
 

 

  

 

 

【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：6/27（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 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ご連絡いたしますので、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。 

職   業 必須 □会社員 □公務員/団体職員 □自営業 □主婦 □学生 □その他（        ） 

属   性 
□一般（本学以外の大学を卒業の方） □本学卒業生 □本学在学生（学部：   学年：  ） 

□本学在学生の父母 □高校生（高校名：       ） □高校生の保護者  □本学教職員 

本学の公開講座を受講し

たことがありますか？ 
１．ある（今回が   回目）   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 

□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・Facebook） 

□４．その他 SNS（      ）□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（□広告 □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。 

 



オンライン 

2021 年度前期 西南コミュニティーカレッジ 
外国語学部提供 

1）グローバル・スタディーズへの新たな試み 
講座内容 

2020 年 4 月に誕生した外国語学部は、複言語主義に立脚した英語とフランス語の修得から出発し、言語科学、

コミュニケーション学、社会学、文学の学びを選択的かつ横断的に深めながら、行動力をともなった実践的な外国語

学を構築することを目指しています。経済中心のグローバル化概念を批判的に捉えつつ、グローバル・スタディーズに

新たな視点を提供します。 

講座情報 

講 師 開催期間 受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

清宮 徹 ほか 

外国語学部 教授 

6 月 17 日～7 月 15 日 

毎週木曜日 

18:30-19:30 

一般 

150 名 

一般 4,000 円 

（全５回分） 

高校生無料 

6 月 7 日（月）

必着 

講座責任者:西南学院大学外国語学部⾧ 和田 光昌 

必要な教材 

特になし。講座内で使用する教材は講師がご用意いたします。 

講座形式 

オンライン形式（Webex）※参加方法については「受講にあたってのご案内」をご確認ください。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 6 月 15 日（火）から オリエンテーション（動画配信） 社会連携課 

1 6 月 17 日（木） 
草の根のグローバル化とは 

－国際交流とコミュニケーション－ 

外国語学部 教授 

清宮  徹 

2 6 月 24 日（木） 
グローバル・フード・スタディーズ 

－砂糖の辿る運命－ 

外国語学部 教授 

北垣  徹 

3 7 月 1 日（木） 
地球はグラスのふちを回る 

－食べて飲んで笑って巡る身体の物語－ 

外国語学部 教授 

真下 弘子 

4 7 月 8 日（木） 
民主主義の変容 

－SNS とブラック・ライヴズ・マター－ 

外国語学部 教授 

藤野 功一 

5 7 月 15 日（木） 
世界文学 (world literature)における 

グローバル・スタディーズ 

外国語学部 准教授 

ユスチナ・カシャ 

※本学学生および教職員は無料で受講いただけます。 



オンライン 

2021 年度前期 西南コミュニティーカレッジ 
学部横断提供 

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～ 

講座内容 

2019年冬からの新型コロナウイルス・パンデミックは人々を直撃し、生活と生命を脅かしてます。いまだ収束の目途

は立っていない中、政治や経済は今までのようには行かず、失業、労働時間短縮、女性の家事・育児負担の増、

ＤＶ、虐待、自殺など、甚大な影響をおよぼしています。これらの問題は今後、どうなっていくのか、本講座では特に

女性と子どもに焦点をあてて、検討し，今後のありようについて考えていきます。 

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

倉元 綾子ほか 

人間科学部 教授 

5月 11日～7月 6日 

隔週火曜日 

18：00-19：00 

一般 

100名 

一般 4,000円 

（全５回分） 

4月 26日

（月）必着 

講座責任者：西南学院大学人間科学部教授 倉元 綾子 

必要な教材 

特になし。講座内で使用する教材は講師がご用意いたします。 

講座形式 

オンライン形式（Webex）※参加方法については「受講にあたってのご案内」をご確認ください。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 5月 7日（金）から 

― 

オリエンテーション（動画配信） 社会連携課 

1 5月 11日（火） 
新型コロナウイルス・パンデミックのなかの 

女性と子どもの現在 

人間科学部 教授 

倉元 綾子 

2 5月 25日（火） 社会保障とこれからの家族 
人間科学部 准教授 

河谷 はるみ 

3 6月 8日（火） 東日本大震災から 10年目に問う 
国際文化学部 講師 

伊東 未来 

4 6月 22日（火）  障がい者の安全・安心を支える仕組みを考える 
人間科学部 准教授 

倉光 晃子 

5 7月 6日（火） 新型コロナウイルス・パンデミックを超えていくために 講師全員 

※本学学生および教職員は無料で受講いただけます。 



対面 

2021 年度前期 西南コミュニティーカレッジ 
学部横断提供 

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～ 

講座内容 

これまで多くの研究により至適な運動や身体活動は心身に対して良い影響を及ぼすことが明らかとなっています。しか

しながら、新型コロナウイルス感染症（COVID‐19）の流行により、長期間にわたり身体活動量が減少している方

も多いのではないでしょうか。本講座では、運動や身体活動が心身の健康に及ぼす影響について、最新の知見を交

えながら解説するとともに、自宅で行える簡単なエクササイズを紹介します。 

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

山崎 先也ほか 

人間科学部 教授 

5月 18日～6月 29日 

隔週火曜日 

18：00-19：30 

一般 

30名 

一般 4,000円 

（全 4回分） 

5月 9日（日）

必着 

講座責任者：西南学院大学人間科学部准教授 高野 一宏 

必要な教材 

特になし。講座内で使用する教材は講師がご用意いたします。 

講座形式 

対面形式 ※新型コロナウィ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もあります。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 5月 18日（火） オリエンテーション（初回講座開始 10分前より） 社会連携課 

1 5月 18日（火） 運動と疾患・寿命に関する疫学研究 
人間科学部 教授 

山崎 先也 
2 6月 1日（火） 運動と生活習慣病予防・改善 

3 6月 15日（火） 運動とメンタルヘルス 
人間科学部 准教授 

田原 亮二 
4 6月 29日（火） 運動習慣の形成法と簡単なエクササイズ 

※本学学生および教職員は無料で受講いただけます。 



対面 

2021 年度前期 西南コミュニティーカレッジ 
大学博物館提供 

４）西洋写本学入門 ～解読練習編～ 

講座内容 

本講座は、ヨーロッパ版古文書である西洋写本について紹介する入門講座です。今回は、受講者のみなさんにも

写本の文字・挿絵の解読にチャレンジしてもらい、実践形式で写本解読の練習を行います。解読にはラテン語の文

法・単語知識が多少必要になってきますが、既習である必要はありません。講座と平行してラテン語の知識を身に

つけていきましょう。 

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

下園 知弥 

大学博物館 教員 

6月 25日～7月 30日 

毎週金曜日 

18：30-20：00 

一般 

30名 

一般 4,000円 

（全５回分） 

6月 15日

（火）必着 

講座責任者：西南学院大学博物館長 伊藤 慎二 

必要な教材 

特になし。講座内で使用する教材は講師がご用意いたします。 

講座形式 

対面形式 ※新型コロナウィ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もあります。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 6月 25日（金） オリエンテーション（初回講座開始 10分前より） 社会連携課 

1 6月 25日（金） イントロダクション 書体と装飾文字の基礎知識 

大学博物館 教員 

（助教・学芸員） 

下園 知弥 

2 7月 2日（金） 西南学院大学博物館所蔵 「フランス時禱書」 

3 7月 9日（金） 「ゴデスカルクの福音書」 

4 7月 16日（金） 「ロンドン詩篇のマッパ・ムンディ」 

5 7月 30日（金） 西南学院大学博物館所蔵 「12世紀ラテン語写本」 

 



対面 

2021 年度前期 西南コミュニティーカレッジ 
リカレント講座（対象：保育士・幼稚園教諭免許取得者）  

５）現代保育セミナー 

講座内容 

現代保育における重要課題として、基本的な生活習慣が形成される乳幼児期からの調和的な健康づくりが問わ

れ、親と子のスキンシップによる活動的な遊びが見直されています。本講座では、幼児期から運動習慣性を培う総

合的な体力づくりの重要性が叫ばれる今日、本校での実践型交流授業での研究成果を基に、ＩＣＴを活用し

て、理論と実践の両立を目指しながら、親子が楽しく遊べる望ましい保育指導の在り方を探求します。 

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

米谷 光弘 

人間科学部 教授 

6月 12日 

土曜日 

9：15-12：30 

保育士 

幼稚園教諭 

20名 

4,000円 

（全２回分） 

6月 2日（水）

必着 

講座責任者：人間科学部 教授 米谷 光弘 

必要な教材・その他 

筆記用具ほか（教材は講師がご用意いたします）。 

当日は運動できる服装のうえ、上履きをご用意ください（更衣室のご用意はございません）。 

また、タオルや水分補給用の水筒をお持ちください。 

講座形式 

対面形式 ※新型コロナウィ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もあります。 

コースのスケジュール  

 開催日時 内容・講義テーマ 

 6月 12日（土） 

― 

オリエンテーション（講座開始時間 10分前より） 社会連携課 

1 9：15-10：45 講義（理論編） 
人間科学部 教授 

米谷 光弘 
2 11：00-12：30 ワーク（実践編）・まとめ 
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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～ 

講座内容 

気候変動・異常気象による自然災害や新型コロナウイルスと闘う現代においては「どう生きるか」が、切実な問いとし

て突きつけられています。その問いとともに、長い歴史の中で受け継がれてきたキリスト教の本質、聖書が教える人間

観や世界観を手掛かりとしながら、人間の存在と価値にかかわる基本的な課題、社会の問題に目を向け、キリスト

教が勧めてくれた「信仰、希望、愛」による生き方の方程式を解いていきます。 

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

劉 雯竹 

西南学院宗教主事 

5月 6日～6月 3日 

毎週木曜日 

18：30-20：00 

一般 

30名 

一般 5,000円 

（全５回分） 

４月 21日

（水）必着 

講座責任者：西南学院宗教主事 劉 雯竹 

必要な教材 

特になし。講座内で使用する教材は講師がご用意いたします。 

講座形式 

対面形式 ※新型コロナウィ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もあります。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 5月 6日（木） オリエンテーション（初回講座開始 10分前より） 社会連携課 

1 5月 6日（木） はじめてのキリスト教 

西南学院宗教主事 

劉 雯竹 

 

2 5月 13日（木） 信仰と哲学 

3 5月 20日（木） 希望の神学 

4 5月 27日（木） 
創造、解放、和解 

：聖書から聞く現代への愛のメッセージ 

５ 6月 3日（木） 
信仰、希望、愛 

：実践してわかるキリスト教 
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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～ 

講座内容 

自分の考え方や行動パターン次第で、毎日の気分は変わります。この理解にもとづき、考え方のクセに気づいて修正した

り、行動パターンを分析して新しいパターンを取り入れたりすることで、より自分らしい人生を切り開く、これが認知行動療法

とよばれる心理療法のひとつです。認知行動療法を習得し、自分の心の健康を高めるために使えることを目指します。 

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

中島 美鈴 

九州大学 

人間環境学研究院 

5月 7日～6月 25日 

毎週金曜日（5/14 をのぞく） 

14：00-15：00 

一般 

16名 

一般 5,600円 

（全 7回分） 

4月 22日

（木）必着 

講座責任者：西南コミュニティーセンター長 石森 久広 

講師紹介 

臨床心理士（専門：認知行動療法）。現在は九州大学人間環境学研究院にて大人の発達障害、集団認知行

動療法、職場のメンタルヘルス、司法・矯正領域の仕事に携わる。 

必要な教材 

テキスト「私らしさよ、こんにちは―5日間の新しい集団認知行動療法ワークブック 自尊心をとりもどすためのプログラム」 

著者：中島 美鈴 出版社：星和書店 価格：880 円（税込み） 

※テキストは各自でご購入ください。（受講料にテキスト代は含まれておりません。） 

講座形式 

オンライン形式（Zoom）※参加方法については「受講にあたってのご案内」をご確認ください。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 4月 30日（金）から 

― 

オリエンテーション（動画配信） 社会連携課 

1 5月 7日（金） なりたい自分を明確にしよう 

九州大学 

人間環境学研究院 

中島 美鈴 

2 5月 21日（金） 自分を大切にできない考え方 

3 5月 28日（金） 自分を大切にできないのはなぜ？ 

4 6月 4日（金） 悪循環から抜け出すには 

５ 6月 11日（金） 自分を受け入れる 

６ 6月 18日（金） いざ！変身！ 

７ 6月 25日（金） あなたの背中をあと一歩押す 
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８）彩り豊かな英国児童文学の世界への第一歩 

講座内容 

「英文学」というと、やや敷居が高く感じる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る

んです。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は、英文学が原作の作品があります。本講座で

は、ジブリ映画の原作となっているものや、「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すること

で、皆さんに英文学を身近に感じてもらい、そ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、魅力的な英文学の世界へと足を一歩踏み入れてみませんか？  

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

隈部 歩 

言語教育センター助教 

7月 16日～8月 27日 

毎週金曜日 

14：00-15：30 

一般 

30名 

一般 5,000円 

（全５回分） 

7月 6日（火）

必着 

講座責任者：言語教育センター 助教 隈部 歩 

必要な教材 

本講座では、各講義で読む英文学（抜粋）を予め配布し、事前に一読いただいたうえで参加していただきます。

受講にあたっての英語レベル（英検など）の指定はございませんが、電子辞書の持参を推奨します。講座内で使

用する教材は講師がご用意いたします。 

講座形式 

対面形式 ※新型コロナウィ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もあります。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 7月 16日（金） オリエンテーション（初回講座開始 10分前より） 社会連携課 

1 7月 16日（金） 
イントロダクション 

ジブリ映画の原作の英文学に触れる(1) 

言語教育センター 助教 

隈部 歩 

2 7月 30日（金） ジブリ映画の原作の英文学に触れる(2) 

3 8月 6日（金） 
英国児童文学の黄金時代 

ヴィクトリア朝の作品に触れる(1) 

4 8月 20日（金） 
英国児童文学の黄金時代 

ヴィクトリア朝の作品に触れる(2) 

５ 8月 27日（金） 
英国児童文学の黄金時代 

ヴィクトリア朝の作品に触れる(3) 

 

対面 
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９）実用シーンで学ぶ中国語（入門編） 

講座内容 

本講座は中国語を気軽に話せるようになりたい方を対象に、自然に日常の会話フレーズが言えるようになることを

目指します。中国語圏を旅する際に遭遇する場面で使える、短くて応用が効く表現を身につけましょう。また、中国

語を勉強するとともに、中国の文化や社会習慣なども紹介します。ぜひ中国語での会話を楽しみましょう！  

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

単 艾婷 

言語教育センター助教 

6月 14日～7月 19日 

毎週月曜日 

18：30-20：00 

一般 

30名 

一般 6,000円 

（全 6回分） 

6月 4日（金）

必着 

講座責任者：言語教育センター 助教 単 艾婷 

必要な教材 

特になし。講座内で使用する教材は講師がご用意いたします。 

講座形式 

対面形式 ※新型コロナウィ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もあります。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 6月 14日（月） オリエンテーション（初回講座開始 10分前より） 社会連携課 

1 6月 14日（月） シーン①：飛行機に乗る 

言語教育センター 助教 

単 艾婷 

2 6月 21日（月） シーン②：ホテルに泊まる 

3 6月 28日（月） シーン③：食事する 

4 7月 5日（月） シーン④：道を尋ねる 

５ 7月 12日（月） シーン⑤：ショッピングする 

6 7月 19日（月） 実践編 
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１０）文章講座「掌編を書く」 

講座内容 

創作を志す方を対象に、基本的な力を身につけることを目的として、小説の執筆について解説します。課題として掌

編小説を 1 本書いていただき、講座最終回までにご提出いただきます。 

講座情報 

講 師 開催期間 受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

中山 智幸 

小説家 

7 月 7 日～8 月 4 日 

毎週水曜日 

18:00-19:00 

一般 

20 名 

一般 4,000 円 

（全 5 回分） 

6 月 27 日

（日）必着 

講座責任者:西南コミュニティーセンター⾧ 石森 久広 

講師紹介 

1975 年、鹿児島県生まれ。西南学院大学卒。2005 年に『さりぎわの歩き方』で第 101 回文學界新人賞を

受賞してデビュー。2008 年には『空で歌う』が第 138 回芥川賞候補にノミネート。2017 年には、『暗号のポラリ

ス』で第 47 回福岡市文学賞受賞。 

必要な教材 

特になし。講座内で使用する教材は講師がご用意いたします。 

講座形式 

オンライン形式（Zoom）※参加方法については「受講にあたってのご案内」をご確認ください。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 ７月 ５日（月）から オリエンテーション（動画配信） 社会連携課 

1 7 月 7 日（水） 掌編を書く「主題」 

小説家 

中山 智幸 

2 7 月 14 日（水） 掌編を書く「構成」 

3 7 月 21 日（水） 掌編を書く「描写」 

4 7 月 28 日（水） 掌編を書く「推敲」 

５ 8 月 4 日（水） 掌編を書く「視点」 
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１１）English Discussion 

 on Current Issues Online 

講座内容 

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「英語で英語を学ぶ」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、様々な時事テーマ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。 

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

木村 華子 

㈱キャンパスサポート西南 

５月１９日～６月１６日 

毎週水曜日 

1４：00-1５：00 

一般 

１６名 

一般 4,000円 

（全 5回分） 

５月９日（日）

必着 

講座責任者：西南コミュニティーセンター長 石森 久広 

講師紹介 

㈱キャンパスサポート西南の言語関連チームで、英語教育プログラムの運営や学会などの通訳や翻訳を担当。 

＊ TOEIC 985点 ＊ 国連英検Ａ級  ＊ 言語：日本語・英語（母国語レベル） 

必要な教材・その他 

特になし。講座内で使用する教材は講師がご用意いたします。 

講座は基本的に英語で行われます。毎回、事前に配付する英語の記事(約 600 ワード)を読んでディスカッション

トピックについてある程度考えをまとめ、講座に参加していただきます。英検２級（相当）以上を取得していること

が望ましいです。教材となる記事とディスカッショントピック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。 

講座形式 

オンライン形式（Zoom）※参加方法については「受講にあたってのご案内」をご確認ください。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 ５月１４日（金）から オリエンテーション（動画配信） 社会連携課 

1 ５月１９日（水） Space exploration 

㈱キャンパスサポート西南 

木村 華子 

2 ５月２６日（水） Carbon neutrality 

3 ６月 ２日（水） Surnames 

4 ６月 ９日（水） Digital transformation 

５ ６月１６日（水） Multicultural society 
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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 

講座内容 

これまで１００以上の国と地域を訪れた体験談をもとに西日本新聞から著書『珍国の女王』を出版。一般的に日本人

が知る機会が少ない珍しい場所を中心に添乗員として訪問を重ねています。「世界を知る」ということは「相手を知る」そし

て最終的に「自分を知る」ということをテーマに旅を続けているため、単なる旅の体験談ではなく、歴史、民族、文化に触

れ、今まで知らなかった世界が、とても身近に感じられる講座です。メディアに出ることのない情報も満載です。 

講座情報 

講 師 開催期間 
受講対象者 

定員 
受講料 応募期限 

髙井 英子 

㈱スカイスターﾂｱｰｽﾞ 

代表取締役 

7月２０日～8月２4日 

毎週火曜日 

18：00-19：00 

一般 

５0名 

一般 4,000円 

（全 5回分） 

７月１１日

（日）必着 

講座責任者：西南コミュニティーセンター長 石森 久広 

講師紹介 

アフリカを中心とした、日本人が余り行かない珍しい国や地域専門の添乗員として地球を飛び回り、現在の訪問国

は 117 カ国に渡る。2016年に著者「珍国の女王」を出版。多数のメディアでコラムを担当。 

必要な教材 

特になし。講座内で使用する教材は講師がご用意いたします。 

講座形式 

オンライン形式（Zoom）※参加方法については「受講にあたってのご案内」をご確認ください。 

コースのスケジュール  

 開催日 内容・講義テーマ 

 ７月１６日（金）から オリエンテーション（動画配信） 社会連携課 

1 7月２０日（火） 

南米を旅する時間 

大自然、絶景、文化、歴史など好奇心が尽きることのない場所。日本人にと

って南米は縁遠いような気がしますが、身近に感じるポイントがたくさんです。 

㈱スカイスターツアーズ 

代表取締役 

髙井 英子 

2 7月２７日（火） 

カリブ海を旅する時間 

島好き必聴の価値あり！カリブ海にはたくさんの島が点在。個性あふれる魅

力的なカリブ海の島々をご紹介します。 

3 ８月 ３日（火） 
アフリカを旅する時間 

民族、歴史、文化を知ることで見方が１８０度変化。非日常体験の宝

庫！そして私たち日本人がアフリカから学ぶべきことがとても多いです。 

4 ８月１７日（火） 
太平洋州を旅する時間 

美しい海と人々のおおらかさに心が穏やかになる場所。気軽に行ける無人島

も太平洋ならでは。太平洋戦争の歴史にも触れます。 

５ 8月２4日（火） 
日本人が知らない珍国を旅する時間 

講座の最終日は脳内世界一周の旅へ。中東、中央アジア、欧州などにある

見たことも聞いたこともないような珍しい場所を次から次に紹介します。 
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