
2019-S000009433-02芸術Ａ「BB」（文化遺産・世界遺産・近代化遺産①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　芸術といえば、美術、音楽、文学、演劇、映画など、さまざ
まな表現と内容があります。この授業では、芸術一般ではな
く、文化遺産を対象にします。文化遺産は、広義では人類の文
化的活動によって生み出された建造物、遺跡、美術品、音楽、
演劇などの有形（不動産・可動文化財）・無形の文化的所産の
ことをいうが、ここでは、近年社会的に注目を集めている、お
もに世界遺産、近代化遺産について、九州を中心に具体的事例
をとりあげてみてゆきます。
　美術館学芸員としての勤務経験がある教員が、テキストの講
読を中心としながら、文化遺産、近代化遺産の保存や活用に関
する身近な具体的事例説明もおりまぜ、時には画像映写なども
行いながら授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解する。(知
識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を学び、教
養として理解する。(知識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産を各自の以後の人生の中で
時々に身近な問題として考える態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと（90分程
度目標）。
　授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと（90分程
度目標）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概要と事例を、どの程度
まで理解できているかどうかを評価の基準とします。時々に提
出してもらう短い感想文などの平常点30％、期末試験70％を目
安として総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田光紀『九州遺産』（弦書房、2005年6月）

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　文化遺産を含めた芸術に関心をもつことが前提です。そ
のためには身近にある文化遺産や近代化遺産に行ってみる
ことを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス　授業の内容説明
２　九州の産業遺産　治水利水建造物等
３　九州の産業遺産　農業施設・用水路等　(1)
４　九州の産業遺産　農業施設・用水路等　(2)
５　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(1)
６　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(2)
７　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(3)
８　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(4)
９　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(5)
10　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(6)
11　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(7)
12　九州の産業遺産　鉄道車両
13　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(1)
14　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(2)
15　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(3)



2019-S000009433-01芸術Ａ（文化遺産・世界遺産・近代化遺産①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　芸術といえば、美術、音楽、文学、演劇、映画など、さまざ
まな表現と内容があります。この授業では、芸術一般ではな
く、文化遺産を対象にします。文化遺産は、広義では人類の文
化的活動によって生み出された建造物、遺跡、美術品、音楽、
演劇などの有形（不動産・可動文化財）・無形の文化的所産の
ことをいうが、ここでは、近年社会的に注目を集めている、お
もに世界遺産、近代化遺産について、九州を中心に具体的事例
をとりあげてみてゆきます。
　美術館学芸員としての勤務経験がある教員が、テキストの講
読を中心としながら、文化遺産、近代化遺産の保存や活用に関
する身近な具体的事例説明もおりまぜ、時には画像映写なども
行いながら授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解する。(知
識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を学び、教
養として理解する。(知識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産を各自の以後の人生の中で
時々に身近な問題として考える態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと（90分程
度目標）。
　授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと（90分程
度目標）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概要と事例を、どの程度
まで理解できているかどうかを評価の基準とします。時々に提
出してもらう短い感想文などの平常点30％、期末試験70％を目
安として総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田光紀『九州遺産』（弦書房、2005年6月）

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　文化遺産を含めた芸術に関心をもつことが前提です。そ
のためには身近にある文化遺産や近代化遺産に行ってみる
ことを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス　授業の内容説明
２　九州の産業遺産　治水利水建造物等
３　九州の産業遺産　農業施設・用水路等　(1)
４　九州の産業遺産　農業施設・用水路等　(2)
５　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(1)
６　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(2)
７　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(3)
８　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(4)
９　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(5)
10　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(6)
11　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(7)
12　九州の産業遺産　鉄道車両
13　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(1)
14　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(2)
15　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(3)



2019-S000009433-05芸術Ａ（日本の美術館のこれまで ー1870年代から2000年にかけて）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

川浪　千鶴

◎－－－　概要　－－－◎

　日本において、明治期に原点をもつ「美術館」という文化施
設は、戦後以降全国各地で一斉に整備され、現在その数は公
立、私立、類似施設まで含めると1000館近くにのぼるといわれ
ます。世界に日本の文化度を示すバロメーターともいわれる美
術館は、私たちの暮らしにすっかり定着した感がありますが、
その成り立ちや歴史については、あまり知られていないのが現
状です。
　本講義では、日本において美術館はどのような理由で生ま
れ、どのように理解、受容され、どのように整備、発展してき
たのか、日本の美術館が歩んできた1870年代から2000年にかけ
ての道のりを歴史的に考察することで、美術館の役割とこれか
らの可能性について検証していきます。
　担当教員は、九州と四国の美術館学芸員として35年を超える
勤務経験と、戦後から現代の美術やミュージアム・マネジメン
ト、地域アートと美術館などの専門性を活かした活動実績を
持っています。福岡・九州を始めとする全国の美術館の具体的
な事例をもとに、こうした実務経験を活かして、わかりやすく
紹介していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の美術館の歴史に関する基本的な知識を身につけ、概略を
説明することができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に関連する美術館や展覧会なども随時紹介します。受
講期間中に、身近な美術館から積極的に訪問し、できれば複数
回の美術館利用体験をしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の理解度と自分の考えをまとめる作文能力について、
下記の方法で総合的に評価します。

1，定期試験（小論文形式）　70％
2，講義時に月1回程度提出してもらう感想カード　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。必要に応じて、年表資料などを配付しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

全国美術館会議　美術館リンク集
http://www.zenbi.jp/link.php

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

美術館とその歴史については、知識の受容だけではなく自
分の目で見て、感じ、考えることが重要です。全国の美術
館のライブな情報提供に努めますので、授業内外での積極
的な参加をお願いします。なお、講義内容を予告なしに変
更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1，イントロダクション
2，美術館の原点・1870年代～1940年代
　ー言葉としての美術館、それは博覧会から始まった
3，美術館の原点ー建物としての美術館
4，美術館の原点ーコレクションとしての美術館
5，第1世代の美術館・1950年代～1970年代
       　ー施設としての美術館、経済発展の象徴として
6，第1世代の美術館(1)　近代美術のモデル
7，第1世代の美術館(2)　公募展、新聞社主催展
8,　第2世代の美術館・1970年代後半～1980年代
　        ー機関としての美術館、1県1館時代へ
9,　第2世代の美術館(1)　専門性を求めて
10,　第2世代の美術館(2)　企画展と作品収集
11,　第3世代の美術館・1980年代後半～2000年
　       ー機能としての美術館、豊かさの多様化
12,　第3世代の美術館(1)　市町村立館、専門館の時代
13,　第3世代の美術館(2)　利用者の発見、教育普及
14,　第3世代の美術館(3)　ボランティア、NPO
15,　まとめ



2019-S000009434-01芸術Ｂ（文化遺産・世界遺産・近代化遺産②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　芸術といえば、美術、音楽、文学、演劇、映画など、さまざ
まな表現と内容があります。この授業では、芸術一般ではな
く、文化遺産を対象にします。文化遺産は、広義では人類の文
化的活動によって生み出された建造物、遺跡、美術品、音楽、
演劇などの有形（不動産・可動文化財）・無形の文化的所産の
ことをいうが、ここでは、近年社会的に注目を集めている、お
もに世界遺産、近代化遺産について、九州を中心に具体的事例
をとりあげてみてゆきます。
　美術館学芸員としての勤務経験がある教員が、テキストの講
読を中心としながら、文化遺産、近代化遺産の保存や活用に関
する身近な具体的事例説明もおりまぜ、時には画像映写なども
行いながら授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解する。(知
識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を学び、教
養として理解する。(知識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産を各自の以後の人生の中で
時々に身近な問題として考える態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと（90分程
度目標）。
　授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと（90分程
度目標）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概要と事例を、どの程度
まで理解できているかどうかを評価の基準とします。時々に提
出してもらう短い感想文などの平常点30％、期末試験70％を目
安として総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田光紀『九州遺産』（弦書房、2005年6月）

◎－－－　参考書　－－－◎

 適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　文化遺産を含めた芸術に関心をもつことが前提です。そ
のためには身近にある文化遺産や近代化遺産に行ってみる
ことを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス　授業の内容説明
２　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(1)
３　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(2)
４　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(3)
５　九州の産業遺産　工場・関連施設
６　九州の産業遺産　造船施設
７　九州の産業遺産　軍事・基地施設
８　九州の産業遺産　軍事・要塞・砲台
９　九州の産業遺産　軍事・原爆被爆構造物
10　九州の産業遺産　公共・公会堂
11　九州の産業遺産　公共・学校
12　九州の産業遺産　公共・宗教施設
13　九州の産業遺産　商業・ホテル
14　九州の産業遺産　商業・銀行
15　九州の産業遺産　商業・店舗群



2019-S000009434-02芸術Ｂ「BB」（文化遺産・世界遺産・近代化遺産②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　芸術といえば、美術、音楽、文学、演劇、映画など、さまざ
まな表現と内容があります。この授業では、芸術一般ではな
く、文化遺産を対象にします。文化遺産は、広義では人類の文
化的活動によって生み出された建造物、遺跡、美術品、音楽、
演劇などの有形（不動産・可動文化財）・無形の文化的所産の
ことをいうが、ここでは、近年社会的に注目を集めている、お
もに世界遺産、近代化遺産について、九州を中心に具体的事例
をとりあげてみてゆきます。
　美術館学芸員としての勤務経験がある教員が、テキストの講
読を中心としながら、文化遺産、近代化遺産の保存や活用に関
する身近な具体的事例説明もおりまぜ、時には画像映写なども
行いながら授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解する。(知
識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を学び、教
養として理解する。(知識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産を各自の以後の人生の中で
時々に身近な問題として考える態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと（90分程
度目標）。
　授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと（90分程
度目標）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概要と事例を、どの程度
まで理解できているかどうかを評価の基準とします。時々に提
出してもらう短い感想文などの平常点30％、期末試験70％を目
安として総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田光紀『九州遺産』（弦書房、2005年6月）

◎－－－　参考書　－－－◎

 適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　文化遺産を含めた芸術に関心をもつことが前提です。そ
のためには身近にある文化遺産や近代化遺産に行ってみる
ことを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス　授業の内容説明
２　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(1)
３　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(2)
４　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(3)
５　九州の産業遺産　工場・関連施設
６　九州の産業遺産　造船施設
７　九州の産業遺産　軍事・基地施設
８　九州の産業遺産　軍事・要塞・砲台
９　九州の産業遺産　軍事・原爆被爆構造物
10　九州の産業遺産　公共・公会堂
11　九州の産業遺産　公共・学校
12　九州の産業遺産　公共・宗教施設
13　九州の産業遺産　商業・ホテル
14　九州の産業遺産　商業・銀行
15　九州の産業遺産　商業・店舗群



2019-S000009434-05芸術Ｂ（日本の美術館のこれから ー2000年以降）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

川浪　千鶴

◎－－－　概要　－－－◎

　日本の美術館の数は公立、私立、類似施設まで含めると1000
館近くにのぼるといわれ、私たちの暮らしにすっかり定着した
感があります。
　しかし、十万人以上の来場者を集める華やかな展覧会が話題
になる一方で、地域によっては財政難から美術館やコレクショ
ンの存続が危ぶまれる事態も生まれています。美術館は設立理
念だけでなく、社会や政治、経済の動向に大きく影響を受ける
存在でもあるのです。
　本講義では、そうした現状を踏まえつつ、日本の美術館の歩
みを時代を追って考察し、美術館の役割とこれからの可能性に
ついて検証していきます。特に2000年以降最近の美術館動向に
フォーカスすることで、美術館と社会のあり方、未来像につい
て多角的に探っていきます。
　担当教員は、九州と四国の美術館学芸員として35年を超える
勤務経験と、戦後から現代の美術やミュージアム・マネジメン
ト、地域アートと美術館などの専門性を活かした活動実績を
持っています。福岡・九州を始めとする全国の美術館とのネッ
トワークを活かした最新の資料や具体的な事例をもとに、わか
りやすく紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の美術館に関する代表的な活動事例を学び、概要を説明す
ることができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に関連する美術館や展覧会なども随時紹介します。受
講期間中に、身近な美術館から積極的に訪問し、できれば複数
回の美術館利用体験をしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の理解度と自分の考えをまとめる作文能力について、
下記の方法で総合的に評価します。

1，定期試験（小論文形式）　70％
2，講義時に月1回程度提出してもらう感想カード　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。必要に応じて、年表資料などを配付しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

全国美術館会議　美術館リンク集
http://www.zenbi.jp/link.php

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

美術館とその歴史については、知識の受容だけではなく自
分の目で見て、感じ、考えることが重要です。全国の美術
館のライブな情報提供に努めますので、授業内外での積極
的な参加をお願いします。なお、講義内容を予告なしに変
更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1，イントロダクション
2，第4世代の美術館・2000年以降
　　　ーシステムとしての美術館
3,　第4世代の美術館(1)　観光と環境
　　金沢21世紀美術館、
　　ベネッセアートサイト直島
4,　第4世代の美術館(2)　地方美術館の理想型
　　青森県立美術館
5,　第4世代の美術館(3)　過疎地域の可能性
　　つなぎ美術館、坂本善三美術館（熊本）
6,　第4世代の美術館(4)
　　美術の外にあるもの、
　　福祉とアウトサイダーアート　
　　鞆の津ミュージアム（岡山）
7,　第4世代の美術館(5)　
　　アートコミュニケーション事業　東京都美術館
8,　これからの美術館・2011年3月11日以降
9,　これからの美術館(1)　危機と社会的必要性
10,　これからの美術館(2)　地域と文化
11,　これからの美術館(3)　鑑賞とキュレーション
12,　これからの美術館(4)　ラーニング　
13,　これからの美術館(5)　共感と連帯
14,　これからの美術館(6)　評価とアーカイブ
15,　まとめ



2019-S000009466-04心理学Ａ「教養ゼミ」（犯罪の原因とその治療）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

この教養ゼミでは，警察の科学捜査研究において検査･鑑定等
に従事してきた，担当教員の経験を活かし，なぜ人は犯罪を行
うのか，その原因を探る犯罪原因論及び，犯罪者の効果的な治
療法について，発表や討論などを通じて理解を深めることを目
的としている。
　具体的には，テキスト「入門犯罪心理学」（原田隆之著）を
用いて，メンバーが各章分担し，担当章の内容を，テキスト以
外に自主的に調査した話題も交えながら，他のゼミメンバーに
わかりやすく解説するスタイルで進めていく。
　また，発表者以外のゼミメンバーは，該当箇所を予習してお
き，発表予定箇所の概要や，関連する話題，質問などをレポー
トとしてまとめ，メンバー全員に配布しておく（A4判用紙。分
量は最低200字～400字。数字･英字は半角。必ず学籍番号，氏
名，該当箇所を記載すること）。発表時に全ゼミメンバーが発
表や予習で得た知識をもとに理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

犯罪心理学及びそれに関連する心理学の基礎的な理論や知見に
ついて解説できる。(知識・理解)

パワーポイントファイルの作成やそれを用いた発表が行える。
(技能)

犯罪の原因や犯罪者の処遇などを，犯罪･事件に関する報道な
どから日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①　毎週事前に次回の範囲を予習し，概要や質問などをレポー
トとしてまとめておくこと（90分）
②　発表者は担当箇所を読みこみ，専門用語を調べ，意味を理
解し，レジュメやパワーポイントを作成すること（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表内容（60%），予習質問票の内容（20%），受講態度・
課題への取組み姿勢（20%）などによって評価する。
　評価に際しては，「到達目標」欄に記載した３点を満たして
いるかを基準にする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

原田隆之著「入門犯罪心理学」（税別820円）ちくま新書

◎－－－　参考書　－－－◎

森 丈弓 (著)「犯罪心理学―再犯防止とリスクアセスメント
の科学」　ISBN 978-4779511516
松浦直己 (著)「非行・犯罪心理学――学際的視座からの犯
罪理解」　ISBN 978-4750341880
日本犯罪心理学会 (編)「犯罪心理学事典」　ISBN
978-4621089552

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①理論や現象の記憶の定着を測定するために小テストを行
う。
②当日，発表できなかった場合は単位修得は非常に困難で
ある。
③担当箇所はこちらで割り振る。
④無断の遅刻や欠席は，発表者や他のメンバーに迷惑をか
けることから，ペナルティを課し大幅に減点する。
⑤毎回出席したとしても質問やコメントの記載がみられな
い場合，あるいは演習への積極的な取り組みがみられない
場合も大幅に減点する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション及び担当章の割り当て
2　パワーポイントを用いたプレゼンテーションのコツ
3　数値データの縮約：視覚化と統計量
4　個人発表及び全員での討議
5　個人発表及び全員での討議
6　個人発表及び全員での討議
7　個人発表及び全員での討議
8　個人発表及び全員での討議
9　個人発表及び全員での討議
10 個人発表及び全員での討議
11 個人発表及び全員での討議
12 個人発表及び全員での討議
13 個人発表及び全員での討議
14 個人発表及び全員での討議
15 ゼミの振り返り



2019-S000009467-04心理学Ｂ「教養ゼミ」（科学捜査と心理学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは，警察の科学捜査研究所において検査･鑑定等
に従事してきた，担当教員の経験を活かし，刑事司法や犯罪捜
査において心理学が貢献している領域，例えば目撃証言や捜査
面接（事情聴取），虚偽検出，犯人像推定，人質交渉などの知
見や理論を解説する。これにより社会的問題の解決に心理学が
どのように活用されているのかをメンバーが解説し，皆で共有
する。これにより，現実の刑事司法的問題に心理学がどのよう
に活用されているのかを学び，心理学への興味・関心を深め
る。
　具体的には，テキスト「犯罪捜査の心理学」（越智啓太著・
新曜社）を用いて，メンバーが各章分担し，担当章の内容を，
テキスト以外に自主的に調査した話題も交えながら，他のゼミ
メンバーにわかりやすく解説するスタイルで進めていく。ま
た，発表者以外のゼミメンバーは，該当箇所を予習しておき，
発表予定箇所の概要や，関連する話題，質問などをレポートと
してまとめ，メンバー全員に配布しておく（A4判用紙。分量は
最低400字。数字･英字は半角。学籍番号，氏名，該当箇所を記
載すること）。発表時に全ゼミメンバーが発表や予習で得た知
識をもとに理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

犯罪心理学及びそれに関連する心理学の基礎的な理論や知見に
ついて解説できる。(知識・理解)

パワーポイントファイルの作成やそれを用いた発表が行える。
(技能)

犯罪捜査や犯罪の原因などを，犯罪･事件に関する報道などか
ら日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①　毎週事前に次回の範囲を予習し，概要や質問などをレポー
トとしてまとめておくこと（90分）
②　発表者は担当箇所を読みこみ，専門用語を調べ，意味を理
解し，レジュメやパワーポイントを作成すること（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表内容（60%），予習質問票の内容（20%），受講態度・
課題への取組み姿勢（20%）などによって評価する。
　評価に際しては，「到達目標」欄に記載した３点を満たして
いるかを基準にする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

越智啓太 著　「犯罪捜査の心理学」（本体2,300円+税）新
曜社　ISBN 978-4788514416

◎－－－　参考書　－－－◎

「テキスト 司法・犯罪心理学 」（越智啓太･桐生正幸編
著）　ISBN 978-4762829758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①理論や現象の記憶の定着を測定するために小テストを行
う。
②当日，発表できなかった場合は単位修得は非常に困難で
ある。
③担当箇所はこちらで割り振る。
④無断の遅刻や欠席は，発表者や他のメンバーに迷惑をか
けることから，ペナルティを課し大幅に減点する。
⑤毎回出席したとしても質問やコメントの記載がみられな
い場合，あるいは演習への積極的な取り組みがみられない
場合も大幅に減点する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション及び担当章の割り当て
2　パワーポイントを用いたプレゼンテーションのコツ
3　数値データの縮約：視覚化と統計量
4　個人発表及び全員での討議
5　個人発表及び全員での討議
6　個人発表及び全員での討議
7　個人発表及び全員での討議
8　個人発表及び全員での討議
9　個人発表及び全員での討議
10 個人発表及び全員での討議
11 個人発表及び全員での討議
12 個人発表及び全員での討議
13 個人発表及び全員での討議
14 個人発表及び全員での討議
14 個人発表及び討論
15 ゼミの振り返り



2019-S000009473-02政治学概論Ａ「BB」（現代政治と国家）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　19世紀以降、世界の政治は国民国家を中心として動いてきま
した。しかし近年、統合を一層深めつつあるEUをはじめとし
て、国家を超える組織の重要性が高まっています。それと同時
に、国家内において存在する、あるいは国境をまたいで結びつ
きを強める地域の動向も注目されるようになり、国民国家概念
の相対化ともいえる事態が進行しています。
　このような現状認識に立つとはいえ、二度の世界大戦を経て
現在に至るまで、依然として国家が政治の中心的なアクターの
一つとして存在し続けていることも事実です。また、ヨーロッ
パには統合の進展に対する懐疑や反対の動きも見られます。本
講義ではまず、政治とは何かについて考えたのち、私たちの生
活に今なお欠くことのできない現代の国家に関して様々な角度
から検討します。その際には、担当者が在オーストリア日本大
使館の専門調査員として勤務した経験を活かし、ヨーロッパを
中心に国家に関わる様々なテーマを提示しつつ内容を深め、講
義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政治とは何かということについて理解することができる(知
識・理解)

国民国家について、その歴史や問題点も含めて学習することを
通じて、現代世界の政治的動向について自己の見解を持つこと
ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、日ごろから新聞等の報道に目を通し、日本や
世界の政治の動向に関心を持っておくことが求められます。復
習としては、講義の内容を整理して疑問点や問題点を確認し、
次回授業に臨む準備をすることが必要です（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容をふまえ、政治とは何か、国家とは何かについて理
解できているかを評価の基準とします。
　定期試験により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山本佐門『現代国家と民主政治（改訂版）』（北樹出版、
2010年）　ISBN978-4779302459（1800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

政治学の第一歩　ISBN 978-4-641-15025-6
連邦制入門　ISBN 978-4862830722
政治学をつかむ　ISBN 978-4641177154

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日ごろから政治への関心を持ち、積極的に学習して下さ
い。
　私語など他の受講生の学習を妨害する行為、携帯電話、
スマートフォン等の使用は禁止し、それらの行為に対して
は、学生証を提示させ、退出を命じる等の措置を含めて厳
正に対処します。携帯電話、スマートフォン等は講義には
不要ですので、カバンの中に収納し、机上には出さないこ
と。
　各回の配布資料はFUポータルに掲載するので、各自で
印刷して講義時に持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 はじめに
2 政治現象とは
3 政治の定義
4 国家とは（1）
5 国家とは（2）
6 国家権力（1）
7 国家権力（2）
8 ナショナリズムと国家（1）
9 ナショナリズムと国家（2）
10 民族と国家
11 変動する国家（1）
12 変動する国家（2）
13 政治体制
14 新しい国のかたち
15 おわりに



2019-S000009473-01政治学概論Ａ（現代政治と国家）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/08/01　３時限　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　19世紀以降、世界の政治は国民国家を中心として動いてきま
した。しかし近年、統合を一層深めつつあるEUをはじめとし
て、国家を超える組織の重要性が高まっています。それと同時
に、国家内において存在する、あるいは国境をまたいで結びつ
きを強める地域の動向も注目されるようになり、国民国家概念
の相対化ともいえる事態が進行しています。
　このような現状認識に立つとはいえ、二度の世界大戦を経て
現在に至るまで、依然として国家が政治の中心的なアクターの
一つとして存在し続けていることも事実です。また、ヨーロッ
パには統合の進展に対する懐疑や反対の動きも見られます。本
講義ではまず、政治とは何かについて考えたのち、私たちの生
活に今なお欠くことのできない現代の国家に関して様々な角度
から検討します。その際には、担当者が在オーストリア日本大
使館の専門調査員として勤務した経験を活かし、ヨーロッパを
中心に国家に関わる様々なテーマを提示しつつ内容を深め、講
義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政治とは何かということについて理解することができる(知
識・理解)

国民国家について、その歴史や問題点も含めて学習することを
通じて、現代世界の政治的動向について自己の見解を持つこと
ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、日ごろから新聞等の報道に目を通し、日本や
世界の政治の動向に関心を持っておくことが求められます。復
習としては、講義の内容を整理して疑問点や問題点を確認し、
次回授業に臨む準備をすることが必要です（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容をふまえ、政治とは何か、国家とは何かについて理
解できているかを評価の基準とします。
　定期試験により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山本佐門『現代国家と民主政治（改訂版）』（北樹出版、
2010年）　ISBN978-4779302459（1800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

政治学の第一歩　ISBN 978-4-641-15025-6
連邦制入門　ISBN 978-4862830722
政治学をつかむ　ISBN 978-4641177154

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日ごろから政治への関心を持ち、積極的に学習して下さ
い。
　私語など他の受講生の学習を妨害する行為、携帯電話、
スマートフォン等の使用は禁止し、それらの行為に対して
は、学生証を提示させ、退出を命じる等の措置を含めて厳
正に対処します。携帯電話、スマートフォン等は講義には
不要ですので、カバンの中に収納し、机上には出さないこ
と。
　各回の配布資料はFUポータルに掲載するので、各自で
印刷して講義時に持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 はじめに
2 政治現象とは
3 政治の定義
4 国家とは（1）
5 国家とは（2）
6 国家権力（1）
7 国家権力（2）
8 ナショナリズムと国家（1）
9 ナショナリズムと国家（2）
10 民族と国家
11 変動する国家（1）
12 変動する国家（2）
13 政治体制
14 新しい国のかたち
15 おわりに



2019-S000009474-01政治学概論Ｂ（代表制民主主義の理念と現実）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/27　３時限　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　民主主義国家において、国民は主権者として様々な形で政治
に参加しています。この参加は、選挙における投票という形で
表現されるだけではありません。デモや集会への参加、利益集
団を通じての積極的な政治活動など、議会外の直接行動も含め
た幅広いものとしてとらえることが重要です。こうした広範な
政治参加をより意義のあるものにするためにも、私たちには民
主主義についての理解を十分なものとしておくことが必要とな
ります。
　本講義では、検討の対象を代表制民主主義に絞りつつ、議会
や政党、行政府などの現実政治における様々なアクターの活動
や特質について説明するとともに、地方自治の現状や、政治へ
のマスメディアの影響についても検討します。その上で、代表
制民主主義が抱える諸問題を分析し、民主主義への理解を深め
ます。その際には、担当者が在オーストリア日本大使館の専門
調査員として勤務した経験を活かし、ヨーロッパにおける代表
制民主主義の実態についても解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表制民主主義の理念と現実に関して理解することができる
(知識・理解)

現在の民主主義が抱える課題や問題点について考える上で必要
な知識の取得し、大学での講義にとどまることなく、社会に出
てからも主権者として主体的に行動できるようになる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、日ごろから新聞等の報道に目を通し、日本や
世界の政治の動向に関心を持っておくことが求められます。復
習としては、講義の内容を整理して疑問点や問題点を確認し、
次回授業に臨む準備をすることが必要です（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容をふまえ、代表制民主主義の理念と現実について理
解できているか、現在の民主主義が抱える課題や問題点につい
て考える上で必要な知識の取得しているかを評価の基準としま
す。
　定期試験により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山本佐門『現代国家と民主政治（改訂版）』（北樹出版、
2010年）　ISBN978-4779302459（1800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

民主主義対民主主義 多数決型とコンセンサス型の36カ 国
比較研究（原著第2版）　ISBN 978-4326302338

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日ごろから政治への関心を持ち、積極的に学習して下さ
い。
　私語など他の受講生の学習を妨害する行為、携帯電話、
スマートフォン等の使用は禁止し、それらの行為に対して
は、学生証を提示させ、退出を命じる等の措置を含めて厳
正に対処します。携帯電話、スマートフォン等は講義には
不要ですので、カバンの中に収納し、机上には出さないこ
と。
　各回の配布資料はFUポータルに掲載するので、各自で
印刷して講義時に持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 はじめに
2 政治集団
3 代表制民主主義
4 独裁体制
5 議会制民主主義の歴史
6 日本における議会制と政党制
7 議会制民主主義の基本要素
8 議会と行政府
9 政党と利益集団
10 選挙
11 地方自治
12 マスメディアと政治
13 国民の政治意識
14 代表制民主主義の現実
15 おわりに



2019-S000009474-02政治学概論Ｂ「BB」（代表制民主主義の理念と現実）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　民主主義国家において、国民は主権者として様々な形で政治
に参加しています。この参加は、選挙における投票という形で
表現されるだけではありません。デモや集会への参加、利益集
団を通じての積極的な政治活動など、議会外の直接行動も含め
た幅広いものとしてとらえることが重要です。こうした広範な
政治参加をより意義のあるものにするためにも、私たちには民
主主義についての理解を十分なものとしておくことが必要とな
ります。
　本講義では、検討の対象を代表制民主主義に絞りつつ、議会
や政党、行政府などの現実政治における様々なアクターの活動
や特質について説明するとともに、地方自治の現状や、政治へ
のマスメディアの影響についても検討します。その上で、代表
制民主主義が抱える諸問題を分析し、民主主義への理解を深め
ます。その際には、担当者が在オーストリア日本大使館の専門
調査員として勤務した経験を活かし、ヨーロッパにおける代表
制民主主義の実態についても解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表制民主主義の理念と現実に関して理解することができる
(知識・理解)

現在の民主主義が抱える課題や問題点について考える上で必要
な知識の取得し、大学での講義にとどまることなく、社会に出
てからも主権者として主体的に行動できるようになる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、日ごろから新聞等の報道に目を通し、日本や
世界の政治の動向に関心を持っておくことが求められます。復
習としては、講義の内容を整理して疑問点や問題点を確認し、
次回授業に臨む準備をすることが必要です（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容をふまえ、代表制民主主義の理念と現実について理
解できているか、現在の民主主義が抱える課題や問題点につい
て考える上で必要な知識の取得しているかを評価の基準としま
す。
　定期試験により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山本佐門『現代国家と民主政治（改訂版）』（北樹出版、
2010年）　ISBN978-4779302459（1800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

民主主義対民主主義 多数決型とコンセンサス型の36カ 国
比較研究（原著第2版）　ISBN 978-4326302338

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日ごろから政治への関心を持ち、積極的に学習して下さ
い。
　私語など他の受講生の学習を妨害する行為、携帯電話、
スマートフォン等の使用は禁止し、それらの行為に対して
は、学生証を提示させ、退出を命じる等の措置を含めて厳
正に対処します。携帯電話、スマートフォン等は講義には
不要ですので、カバンの中に収納し、机上には出さないこ
と。
　各回の配布資料はFUポータルに掲載するので、各自で
印刷して講義時に持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 はじめに
2 政治集団
3 代表制民主主義
4 独裁体制
5 議会制民主主義の歴史
6 日本における議会制と政党制
7 議会制民主主義の基本要素
8 議会と行政府
9 政党と利益集団
10 選挙
11 地方自治
12 マスメディアと政治
13 国民の政治意識
14 代表制民主主義の現実
15 おわりに



2019-S000009604-01科学・技術・情報と社会（火山噴火史情報学入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

奥野　充、田口幸洋，鮎沢　潤，鶴田直之，高橋伸弥，奥村　勝，鳥井真之，藤木利之，福島大輔，西園幸久

◎－－－　概要　－－－◎

　火山の噴火現象は、噴出物と火山地形として記録される。火山の
活動に伴って温泉や地熱現象も認められ、その景観と相まって人々
に多様な恩恵を与えている。一方で、火山がひとたび噴火すれば、
大量の土砂や熱のため周囲に甚大な被害を与える。現在、発展しつ
つある情報通信技術（ICT）を踏まえ、本学でも平成24年度から国
際火山噴火史情報研究所が設置され（平成28年度廃止）、火山噴火
史に関するデータベース構築と情報発信が進められている。
　この講義では、火山の噴火現象から始まり、火山の様々な恩恵や
災害を理解すると共に、それらの調査研究をどのようにデータベー
スとして体系化すべきか、複眼的な視点から議論していく。これら
を総合的に研究する学問が「火山噴火史情報学」である。社会との
関わりとしては、生活に欠かせないICTの正しい理解、噴火史情報
学を通した防災・減災への活用、さらに観光ツアーやジオパークな
ど多岐にわたる。
　特に実務経験をもつ講師（福島、西園）から、防災・減災やジオ
パークを含む観光ツアーに関する現在の状況や問題点を詳しく知る
ことができる。
　具体的には「火山噴火史情報学とは」で、この講義の概要と学問
分野の体系について理解する。「火山地質学」と「火山地形学」で
は、火山の噴火現象とその結果生ずる堆積物および地形について知
る。「地熱と温泉の地質学」では、火山周辺の地熱現象や温泉の成
因について知る。「高度化情報社会における知の体系化の仕組み」
では、インターネット上での情報共有の仕組みや知識の再整理につ
いて知る。「情報通信技術を用いた火山噴火史情報の体系化と活
用」では、体系化された噴火史情報の活用方法とその将来展望につ
いて知る。さらに、「噴火史データベースに関する実践的解説」で
は火山噴火のデータベースの利用法を実践的に知る。「地質情報の
データベース（１）と（２）」では、地質情報に関する研究者向け
のデータベースと一般向けのデータベースについて知る。「火山噴
火と気候・植生への影響」では、火山周辺の植生、特に噴火による
インパクトを知り、火山噴火が気候に及ぼす影響を理解する。「地
質情報と博物館」では、博物館における火山を含む地質情報の収
集・活用を、「火山とジオパーク」では、ジオパーク、特に桜島火
山を中心に桜島・錦江湾ジオパークについて詳しく知る。「火山噴
火と防災（１）と（２）」では、火山防災の現状を噴火現象と関連
づけて理解し、低頻度大規模噴火現象の社会的対応の可能性につい
て考察する。そして、「まとめ」として、この講義の総括を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

理学的な火山地質学・火山地形学の調査研究、工学的な情報科学・
防災工学を一連のものとして具体的かつ系統的に理解している。
(知識・理解)

噴火史情報に関する科学と技術がどのように社会へ還元（あるいは
貢献）できるかについて考える態度・能力をもっている。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に参考書などを用いて学習内容を調べてるなどして予習
しておくこと。
復習：講義後は、ノートやプリントを整理して、次の講義に臨むこ
と。その際には、参考書の記述も参考にして、理解を深めること。
目安時間は、両者をあわせて180分である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（100％）により評価する。
その際、火山地質・地形、情報工学、防災に関する知識と幅広い理
解を評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義時にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

梅棹忠夫（編）（1983）博物館と情報．中公新書，259p．
新井房夫（編）（1993）火山灰考古学．古今書院．264p．
鎌田浩毅（2007）火山噴火　予知と減災を考える．岩波新
書．228p．
井田喜明・谷口宏充（編）（2009）火山爆発に迫る―噴火
メカニズムの解明と火山災害の軽減．東京大学出版会，
225p．
遠藤邦彦・小林哲夫（2012）第四紀 (フィールドジオロ
ジー 9)．日本地質学会フィールドジオロジー刊行委員会，
共立出版，240p．
土木学会地盤工学委員会火山工学小委員会（編）（2009）
火山工学入門．土木学会．261p．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この講義は、オムニバス方式で行う。
各回の担当者は、以下の授業計画に記載されている。
このうち，福島と西園は、実務経験をもつ講師である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．火山噴火史情報学とは（奥野）
２．火山地質学（奥野）
３．火山地形学（奥野）
４．地熱と温泉の地質学（田口）
５．高度化情報社会における知の体系化の仕組み（鶴田）
６．情報通信技術を用いた火山噴火史情報の体系化と活用
（高橋）
７．噴火史データベースに関する実践的解説（奥村）
８．地質情報のデータベース（１）（鳥井）
９．地質情報のデータベース（２）（鳥井）
10．火山噴火の気候・植生への影響（藤木）
11．地質情報と博物館（鮎澤）
12．火山とジオパーク（福島）
13．火山噴火と防災（１）（西園）
14．火山噴火と防災（２）（西園）
15．まとめ（奥野）



2019-S000009593-03現代を生きる（災害から自分や家族を守る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/23　５時限　　

重松　幹二、(工)、高山峯夫(工)、佐藤研一(工)、井口順次(福岡市消防局)、高橋淳夫(読売新聞社)、松井渉(日本気象協会)、森田浩章(城南区役所)、矢守克也(京都大学)、柴田久(工)、伊藤豪(商)、岩永和代(医)

◎－－－　概要　－－－◎

　平成７年の阪神・淡路大震災、平成２３年の東日本大震災、平成２８年の
熊本地震と、甚大な災害が国内で発生した。一方福岡では、平成１１年およ
び１５年には御笠川氾濫における博多駅周辺の水害、平成１７年には福岡県
西方沖地震が発生し、安全と思われていた福岡市内でも日頃から災害に対し
て高い注意意識が必要であることが明らかとなった。また、将来関東・東
海・関西などに就職する学生にとっても、大学で防災・減災に関する知識を
身に付けておくことは極めて重要である。
　この講義では、防災に関する基礎知識を学ぶことにより、災害から自分や
家族を守る術、被害を最小にする準備と対応方法を修得する。特に、
　・自助（自分や家族の命はまず自分たちで守らなければならない）
　・共助（被災した近所の人を助けることの重要性）
　・公助（公的機関による救援行動の大災害時における脆弱さ）
の考え方を柱とし、各トピックスを理解することで、一生涯役に立つ教養を
身に付けることができる。
　講義は各学部の教員および福岡市役所・消防局・各種報道機関を講師とし
たオムニバス形式で進められ、文系理系両側面から防災に関する知識を広く
得ることに特徴がある。特に、井口順次は福岡市消防局の消防吏員としての
災害現場での豊富な経験を生かし、災害に対する準備と対応、救助活動、地
域防災に関する講義を行う。また松井渉は気象予報士であるとともにNHKの
気象ニュースキャスターを担当しており、気象予報の仕組みや自然災害全般
に関する講義を行う。高橋淳夫は読売新聞社の記者として東日本大震災や原
発事故の取材経験があり、報道機関の取材行動や記事のまとめ方、取材を通
して得られた災害周辺状況について講義する。森田浩章は福岡市消防局の消
防吏員として、さらに福岡市城南区役所の防災担当として豊富な経験をも
ち、災害に対する行政機関の考え方と市民への期待を講義する。

　なお、この科目は「福岡大学防災士養成研修プログラム」の指定科目と
なっている。他の指定科目も受講することで、日本防災士機構が認定する
「防災士」の受検資格を得ることができる。詳細は工学部事務室あるいはエ
クステンションセンターに問い合わせること。以下のホームページにも関連
資料を掲載している。
http://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/̃shigem/

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然災害の発生メカニズムと想定される被害、災害情報の収集・発信・受信
の重要性とその問題点を理解し、防災や減災に対する正しい対応策を考える
ことができる。(知識・理解)

「自助・共助・公助」の意味と問題点を理解し、その問題を解決するために
必要な準備をすることができる。(技能)

防災が闘う最大の敵である「正常化の偏見（正常性バイアス）」の意味を知
り、それを避けるためには防災に対する総合的な知識と想像力が必要である
ことを知る。(知識・理解)

自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、次の授業のために必要な予習内容を指示するので、30分程度の予習の
時間を要する。また、授業終了後に毎回小テストを行うとともに、解答締切
後に正答をFUポータルを利用して配布するので、30分程度の復習を行うこ
と。

そのほか、学習期間中は災害に関する新聞記事やニュースに注意を払うとと
もに、背後でどのような出来事が発生しているか、どのように対応すべきか
などを想像しながら学習を進めて欲しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義終了後、毎回FUポータルを利用した選択問題あるいは記述問題による小
テストを実施する。その日の個別の授業内容が理解できたかを評価の基準と
する。単に出席しただけでは評価しない。
　
定期試験では、災害から自分を守る、災害の状況を知る、地域を守る、災害
と社会システム、いのちを守る、の各項目の知識およびそれらを統合した知
識が得られたかを評価の基準とする。

定期試験(70%)と毎回行う小テスト(30%)を総合して最終成績とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

緊急時には対策本部や災害現場に出動しなければならない
講師が多いため、急な休講や講義順が変更となる場合があ
る。休講となった場合は補講を行うので、掲示板に注意す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［災害から自分を守る］
1. 防災意識の必要性、自助・共助・公助（重松）
2. 過去の大震災や風水害からの教訓（高山）
3. ライフラインの被害想定と断絶時対応（佐藤）
4. 個人の平常時の準備と災害時対応（井口）

［災害の状況を知る］
5. 気象予報、警報・注意報（松井）
6. 最近の自然災害（松井）
7. 災害に対する報道機関の取り組み（高橋）

［地域を守る］
8. 地域の防災活動、自主防災組織、消防団活動（井口）
9. 防災関係機関の対応（森田）

［災害と社会システム］
10. 被災社会の多様性（高橋）
11. 都市災害、防災計画・技術、災害とインフラ・デザイ
ン（柴田）
12. 災害と損害保険（伊藤）

［いのちを守る］
13. 災害心理、被災者の行動意識（矢守）
14. 災害医療、トリアージ、高齢者・乳幼児対応（岩永）
15. 防災活動の必要性、私達にできること（重松）

◎－－－　URL　－－－◎

FUポータル
(https://acpt.jsysneo.fukuoka-u.ac.jp/ActiveCampus/)



2019-S000009593-02現代を生きる（地域連携科目：地域・社会連携 ＰＢＬから学ぶ実社会で求められる主体性）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

寺田　貢、須長　一幸、廣嶋　道子、紺田　広明

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、従来型の講義形式ではなく、体験型学習（PBL：ProjectBased
Learning）を通して、自分で考え自分で行動するという「主体性」を自覚しながら、社
会人としての活動を実体験することを目的としている。
　はじめに、日常の多くの時間を過ごすキャンパスを内に存在する問題点を個人また
はグループで発見する。その問題点の解決・改善策を模索することから福岡大学が現
在直面している課題の解決に挑戦する。
　これに加え、この科目の趣旨に賛同してくださった地域に根差した学外の組織から
参加してくださる講師（ゲスト講師）から提起される、実際の業務で生じるような課
題の解決を模索する。個人またはグループで切り出した問題（グループテーマ）につ
いて、グループでの調査やディスカッションを重ね、まとめ上げた提案を該当する部
署の担当者にプレゼンテーションし、それに対する評価を受ける。これは、学内の担
当者または学外の組織からの講師と受講者が、上司と部下の関係となるロールプレイ
学習に対応する。
　さらに、グループで活動することから、メンバー各人の個性を意識し、他者の考え
方が多様であることを理解し、そのような多様性をもつメンバーとともに協働するこ
とを体験し、「多様性」の意味を理解し、「協働性」を身に付ける。
　講義時間のほとんどを使って、グループテーマに対する解決・改善策や企画案を作
成し、プレゼンテーションを行うことで、「正解のない課題」を解決しようとするプ
ロセスと失敗を経験することから、社会で必要な力と現時点での自分の力とのギャッ
プを自覚し、大学で学ぶ意義を再確認する。これに加え、自ら考え、自ら学ぶことの
重要性を認識し、今後の大学生活を送る目的を明確にする。
　上記の通り、この科目では実社会からゲスト講師を招へいし、課題の出題と評価を
お願いしている。これに加え、講義担当者の寺田は、複数の企業において各種の装置
開発に従事し、企業における実務的な経験をもち、講義担当者の廣嶋は、民間におい
て組織マネジメント業務に従事し管理者としての経験をもち、これらの実務経験に基
づいた知見により構成した実社会で求められる能力の養成に向けた内容の講義を実施
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（ア）社会に触れ、社会の実際の特徴や課題が何か説明できる(知識・理解)

（イ）社会の課題を解決する上で必要な力を知り、それらを実際に活用することがで
きる(技能)

（ウ）大学生活を送る上で必要な取り組みについて説明できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の進行に伴い、以下の事項について、事前・事後の学習が必要である。
1)学習前の自己評価である事前アンケートへの回答（60～90分程度）
2)学内の問題点に対する解決・改善策に関する企画提案書の作成（180～300分程度）
3)学内の問題点の解決・改善策に関するプレゼンテーションの準備（180～300分程度）
4)ゲスト講師から提起された課題に関するプレゼンテーションの準備（180～300分程
度）
5)最終レポートの作成（120～180分程度）
6)学習成果の自己評価である事後アンケートへの回答（60～90分程度）

注)作成や準備などに相当程度の時間が必要になる。上記の学習時間はこれまでの実績
から算出した目安である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　以下の成績評価項目について、示された基準に従い成績評価を行う。
1.リアクションシート(2%×15)
2.事前アンケート・事後アンケート(5%×2)：「アンケート」と称しているが、講義の
初回および最終回に実施する複数項目のチェックポイントからなる学習成果の自己評
価で、これを記入・提出することで、（ア）、（イ）、（ウ）に関する受講者の達成
度を評価する。
3.学内の課題に関し、企画提案書の提出(5%)、関係部署へのヒアリング(5%)、プレゼン
テーション(5%)
4.関係部署の職員によるプレゼンテーションの評価結果(10%)：関係部署から参加して
くださる職員の方々によるプレゼンテーションに対する評価として、「課題の設定の
適切さ」、「解決策としての適切さ」、「表現の適切さ」、「チームとしての活
動」、「全体的な内容」の観点で評価する。講義担当者も同じシートを使って同時に
評価を行う。
5.学外から提起された課題に関し、企画提案書の提出(5%)、プレゼンテーションのポス
ター作成(5%)、プレゼンテーション(10%)
6.ゲスト講師によるプレゼンテーション評価結果(10%)：ゲスト講師によるプレゼン
テーションに対する評価として、「課題の設定の適切さ」、「解決策としての適切
さ」、「表現の適切さ」、「チームとしての活動」、「全体的な内容」の観点で評価
する。講義担当者も同じシートを使って同時に評価を行う。
7.自分の今後の大学での学びについてのレポート（5%）：この講義を通して、社会を
知り、社会で必要とされる力を知った結果、今後の大学でどのように学ぶかについ
て、レポートを作成・提出する。レポートの内容に基き（ウ）について評価する。

注)遅刻･欠席をすることおよび課された提出物を提出しないことは､減点の対象となる
場合がある｡

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは特に定めず､講義中に必要な資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この科目はグループで学習活動を行うため、遅刻はもちろん、体調
不良や忌引き以外での欠席は厳禁である。これは他のグループのメン
バーに迷惑をかけるだけでなく、協力してくださるゲスト講師の方に
対して失礼な行為であるとともに、ご迷惑をおかけすることになるか
らである。
　また、プレゼンテーションの準備など、講義時間以外にもグループ
で作業をすることが必要な場合もあるので、スケジュール調整して時
間を確保できるようにしておくことが求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：
オリエンテーション・アイスブレイク・自己紹介プレゼンテーション
を行う。
第2回：
グループワークの方法：「話の聴き方」、「質問のし方」、「メモの
とり方」などについて理解する。
第3回：
プレゼンテーションの方法について理解する。学内に存在する問題
点・解決すべき課題を個人ベースで考え、課題解決のための企画提案
書を作成する。
第4回：
企画提案書を基に、個人で発見した問題点・解決すべき課題を、グ
ループ内でプレゼンテーションして共有するとともに、互いに質疑し
あう。
第5回：
企画提案書をブラッシュアップし、担当教員にプレゼンテーションを
行い、改善点の指摘を受ける。
第6回：
グループを再編し、調査のし方について理解する。グループテーマご
とに役割分担や学内の担当部署へのヒアリングの方針を定める。
第7回：
調査結果に基づき、グループで議論し、プレゼンテーションの準備を
行う。
第8回：
プレゼンテーションの練習を行い、その模様をビデオで撮影する。
第9回：
前回行ったプレゼンテーションの練習のビデオを視聴することによ
り、改善を要する点を摘出・確認
し、プレゼンテーション資料を修正する。
第10回：
プレゼンテーションのために使用するポスターを作成する。
第11回：
グループテーマに該当する学内部署の担当者に対して、グループ全員
でプレゼンテーションし、解決すべき課題の提示と問題点の解決・改
善策を提案する。
第12回：
前回のプレゼンテーションの結果、高評価のグループがプレゼンテー
ションを行う。これを基に、自グループの取り組み方について、ふり
かえりを行う。ゲスト講師から出題された課題解決のための企画提案
書を作成する。
第13回：
前回までに学んだことをまとめるとともに、ゲスト講師から出題され
た課題に対する企画提案書を基に、テーマ別にグループを再編する。
第14回：
ポスター作成などプレゼンテーションの準備を行う。
第15回：
ゲスト講師に、解決すべき課題の提示と問題点の解決・改善策をプレ
ゼンテーションし、批評を受ける。

全15回を寺田､須長､廣嶋、紺田の4名で担当

◎－－－　URL　－－－◎

情報基盤センターMoodleシステム
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-S000009593-05現代を生きる（地域連携科目：地域・社会連携 ＰＢＬから学ぶ実社会で求められる主体性）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

寺田　貢、須長　一幸、廣嶋　道子、紺田　広明

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、従来型の講義形式ではなく、体験型学習（PBL：ProjectBased
Learning）を通して、自分で考え自分で行動するという「主体性」を自覚しながら、社
会人としての活動を実体験することを目的としている。
　はじめに、日常の多くの時間を過ごすキャンパスを内に存在する問題点を個人また
はグループで発見する。その問題点の解決・改善策を模索することから福岡大学が現
在直面している課題の解決に挑戦する。
　これに加え、この科目の趣旨に賛同してくださった地域に根差した学外の組織から
参加してくださる講師（ゲスト講師）から提起される、実際の業務で生じるような課
題の解決を模索する。個人またはグループで切り出した問題（グループテーマ）につ
いて、グループでの調査やディスカッションを重ね、まとめ上げた提案を該当する部
署の担当者にプレゼンテーションし、それに対する評価を受ける。これは、学内の担
当者または学外の組織からの講師と受講者が、上司と部下の関係となるロールプレイ
学習に対応する。
　さらに、グループで活動することから、メンバー各人の個性を意識し、他者の考え
方が多様であることを理解し、そのような多様性をもつメンバーとともに協働するこ
とを体験し、「多様性」の意味を理解し、「協働性」を身に付ける。
　講義時間のほとんどを使って、グループテーマに対する解決・改善策や企画案を作
成し、プレゼンテーションを行うことで、「正解のない課題」を解決しようとするプ
ロセスと失敗を経験することから、社会で必要な力と現時点での自分の力とのギャッ
プを自覚し、大学で学ぶ意義を再確認する。これに加え、自ら考え、自ら学ぶことの
重要性を認識し、今後の大学生活を送る目的を明確にする。
　上記の通り、この科目では実社会からゲスト講師を招へいし、課題の出題と評価を
お願いしている。これに加え、講義担当者の寺田は、複数の企業において各種の装置
開発に従事し、企業における実務的な経験をもち、講義担当者の廣嶋は、民間におい
て組織マネジメント業務に従事し管理者としての経験をもち、これらの実務経験に基
づいた知見により構成した実社会で求められる能力の養成に向けた内容の講義を実施
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（ア）社会に触れ、社会の実際の特徴や課題が何か説明できる(知識・理解)

（イ）社会の課題を解決する上で必要な力を知り、それらを実際に活用することがで
きる(技能)

（ウ）大学生活を送る上で必要な取り組みについて説明できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の進行に伴い、以下の事項について、事前・事後の学習が必要である。
1)学習前の自己評価である事前アンケートへの回答（60～90分程度）
2)学内の問題点に対する解決・改善策に関する企画提案書の作成（180～300分程度）
3)学内の問題点の解決・改善策に関するプレゼンテーションの準備（180～300分程度）
4)ゲスト講師から提起された課題に関するプレゼンテーションの準備（180～300分程
度）
5)最終レポートの作成（120～180分程度）
6)学習成果の自己評価である事後アンケートへの回答（60～90分程度）

注）作成や準備などに相当程度の時間が必要になる。上記の学習時間はこれまでの実
績から算出した目安である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　以下の成績評価項目について、示された基準に従い成績評価を行う。
1.リアクションシート(2%×15)
2.事前アンケート・事後アンケート(5%×2)：「アンケート」と称しているが、講義の
初回および最終回に実施する複数項目のチェックポイントからなる学習成果の自己評
価で、これを記入・提出することで、（ア）、（イ）、（ウ）に関する受講者の達成
度を評価する。
3.学内の課題に関し、企画提案書の提出(5%)、関係部署へのヒアリング(5%)、プレゼン
テーション(5%)
4.関係部署の職員によるプレゼンテーションの評価結果(10%)：関係部署から参加して
くださる職員の方々によるプレゼンテーションに対する評価として、「課題の設定の
適切さ」、「解決策としての適切さ」、「表現の適切さ」、「チームとしての活
動」、「全体的な内容」の観点で評価する。講義担当者も同じシートを使って同時に
評価を行う。
5.学外から提起された課題に関し、企画提案書の提出(5%)、プレゼンテーションのポス
ター作成(5%)、プレゼンテーション(10%)
6.ゲスト講師によるプレゼンテーション評価結果(10%)：ゲスト講師によるプレゼン
テーションに対する評価として、「課題の設定の適切さ」、「解決策としての適切
さ」、「表現の適切さ」、「チームとしての活動」、「全体的な内容」の観点で評価
する。講義担当者も同じシートを使って同時に評価を行う。
7.自分の今後の大学での学びについてのレポート（5%）：この講義を通して、社会を
知り、社会で必要とされる力を知った結果、今後の大学でどのように学ぶかについ
て、レポートを作成・提出する。レポートの内容に基き（ウ）について評価する。

注)遅刻･欠席をすることおよび課された提出物を提出しないことは､減点の対象となる
場合がある｡

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは特に定めず､講義中に必要な資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この科目はグループで学習活動を行うため、遅刻はもちろん、体調
不良や忌引き以外での欠席は厳禁である。これは他のグループのメン
バーに迷惑をかけるだけでなく、協力してくださるゲスト講師の方に
対して失礼な行為であるとともに、ご迷惑をおかけすることになるか
らである。
　また、プレゼンテーションの準備など、講義時間以外にもグループ
で作業をすることが必要な場合もあるので、スケジュール調整して時
間を確保できるようにしておくことが求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：
オリエンテーション・アイスブレイク・自己紹介プレゼンテーション
を行う。
第2回：
グループワークの方法：「話の聴き方」、「質問のし方」、「メモの
とり方」などについて理解する。
第3回：
プレゼンテーションの方法について理解する。学内に存在する問題
点・解決すべき課題を個人ベースで考え、課題解決のための企画提案
書を作成する。
第4回：
企画提案書を基に、個人で発見した問題点・解決すべき課題を、グ
ループ内でプレゼンテーションして共有するとともに、互いに質疑し
あう。
第5回：
企画提案書をブラッシュアップし、担当教員にプレゼンテーションを
行い、改善点の指摘を受ける。
第6回：
グループを再編し、調査のし方について理解する。グループテーマご
とに役割分担や学内の担当部署へのヒアリングの方針を定める。
第7回：
調査結果に基づき、グループで議論し、プレゼンテーションの準備を
行う。
第8回：
プレゼンテーションの練習を行い、その模様をビデオで撮影する。
第9回：
前回行ったプレゼンテーションの練習のビデオを視聴することによ
り、改善を要する点を摘出・確認
し、プレゼンテーション資料を修正する。
第10回：
プレゼンテーションのために使用するポスターを作成する。
第11回：
グループテーマに該当する学内部署の担当者に対して、グループ全員
でプレゼンテーションし、解決すべき課題の提示と問題点の解決・改
善策を提案する。
第12回：
前回のプレゼンテーションの結果、高評価のグループがプレゼンテー
ションを行う。これを基に、自グループの取り組み方について、ふり
かえりを行う。ゲスト講師から出題された課題解決のための企画提案
書を作成する。
第13回：
前回までに学んだことをまとめるとともに、ゲスト講師から出題され
た課題に対する企画提案書を基に、テーマ別にグループを再編する。
第14回：
ポスター作成などプレゼンテーションの準備を行う。
第15回：
ゲスト講師に、解決すべき課題の提示と問題点の解決・改善策をプレ
ゼンテーションし、批評を受ける。

全15回を寺田､須長､廣嶋、紺田の4名で担当

◎－－－　URL　－－－◎

情報基盤センターMoodleシステム
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)



2019-S000009603-02国際化と日本（ヨーロッパを知る―その多様性と統一―）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/23　５時限　　

辻部　大介、堺雅志、東原正明、太記祐一、浦上雅司、藤井雅人、西村道也、冨重純子

◎－－－　概要　－－－◎

専門分野を異にする８名の教員が、おのおの１～２回の講義を
担当し、地中海世界から北方ヨーロッパにおよぶ各地域に、ま
た、歴史、政治、美術、建築、スポーツ、言語、文学、宗教と
いった諸分野にまたがる、ヨーロッパの社会や文化の諸相を、
学生の知的欲求にうったえうるさまざまな個別的事例に基づい
て講ずる。現代ヨーロッパのみならず、現代ヨーロッパを作り
あげる基盤となった古代、中世、ルネサンスといった過去の時
代の社会や文化についてもとりあげる。個々の事象の例示にあ
たっては、日本との比較・対照をうながし、日本の社会や文化
の現状に対する問いかけを動機づける。初回と終回の授業で
は、統括責任者２名が、各講義の連関および授業全体の意義に
ついて受講者それぞれが考察をめぐらすための視点を提供す
る。なお、東原の担当回（第３・４回目）においては、在オー
ストリア日本大使館専門調査員としての実務経験によって得ら
れた、現代オーストリアの諸政治勢力の動向等に関する調査結
果を活用した講義が行われる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ文化の多様な側面について知識を有している。(知
識・理解)

自国とは異なる文化に対する興味と探究心を有している。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時にとったノートを読み返し、授業内容の要点を頭の中で
整理する。キーワードについては、自分の言葉で説明できるよ
うにする（60分）。また、よりくわしく知りたい点を書き出
し、インターネットや図書館で調べ、わかったことをノートし
ておく（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績（100%）によって評価する。試験問題および
評価基準は、１）８名の講義担当者それぞれの講義内容をどれ
だけ理解し、具体的な事項をどれだけ知識として定着させた
か、２）15回の講義内容全体をふまえて、現代のヨーロッパと
日本との関連を内省するための観点をどれだけ獲得できたか、
を問うものとする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。必要に応じて、各講義担当者がプリントを配
布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション（辻部・堺）
2　ヨーロッパの成り立ち―中世まで―（堺）
3　現代オーストリアの政治体制―成立と発展（東原）
4　現代オーストリアの政治体制―ナショナリズムの台頭
（東原）
5　ゴシック建築の展開と多様性（太記）
6　モダニズム建築の展開と多様性（太記）
7　美術遺産とイタリア（浦上）
8　カトリック教会とイタリア（浦上）
9　ドイツの地域生活とスポーツ（藤井）
10　スポーツ強国としてのドイツ（藤井）
11　バルカン半島の歴史―ビザンツ帝国を中心に（西村）
12　バルカン半島の歴史―オスマン帝国とユーゴスラビア
を中心に（西村）
13　中央ヨーロッパ：言語、文字、宗教の交錯（冨重）
14　フランスの旧植民地：アルジェリア（辻部）
15　講義のまとめと展望（辻部・堺）



2019-S000009603-03国際化と日本（東アジアと福岡）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/23　５時限　　

三島　健司、田中 綾子、孟 志奇、佐々木 有紀、三角 真、折居 英章、ﾀﾝｼﾞ ﾅｼｬｰﾐﾝ、相田 卓、松藤 康司、妹尾 八郎、山田 登三雄、大谷 賢二、小村 富士夫

◎－－－　概要　－－－◎

地域(ローカル)の特色や特性を考慮し、国際的（グローバル）
に独自性を有して、すなわちグローカルに海外と付き合うグ
ローカル化リテラシーを受講生が修得するために、グローバル
化教育に精通した教員と地域特性・専門性・産学連携に精通し
た教員により、オムニバス形式で海外研修・留学の一助となる
ように実施する。教員の多くは、起業、経営、海外との交流な
どの多くの経験があり、実際に携わったそれらの経験を参考に
講義します。受講する全学部の学生各自が、地域の歴史的、文
化的、経済的、特徴的な素地を学び、将来、グローバルに活躍
するための能力について学習する。講義の中では、グローバル
化のために国際センターが実施している留学、英語プレゼンコ
ンテストなどのイベントについても説明が行われる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

海外での仕事、留学に必要な能力について説明できる。(知
識・理解)

海外での仕事、留学に必要な基礎知識について説明できる。
(知識・理解)

海外での仕事、留学に必要な手続きと制度について説明でき
る。(技能)

東アジア・東南アジアに関して、その特徴を自ら説明できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義に関するレポート課題も行うので、インターネットや資料
を活用し、家庭での学習も計画的に行う。わからないことがあ
れば積極的に質問する。講義に臨むにあたっては、予めシラバ
スを参考に、予習しておくこと。（30分）
また、講義終了後は、配布資料を熟読し、その日の重要ポイン
トを整理しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価は、定期試験を90％、各回の課題ならびレポートなどを
10％として、評価する。
　成績評価の基準としては、海外での仕事、留学に必要な能
力・基礎知・手続きと制度・東アジア・東南アジアの特徴につ
いて自分の言葉で正確に説明できているかを評価の基準とす
る。また、レポートの課題について、十分なデータを集めた
か、そのデータに基づいて自分の見解を明確に記述しているか
を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中に資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義中に配布する資料は、各自がファイルに整理し、講義
に必ず持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

まず、全体のガイダンスとスケジュール・評価方法につい
て説明を行う。以下のスケジュールで実施する。

１．　東アジア・東南アジアと福岡の交流  担当：三島　
健司
海外での仕事、留学に必要な能力・基礎知識
２．  国際化に必要な能力・旅券と査証  担当：三島　健司
海外出張などの実例、英語プレゼンコンテスト、福岡大学
が実施している留学システムなどの説明
3.  メッキ技術とグローカル化　担当：山田　登三雄
    地元のものづくり文化
4.  カンボジアと日本　担当：大谷賢二
5.  世界の商売  担当：小村富士夫
6.  世界に広がる福岡大学方式・環境技術Ⅰ  担当：田中　
綾子
7.  世界に広がる福岡大学方式・環境技術Ⅱ  担当：松藤　
康司
8.  コミュニケーションツールとしての英語  担当：佐々木
　有紀
9.  中国と日本の科学技術  担当：孟　志奇
10.  インターネットとグローカル化  担当：三角　真
11.  コンピュータリテラシーとグローカル化  担当：折居
　英章
12.  感染症とグローバル化  担当：Tanjina Sharmin
13.  世界のビジネスモデル  担当：妹尾八郎
14.  グローバル科学技術  担当：相田卓
15.  海外での仕事、留学に必要な手続きと制度　担当：三
島　健司



2019-S000009603-01国際化と日本（グローカルな平和論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/23　５時限　　

渡邉　裕一、大槻かおり、三根繁、山田良介、安藤純子、富永桂子、後藤富和、石村善治、木村公一

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、様々な分野から講師を招き、それぞれの専門的な立
場から「国際化と日本」に関する講義を行ってもらいます。キー
ワードは「核兵器・原発」「東アジア」「新しい平和運動」です。
いづれも重要かつ複雑なテーマですが、それぞれを「自分の問題」
として捉え、多様な視点から掘り下げて考えることのできる能力を
身につけて下さい。
　まず核兵器・原発の歴史をおさえたうえで、最新の自然科学の成
果にもとづいて核兵器の原理と作用・危険性について学びます。核
兵器について考えるさい、「ヒロシマ・ナガサキ」の歴史的経験を
どう捉えるべきかという重要な問題が私たちの前に立ちはだかりま
す。「ヒロシマ・ナガサキ」の現時点における世界史的な意味を浮
き彫りにするため、「記憶」の問題として実際の被爆者の「語り」
に耳を傾け、それを「語り継ぐ」ことの重要性を考えてもらいま
す。次に、これから東アジアと友好的な関係を作り上げていこうと
する観点から、「被害者」の観点と同時に「加害者」としての観点
を入れて日本の「過去」の問題を扱います。そのさい、日本の平和
認識だけでは限界がありますので、グローバルな視野を培うため
に、ここでは韓国や中国からの視点、さらにジェンダーの視点も加
えて考察を深め、最後に憲法９条の問題と新しい平和運動について
学びます。以上の講義全体を通じて、いま私たちが生きている「福
岡」という地域がどのような位置を占めているのか、未来を見据え
ながら、過去、現在の日本の問題、そして福岡の問題を、グローバ
ルとローカルの双方の視点から紐解いてみてください。
　
＊実務経験がある教員について
　本講義では、各分野で活躍され、実務経験を有する教員にも授業
をご担当いただきます。第9回の富永桂子先生は、「久留米市男女平
等政策審議会」委員や「『福岡市男女共同参画を推進する条例』を
くらしに活かす市民の会」代表を務めており、その実務経験を踏ま
え、戦時暴力と女性の問題について解説いただきます。第10回の後
藤富和先生には、弁護士として自らが関わってこられた「中国人強
制連行・強制労働事件」について講義いただきます。第13、14回の
木村公一先生は、牧師としてイラク戦争時の「人間の盾」で主導的
な役割を果たされた経験から、「新しい平和運動」の理念と実践に
ついて解説いただきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

「核兵器・原発」「東アジア」「新しい平和運動」について、歴史
的な経緯を踏まえた客観的な知識を身につけ、その今日的な問題点
や課題についてに正確に理解することができる。(知識・理解)

現在の日本社会でも多様な見解が存在する諸問題について、それぞ
れの歴史的な背景や経緯を踏まえ、論理的・客観的に思考すること
ができるようになる。(技能)

グローバルおよびローカルの両視点から、「核兵器」や「平和」の
ありかたについて考えられるようになり、問題の解決や将来的の展
望について自らの言葉で発信することができるようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日ごろからニュースや新聞に接し、問題意識をもって授業に臨ん
でください。予備知識や予習は特に必要ありませんが、毎回の授業
後は、各自で内容の復習を行い（1時間弱）、授業の内容の正確な把
握に努めてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験により評価します。試験では、授業で扱った各テーマに
ついて、今現在何が問題となっているかを正確に理解し、問いに対
する答えを論理的・客観的な文章で説明できているか否かを評価の
重要な基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。授業では適宜レジュメを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　第1回目の授業で注意点を述べます。私語・飲食は厳
禁。遅刻もしないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション（渡邉裕一・本学人文学部講師）
２．核兵器と原発の歴史（渡邉裕一・本学人文学部講師）
３．自然科学から見た核兵器①（大槻かおり・本学理学部
助教）
４．自然科学から見た核兵器②（大槻かおり・本学理学部
助教）
５．語り継ぐ被爆体験（三根繁・本学人文学部非常勤講
師）
６．東アジアの歩み（山田良介・九州国際大学国際社会学
科准教授）
７．朝鮮半島①（安藤純子・本学人文学部講師）
８．朝鮮半島②（安藤純子・本学人文学部講師）
９．戦時暴力と女性たち（富永桂子・本学人文学部非常勤
講師）
１０．中国人強制連行問題（後藤富和・弁護士）
１１．憲法９条の現在①（石村善治・本学法学部名誉教
授）
１２．憲法９条の現在②（石村善治・本学法学部名誉教
授）
１３．新しい平和運動①（木村公一牧師・本学人文学部非
常勤講師）
１４．新しい平和運動②（木村公一牧師・本学人文学部非
常勤講師）
１５．まとめ（渡邉裕一・本学人文学部講師）



2019-S000009602-01生命・健康と医療（医療の視点から見た生命倫理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限　　

宮林　郁子、波平恵美子、浦綾子、林誓雄、岩永和代、稲光哲明、吉川千鶴子、宗正みゆき、平野頼子、橋下京子、馬場みちえ、本庄考

◎－－－　概要　－－－◎

生命倫理（Bioethics）について、主に医療や医療技術との関連
において論じる。すなわち、医療や医療技術の発達に伴って変
化している死の定義や生命の捉え方等について、多様な側面か
ら講義し、生命に係る技術の進展が人間の幸福と社会にどのよ
うな影響をもたらし、それによってどのような課題が派生して
いるのかについて講義する。具体的には、仏教やキリスト教等
の宗教における死生観や自死の捉え方について学ぶことを通し
て、また当事者の体験を学ぶことを通して、さらに様々な医療
やケア場面における実践（ターミナルケア、緩和ケア、在宅で
死ぬことに関する支援、不妊治療、臓器移植コ―ディネート、
食や安全、自殺等）を学ぶことを通して、学生が社会との繋が
りの中で生命倫理について考える機会とする。
　尚、本講義の講師は、様々な実務経験者（文化人類学･哲学･
医学･看護学の研究者、医療･看護の実践者）、移植を受けた経
験を持つ当事者等で構成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命倫理とは何かを多様な側面から理解し、医療や医療技術の
発達に伴い変化していく死の定義や生命のとらえ方について、
説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

社会とのつながりの中で学び、学生自身の生命倫理観構築を目
指す科目なので、常に進歩する医療技術、多様な「生命（いの
ち）」や生命倫理についての考え方に関心を持ち、新聞等メ
ディアの報道や書籍等の関連情報を得て、自分なりに考えてお
くようにする（講義１回あたり60分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・生命に係る倫理的問題にどのようなものがあるかを知り、自
らの考えを記述することができているかを基準として評価す
る。
・講義をとおして生命倫理について関心を持ち、特に深めて考
察した倫理的な問題について記述し、説明できているかを基準
として評価する。
上記を定期試験(80％)と授業参加態度等平常点(20％)を目安と
して、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション（宮林郁子）
　現代医療と生命倫理（波平恵美子）　
2.「いのち」観の変化と医療（波平恵美子）
3.ターミナルケアと生命倫理（安楽死の課題を含む）（浦
綾子）
4.生きる権利を持つ人格の範囲（林誓雄）
5.安全と看護倫理（身体抑制の課題を含む）（岩永和代）
6.がんによる死に直面した人になにをしてあげられるか？
～緩和ケア病棟の一日～（稲光哲明）
7.食と看護倫理（経管栄養の課題を含む）（吉川千鶴子）
8.看護と倫理（宗正みゆき）
9.在宅での看取り～家で、最後まで自分らしく生きたい～
（平野頼子）
10.臓器移植と生命倫理（脳死を含む）（浦綾子）
11.臓器移植と生命倫理～神様がくれた贈物～（海外で臓
器移植を受けた患者としての経験）（橋下京子）
12.医療現場での医療倫理と自己決定権～モヤモヤ感とス
カット感～（稲光哲明）
13.自殺と生命倫理（馬場みちえ）
14.生殖医療の現状と問題（本庄考）
15.まとめ（宮林郁子）



2019-S000009601-01地球環境（資源循環と地球環境）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

山本　俊浩、鹿子木公春，添田政司，樋口壯太郎，小田信介，吉田伸隆，柳橋泰生，武下俊宏

◎－－－　概要　－－－◎

　産業革命以降、産業経済活動が高度化したことに加えて、大量生産・大
量消費・大量廃棄型の経済活動が地球環境へ大きな負荷をかけ，地球温暖
化ばかりではなく、資源の枯渇問題や廃棄物の処理処分に係わる環境汚染
問題をも引き起こしている。このため、自然界における適正な物質循環に
配慮した社会システムの構築と環境負荷を低減する施策が必要とされてい
る。
　本講義では、国及び地方における環境行政やエコタウン事業の現状、さ
らには各種資源のリサイクル、廃棄物処理問題の現状と課題等をそれぞれ
の専門的立場から講義担当者が分かりやすく解説する。
　
具体的な内容は以下のとおりである。
　（１）環境省で環境行政に従事していた教員がその経験を活かし、循環
型社会の構築に向けた国（環境省）の取組みについて、地方における環境
行政については（２）元福岡市環境局職員による福岡市のごみ行政の歴史
および現在の取り組みとしてアジア地域への廃棄物分野の技術移転及び国
際協力等について、（３）現北九州市職員による北九州の環境行政を中心
に環境政策の歴史や公害克服事例について解説を行う。また、各種資源の
リサイクルに関しては（４）製品の一生涯（ライフサイクル）、資源採取
から廃棄までを総合的に評価し、環境への負荷を最小にしようとする試み
の紹介と材料リサイクルの現状と課題、さらに各種リサイクル法につい
て、特に、（５）産業廃棄物の約２割は建設工事に伴い発生した「建設副
産物」であり、これは建設リサイクル法等によってリサイクルが義務付け
られている、そのリサイクルの現状と課題について、（６）自治体から使
用済みペットボトルを引き取り、数段階の工程で再処理を行い、クリヤー
なPET樹脂を製造している立場から、「容器包装リサイクル法」に基づい
たペットボトルのリサイクルの現状と問題点について解説する。さらに、
（７）環境コンサルタントで研究開発に従事していた教員が実務経験を活
かし、わが国の廃棄物処理の歴史、資源化・処理・処分・リサイクル・不
法投棄等の現状と諸外国との比較、さらに循環型社会を構築するために必
要なこれからの廃棄物処理のあり方について（８）エコタウン事業を推進
する北九州市に進出した本学資源循環・環境制御システム研究所（資環
研）の研究開発室長による環境問題への取り組みについて、解説を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国および地方自治体の環境に対する取り組みについて説明できる。(知
識・理解)

各種資源のリサイクルの現状と課題について説明できる。(知識・理解)

廃棄物処理問題の現状と課題について説明できる。(知識・理解)

環境行政、各種資源のリサイクルや廃棄物処理問題のこれまでの解決事例
等を学び、新たに直面する課題に対して自分の考えが展開できる。(技能)

環境問題について、テレビ、インターネット、新聞、雑誌等で接する情報
を踏まえて日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の内容を理解するために、環境省のホームページにある環境白書を
事前に読んでおくこと。（60分）
　授業の最後に小テストを実施するので理解できなかったところを復習し
ておくこと。特に、各自、小テストの模範解答を当日の講義資料やノート
および関係する参考資料をもとに作成すること。さらに、模範解答をつく
る際、これに関連する項目についても理解しておくことが望ましい。（90
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標が達成できているかを確認するため、国および地方自治体の環
境に対する取り組みや各種資源のリサイクル，廃棄物処理問題の現状と課
題についての基礎知識が得られているかを総合的に評価する。
　配分は以下の通りである。
　小テスト２０％：各担当が講義の最後に行う小テスト
　中間試験３０％
　定期試験５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に定めない。なお、担当者がプリントを作成し配布す
ることもある。

◎－－－　参考書　－－－◎

　各担当者が、各自の担当範囲で適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この講義は、資源循環と地球環境問題についての基本的
な考え方及び実務者の立場からみた現状と課題について理
解することを目的としている。現代社会の課題等を勉強す
ることを目的に受講する場合は問題ないが，卒業単位を得
るために受講する場合は、定期試験の結果のみで評価せ
ず、毎回の授業で実施する小テストや中間試験の成績が重
要になるため、就職活動等で欠席が多い場合は単位取得は
困難と思われる。この点を考慮して履修登録してくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　「資源循環と地球環境」の授業構成
　　（担当）　山本　俊浩（工学部）
２　ペットボトルのリサイクルの現状と問題点
　　（担当）　鹿子木　公春
　　（西日本ペットボトルリサイクル（株））
３　建設副産物におけるリサイクルの現状と課題（１）
　　（担当）　添田　政司（工学部）　　
４　建設副産物におけるリサイクルの現状と課題（２）
　　（担当）　添田　政司（工学部）
５　廃棄物処理問題の現状と課題（１）
　　　（担当）　樋口　壯太郎（工学部）
６　廃棄物処理問題の現状と課題（２）
　　　（担当）　樋口　壯太郎（工学部）
７　北九州市の環境行政
　　（担当）　小田　信介（北九州市役所）
８　中間評価
　　　（担当）　添田　政司（工学部）
９　福岡市のごみ行政の現状と課題
　　　（担当）　吉田　伸隆（元福岡市環境局）
１０　循環型社会の構築に向けた我が国の取組み（１）
　　　（担当）　柳橋　泰生（工学部）
１１　循環型社会の構築に向けた我が国の取組み（２）
　　　（担当）　柳橋　泰生（工学部）
１２　材料リサイクルの現状と課題（１）
　　　（担当）　山本　俊浩（工学部）
１３　材料リサイクルの現状と課題（２）
　　　（担当）　山本　俊浩（工学部）
１４　北九州エコタウンにある本学資環研の環境問題への
取り組み
　　　（担当）　武下　俊宏（工学部）
１５　授業評価など
　　　（担当）　山本　俊浩（工学部）


