
 

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。 

＊ 定員に達し次第、締切りといたします（ただし、抽選講座を除く）。なお、申込者が５名に満たない場合は開講しないことがあります。 

＊ 都合により、予告なく開催内容や講師の一部、会場を変更する場合があります。 

＊ 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、もしくは不開講となる場合があります。 

＊ 対面形式においては、感染予防対策を実施しますのでご協力をお願いいたします。いずれも受講にあたっての禁止事項および注意事項を 

お守りいただけない場合、その他講座の運営に支障をきたす行為が認められた場合は、ご受講いただけないことがあります。 

 

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．子どもと共に生きる：保育学・教育学ができること □ ２．コロナ時代に神学は何を語るか 

□ ３．博物館資料で学ぶキリスト教美術の世界 
□ ４．新型コロナウイルスによって変わる日常 

～ジャーナリズムから見たコロナ禍を中心に～ 

□ ５．認知行動療法から学ぶ 

「やさしいアンガーマネジメント」 
□ ６．英国児童文学のワンダーランドへの第一歩 

□ ７．おもてなしの中国語 □ ８．文章講座「長編の構想」 

□ ９．English Discussion on Current Issues □ 10．感染症の世界史 

□ 11．「公益」の追求者としての「渋沢栄一」 □ 12．人生 100年時代 ～最後まで自分の足で歩けるように～ 

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（在学番号：       ） □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．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。 

２０２１年度後期 西南学院大学公開講座

西南コミュニティーカレッジ

「西南コミュニティーカレッジ」のご案内

西南学院大学の知的財産等を広く社会に還元するために開講している公開講座、
それが「西南コミュニティーカレッジ」です。西南学院大学のキャンパス内にあ
る西南コミュニティーセンターを中心に、年間２０以上の講座を開設しています。

【学部等提供講座】
本学の教育・研究等の知的資源を広く社会に還元することを目指して、
学部および学内の諸機関が提供する講座です。

【教養講座】
本学の建学の精神に関わるキリスト教から、哲学・心理学、語学・文学、
歴史・文化・芸術、政治・経済・社会、自然・科学、健康・福祉と幅広い
ジャンルから提供する講座です。

【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：092-823-3612 E-mail：sw-ext@seinan-gu.ac.jp



2021年度後期　西南学院大学公開講座「西南コミュニティーカレッジ」　全12講座

《学部等提供講座》 《教 養 講 座》

1.【人間科学部提供】 子どもと共に生きる：保育学・教育学ができること

曜日 木曜日 時間 18：00～19：00 形式 オンライン 受講料 4,000円

定員 100名 申込締切 10/25 (月) 人間科学部 教授 門田 理世 ほか

「Advocacy。子どもに寄り添い、子どもの日々を

共に生きる。」

これほどまでに子どもがむき出しで社会の思惑に

さらされる時代に無関心ではいられない。これがこ

の公開講座で子どものことを専門に各領域で研究す

る我々講師陣に共通する思いである。子どもの人権、

生きる保障、貧困問題、発達支援、多文化共生、平

和教育、表現の自由、保育者や教師に対する理解と

支援、など等。保育学・教育学は、この現状に対し

て何ができるのか？本講座では子どもたちの日々を

一緒に生きる手立てについて考えてみたい。

11/ 4 子どもを取り巻く

環境の変化を把握する
教授 門田 理世

11/11 発達観の倒錯を考える
准教授 鹿島 なつめ・講師 細川 美幸

11/18 貧しさの根源を見つめる

教授 倉元 綾子・教授 田中 理絵

11/25 豊かな自己表現を支える

准教授 平松 愛子・講師 中尾 かおり

12/ 2 子どもと共に生きる

：保育学・教育学ができること

講師全員

５．認知行動療法から学ぶ「やさしいｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」

人間がもつ大切な感情の一つ「怒り」。し

かし、「怒り」を我慢しすぎて爆発したり、

八つ当たりによる後悔など、いくつになって

も扱いにくい感情です。認知行動療法から

「怒り」を知り、自分にも相手にも、やさし

い「怒り」とのつき合い方を一緒に学びま

しょう！

※本講座は「治療」ではありません。

治療中の方は主治医にご相談の上、お申し込みください。

※※本講座は抽選となります。

10/26 「怒り」を知ろう

11/ 2 「怒り」を引き起こす

考え方のクセに気づこう

11/ 9 「怒り」と上手につき合う

考え方を身につけよう

11/16 後悔しないための「怒り」の

伝え方をマスターしよう

11/30 今日から私は「怒り」トレーナー！

２．【学部等横断提供】 コロナ時代に神学は何を語るか

新型コロナウイルス感染症の拡大は教会と社会に大

きな影響を与えました。そこではコロナ以前から存在

した問題が明らかになり、またコロナと向き合いつつ

いかに生きるのかが模索され、コロナ後あるいはさら

に将来に起こるかもしれないパンデミックに備え私た

ちがいかにあるかが問われています。その時、神学は

何を語るのでしょうか。本講座では神学研究の場と、

教会や社会の現場をつなぎ、神学部卒業生、また神学

に興味を覚える一般の方々と共に、各専門分野におけ

る各教員の研究を分かち合います。また現場の参加者

に各教員が多く学ぶことをも期待しています。

10/19 旧約聖書学より

准教授 日原 広志

10/26 新約聖書学より

教授 須藤 伊知郎

11/ 2 キリスト教史より

教授 片山 寛

11/ 9 実践神学より

教授 才藤 千津子

11/16 組織神学・実践神学より

教授 濱野 道雄

３．【大学博物館提供】 博物館資料で学ぶキリスト教美術の世界

キリスト教は、その長い歴史の中で、さまざまな

芸術作品を生み出してきました。それらの芸術作品

は、キリスト教信仰という普遍性を持つ一方、時

代・地域・教派ごとに異なる特色を形成しています。

キリスト教美術と一言に言っても、それは「多様性

に満ちた美術」なのです。本講座では、西南学院大

学博物館の所蔵資料と共に、多様性に満ちたキリス

ト教美術の世界を学芸員が紹介します。

11/19 正教会のイコン

助教・学芸員 下園 知弥

11/26 聖書写本と時禱書写本

助教・学芸員 下園 知弥

12/ 3 マリア観音

アーキビスト・学芸員 宮川 由衣

12/10 フィリピンの聖人像（サント）

助教・学芸員 下園 知弥

12/17 クリスマスの美術

助教・学芸員 下園 知弥

４．【西日本新聞社提供】 新型コロナウイルスによって変わる日常

～ジャーナリズムから見たコロナ禍を中心に～

曜日 木曜日 時間 18：30～20：00 形式 対 面 受講料 5,000円

定員 50 名 申込締切 11/ １(月) 株式会社 西日本新聞社

新型コロナウイルスの感染拡大により、すべての

メディアがコロナ一色となった。毎日繰り返されるコ

ロナ報道の中で確かな情報をどう伝えるか、数ある関

連ニュースの中から何を取り上げるか、風評被害を生

まないためにはどのように表現すればよいのかなど、

報道各社の理念や方針が表に現れることとなった。一

方で、国内外の移動や取材にかかる規制をはじめ、記

事を生み出す環境も大きく変化した。そんな中で

ジャーナリズムは今、コロナによる各界への影響をど

のように分析し、どのように報じているのか。また、

コロナはメディアにどのような影響を与え、これから

どのように変わっていくのか。ジャーナリズム論を通

して、コロナ渦中の今とこれからを見つめる。

６．英国児童文学のワンダーランドへの第一歩

曜日 火曜日 時間 14：00～15：00 形式 ｵﾝﾗｲﾝ

受講料 4,000円 定員 20名 申込締切 9/30(木)

NPOふくおか子どものこころｻﾎﾟｰﾄ研究所 山下 雅子

定員 100名 申込締切 10/ 7 (木) 神学部 教授 濱野 道雄 ほか

定員 40 名 申込締切 11/ 9 (火) 大学博物館 助教・学芸員 下園 知弥 ほか

言語教育センター 助教 隈部 歩

「英文学」というと、敬遠してしまう方も多い

かもしれませんが、実は、私達の身近な所に英文

学は隠れています。例えば、日本人にも馴染みの

あるディズニーやジブリ映画には、英文学が原作

の作品があります。本講座では、ディズニー作品

でも有名なAlice's Adventures in Wonderlandを

中心に、「英国児童文学の黄金時代」とされる

ヴィクトリア朝の物語を紹介し、皆さんに英文学

の楽しさや彩り豊かな世界観を味わってもらいた

いと考えています。想像力の翼を広げて、魅力的

な英国児童文学のワンダーランドへと足を一歩踏

み入れてみませんか？

10/ 1 ヴィクトリア朝って？：作品成立の背景

～『不思議の国のアリス』を読む①

10/ 8 ワンダーランドの魅力的な登場人物達
～『不思議の国のアリス』を読む②

10/15 ヴィクトリア朝の児童文学にみる

少女像やジェンダーⅠ

～『不思議の国のアリス』を読む③

ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ「かるいお姫様」を読む①

10/22 ヴィクトリア朝の児童文学にみる少女像や

ジェンダーⅡ:ｽﾃﾚｵﾀｲﾌﾟ的ではないお姫様

～ ｼﾞｮｰｼﾞ・ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ「かるいお姫様」を読む②

７．おもてなしの中国語 ８．文章講座「長編の構想」

９. English Discussion on Current Issues 10．感染症の世界史 11．「公益」の追求者としての「渋沢栄一」 12．人生100年時代～最後まで自分の足で歩けるように～

言語教育センター 助教 単 艾婷

本講座は、日本を舞台に初めて来日する中

国人の友達をおもてなしできるようになるこ

とを目指します。「日本到着」･「電車で」･

「化粧品売場で」･「美味しい日本料理をどう

ぞ」･「お土産を買う」･「別れ」という６つ

の場面を設定し、簡単で実用的な表現を紹介

します。また、中国語の基本を勉強するとと

もに、日本の文化をどのようにして中国人に

紹介するかを一緒に考えていきます。

ぜひ中国語での会話を楽しみましょう！

10/ 4 日 本 到 着

10/11 電 車 で

10/18 化 粧 品 売 場 で

10/25 美しい日本料理をどうぞ

11/ 1 お 土 産 を 買 う

11/ 8 別 れ

小 説 家 中山 智幸

長編を書こうと志す方を対象に、その準備

段階である｢構想｣について解説します。課題

として、ご自身がこれから書こうと考えてい

る作品の｢あらすじ｣を文章におこして提出し

ていただく予定です。長編そのものの評価・

添削は行なえませんが、今後の執筆に向けて

参考となり、励みとなる講座を目指します。

※各回の講義テーマは予定のものです。講座の進行によって変更

となる場合があります。なお、本講座は2018年6・7月に実施し

た内容と重複します。受講される方はご注意ください。

※※本講座は抽選となります。

11/17 プロット

11/24 テーマとジャンル

12/ 1 始まりと終わり

12/ 8 推 敲

12/15 講評・その他

11/11 医療現場取材から

社会部記者 斉藤 幸奈

11/18 コロナによる経済への影響

～福岡を中心に～

経済部部長 田中 伸幸

11/25 コロナ禍と災害

地域報道部デスク 中川 次郎

12/ 2 コロナ禍における

スポーツ界の対応

運動部専門委員 松田 達也

12/ 9 コロナ禍と暮らし

くらし文化部デスク 江藤 俊哉

本講座の目的は、英語で記事を読み、それにつ

いて英語でディスカッションすることによって

「英語で英語を学び、身に着けていく」ことです。

語彙やフレーズ等についての丁寧な解説を手掛か

りに、時事について英語で考え、意見や感想を分

かち合ってみませんか。

・講座は基本的に英語で行われます。

・英検2級以上あるいは同程度の英語力が望ましいです。

・新聞記事などは講師が準備します。なお、テーマや順番を変更

する場合があります。

・毎回事前に配付される記事を読み、ディスカッショントピック

について考えをまとめてください。

世界中がCovid-19の感染拡大によって未曽

有の困難に陥っている今、人類が過去に経験

した感染症に人々の注目が集まっている。人

類はこれまで数多くの感染症にかかり、多大

な犠牲を払いながら免疫を獲得し存続してき

た。この公開講座では歴史上様々な影響を人

類に与えた感染症を取り上げ、その政治経済

的、社会的、文化的な影響を考察しながら、

人間と感染症との宿命的な関係に注目したい。

環境の変化をきっかけに運動不足や、肩こり

などの体調不良を感じていませんか？

人生100年時代の今、最後まで自分自身で動

けるためには、できるだけ「怪我をしない(転

ばない)こと」「痛みが出ないようにすること」

はとても大事です。

オリンピック選手やトップアスリートに携わ

る廣戸聡一先生の最先端の理論を用いて身体を

整え、調子を良くする日常の基本動作（立つ・

座る・歩く）の実践や身体作りを行います。

新1万円札の肖像に選ばれ、大河ドラマの主

人公にも採用された「渋沢栄一」に対する関

心が高まっています。渋沢は実業家としての

功績により「近代日本資本主義の父」と称さ

れますが、渋沢が唱えた「合本主義」と「資

本主義」の概念は、必ずしも同一ではありま

せん。渋沢が最も重視した価値は「公益」で

す。渋沢の追求した「公益」とは何か、経済

や経営のみならず、外交・福祉・教育など、

さまざまな視点から解説します。

11/10 Alternative Foods

11/17 Children's Welfare

11/24 Climate Change

12/ 1 Virtual vs. Physical

12/ 8 New Normal - Part 2?

10/ 6 感染症と人類の戦い

10/13 中世ヨーロッパを襲った黒死病(ペスト) 

10/20 コロンブスの交換(天然痘と梅毒)

10/27 近代化がもたらした感染症(結核とコレラ)

11/10 100年前と｢いま｣の感染症

(スペイン風邪とCovid-19)

11/15 渋沢栄一の生涯

～幕末・明治・大正・昭和初期～

11/22 比類なきビジネスマンとしての渋沢栄一

11/29 渋沢栄一の思想と社会貢献活動

12/ 6 九州と渋沢栄一

～安川敬一郎との関わり～

11/ 1 「ちゃんと立つ」たった１つのポイント

11/ 8 体に優しい「座り方」

11/15 楽に健やかに歩くために（安定編）

11/22 楽に健やかに歩くために（柔軟性編）

11/29 セルフケア体操で若々しく動ける身体へ

経済学部 教授 花田 洋一郎（株）キャンパスサポート西南 木村 華子 経済学部 教授 小野 浩 -Ardi-柔道整復師ﾚｯｼｭﾏｽﾀｰ級ﾄﾚｰﾅｰ 岩﨑 愛

曜日 火曜日 時間 18：00～19：00 形式 オンライン 受講料 4,000円

曜日 金曜日 時間 18：30～20：00 形式 対 面 受講料 4,000円

曜日 金曜日 時間 14：00～15：30 形式 対面

受講料 4,000円 定員 30名 申込締切 9/21(火) 受講料 6,000円 定員 30名 申込締切 9/23(木) 受講料 4,000円 定員 20名 申込締切 10/7(木)

曜日 水曜日 時間 18：00～19：00 形式 ｵﾝﾗｲﾝ曜日 月曜日 時間 18：30～20：00 形式 対面

曜日 水曜日 時間 14：00～15：00 形式 ｵﾝﾗｲﾝ 曜日 水曜日 時間 18：00～19：30 形式 対面 曜日 月曜日 時間 18：30～20：00 形式 対面 曜日 月曜日 時間 10：30～12：00 形式 対面

受講料 4,000円 定員 12名 申込締切 10/31(日) 受講料 5,000円 定員 30名 申込締切 9/27(月) 受講料 4,000円 定員 30名 申込締切 11/4(木) 受講料 5,000円 定員 20名 申込締切 10/21(木)


