令和4年度 高大連携事業「福岡大学で学ぶ」受講申込書
福岡大学高大連携事業「福岡大学で学ぶ」の下記の科目について受講の申し込みをいたします。
●申込方法：受講申込フォームに必要事項を入力し送信してください。
なお、受講希望科目の№は下表の№を参照してください。

＜授業時間割＞

受講申込フォーム
受講申込は左のQRコードあるいは上記リンクからお願いします。
受講申込フォーム送信後、高校の担当の先生に必ずご報告ください。

【前期開講科目（№1～29）：申込み締切日 3月22日（火）】
№

科目名

1 英語音声学A

担当者名

曜日時限

山田 英二 月曜 3限

2 フランス語学概論A

川島 浩一郎 月曜 5限

3 ヨーロッパ表象文化特講A

ゴツィック・マーレン

4 ヨーロッパ地域文化特講A
5 英語音声学A
6 古代ギリシア哲学
7 ヨーロッパ言語文化概論A
8 人間関係論A
9 ベンチャー起業論A

１限

９：００～１０：３０

２限

１０：４０～１２：１０

３限

１３：００～１４：３０

４限

１４：４０～１６：１０

５限

１６：２０～１７：５０

夜１限

１８：００～１９：３０

【後期開講科目（№30～57）：申込み締切日 8月29日（月）】
№

科目名

30 英語音声学B

担当者名

曜日時限

山田 英二 月曜 3限

31 フランス語学概論B

川島 浩一郎 月曜 5限

火曜 1限

32 ヨーロッパ表象文化特講B

ゴツィック・マーレン

田口 武史 水曜 2限

33 ヨーロッパ地域文化特講B

竹安 大

木曜 5限

岩田 直也 金曜 3限
堺 雅志

金曜 4限

渡邉 淳一 水曜 2限
阿比留 正弘 金曜

2限
3限

火曜 1限

田口 武史 水曜 2限

34 英語音声学B

竹安 大

木曜 5限

35 ヨーロッパ言語文化概論B

堺 雅志

金曜 4限

36 人間関係論B
37 ベンチャー起業論B

渡邉 淳一 水曜 2限
阿比留 正弘 金曜

2限
3限

38 会計学総論

長束 航

水曜 3限

藤野 真

金曜 4限

10 地球科学Ⅰ

三好 雅也 木曜 3限

39 クリエイティブ社会論

11 社会デザインとの出合い

鈴木 慎也 月曜 4限

40 地球環境工学

12 基礎防災学

重松 幹二 月曜 5限

41 半導体工学

名倉 徹

水曜 2限

鈴木 慎也 水曜 2限

13 測量学

渡辺 浩

火曜 2限

42 基礎電気磁気学

名倉 徹

木曜 3限

14 電気磁気学

名倉 徹

火曜 4限

43 体力学

田中 守

月曜 1限

15 半導体デバイス

名倉 徹

水曜 1限

44 レジャー・レクリエーション総論

築山 泰典 金曜 3限

16 健康スポーツ論

檜垣 靖樹 月曜 1限

45 基礎数学

杉万 郁夫 月曜 2限

17 スポーツバイオメカニクス

布目 寛幸 火曜 3限

46 国際化と日本
（ヨーロッパを知る-その多様性と統一-）

辻部 大介 月曜 5限

18 スポーツバイオメカニクス

布目 寛幸 火曜 4限

47

19 メンタルマネジメント

下園 博信 水曜 1限

48 論理学B

20 野外教育概論

築山 泰典 木曜 4限

49

21 生涯スポーツ論

築山 泰典 金曜 4限

50 教育の原理・課程論

勝山 吉章 火曜 5限

22 基礎数学
（分析や判断に数学を生かす。）

杉万 郁夫 火曜 1限

51 論理学B

岩田 直也 火曜

23 論理学A

岩田 直也 火曜 3限

52 論理学B

岩田 直也 水曜 4限

24 論理学A

岩田 直也 火曜

53 現代を生きる

重松 幹二 水曜 5限

25 論理学A

岩田 直也 水曜 4限

54 マクロの生物科学
（生命の出現から現代の気候変動までを知る）

中川 裕之 木曜 1限

26 ミクロの生物科学
（生命の出現から現代の気候変動までを知る）

中川 裕之 木曜 1限

55 マクロの生物科学
（生命の出現から現代の気候変動までを知る）

中川 裕之 木曜 2限

27 西洋教育史

勝山 吉章 木曜 2限

56 日本教育史

勝山 吉章 木曜 2限

28 ミクロの生物科学
（生命の出現から現代の気候変動までを知る）

中川 裕之 木曜 2限

57

29 統計入門
（もう一度、平均について考える。）

杉万 郁夫 木曜 2限

夜1限

（分析や判断に数学を生かす。）

物理の世界
（大気科学）

自然地理学
（気候区形成の仕組み）

（災害から自分や家族を守る）

マクロの生物科学
（生命の進化）

高島 久洋 火曜 3限
岩田 直也 火曜 3限
林 政彦

藍 浩之

授業の概要は個別HPからご確認ください。☞

※全ての科目の募集定員は、若干名を予定していますが、受講者の申込状況等により、お断りする場合がございます。ご了承ください。
※社会情勢等により中止となる場合があります。

火曜 3限

夜1限

金曜 5限

