
 

 

  

 

 

 

【お問い合わせ先】学校法人西南学院 社会連携課（平日 9時～17時） TEL：092-823-3952 E-mail：sw-ext@seinan-gu.ac.jp 

 

1.【外国語学部提供】 

グローバル・スタディーズへの新たな試み 

 

2.【学部横断提供】今日の日本の女性と子ども 

～新型コロナウイルス・パンデミックを超えていく～ 

外国語学部 教授 清宮徹 

他４名 

6/17～7/15 

毎週木曜日（全５回） 

人間科学部 教授 倉元綾子 

他３名 

5/11～7/6 

隔週火曜日（全５回） 

18:30～19:30 

オンライン形式（Webex) 

受講料：4,000円※高校生は無料 

定 員：150名 

申込締切：6/7（月）必着 

18:00～19:00 

オンライン形式（Webex） 

受講料：4,000 円 

定 員：100名 

申込締切：4/26（月）必着 

3.【学部横断提供】運動不足病を予防する 

～新型コロナウイルス感染症の流行下における身体活動のすすめ～ 

 

4.【大学博物館提供】 

西洋写本学入門 ～解読練習編～ 

人間科学部 教授 山崎先也 

准教授 田原亮二 

5/18～6/29 

隔週火曜日（全４回） 

大学博物館教員 

助教・学芸員 下園知弥  

6/25～7/30 ※7/23は休講 

毎週金曜日（全５回） 

18:00～19:30 

対面形式 

受講料：4,000円 

定 員：30名 

申込締切：5/9（日）必着 

18:30～20:00 

対面形式 

受講料：4,000円 

定 員：30名 

申込締切：6/15（火）必着 

5.【リカレント講座】現代保育セミナー 

 

6.人間と世界を読み解くキリスト教 

～信仰、希望、愛に生きる～ 

人間科学部 

教授 米谷光弘  

6/12（土） 

【対象】保育士・幼稚園教諭 

宗教部  

宗教主事 劉雯竹 

5/6～6/3 

毎週木曜日（全５回） 

9：15～12：30 

対面形式 

受講料：4,000円 

定 員：20名 

申込締切：6/2（水）必着 

18:30～20:00 

対面形式 

受講料：5,000円 

定 員：30名 

申込締切：4/21（水）必着 

7.認知行動療法入門 

～自分の考え方や行動パターンと向き合う心理学～ 

 

8.彩り豊かな英国児童文学の世界への第一歩 

九州大学 人間環境学研究院 

中島美鈴 

5/7～6/25 ※5/14は休講 

毎週金曜日（全７回） 

言語教育センター 

助教 隈部歩 

7/16～8/27※7/23、8/13は休講 

毎週金曜日（全５回） 

14:00～15:00 

オンライン形式（Zoom） 

受講料：5,600円  

定 員：16名 

申込締切：4/22（木）必着 

14:00～15:30 

対面形式 

受講料：5,000円 

定 員：30名 

申込締切：7/6（火）必着 

9.実用シーンで学ぶ中国語（入門編） 

 

10.文章講座「掌編を書く」 

言語教育センター 

助教 単艾婷 

6/14～7/19 

毎週月曜日（全 6回） 

小説家 

中山智幸 

7/7～8/4 

毎週水曜日（全５回） 

18:30～20:00 

対面形式 

受講料：6,000円 

定 員：30名 

申込締切：6/4（金）必着 

18:00～19:00 

オンライン形式（Zoom） 

受講料：4,000円 

定 員：20名 ※抽選 

申込締切：5/30（日）必着 

11.English Discussion on Current Issues Online  

 

12.聞いたことも見たこともない世界旅行へ。 

とっておきのオトナの旅教室 

㈱キャンパスサポート西南 

木村華子 

5/19～6/16 

毎週水曜日（全５回） 

㈱スカイスターツアーズ 

髙井英子 

7/20～8/24 ※8/10は休講 

毎週火曜日（全５回） 

14:00～15:00 

オンライン形式（Zoom） 

受講料：4,000円 

定 員：16名 

申込締切：5/9（日）必着 

18:00～19:00 

オンライン形式（Zoom） 

受講料：4,000円 

定 員：50名 

申込締切：7/11（日）必着 

西南学院大学では２０２１年５月より公開講座「西南コミュニティーカレッジ」（全１２講座）を開講します。

３月２７日（土）より受講のお申込み受付を開始いたしますので、西南学院大学のホームページもしくはＦＡＸから 

お申し込みください。※受付は先着順（ただし抽選対象講座は除く）となります。  

tel:092-823-3952


 

 

お申込みは、ホームページもしくは FAX から！ 

ホームページからのお申込みは、 西南学院大学 生涯学習  検索 

   【注意事項】 

＊ お申込みは先着順に受付け、順次「受講手続きのご案内」と「郵便払込取扱票（郵便局専用）」を郵送いたします。 

＊ 受講料納入後、受講受付完了の連絡はメールでご案内いたします。 

＊ いずれも定員に達し次第、締切りといたします。申込者が５名に満たない場合は開講いたしません。 

＊ 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ございます。 

＊ 講座の運営に支障をきたす行為をされた方は、ご退席いただく場合がございます。 

＊ 対面形式においては、感染予防対策を実施します。また、オンライン形式においては受講にあたっての禁止事項 

および注意事項がございますので、ご協力をお願いいたします。 

＊ 新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては開講方式を変更もしくは不開講とすることをご了承ください。  

FAX でお申込みされる方は、希望講座に ☑ 印をつけてお送りください。 学校法人西南学院 社会連携課宛 FAX：092-823-3172 

□ １．グローバル・スタディーズへの新たな試み 
□ ２．今日の日本の女性と子ども 

～新型コロナウイルス・パンデミックを超えていく～ 

□ ３．運動不足病を予防する 
       ～新型コロナウイルス感染症の流行下における身体活動のすすめ～ 

□ ４．西洋写本学入門 ～解読練習編～ 

□ ５．現代保育セミナー（リカレント講座） 
□ ６．人間と世界を読み解くキリスト教 

～信仰、希望、愛に生きる～ 

□ ７．認知行動療法入門 

～自分の考え方や行動パターンと向き合う心理学～ 
□ ８．彩り豊かな英国児童文学の世界への第一歩 

□ ９．実用シーンで学ぶ中国語（入門編） □ １０．文章講座「掌編を書く」 

□ １１．English Discussion on Current Issues  

Online 

□ １２．聞いたことも見たこともない世界旅行へ。 

とっておきのオトナの旅教室 

住  所 必須 
〒 

 

フリガナ 必須  
性 別  

年 齢 

必須 
      歳 

氏  名 必須  

電話番号 必須  E-mail必須           ＠ 

※オンライン形式の講座はメールで講座のご案内等をお送りいたしますので、ご記入の際はお間違いのないようご注意願います。また、講座で使用する資料

等をメール（添付ファイル）にてお届けいたします。添付ファイルがお受取り可能なメールアドレスをご記入ください。 

属 性 

必須（複数回答可） 

□１．会社員 □２．公務員/団体職員 □３．自営業 □４．主婦 □５．学生 □６．その他 

□７．本学卒業生 □８．本学在学生（学籍番号：       ） □９．本学在学生の保護者 

□１０．高校生（学校名：                ）  □１１．高校生を持つ保護者 

□１２．本学以外の高校・大学ご出身 □１３．本学教職員（所属：            ） 

本学の公開講座を受講し

たことがありますか？ 
□１．ある  □２．今回がはじめて 

本講座を知ったきっかけ

は何ですか？  

必須（複数回答可） 

□１．本学からの案内メール  □２．本学のホームページ  □３．本学の SNS（Twitter） 

□４．本学の SNS（Facebook）□５．チラシ（設置場所：       ）□６．福岡市政だより 

□７．生涯学習サイト（        ）□８．ラジオ □９．インターネット（ご自身で検索） 

□１０．インターネット（広告） □１１．その他（                    ） 

今後、希望される講座が

あれば、ご記入ください。 
 

個人情報の 

取扱いについて 

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、個人情報は紙及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、改ざんなどがないよう、適切に管理いたします。 

受講にあたって上記の注意事項を確認しました（同意します） □ ※同意いただけましたら☑を入れてください。 


