
県内で開催される令和4年度生涯学習月間行事

オンライン

2.学術・サイエンス・天体

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

意外な歴史の事
実！

本講座では、最新の歴史研究の成果にもとづきつつ、
歴史像の虚実や、意外な歴史的事実に光をあてるこ
とで、教科書では学ぶことができない歴史の真実に迫
ります。
 
第1回 見直される「国風文化」
第2回 『黒田家譜』における歴史の虚と実
第3回 修猷館出身のスパイ～西川一三のチベット潜
入記～

11月5日（土曜日） 13時から17時 オンライン オンライン 500円 九州大学

定員35名
https://isgs.kyushu-
u.ac.jp/cooperation/cooperat
ion1_view.php?page=0&r_im=0
&searchText=&noticeId=2228

九州大学比較社会文化研究院
電話 092-802-6306
FAX 092-802-6390
jbssyomu2@jimu.kyushu-u.ac.jp

地球環境と資源・
分析技術の進展

ウクライナ問題の勃発により世界の資源の流れが変
化している。一方、環境問題も待った無しの状況にあ
り、今後の情勢変化は予断を許さない。
このような中、資源と環境分析に関する2名の講師に
よる講義を行う。

11月6日（日曜日） 13時から16時30分 オンライン オンライン 無料 九州大学
定員先着100名
https://www.creet.kyushu-
u.ac.jp/

九州大学工学研究院附属環境工学研究
教育センター
電話 092-802-3560
office@creet.kyushu-u.ac.jp

【開放授業】家族と
法(2022秋)

【ライフステージごとに関わる法律を学ぶ】
ワークライフバランスのための法律
＜家族との関係＞
結婚、子育て、介護、相続に関する法制度を学びライ
フマネジメントとライフプランを考える。
＜恋愛を法律から学ぶ＞
DVやストーカー、不倫など男女関係に関わる法律にも
触れていきます。家族生活を法律という視点で学んで
いきます。
＜就職・転職＞
就職や転職といった際に関わる法律について学びま
す。

11月6日（日曜日）
11月13日（日曜日）
11月20日（日曜日）
11月27日（日曜日）

9時から16時10分 オンライン オンライン 20,000円 八洲学園大学
https://www.yashima.ac.jp/u
niv/extension/course/2022/
09/post-615.html

公開講座担当
電話 045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

【開放授業】少年法
入門(2022秋)

2000年以降の少年法改正は、子どもの健全育成（理
念）を第一に置きながらも、大人に近い対応がなされ
ています。特に2022年改正法では、少年法の年齢の
引き下げは行われなかったように見せて、実態は
18.19歳の少年を特定少年として少年法の特例として
扱うことで、実質的に成人（大人・この場合は20歳以
上）と同様の扱いをしています。このように少年法の理
念は、子どもの健全育成や最善の利益を第一に考え
られています。一見すると甘やかしていると考えられる
が、放任されてきた子どもには非常に厳しいものであ
ります。次世代を担う子どもたちの明るい未来を大切
にする少年法・少年刑事政策です。一緒に学んでみま
しょう。
本講義では、前半部分に非行原因として「少年の心の
闇」に焦点を当てていきます。後半部分では、少年非
行の実態と手続きについて学んでいきます。全体的に
入門的、やさしい内容となっています。

11月8日（火曜日）
から
令和5年1月11日（水曜日）

13時から16時10分 オンライン オンライン 20,000円 八洲学園大学
https://www.yashima.ac.jp/u
niv/extension/course/2022/
09/post-612.html

公開講座担当
電話 045-324-6961
u-yue@yashima.ac.jp

大宰府アカデミー・
令和編プレイベント
東アジアのなかの
太宰府～古代と現
代を繋ぐもの～

公益財団法人古都大宰府保存協会では、令和6
（2024）年に設立50周年を迎えることから、令和
5(2023)年4月より、最新の大宰府研究成果を多くの
方々に広く知っていただくために、連続講座「大宰府ア
カデミー・令和編」を開講いたします。
今回はそれに先立ちお二人の講師をお迎えし、プレイ
ベントを開催いたします。

11月16日（水曜日） 14時から16時 オンライン オンライン 無料
公益財団法人
古都大宰府保存協会

募集は11月5日まで
https://www.ko
todazaifu.net/dazaifu-
academy/r4-pre
オンライン配信あり
会場、オンラインそれぞれ定
員300名

公益財団法人 古都大宰府保存協会
電話 092-922-7811



事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

福岡アジア文化賞
歴代受賞者学術交
流事業「アジアを海
から考える」

今回の講演会では「福岡アジア文化賞」の歴代受賞者
であり、アジア海域史研究の世界的な第一人者であ
る、濱下武志・東京大学名誉教授をお招きして、アジ
アの人々が海の世界で歴史的にどのように交流して
きたのか、この交流の歴史を未来へどのようにつない
でいけばよいのかなどをお話しいただきます。

11月19日（土曜日） 13時から15時 オンライン オンライン 無料 九州大学
定員70名
募集締切11月15日まで

九州大学IQ支援室
電話 092-802-2603
https://q-aos.kyushu-
u.ac.jp/events/events-qaos/3186/

3.文化芸術

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

令和四年度
世界遺産「神宿る
島」宗像・沖ノ島と
関連遺産群公開講
座

 本遺産群にかかわる多様な調査研究の成果と世界
遺産の保存管理について専門家が分かりやすく解説
する講座です。今年度は「海と人とのかかわり」をテー
マに、沖ノ島および宗像で「航海」に関わる祭祀がどの
ように行われてきたかについて考える全6回の講座を
開催します。

全6回(第1回･第2回につい
ては､開催済)

第3回 10月15日(土曜日)
第4回 11月19日(土曜日
第5回
 令和5年1月21日(土曜日)
第6回
 令和5年2月18日(土曜日)

13時30分から

全6回(第1回･第2回につ
いては､開催済)

オンライン

オンライン 無料
「神宿る島」宗像・沖ノ
島と関連遺産群保存
活用協議会

　下記URLから専用フォーム
にて要事前申込。開催日の7
日前までにお申し込みくださ
い。申し込み多数の場合は抽
選となります。
https://www.okinoshima-
heritage.jp/

　全講座は、講演の約1か月
後に下記ウェブサイトで動画
配信します。
https://www.okinoshima-
heritage.jp/lectures/

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保
存活用協議会（事務局は福岡県九州国
立博物館・世界遺産室）
電話 092-643-3162

『芸術文化の価値
とは何か』出版記
念オンライン・トー
クイベント

『芸術文化の価値とは何か―個人や社会にもたらす
変化とその評価』(水曜社)の出版記念トークイベント。
アートプロデュース、文化行政、メディア、評価などを
専門とするゲストを迎え、ホストと翻訳者の3人で「芸
術文化の価値」について語り合う。

【ゲスト】毛利嘉孝（東京藝術大学大学院国際芸術創
造研究科 教授）
【ダイジェスト】第２章「横断的テーマ」、第６章「経済」

11月8日（火曜日） 20時から21時30分 オンライン オンライン 無料
九州大学大学院芸術
工学研究院
中村美亜研究室

https://www.didi.design.kyus
hu-
u.ac.jp/mia_shuppankinen/

九州大学大学院芸術工学研究院 中村
美亜研究室
mia.talkevent2022@gmail.com

『芸術文化の価値
とは何か』出版記
念オンライン・トー
クイベント

『芸術文化の価値とは何か―個人や社会にもたらす
変化とその評価』(水曜社)の出版記念トークイベント。
アートプロデュース、文化行政、メディア、評価などを
専門とするゲストを迎え、ホストと翻訳者の3人で「芸
術文化の価値」について語り合う。

【ゲスト】源由理子（明治大学公共政策大学院ガバナ
ンス研究科 教授）
【ダイジェスト】第９章「方法論」

11月17日（木曜日） 20時から21時30分 オンライン オンライン 無料
九州大学大学院芸術
工学研究院
中村美亜研究室

https://www.didi.design.kyus
hu-
u.ac.jp/mia_shuppankinen/

九州大学大学院芸術工学研究院 中村
美亜研究室
mia.talkevent2022@gmail.com

4.健康・スポーツ・自然

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

心と身体を元気に
する方法～身体か
ら心へのアプロー
チ～

心身相関という言葉があるように、心と身体は深く繋
がり互いに影響を及ぼし合う。マインドフルネス、ヨガ、
コンディショニングや臨床動作法は、身体からアプロー
チすることによって身体だけでなく心の状態も高めるこ
とができる。本講座では、心身相関について理解を深
め、マインドフルネス、ヨガ、コンディショニングや臨床
動作法を、実際に体験することによって身体と心の状
態が改善することを学ぶ。

11月2日（水曜日）
11月9日（水曜日）
11月16日（水曜日）
11月23日（水曜日）
11月30日（水曜日）

19時から21時 オンライン オンライン 8,000円（全12回合計）
久留米大学地域連携
センター事務室

https://www.kurume-
u.ac.jp/site/chiren/

久留米大学
地域連携センター事務室
電話 0942-43-4413



5.子育て・青少年育成

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

子育応援宣言企業
8000社記念～育休
のススメ！パパ育
フォーラム2022～

・スペシャルインタビュー
　「育休と家族の絆　～僕が育児から学んだこと～」
　　つるの剛士氏（つるの　たけし）　（俳優・タレント・
歌手）
・基調講演
　「なぜ今、男性の育休が必要なのか？　行動経済学
から学ぶ男性育休普及のメリット」
　　大竹　文雄氏（おおたけ　ふみお）　（大阪大学　感
染症総合教育研究拠点　特任教授）
・特別対談
　「多様化する社会での男性育休のススメ　100人100
通りの育児参加」
　　青野　慶久氏（あおの　よしひさ）　（サイボウズ株
式会社　代表取締役社長）
　　服部　誠太郎　（福岡県知事）
・法解説
　「育児・介護休業法の改正内容の解説」

10月7日（金曜日）
から
12月7日（水曜日）

Youtube配信 福岡県
専用フォームＵＲＬ
https://form.run/@papaiku20
22

福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課
電話 092-643-3586（平日8時30分から
17時15分）
FAX 092-643-3586

ママとパパのため
のオンライン育児
教室

沐浴（もくよく）、授乳、おむつ交換の方法などについ
て、動画を視聴しながら本学の学生と交流する、参加
型のオンライン講座。

11月12日（土曜日） 13時から15時 オンライン オンライン 無料 純真学園大学
純真学園大学
広報係
電話 092-554-1255

9.その他

事業名 事業内容 開催日 開催時間　 会場名 所在地　 料金 主催者　 特記事項 問い合わせ先

令和4年度福岡県
消費生活サポー
ター育成講座

悪質商法や製品事故等による消費者被害を防止する
ため、消費者被害について基礎的な知識を習得し、高
齢者等への情報提供や見守り活動を行うボランティア
である「消費生活サポーター」を育成する講座をWEB
上で動画配信しています。

【配信期間】
8月25日（水曜日）
から
令和5年3月10日（金曜日）

左記の開催期間中は時
間を問わずいつでも受講
可能

福岡県消費生活センター
ホームページから動画視
聴により受講可能

福岡市博多区吉塚本町13
番50号（福岡県消費生活セ
ンターの所在地）

受講料無料
福岡県消費生活セン
ター

講座は全4講座、1講座20分
程度。受講後のサポーター登
録については、一部登録不
可の市町村あり。登録可能な
市町村については、センター
ホームページに掲載中。

福岡県消費生活センター（事務室）
電話 092-632-1600

中村学園大学・
中村学園大学短期
大学部公開講座
<全5講座・オンライ
ン開催＞

旨い教員の専門分野を生かし、市民に興味深く、かつ
生活に身近なテーマで、公開講座を毎年開催してお
り、今回は、
(1)魚は　なぜうまい
(2)食中毒の基礎知識
(3)原典で読む文学－江戸時代の資料を中心に－
(4)いまから始める株式投資－会計情報と株価の関係
をふまえて－
(5)江戸時代の庶民の暮らし－江戸、そして、ちょこっと
福岡－
の5講座を行います。

11月1日（火曜日）
から
1月31日（火曜日）

オンライン オンライン 無料
中村学園大学
中村学園大学短期大
学部

詳細は学園ホームページ（関
連リンク先）　をご確認くださ
い。
申込後に、YouTubeチャンネ
ルのURLが送信されますの
で、そちらからご視聴くださ
い。
https://www.nakamura-
u.ac.jp/research/opensemina
r/seminar.html

中村学園大学
中村学園大学短期大学部
連携推進部
公開講座係
電話 092-851-5579


