
福岡女子大学　平成30年度

公開講座のご案内
福岡女子大学では、地域の皆さまの生涯学習の場を提供するため、毎年、様々な公開講座を企画実施しています。
どなたでもご参加いただけますので、お気軽にお申し込みください。

福岡女子大学の学部1～2年生が履修する英語力習得のためのAcademic English Programを担当する専任講師による英語講座です。
受講料：各回500円（3回分まとめて申込みの場合は1,000円）　※高校生無料
定　員： 30名
対　象：TOEIC 400点以上もしくはそれと同等以上の英語力をお持ちの方

＊ E-mail、Fax、ハガキのいずれかに、① 希望講座番号、② 氏名（フリガナ）、③ 住所、④ 電話番号、⑤ 年
齢、⑥ Fax番号（Fax申込の方）をご記入の上、地域連携センターまでお申込みください。お電話でも
受け付けております。

＊ 受講証は発行しておりません。また、定員のある講座のみ参加可否をお知らせしています。（定員のな
い講座はお申込みいただいた方全員が参加できます）

★ご提供いただいた個人情報は、公開講座等の実施・運営、地域連携センターからのご案内等に使わせていただき、他の目的
には使用いたしません。

○センター内託児室およびセミナー室にて、託児サービスを行ってい
ます（業者委託／先着5名・無料／対象：乳幼児から小学6年生まで）。
利用を希望される方は、講座開催日の10日前（土日祝除く）までに、
直接委託先へお電話ください。費用は大学が負担します。

申込方法

お 申 込 み
お問い合わせ 福岡女子大学地域連携センター

　　　 
〒812-0036　福岡市博多区上呉服町10-10
フリーダイヤル 0120-8000-29（受付時間：平日9時～19時）

日　程 テーマ 概　要 講　師

講　師

講　師

講　師

講座番号

Ａ－１

Ａ－２

Ａ－３

11/10（土）
10：00～11：30

Learning English 
through Reading

都地　沙央里
（AEP instructor・学術英語専任講師）

Timothy PRITCHARD
（AEP instructor・学術英語専任講師）

Scott SMITH
（AEP instructor・学術英語専任講師）

In 3 lectures, each AEP instructor will each explain one facet 
of how people can improve their English skills. As most of 
the lectures will be given in English, participants are required 
to have intermediate English comprehension skills.

11/17（土）
10：00～11：30

Strategies for Building 
Conversation

11/24（土）
10：00～11：30

Success in English 
Tests

〒813-8529　福岡県福岡市東区香住ヶ丘１－１－１
TEL：092-661-2728（直通）／092-661-2411（代表）　Fax：092-692-3220
E-mail：kyomenkow@fwu.ac.jp　URL：http://www.fwu.ac.jp/collaboration/

【委託先】 （株）テノ・サポート

A
会場：図書館棟１階　LL教室

国際社会における、外国とその地域の事情について解説します。
受講料：各回500円　※高校生無料

日　程 テーマ 概　要講座番号

Ｂ－１

Ｂ－２

6/2（土）
10：00～11：30

現代台湾における女性
―エスニシティ（民族性）とジェン
ダーのせめぎあい

台湾は男女共同参画が進んでいると言われています。その現状と歴史的
背景について考えます。

貧困層を対象とする小規模融資機関として銀行の役割と、教育や社会開
発における活動などのNGOの役割とを果すグラミン銀行の貧困対策と
その背景について解説します。

宮崎　聖子
（国際教養学科教授）

チョウドリ マハブブル アロム
（国際教養学科教授）

8/25（土）
10：00～11：30

バングラデシュにおける
グラミン銀行の貧困緩和の
方法

B
会場：地域連携センター２階 セミナー室２

「異国へのいざない～世界を知ろう～」

日々の食事での工夫や注意点等に医師、管理栄養士の視点からアプローチします。
受講料：各回500円　※高校生無料

日　程 テーマ 概　要講座番号

Ｄ－１

Ｄ－２

9/15（土）
10：00～11：30

生活習慣病や介護予防と
しての健康増進活動

身体活動や食習慣などの生活習慣について、生活習慣病や介護予防の側
面から、実際の活動例も交えお話しします。

高血圧予防の食事のポイントや、美味しく続けられる減塩の工夫につい
て、体験をしていただきながらご紹介します。

太田　雅規
（食・健康学科教授）

梅木　陽子
（食・健康学科講師）

10/9（火）
10：30～12：00

美味しく続ける減塩ライフ【試食付】
～高血圧予防の食生活～（定員30名）

D
会場：地域連携センター２階 セミナー室２

「自分メンテナンス！～健康な体を維持するために～」

福岡女子大学の研究に興味を持っていただくため、それぞれの専門領域を一般の方向けにわかりやすくご紹介します。
受講料：各回500円（4回分まとめて申込みの場合は1,500円）　※高校生無料

日　程 テーマ 概　要講座番号

Ｃ－１

Ｃ－２

7/28（土）
10：00～11：30

外交官は任地の言葉を
どうやって会得するのか

日本人にとって、英語で仕事をするだけでも大変なのに、外交官は時としてフランス語
だったり、インドネシア語だったり、中国語だったり、いろいろな言葉の環境の中で暮ら
しをして仕事をしています。どうやって言葉を覚えて、使えるようになるのでしょうか。

ラフカディオ・ハーンは日本でも親しまれている作家です。「雪女」「耳なし芳
一」などの怪談が読まれてきたばかりでなく、今もさまざまな形でハーンの
文化的遺産が受け継がれています。ハーンを現代の目で読み直します。

山下　哲生
（国際教養学科教授）

長岡　真吾
（国際教養学科教授）

8/11（土・祝）
14：00～15：30

読み直すラフカディオ・
ハーン（小泉八雲）

Ｃ－３
地域での共創として様々な取り組みが検討されていますが、本講座では、
次代を担う世代へのサポートをテーマに、これまでに実施した分析などに
基づき、長期的に安定した自立可能な地域づくりについて考察します。

中村　大輔
（国際教養学科准教授）

9/8（土）
10：00～11：30

地域での共創と次代を担う
世代へのサポート

Ｃ－４
文学とは何か。人間とは何か。人生とは何か。漱石は一連の問いを真面目
に発して応接する。だからテクストの語りは深くて力強い。漱石最晩年の
鍵語「明暗双双」「則天去私」に、そのリアリズムの神髄を探りたい。

望月　俊孝
（国際教養学科教授）

10/6（土）
10：00～11：30

漱石文芸の哲学的基礎
―則天去私の文学の道―

C 会場：地域連携センター２階 セミナー室２「知の発信 2018」

「How to Learn English Effectively」

後　援 ： 福岡県教育委員会　福岡市教育委員会

受付を
終了しました



図書館棟

地域連携センター

正　門

車両正門

南通用門

北通用門

福岡女子大学　平成30年度公開講座　申込書
FAXでのお申込み

E-mailでのお申込み

FAX番号：092-692-3220

福岡女子大学　地域連携センター
kyomenkow@fwu.ac.jp

お葉書でのお申込み

福岡女子大学　地域連携センター
〒813-8529　福岡市東区香住ケ丘1-1-1

お電話でのお申込み・問合せ

福岡女子大学　地域連携センター（平日9時～18時）
電話番号　092-661-2728（直通）

下記の欄にご記入の上
送信ください

講座
番号

お名前 年齢
歳

〒

TEL
FAX

E-mail ＠

連絡先

ふりがな

A

B

C

D

講座シリーズ名 各回タイトル
申込講座に○をつけてください。
（複数可）受講料各回500円

３回全てお申込1000円

How to Learn 
English
Effectively

自分メンテナンス！

異国へのいざない

知の発信2018

Learning English through 
Reading

11/10

11/17

11/24

Strategies for Building 
Conversation

6/2 「現代台湾における女性
　―エスニシティ（民族性）とジェンダーのせめぎあい」

8/25 「バングラデシュにおける
　グラミン銀行の貧困緩和の方法」

7/28 「外交官は任地の言葉を
　どうやって会得するのか」

8/11 「読み直すラフカディオ・ハーン（小泉八雲）」

9/8 「地域での共創と
　次代を担う世代へのサポート」

10/6 「漱石文芸の哲学的基礎　
　―則天去私の文学の道―」

9/15 「生活習慣病や介護予防としての
　健康増進活動」

10/9 「美味しく続ける減塩ライフ
　～高血圧予防の食生活～【試食付】」

Success in English Tests

４回全てお申込1500円

【備　　考】
＊性別・年齢を問わず受講できます。
＊各回申込みとするか、まとめて申込みとするかは、お申込み時にお知らせください。まとめて申込みの受講料のお支払いは、シリーズの初回のみ受け付けます。（最終回での割引額返還
等はいたしません。）

＊会場は、福岡女子大学　図書館棟ＬＬ教室（A講座）または地域連携センター（B・C・D講座）を予定していますが、変更になる場合があります。
＊学内には駐車場が十分にございませんので、恐れ入りますが公共交通機関をご利用ください。
＊悪天候等により、講座日時が変更になる場合があります。詳細はお電話等でお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。
＊講師や他の受講生に迷惑となるような行為、講座の進行を妨げるような行為を行った場合、受講をお断りすることがあります。このような場合でも、納入された受講料は返還いたしません。 
＊講座中の傷病について、本学として責任を負いかねる場合がありますので、お体の不調や異常を感じた時は参加を見合わせるなど、自己の責任において健康管理に十分ご注意してください。
＊講座中の盗難、通学途中の傷病、その他の事故について、本学は一切責任を負いません。

★ご提供いただいた個人情報は、公開講座等の実施・運営、地域連携センター
　からのご案内等に使わせていただき、他の目的には使用いたしません。


