2020（令和 2）年度 後期

筑紫女学園大学

“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

第 27 回 仏教学研究室公開講義

「子どもと家族を支える地域のちから」

「ビジュアル～ブッダの歩んだ道～」

地域には、さまざまな問題を抱え、深く悩み苦しんでいる親と子がいます。こうした親と子が、孤立しつぶれて
しまうことのないように、地域の支える力が必要とされています。
このシンポジウムでは、親と子を支える実践を続けて来られた先生方から、お話しをうかがい、コロナ時代の支
援のあり方について考えます。
主催：筑紫女学園大学臨床心理センター
シンポジスト： 数山和己(佐賀県子ども・若者総合相談センター 相談責任者)
山口由美子(不登校を考える親の会「ほっとケーキ」代表)
瀬里徳子(福岡市こども総合相談センター里親係長)
大靏 香(人間科学部教授)
指定討論者：渋田登美子(人間科学部教授)
森田理香(人間科学部准教授)
司会：
板井修一(人間科学部教授)
日時 10 月 3 日(土)13:10～16:10
会場 筑紫女学園大学
対象 一般 80 名

ブッダの生涯を、現在のインド・ネパールの写真資料とともに紹介します。四大仏跡を含めブッダが歩いた道を
たどり、それぞれの地にちなんだブッダの教えについて解説します。仏跡巡礼旅行を疑似体験します。
主催：仏教学研究室
期日
内容・講師
①10 月 10 日(土)
誕生の地：ルンビニ
川尻洋平（現代社会学部准教授）
②10 月 17 日(土)
成道の地：ブッダガヤ
宇治和貴（人間科学部准教授）
③10 月 31 日(土)
初転法輪の地：サールナート
小林久泰（文学部准教授）
④11 月 14 日(土)
涅槃の地：クシナガル
栗山俊之（現代社会学部教授）
時間 16:00～17:30
会場 浄土真宗本願寺派本願寺鹿児島別院本堂ホール
対象 一般 70 名
(鹿児島市東千石町 21-38)

インドネシアの青銅楽器ガムランの魅力
－楽器と音色－

文学と南(9)「越境する文学―崎山多美の世界―」

ガムランは、たたいて音を出すインドネシアの青銅楽器です。
職人の手によって一つ一つ手で作られた青銅楽器の存在感、人の心を癒してくれるその不思議な音色。そ
のようなガムランの魅力を実演も含めて解説するオンライン講座です。
主催：アジア文化学科
講師：田村史子（本学非常勤講師）
日時 ①10 月 17 日（土）②10 月 31 日（土）
14:00～15:30 お申し込み受付後に視聴方法をお知らせします。

不登校セミナー
社会問題化している不登校について、不登校の基本的理解と支援のあり方について考えます。
質疑応答や意見交換なども予定しています。
講師：長阿彌幹生（教育文化研究所代表）
日時 10 月 28 日(水)13:10～14:40
会場 筑紫女学園大学
対象 一般 70 名

「文学と南」の第９回目。1980 年代後半から 90 年代にかけて、「水上往還」と「シマ籠る」で芥川賞候
補にノミネートされた八重山諸島西表島出身の崎山多美。作品にはしばしばニホンゴでは表現不可能な不
可思議な「声」や過去と現在を跨いで自由に往還する奇妙な時空意識が盛り込まれています。当講座に崎
山さんをお呼びするのは 2017 年度以来２度目。講座は全３回。３回目は、日本近代文学会九州支部
秋季大会との共催でシンポジウムを予定しています。事前に、作品集『うんじゅが、ナサキ』『クジャ幻視行』
（花書院：福岡市）を御一読いただくと理解が深まります。
共催：日本近代文学会九州支部秋季大会
コーディネーター：松下博文（文学部教授）
期日
内容・講師
①10 月 17 日(土)
生/死の境界ー『うんじゅが、ナサキ』の世界
松下博文（文学部教授）
②10 月 31 日(土)
光/闇の境界ー『クジャ幻視行』の世界
松下博文（文学部教授）
③11 月 7 日(土)
シンポジウムー崎山多美の世界
崎山多美（作家）
時間 14:00～16:30
会場 筑紫女学園大学
対象 一般 30 名

アジア塾
「アジア女性のワーク・ライフ・バランス―日本・韓国・インドを事例に―」

英語と英文学の世界

変動するアジア社会において、女性の仕事と生活の実態を知り検討する講座群です。日本・韓国・インドを
対象に、女性のワーク・ライフ・バランスの観点から比較することで、各社会が直面する課題と展望を明らかに
します。
主催：アジア文化学科
期日
内容・講師
①11 月 7 日(土)
日本女性のワーク・ライフ・バランス
武藤桐子（NPO 法人福岡ジェンダー研究所研究員）
②11 月 21 日(土)
韓国女性のワーク・ライフ・バランス
裵海善（文学部教授）
③11 月 28 日(土)
インド女性のワークライフバランス
喜多村百合（文学部教授）
時間 14:30～16:00
会場 筑紫女学園大学
対象 一般 30 名

毎年好評をいただいている本講座では、英語と英文学にまつわるテーマをもとに本学専任教員が 3 回の講
座をそれぞれ担当します。今年も英語と英文学の世界をぜひお楽しみください。
主催：英語学科
期日
内容・講師
①11 月 21 日(土)
英国口承歌からホラー映画へ
宮原牧子（文学部准教授）
古い英国の歌が誰もが知るホラー映画の誕生につながっているというお話しを
します。

②11 月 28 日(土)

Build Real English Skills: A Communicative Approach
Christie Provenzano（文学部准教授）
昨年度受講者の方に大好評だったネイティブ講師による受講者参加型の英
会話を予定しています。

③12 月 5 日(土)

小学生が触れる英語と世界
アダチ徹子（文学部教授）
小学校英語教育に焦点を当てながら、人生の早期に小学生が出会う英語
文化の世界を講師と一緒に探っていきます。

今を生きる少年少女の非行問題について考える
～パープルエイド・ブルークロス・ムーブメント～
再犯防止法の制定により、少年少女の非行問題への対策が改めてクローズアップされています。
15 年前から筑豊地区で非行少年、少女の立ち直り支援をされている工藤良氏をお招きして、少年少女
の非行問題とその背景にある社会的課題について考えます。
講師：工藤 良（特定非営利活動法人ＴＦＧ 理事長）
日時 11 月 21 日(土)10:00～12:00
会場 筑紫女学園大学
対象 一般 70 名

レジリエンスとリフレーミング
発達障害の子ども達に身につけさせたい力の一つにレジリエンスがあります。立ち直り力などと訳されているこ
の力をどのように着けていったらいいのかを概説します。
さらに親に身に着けてほしい力であるリフレーミングについても概説します。
講師：酒井 均（人間科学部教授）
後援：北九州発達障害親の会「すばる」
日時 2021 年 2 月 6 日(土)10:00～12:00
会場 コムシティ（北九州市八幡西区黒崎 3-15-3）
対象 一般 30 名

お申込み・お問合せ

社会連携センター
筑紫女学園大学ホームページ>>>
https://www.chikushi-u.ac.jp/

お申込み方法

時間
会場

13:00～14:30
筑紫女学園大学

対象

一般 30 名

文学と南(10)「歴史と文学ー天平時代」
天平時代、日本は中国東北部に栄えた渤海王国とも強く繋がっていました。１回目は、『天平の渤海交
流』（塙選書）の著書を持つ藤井一二氏に渤海王国と古代日本の交流史をご講義いただき、遣唐使、シ
ルクロード、太宰府という歴史の回廊を巡ります。２回目と３回目は、井上靖の歴史小説『天平の甍』を読
み解きながら、歴史と文学のはざまで創作する井上の歴史観に迫ってみたいと思います。
コーディネーター：松下博文（文学部教授）
期日
内容・講師
2021 年
シルクロードと渤海王国ーもう一つの遣唐使
① 2 月 13 日(土)
藤井一二（松蔭大学特任教授・金沢星稜大学名誉教授・文学博士）
② 2 月 20 日(土)
井上靖『天平の甍』を読む
松下博文（文学部教授）
③ 2 月 27 日(土)
歴史と文学のはざま
講師：松下博文（文学部教授）
時間 14:00～16:30
会場 筑紫女学園大学
対象 一般 30 名

〒818-0192 福岡県太宰府市石坂 2 丁目 12-1
TEL：(092)925-9685 FAX：(092)925-9683
E メール：gakushu@chikushi-u.ac.jp
ハガキ･ＦＡＸ・E メールまたは本学ホームページより

＊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。
＊講座開催についての変更等につきましては、随時ホームページ等でお知らせいたします。

