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ハガキ・FAX・Eメールまたは本学ホームページよりお申込み方法 〒818-0192 福岡県太宰府市石坂2丁目12-1住　　所 ＊日本語・日本文学科　＊英語学科　＊アジア文化学科文 学 部

人間科学部 ＊人間科学科
　　心理・社会福祉専攻〈発達臨床心理コース／社会福祉コース〉
　　初等教育・保育専攻〈初等教育コース／幼児保育コース〉

現代社会学部 ＊現代社会学科

大　学　院 ＊人間科学研究科
　　人間科学専攻（修士課程）

筑紫女学園大学ホームページ >>> https：//www.chikushi-u.ac.jp/
Eメール >>> gakushu@chikushi-u.ac.jp

※お申し込みの際は、①受講希望講座名 ②氏名（フリガナ） ③郵便番号 ④住所 ⑤電話番号・FAX番号をご記入ください。※定員に達した場合は、締切りとなりますのでご了承下さい。※お預かりした個人情報は適切に管理し、公開講座運営以外に使用することはありません。

社会連携センター

期日 内容・講師
親鸞の出自と比叡山での修学
宇治和貴（人間科学部准教授）

専修念仏入門・専修念仏弾圧
栗山俊之（現代社会学部教授）

越後での親鸞
金見倫吾（本学非常勤講師）

関東での伝道
宇治和貴（人間科学部准教授）

晩年の執筆活動と関東での弾圧
栗山俊之（現代社会学部教授）

①10月 5日(土)

②10月12日(土)

③10月26日(土)

④11月 2日(土)

⑤11月 9日(土)

“ともいき（共生）” ～あらゆる存在とのつながりの中で生かされていることへの目覚め～

臨床心理センターシンポジウム
「発達障害を持つ幼児・児童・青年期の人への支援とは」

　主催：筑紫女学園大学臨床心理センター

10月 5日(土) 13：00～15：00
エルガーラホール 多目的ホール
(福岡市中央区天神1-4-2)
一般100名

　発達障害を持つ人への支援について、さまざまな立
場の視点から話題を提供していただき、指定討論者や
フロアーとのディスカッションを通して支援について
考えていきましょう。

日時

会場

対象

シンポジスト：山下　洋（九州大学病院特任准教授）
　　　　　　田中真理（九州大学基幹教育院教授）
　　　　　　重橋史朗（中村学園大学発達支援センター講師）
　　　　　　酒井　均（人間科学部教授）
指定討論者：板井修一（人間科学部教授）
　 　　　　針塚　進（人間科学部教授）
全体司会：渋田登美子（人間科学部教授）
シンポジウム司会：大靏　香(人間科学部准教授)

空き家にしないための方策
～異世代ホームシェアを考える～

11月30日(土) 14：30～17：30

筑紫女学園大学 6号館1階6101教室

一般100名

　現代社会の地域では、少子高齢社会の進展ととも
に空家の対策が大きな課題となっています。本シン
ポジウムでは、地域での若者の定住のサポートにも
つながる異世代ホームシェアの可能性について２名
のゲストとともに考えます。

基調講演：淀川洋子（株式会社イエノコト 代表取締役）
　　　　  宮原真美子
　　　　 （佐賀大学大学院都市工学専攻 准教授・博士（工学））
調査報告：上村真仁（現代社会学科教授)
パネルディスカッション

第26回 仏教学研究室公開講義
「ビジュアル～親鸞の歩んだ道～」

主催：仏教学研究室

自立に向けて
幼児期と学童期で身につけておきたい力

　主催：人間科学科心理・社会福祉専攻
　共催：春日市療育施設「くれよんクラブ」

16：00～17：30
浄土真宗本願寺派 本願寺鹿児島別院 本堂ホール
(鹿児島市東千石町21-38)
一般70名

　親鸞の生涯をゆかりの地や『親鸞伝絵』などの写真
資料とともに紹介します。
　京都に生を受け、比叡山で修業をしたのちに法然門
下に入り専修念仏にであった親鸞は、弾圧によって越
後に流されます。
　その後、関東・京都と居を移しながら行われた伝道
の足跡をたどりながら、親鸞の歩んだ道を疑似体験し
てみましょう。

　発達に何らかのつまずきを持つ子どもが、幼児期か
ら学童期においてどのような力を身につけていったら
良いのかを概説し、家庭での工夫や、園や小学校で気
をつけておきたいことなどを紹介します。

時間

対象

会場

13：00～14：30
太宰府市いきいき情報センター
(太宰府市五条3-1-1）
一般50名

時間

対象

会場

期日 内容・講師
世界に愛される英語圏文学
大城房美（文学部教授）

Using English for Everyday Communication
Christie Provenzano（文学部准教授）
アルファベット：
その成り立ちから現在までの歴史
松﨑　徹（文学部教授）　　　　　　

①11月 2日(土)

②11月 9日(土)

③11月16日(土)

英語と英文学の世界
　主催：英語学科

　１回目の講座では、英語圏文学をテーマに講義が展
開されます。２回目の講座では、受講者からの要望が多
かったネイティブ講師による英会話中心の講座を予定
しています。３回目の講座では、普段何気なく目に触れ
ているアルファベットの、その成り立ちから今日に至る
までの興味深い歴史を探っていくことにします。今年も
英語と英文学の世界をぜひお楽しみください。

酒井均（人間科学部教授）
10月8日(火) 10：00～11：30
春日市いきいきプラザ（春日市昇町1-120）
一般30名

講師

日時

対象

会場

発達障害児のこれまでとこれから
　主催：人間科学科心理・社会福祉専攻
　協力：北九州発達障害親の会「すばる」

　発達障害の歴史から、これまでの日本の様々な取
り組みとその成果を紹介し、これからの取り組みに
ついて概説します。

酒井均（人間科学部教授）
2020年2月8日(土) 14:00～16:00
コムシティ
（北九州市八幡西区黒崎3-15-3）
一般30名

講師

日時

対象

会場

時間

会場

対象

仏教専修課程入門講座
「親鸞思想へのいざない」

　主催：仏教学研究室

　主催：現代社会学科

　筑紫女学園大学では、浄土真宗の教えを詳しく学
ぶためのコース『仏教専修課程』があります。本願寺
派の僧侶や住職を目指す方のみならず、一般の方で
より体系的に仏教や親鸞の思想を学びたいという
方を対象に開かれている課程です。
　仏教専修課程に少しでも興味をお持ちの方を対
象に、入門講座としてプレ講義を開催いたします。
　男性の方の受講も歓迎いたします。大学で行われ
ている仏教・真宗に関する講義を体験してください。

栗山俊之（現代社会学部教授）
宇治和貴（人間科学部准教授）
12月11日(水) 19：00～20：30
光蓮寺 梵響会館ホール
(太宰府市宰府1-10-23）
一般50名

講師

日時

対象

会場

日時

対象

会場

親子で楽しもう！
令和がいざなう太宰府の自然

　主催：人間科学科初等教育・保育専攻

　魅力いっぱいの太宰府を“身近な自然に親しむ”とい
う視点から味わいます。
　ネイチャーゲームを通して、自然界のカモフラージュ
に気づいたり、森の美術館を鑑賞したり、目かくしをし
て木々に触ったり、自然の中の宝物を探したり、わくわ
くいっぱいです。
※活動しやすい靴や服装でおいでください。
※小雨時も実施します。
※飲物は各自でご用意ください。
※お申込みの際に児童名（フリガナ）学年をお知らせください。

平山静男（人間科学部准教授）、本学学生（人間科学科）
10月19日(土) 9：30～12：00
大宰府政庁跡（太宰府市観世音寺4-6－1）
小学生及びその保護者　20名

講師

日時

対象

会場

音楽と自然によるともいき
～ガムラン・ワークショップと“筑女の森”自然観察～

　主催：アジア文化学科
田村史子（文学部准教授）
田中一男（地域環境計画九州支社）
10月20日(日) 10：00～15：30
（12：30～13：30休憩）
筑紫女学園大学飛翔会館３階スクヮーヴァティー
ホール及び学内高雄山遊歩道
一般30名

　アジアの音楽と森の自然に親しむプログラ
ムです。
　「ガムラン」はインドネシアの豊かな森に暮ら
していた人たちが生み出した合奏音楽です。
　午前は「ガムラン」の演奏を楽しみ、午後は本
学の“筑女の森”で音楽から感じられた自然の
力を体感していただきます。
※ガムランは床に座って演奏します。
※森で活動できるような靴や服装でおいでください。
※昼食・飲物は各自でご用意ください。
※雨天の場合は、終日室内で講義の予定です。

講師

日時

会場

対象

13：00～15：00  
筑紫女学園大学 6号館2階6201教室
一般30名

期日 内容・講師
漢詩で旅する日本の名所
桐島薫子（文学部教授）

源氏物語における筑紫への旅
須藤　圭（文学部准教授）
近世文学に描かれる身近な船の旅
安永美恵（文学部准教授）

①2020年
　2月8日(土)

②2020年
　2月15日(土)

③2020年
　2月29日(土)

文学と旅
　主催：日本語・日本文学科

　「文学と旅」をテーマに、古典文学の面白さをお伝
えします。第1回は、日本の名所を詠じた漢詩を取り
上げ、古地図を参照しながら鑑賞します。第2回は、
『源氏物語』の幼い女君・玉鬘が京都から筑紫へ流
離する場面を取り上げます。第3回は、船旅の味わい
を、淀の川船を中心に、近世小説や俳諧等を手掛か
りに探ります。

14：30～16：00
太宰府市いきいき情報センター(太宰府市五条3-1-1）
一般50名

時間

対象

会場
期日 内容・講師

中国少数民族の今
石　其琳（文学部教授）

アジア伝統絵画のいま
～モンゴル、ネパールを中心に
山木裕子（福岡アジア美術館 学芸員）
民族の伝統音楽と現代
田村史子（文学部教授）　　　　　

①11月 2日(土)

②11月 9日(土)

③11月16日(土)

《アジア文化学科開設20周年記念》
アジア塾「現代アジア考～伝統文化の今～」

　主催：アジア文化学科

　アジアの伝統文化は、急速に変化をとげる現代社会
のなかで、どのように変容しているのでしょうか。固有
の民族文化は、世界的な画一化の潮流のなかで生き残
ることができるのでしょうか。中国少数民族の生活文
化、仏教国の伝統絵画、アジア各地の伝統音楽をとりあ
げ、今アジアのさまざまな地域において、伝統文化が直
面している課題とその将来的展望を考えます。

14：00～16：30
太宰府市いきいき情報センター
(太宰府市五条3-1-1）
一般30名

期日 内容・講師
丸山豊の世界
松下博文（文学部教授）

田村隆一の世界
渡辺玄英（詩人）

茨木のり子の世界
渡辺玄英（詩人）

①2020年1月11日(土)

②2020年1月18日(土)

③2020年1月25日(土)

文学と南(8)
「現代詩と南」

　近現代の詩人たちの文学的な営みを「南」との関
係で考えていきます。丸山豊、田村隆一、茨木のり子
が「南」に対してどのようなまなざしを抱いていたか
を具体的な作品を読み解きながら考えてみたいと
思っています。

11月19日(火) 16：30～18：00　
筑紫女学園大学 8号館1階8103教室
一般20名

日時

対象

会場

筑紫想い出カフェ2019公開報告会
～地域回想法の成果と課題～

　主催：博物館学芸員課程
　協力：人間科学科心理・社会福祉専攻

　「筑紫想い出カフェ」とは、本学博物館学芸員課程
と社会福祉士養成課程のコラボレーションによる
「地域回想法」活動の愛称です。2019年度の1年間
は、太宰府市内の福祉施設と博物館の協力を得て地
域回想法活動をおこなってきました。博物館学と社
会福祉学双方の学生・教員の立場から、この1年間
を振り返り、回想法の現状と課題について考えてみ
ます。

公 開 講 座 受講料
無料

会場

時間

対象


