　これまで３回にわたって発達障碍とり
わけ自閉症スペクトラムの生涯発達につ
いて考えてきました。そこで私が強調し
たことは、乳幼児期早期における母子
関係で子どもに認められる「甘え」のア
ンビヴァレンスが周囲の人々との関係を
困難にし、結果的に彼らに様々な症状
や障碍とみなされる反応を引き出してい
るということでした。そのことを踏まえ
た上で、彼らへの治療や援助について、
生涯発達を通して考えてみたいと思いま
す。初めての参加者にも分かるように解
説していきます。

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
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

６月２8日㈯
９時30分～16時40分
（９時20分から開講式）

応募期限 ６月16日㈪ 必着

受 講 料 4,000円（全４回合計）

保育、教育、医療、保健、
福祉などの現場職員（専門職）
50名

リカレント講座

西南コミュニティーセンター主催
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。

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。様々なテーマであらゆる世代へ“学びの場”を提供します。

自閉症スペクトラムの生涯発達と
その治療・援助を考える

講義テーマ・講師

No.1
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6月28日㈯　9：30～11：00
乳幼児期自閉症スペクトラムにみられる
対人関係障碍の基本にあるもの

6月28日㈯　11：10～12：40
発達障碍の症状・障碍の成り立ちを考える

6月28日㈯　13：30～15：00
思春期・成人期に出現する多様な
精神病理の成り立ちを考える

6月28日㈯　15：10～16：40
自閉症スペクトラムの生涯発達過程と
その治療・援助を考える

講義テーマ・講師
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８月４日㈪　10：00～11：30
言語能力の測定と評価１
文学部外国語学科英語専攻　教授　伊藤 彰浩
８月４日㈪　12：30～14：00
言語能力の測定と評価２
文学部外国語学科英語専攻　教授　伊藤 彰浩

８月５日㈫　9：30～11：00
ヒューマン・コミュニケーション
文学部外国語学科英語専攻　教授　宮原 哲
８月５日㈫　11：10～12：40
言語教授におけるコミュニケーション
文学部外国語学科英語専攻　教授　宮原 哲
８月５日㈫　13：30～15：00
映画を使った英語教育
文学部外国語学科英語専攻　教授　クリストファー R.チェイス
８月５日㈫　15：10～16：40
音楽を使った英語教育
文学部外国語学科英語専攻　教授　クリストファー R.チェイス
８月６日㈬　9：30～11：00
効果的な英語作文法１
文学部外国語学科英語専攻　教授　福田 靖
８月６日㈬　11：10～12：40
効果的な英語作文法２
文学部外国語学科英語専攻　教授　福田 靖

８月４日㈪　14：10～15：40
理想の英語教師像１
文学部外国語学科英語専攻　教授　伊藤 彰浩
８月４日㈪　15：50～17：20
理想の英語教師像２
文学部外国語学科英語専攻　教授　伊藤 彰浩

講義テーマ・講師
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5月17日㈯
家族と法律―国内的・国際的視点から
吉田哲朗法律事務所　弁護士（元裁判官）　佐藤 敬弘
西南学院大学法学部　准教授　釜谷 真史

5月28日㈬
相続・遺言
コイノニア法律事務所代表　弁護士（元裁判官）　坂梨 喬

相続と税金
戸江宗浩税理士事務所　税理士　戸江 千枝

6月11日㈬
生活と法律―10の常識
コイノニア法律事務所　弁護士　平嶋 瑠理
コイノニア法律事務所　弁護士　後藤 健太郎

5月21日㈬
子どもの虐待
福岡市こども総合相談センターこども緊急支援担当課長・弁護士　久保 健二
西南学院大学法学部　准教授　平井 佐和子

6月4日㈬
ワーク・ライフ・バランスと労働法
西南学院大学法学部　教授　有田 謙司

講義テーマ・講師
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5月14日㈬
英語の基本ルール
　ルール（文法）を知るのが早道
英会話講師　宮原 岐代美

5月21日㈬
聞く力（Listening）①
　英語が聞こえてこないわけ
英会話講師　宮原 岐代美

5月28日㈬
聞く力（Listening）②
　実践練習
英会話講師　宮原 岐代美

6月4日㈬
再生（Reproduction）
　聞いた英語を実際に声に出して言う
英会話講師　宮原 岐代美

6月11日㈬
模擬会話（Simulation）
　状況に合う英語を自力で考えて言う
英会話講師　宮原 岐代美

講義テーマ・講師
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5月13日㈫　
Listening 1 ~リスニングなのにＣＤ聴かない!?
part 2 攻略
英会話講師・通訳　森田 瑠香

5月20日㈫
Listening 2 ~リスニングなのに書きまくり!?
part 3 攻略
英会話講師・通訳　森田 瑠香

5月27日㈫
Reading 1 ~１問を３秒で解く！？
part 5 攻略
英会話講師・通訳　森田 瑠香

6月3日㈫
Reading 2 ~とにかく音読！？
part 7 攻略
英会話講師・通訳　森田 瑠香

6月10日㈫
模擬問題にチャレンジ
英会話講師・通訳　森田 瑠香

　2008年から6年間、学内GPによって
実施してきた「英語指導力開発ワーク
ショップ」は2013年度で終了しました。
これまで多くの英語教育関係者に参加し
ていただき、ワークショップの継続を望
む声も多いことから、2014年度はリカ
レント講座として実施することになりま
した。
　本リカレント講座では、英語教育にか
かわる5つの領域を取り上げ、全10回
（90分×10回）で実施します。

講座責任者

場　　所

文学部外国語学科英語専攻　教授
伊藤 彰浩
言語教育センター

開講期間・時間

受講対象者・定員

８月４日㈪～８月６日㈬
９時30分～17時20分
（初日９時50分から開講式･10時00分スタート）

応募期限 ７月24日㈭ 必着

受 講 料 10,000円（全10回合計）

中学、高等学校の教員および一般
30名

英語指導力開発ワークショップ2014No.2

　法律家はよく「社会のお医者さん」
と呼ばれます。病気になればもちろん
手術が必要になりますが、私たちが本
当に幸せに暮らしていくためには病気に
ならない方がいいに決まっています。法
律問題も同じです。争いが起こってしま
えばそれをどう解決するかが重要な問題
になりますが、その前に争いに巻き込ま
れない方がもっと大切です。くらしにま
つわる様々な法律問題をよく知ってもら
うことで、争いのない幸せな生活を送る
一助にしていただきたいと願い、この講
座を企画しました。

講座責任者

場　　所

西南学院内コイノニア法律事務所代表
坂梨 喬

コーディネーター／ 西南学院大学法科大学院　教授　石森 久広

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

５月17日㈯、
５月21日㈬～６月11日㈬
18時30分～20時00分
（初回18時20分から開講式）

応募期限 ５月２日㈮ 必着

受 講 料 5,000円（全５回合計）

一般　150名

No.1

　母国語（日本語）に、少しでも理解
できる外国語を１つプラスするだけで私
達の思考力は広がります。この講座で
は、長く学んできた割にはモノにならな
かったと言われて久しい英語に再度挑戦
し、各自が英語学習のゴール設定の糸
口をつかむことを目標とします。自分自
身にチャレンジです。

講座責任者

場　　所

西南コミュニティーセンター長
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

５月14日㈬～６月11日㈬
18時30分～20時00分
（初回18時20分から開講式）

応募期限 ４月30日㈬ 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市民の法律ガイド No.2

　入社試験や昇進試験など、今やＴＯＥ
ＩＣは社会人必須の試験です。しかしな
がら、何かと忙しい日常の中で、効果
的な勉強法も分からずなかなか得点が
上がらない方も多いのではないでしょう
か。そこで本講座では、ＴＯＥＩＣ６００
点前後の方が、もう一段階レベルアップ
することを目標として、短期間で得点を
上げるために必要なさまざまなノウハウ
を学びます。

講座責任者

場　　所

西南コミュニティーセンター長
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

５月13日㈫～６月10日㈫
18時30分～20時00分
（初回18時20分から開講式）

応募期限 ４月30日㈬ 必着

受 講 料 10,000円（全５回合計）

中級（TOEIC600点前後の方）
30名

ＴＯＥＩＣレベルアップ講座No.3


