
２０１９年度地域連携室の取り組み 
 

１．後期北九州市民カレッジの開講 

（１）概要 
本学では、昨年度より地域の皆様の多様な学習ニーズに対応した生涯学習機会を提供し、自己実現の

促進を図ることを目的に「令和元年度後期北九州市民カレッジ」（11 月 14 日～12 月 12 日の 5 日間の
計 5 回）を開講した。 

 
（２）全体テーマ 
  『人生 100 年時代を健康でアクティブに生きるために』。 
 
（３）各講座のテーマ 
 第１回：「令和から始める食生活の改善～健康長寿を目指しましょう～」 

担当：保健福祉学部栄養学科 教授 近江雅代 
内容：疾病や障害の有無に関係なく、「元気な高齢者」を目指すため、フレイルティとメタボ対策 

について、日ごろの食生活のポイントを紹介した。 
 
 
 
                                   
 
 
 

 
 
 
第２回：「からだを使って健康長寿」 

担当：保健福祉学部福祉学科 教授 稲木光晴 
内容：スタミナづくり運動や筋力づくり運動の効果や老化による筋肉の量的・質的変化などについて

の説明を通して、高齢者が健康で自立した生活を送るためには、筋肉量・筋機能の維持・向上が
いかに重要かを理解していただいた。その上で、筋力づくり運動やスロージョギングなど具体例
を挙げ、安全で効果的な実践方法を紹介した。 
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第３回：「命をつなぐ～食べるということ～」 

  担当：保健福祉学部看護学科 講師 吉原悦子 
  内容：講義と演習を行う。講義では、嚥下機能に関連する人体の構造と機能、加齢による機能の低下

について、また、オーラルフレイルや口腔機能低下症についてなど最近のトピックスも含め説明
した。演習では、看護学科の学生にも参加してもらい、嚥下体操と飲み物にとろみをつける体験
を行なった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４回：「自分だけの人生のために～学ぶということ～」 
  担当：保健福祉学部看護学科 教授 新谷恭明 
  内容：学ぶということについて講義した。まずは、人はなぜ学ぶのかについて平安時代の貴族、江戸

時代の庶民の学びについて。次につらい学びについて。そして、自由大学に見る解放の学びを紹
介し、最後にラングラン、ジェルピを参照して学びの理論を紹介した。 
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第５回：「長生きのコツ」 
  担当：保健福祉学部看護学科 教授 浅野嘉延 
  内容：日本の医療と高齢化の現況を説明し、それを踏まえて、がん、生活習慣病、フレイル、認知症の予

防法を紹介した。病気になった際の対処法を内科医の経験をもとに解説した。事前に受け付けた医療

に関する質問に回答した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）受講生数 

25 名（単位認定者 24 名）で、スポット受講生延べ 4 名。 
 

 
（５）受講生からの感想 

西南女学院大学・西南女学院短期大学とのご縁 

 

小野山眞理子（全九州釣ライター協会事務局長・小路眞理子） 

 

 創立１００周年を迎えようとしている歴史ある西南女学院大学・同短期大学が、私の住む戸畑から近

い小倉北区井堀にあることは承知していた。 

 ミッション系のお嬢様学校として名高く、幼稚園から大学まで男女共学で学んできた私にとっては、

あまりご縁のない場所だと思っていた。ところが、ある日ある時、市政だよりに目が留まった。「シニア

サマーカレッジ」。何かに背中を押されるように申し込みのハガキを出し、受講票が届いた。これを契機

に、私は西南女学院大学・同短期大学に足を踏み入れることになったのである。２０１７年、夏のことだ

った。 

 石丸美奈子氏が西南女学院大学・同短期大学の地域連携室のアドバイザーに就任していたことも、受

講を考えた要因のひとつだった。ご存知のように、石丸氏は「北九州ＬＯＶＥ」を公言する著名なコピー

ライターであり、（公財）北九州市芸術文化振興財団の理事を長年務められた。北九州市他、様々な自治

体や組織、団体等の審議委員やアドバイザーを歴任し、型破りでダイナミックかつ洗練された提案を行

って、その時代ごとの金字塔を打ち立ててきた。そんな彼女が、ここでも何か面白そうなコトをやってく

れるのではないか、という期待感があった。 

 シニアサマーカレッジの初日、ベテラン受講生の方々の意欲的でパワフルなオーラに圧倒された。講
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座のメニューは、健康に過ごすための食事と運動、こころのあり方と福祉、人生観と心理学、コミュニケ

ーション能力、情報通信技術の活用法、異文化と観光など多彩で、固くなりつつある私の頭に、嬉しい刺

激を与えてくれた。 

 そんな講座のひとつに、学生との交流があった。そこには、彼女たちの授業の延長線上にあるかもしれ

ない「やらされている感」は全くなく、シルバー世代のわれわれに対して、真摯に柔らかい物腰で接して

くれたのである。想像以上だったその姿勢は、まさに「感恩奉仕」の精神であると納得した。また、年に

数回実施されている大学連携公開講座では、西南女学院大学保健福祉学部と九州歯科大学が共同で、市

民に「健康に生きていくための情報」をわかりやすく提供し、地域に貢献している。今や大人気の講座と

なり、受講は狭き門である。 

 そして、石丸氏である。公開講座の講師に、まずは親交の深い関西大学環境都市工学部の江川直樹教授

（平成３０年度文部科学大臣表彰「科学技術賞（理解増進部門）」受賞）と関谷大志朗研究員を招いた。

江川教授のお人柄もさることながら、斬新で画期的な講義内容は、感嘆に包まれて大盛況であった。続い

て、漫画家・イラストレーターのわたせせいぞう氏を招いて、往年の女子たちの乙女心をときめかせ、こ

ちらも満場の熱い拍手に包まれた。 

 このように振り返ると２０１７年以降、私の年間スケジュールに各種の公開講座が自然と組み込まれ

るようになってきている。そして２０２０年、今年もまた、いつのまにかご縁が深まった西南女学院大

学・同短期大学に足繁く通うことになりそうである。  

 

 

 

２．子ども子育てワーキンググループの取り組み 

（１）WG メンバー：命婦恭子（保育科）、天本理恵（栄養学科） 
 
（２）企画名：公開講座『子育てとメディア』の開催 
 
（３）活動の目的 
  子どもたちと社会をつなぐメディア(媒介)は、技術の進歩とともに

絵本や児童書などからテレビ、パソコン、スマートフォンなど多様に
なっている。私たち大人もメディアの一つだと考えれば、私たちが多
様な選択肢から何を選び、どうアクセスできるように子どもたちに提
示するのかによって、子どもと社会のつながり方が変化するのではな
いだろうか。ここでは、絵本と ICT という 2 種類のメディアを取り

小野山 眞理子さんのご紹介 
 小野山さんは本学で開催されているシニアサマーカレッジや市民カレッジ、栄養学科及び地域
連携室の公開講座に参加してくださる本学の強力なサポーターです。西南女学院大学が開講する
各種講座の受講生の方々はリピーターが多いのが特徴で、嬉しい限りです。 
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上げ、これらを使って子どもたちと大人がどうつながりたいのか、さらに、子どもたちと社会をどうつ
なげたいのかについて考える機会としたい。 

  子どもと社会をつなぐ様々なメディアの中から、絵本と ICT を取り上げ、これらを使って子どもと
大人がどうつながりたいのか、さらに子どもと社会をどうつなげたいかについて考える講演会を開催
した。 

 
 
（４）活動内容 

開催日時：2019 年 9 月 21 日（土） 
会  場：6206 大講義室 

 講  師：よしながこうたく氏（絵本作家）・領木信雄氏（西日本工業大学教授） 

 
 終了後に、公開講座の参加者に「絵本の部屋」などの学内施設を案内した。講師のよしながこうたく
先生及び領木信雄先生も見学された。 

  
～地域連携室ブログより抜粋～ 

 
 9 月 21 日の午前 10 時から、絵本作家のよしながこうたくさん、西日本工業大学の領木信雄教授をお招

きして本学 6206 講義室で公開講座「子育てとメディア」を開催しました。 

 

■プログラム１ よしながこうたくさん「絵本をつうじてつたえたいこと」 

 

よしながさんは、全国各地でワークショップやよみきかせなどのイベントを行う大人気絵本作家です。

いつもワークショップをなさる時の衣装で、幼少の頃のお話や絵本作家になるまでのいきさつ、絵本を

作る上で大切にされていることなどを教えていただきました。ご来場の皆様の笑いの絶えないあっとい
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う間の時間でした。 

 

■プログラム２ 領木信雄教授「子どもをとりまくデジタルメディア」 

領木先生には、「教育の ICT 化」や「デジタルメディア」の専門家としての立場から講演していただきま

した。デジタルに対する一部の偏見も踏まえた上で、これから子どもと一緒に上手にデジタルを活用す

る方法や、来年度スタートするプログラミング教育の捉え方などを教えていただきました。プログラミ

ングソフトのデモンストレーションでは、こんなに想像力豊かにデジタルを活用できるのかと驚きの連

続でした。 

 

■プログラム３ ディスカッション 

 

おふたりと本学命婦准教授を加えたディスカッションでは、「コミュニケーションツールとして、また、

生まれて初めて出会うアートとして絵本を利用してもらいたい」というよしながさんと、「創造のための

ツールとしてデジタルを賢く利用してもらいたい」という領木先生のお話を伺うことができました。 

 

ご来場の皆様のアンケートに「とても内容がよかった」「もっと講演を聞きたかった」と感想をいただい

ております。次回の地域連携室公開講座にもどうぞご期待ください。 

 

３．女性活躍ワーキンググループの取り組み 

（１）オレンジゴスペル＆讃美歌コーラスイベント 
１）主 催：女性活躍ワーキンググループ、NPO 法人福岡ジェンダー研究所 
２）WG メンバー：大谷浩（英語学科）、倉富史枝（英語学科、NPO 法人福岡ジェンダー研究所）、 

太田かおり（英語学科）、高口恵美（福祉学科）、東彩子（保育科）、石丸美奈子（地域アドバイザ
ー）、樋口真己（人文学部）、大谷芳子（地域連携室） 

   学生ボランティア：中嶋巴都香、福田百花（看護１年）、栗岡聖奈、戸田奈々子（看護２年）、 
   高橋美穂、帆足優紀子（英語１年） 

３）企画名：オレンジゴスペル＆讃美歌コーラスイベント ～女性が活躍できる社会へ～ 
４）概 要 

①活動の経緯と目的 
WG では、毎年「女性活躍」をキーワードに、また女子大学の意義を PR する取り組みを行ってい

る。今年度は、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）と児童虐待の撲滅を目的として活動する「オレ
ンジゴスペル」を招聘し、本学学生・教職員・地域住民のＤＶや児童虐待に対する理解を深めることを
目的とした。併せて、讃美歌コーラスイベントを開催し、創立百周年プレイベントとして往年の讃美歌
コンクールの復活を模索する。いずれも参加者が共に歌を歌うことで、知識や情報提供を超えて一体化
する場を作り出し、地域や学内での女性活躍社会に対する啓蒙と、互いの結びつきを再認識する機会を
作った。 

②活動内容 
実施日時：10 月 26 日（土）14 時～16 時 30 分 
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会  場：マロリーホール 
第 1 部の讃美歌コーラスイベントでは、教職員、大学・短大生、同窓生（旧短大保育科卒業生）、西 

南中学生の４グループが出演した。グループ紹介、曲紹介を行うとともに、讃美歌を身近に知ってもら
うために、会場の参加者に歌詞カードを配布し、参加者と歌を通じて交流する機会を作った。 
 第２部のオレンジゴスペルプロデューサーの打木希瑤子氏によるスピーチを行った。オレンジゴス
ペルを始めたきっかけや虐待が起こる原因及び、日本が子育てに優しい社会になるにはといった話を
された。 
 第 3 部のワークショップでは、講師のボビー・ソボローさんの指導のもと、「Don’t Give Up」をパ
ートに分かれ練習し、最後には大合唱となった。 
 
５）結 果 

参加者は、乳幼児も含め約 190 名が来場し、２つの音楽イベントを通して、学生・生徒、教職員、
同窓生、地域の方々が交流する機会を得ることができた。また、全体的な啓発としては、ゴスペルと
いう新鮮な手法及び主催者のスピーチで、参加者の児童虐待への理解を深めることができた。 
これまでの地域連携室の公開講座の参加者とは異なる若い層や子どもづれの参加があっている。 
 
６）ボランティア学生の感想 

①ボランティア活動に参加した動機について教えてください。 
  ・英語学科の先生からお誘いいただき、私自身もそのような貴重ない経験をぜひさせていただきた   
   いと思ったからです。 

・以前から児童虐待・DV 撲滅に関心を持っていました。放送部で培ったアナウンスで奉仕するのと  
 同時に、これらについての知識をインプットできると思い、ボランティアに立候補しました。 
②活動を通して、得たもの、難しかったこと、楽しかったことはありますか。 

  ・私の主な担当は通訳だったのですが、講演の内容も児童虐待とかなり難しい内容だったため、 
正確に訳すことが大変難しかったです。その分、難しい内容をどう伝えるかというコミュニケー
ションの面では、得るものが大きかったと思います。海外の方と英語でたくさんのコミュニケー
ションを取ることができ、様々な知識を得ることができたことが楽しかったです。 

  ・ゴスペルを会場にいる皆で歌ったことが楽しかった 
③活動に参加して、自分自身が何か変化したことはありますか。 

  ・活動に参加させていただく前と比べて、もっともっと英語力を上げたい。また、世界のことをもっ
と知りたいという思いが強くなりました。児童虐待の講演を聞き、困っている人々のために何かし
たいと強く感じるようになりました。 

④今後に活かせるものはありましたか。 
・児童虐待や DV を今すぐにすべてなくすことはとても難しく、膨大な時間や労力がかかると思い

ます。個人で活動するのにも限界があります。しかし、その個人の力が集まると大きな力になって
社会を動かすことができるのだ、とこのワークショップに参加して改めて思いました。 

・講演を聞いて分かった、日本の虐待の現状などは活かすことができると考えています。今後様々な
ボランティアに参加したいと思うきっかけになりました。また、通訳という貴重な経験は必ず今後
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に活かすことができると思います。通訳を通して得たコミュニケーション能力、通訳をして感じた
私の英語の拙さなどを、今後の学習に活かしたいと思います。 

 
７）御 礼 

① コーラスイベント 
  旧職員の田中由紀子様には、讃美歌コーラスイベントを開催するにあたり、多くのアドバイスをい

ただき感謝しております。また、ご出演いただいた方々もありがとうございました。 
② オレンジゴスペルワークショップ 

  ゴスペルディレクターの小迫奈緒さん（旧短大英語科卒業生）およびボランティアのパートリーダ
ーの方々には、機材の準備から実施にいたるまでご協力、ご支援いただき感謝しております。 

 
８）添付資料 

①広報用チラシ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 写真資料 
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９）補足説明 
〇福岡ジェンダー研究所 
当研究所は、九州初のジェンダー問題専門の民間シンクタンクです。性別に関わりなく、一人ひとり
が個性と能力を発揮して生き生きと輝く社会を目指して、活動を展開しています。自治体との協働を
含め、相談事業、研修事業、調査研究・政策提言事業、人材養成事業を核とし、児童虐待やＤＶ、ハ
ラスメントなどの暴力の根絶、ワークライフバランスの推進、女性の決定の場への参画促進などをテ
ーマに様々な場面での男女共同参画の実現をめざしています。   

研究所ＨＰ：https://www.fgsi.jp/ 
 

〇オレンジゴスペル 
ニューヨーク在住のゴスペル音楽プロデューサー打木希瑶子氏が、自身の被害経験を元に企画しま

した。ニューヨークでは DV 被害者としての講演やカウンセリングなどを行いながら、2009 年から日
本のオレンジリボン運動をサポート。2011 年からは、プロデューサーとしての才能を生かし、ゴスペ
ル音楽を通して DV 撲滅を訴える活動を開始しました。この企画の名称を「オレンジゴスペル」と名
付け、日本全国の有志と共に毎年、全国ツアーを行っています。 

Raising kids together like Choir singing!   
オレンジゴスペルＨＰ：http://www.orangegospel.com/ 

 
〇オレンジリボン運動 

オレンジリボン運動は、「子ども虐待のない社会の実現」を目指す市民運動です。オレンジリボン
は、そのシンボルマークであり、オレンジ色は子どもたちの明るい未来を表しています。この運動で
は、子ども虐待防止に賛同される方が、それぞれ胸にオレンジリボンをつけることで、子ども虐待防
止の活動に参加できます。オレンジリボンは、子育てを暖かく見守り、子育てをお手伝いする意志の
あることを示すマークなのです。 

オレンジリボン運動ＨＰ：http://www.orangeribbon.jp/ 
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（２）クリスマス礼拝での取り組み 
１）学生による平和についてのスピーチ 

 英語学科４年生 木戸里佳さんが World Peace and Environment というテーマで英語スピーチを行
った。 

２）西南女学院卒業生のパネル展示 
 昨年と同様に、国内外で活躍している卒業生に学生時代の思い出や現役学生へのメッセージをパネル
したものを、会場であるアルモニーサンク北九州ソレイユホールのロビーに展示した。 

 

４．フードドライブキャンペーンの実施 

 このキャンペーンは、NPO 法人フードバンク北九州ライフアゲインが、食品ロスや子どもの貧困に
ついて普及啓発を図るために行っている。家庭で賞味期限内に消費できない食品を回収して、必要な方
にお渡しする活動であり、本学は食品回収ボックス設置場所のひとつとして、２０１７年度より実施し
ている。 
 ２０１９年度の開催は下記のとおり。 

第１回 2019 年 10 月 16 日（水）～10 月 30 日（水） 
 第２回 2020 年 52 月 53 日（月）～52 月 14 日（金） 
 

募集チラシ 
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５．広報活動 

 地域連携室ブログや、毎月の地域貢献活動をお知らせするポスターで、学内外への広報を積極的に行
った。 
 ブログ更新 ４１件（2019 年４月～2020 年 2 月 14 日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．その他の地域貢献活動（学生が取り組んでいる地域貢献活動の紹介） 

本学では「地域に根差し、地域とともに歩む大学、短期大学づくり」に向けて 2016 年 8 月に地域連
携室を設置し、学生教育の一環としての地域貢献活動の環境整備等を進めています。「学生教育の一環
として実施される地域貢献活動に関するガイドライン」に基づき、地域連携室を通して学長の決済を受
けた地域貢献活動以外にも、学生が取り組んでいる活動がありますのでご紹介します。 

 
この活動は、2016 年から北九州市市民文化スポーツ局地域・人づくり部市民活動推進課主催で、「NPO

法人と大学生との交流会」を、本学と連携して数回開催致しまして、参加した学生が参加団体と繋がり、
現在も継続して活動を展開しているものです。 

 
ここでは、2 つの活動を実践している学生からのメッセージを紹介致します。 

 
１．子ども食堂 もがるかプロジェクト 

（関係団体 NPO 法人フードバンク北九州ライフアゲイン様） 
 私たちは「子ども食堂」というボランティアに参加しています。活動内容は主に子ども達と一緒に夕
食を食べたり、学習支援を行ったりと様々です。小学生から中学生の子ども達と身近に関わることがで
き、参加を重ねていくたびに子どもとの距離が縮まるのを感じられることが、子ども食堂の魅力の一だ
だと思います。誰でも気軽に参加できるので、ぜひ子ども食堂に遊びにきてください。 

 (福祉学科 ２年) 
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２．一つ屋根プロジェクト 
（関係団体 NPO 法人 地域医療連繋団体.Needs 様・社会福祉法人 もやい聖友会様） 
私たちは、現在、大学生が「サービス付き高齢者住宅」に高齢者と同じ施設内で一緒に住むという

一つ屋根プロジェクトに参加し、高齢者と共に食事を摂ることや、地域のボランティア活動に参加す
るなどして、福祉を身近に感じながら生活しています。将来、福祉に関係する仕事に就く上で、大切
となるコミュニケーション能力や多世代の人生観を知る良いきっかけとなっています。普段は日常的
に関わることの少ない、高齢者の方々と生活の場で関わることで、毎日学びと刺激のある、楽しい生
活を送っています！                           (福祉学科 ３年) 
 

子ども食堂の様子 

 
 

 

一つ屋根プロジェクトに参加している学生 
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