
2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/23　５時限　　

渡邉　裕一、福元健之、大槻かおり、星乃治彦、山田良介、後藤富和

◎－－－　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、現代の国際社会で大きな問題となっているロシアとウクライ
ナの問題について、歴史的な視点から学びます。そのうえで、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
や中国など東アジアからの視点、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。最後に、核の平和利用といわれる「原子力発電」について、その
歴史を踏まえ、フクシマの原発事故とその後について学びます。
　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。

授業の進め方や学習の方法
　本授業は、オムニバスの講義形式にて実施します。
　
＊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10回、第11回をご担当いただく後藤富和先生
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。その他、被爆体験者のゲスト
スピーカー等もお招きする予定です。

◎－－－　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。(DP1-2)(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、各分野の
専門家による解説を踏まえ、それぞれの歴史的な背景や経緯を理解し
たうえで論理的・客観的に思考することができるようになる。
(DP2-1)(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。(DP4-1)(技能)

◎－－－　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、授業の内容の正確な把握に努めてくださ
い。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回の授業後に提出するコメントシート30％、定期試験70％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
です。欠席・遅刻に注意し、各講義のあとは復習を忘れな
いようにしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）（渡邉裕一・本学人文学部准教授）
２．総論　戦争と平和（星乃治彦・本学人文学部非常勤講
師）
３．ロシアとウクライナ①（福元健之・本学人文学部講
師）
４．ロシアとウクライナ②（福元健之・本学人文学部講
師）
５．自然科学から見た核兵器①（大槻かおり・本学理学部
助教）
６．自然科学から見た核兵器②（大槻かおり・本学理学部
助教）
７．語り継ぐ被爆体験（渡邉裕一・本学人文学部准教授／
ゲストスピーカー）
８．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）
９．戦争とジェンダー（星乃治彦・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（後藤富和・弁護士）
１２．新しい平和運動（渡邉裕一・本学人文学部准教授／
ゲストスピーカー）
１３．原子力発電の歴史（渡邉裕一・本学人文学部准教
授）
１４．新しい災害リスク―フクシマ原発事故（渡邉裕一・
本学人文学部准教授）
１５．まとめ（渡邉裕一・本学人文学部准教授）
＊ゲストスピーカーのご予定や進捗具合によって変更の可
能性がございます。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
u79pjaaiv82bjdlufmi5hq71unbjtsjv)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/23　５時限　　

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

◎－－－　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、中央ヨーロッパにお
よぶ各地域に、また、地理、歴史、美術、宗教、言語、スポー
ツ、政治、建築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。
本授業は、講義形式で行う。ミニッツペーパーを介して把握し
た受講生の反応（感想や質問）に対しては講義の中で随時
フィードバックを行う。
なお、東原の担当回（第10・11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　－－－◎

ヨーロッパ社会のありようをヒントに今後の日本社会について
考えていくための視座を得ようとする志向性を有している。
(DP1-2)(態度・志向性)

ヨーロッパについて、地理・歴史・美術・宗教・言語・スポー
ツ・政治・建築の諸分野にまたがる幅広い知識を獲得してい
る。(DP2-1)(知識・理解)

講義で身につけた知識をもとに、自らの考察を明瞭に記述する
ことができる。(DP4-1)(技能)

◎－－－　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)

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。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（毎回の授業の終わりに記し提出してもらうミニッツ
ペーパーによる）30％、定期試験の成績70%の割合で評価す
る。平常点において到達目標のうち態度・志向性の到達度を、
定期試験において知識・理解および技能の到達度を、それぞれ
測る。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、各講義担当者が資料を配布す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各回のミニッツペーパーは、グループウェア上でのGoogle
Formsを用いたアンケート形式により提出を求めます。回
答フォームのURLを毎回「授業管理」のお知らせによって
通知します。
配布資料は、FU_Box内に作る共有フォルダに、授業当日
の朝までにアップロードします。各自ダウンロード・印刷
のうえ授業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　シラバスの説明・オリエンテーション（スタートアッ
プ授業）（辻部・堺）
2　ヨーロッパの成り立ち―中世まで―（堺）
3　美術遺産とイタリア（浦上雅司）
4　カトリック教会とイタリア（浦上）
5　バルカン半島の歴史―ビザンツ帝国を中心に（西村道
也）
6　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）
7　中央ヨーロッパ：言語、文字、宗教の交錯（冨重純
子）
8　ドイツの地域生活とスポーツ（藤井雅人）
9　スポーツ強国としてのドイツ（藤井）
10　現代オーストリアの政治体制―成立と発展（東原正
明）
11　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）
12　中世のゴシック建築　フランスの大聖堂を中心に（太
記祐一）
13　建築文化のHUBとしての19～20世紀（太記）
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）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ezabg7ifa96855ainsh23bqbgmoebuka)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/23　５時限　　

三島　健司、折居　英章、三角　真、Tanjina Sharmin、新田よしみ、葛西　妙子、鄭 磊、平田　修、妹尾　八郎、小村　富士夫、光成　洋二

◎－－－　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。本講義担
当教員の光成 洋二 、小村富士夫、妹尾 八郎の3名は企業におい
て国際化などの実務経験を有し、それを活かした講義を行いま
す。本授業は、すべて講義形式により進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

卒業後、生涯にわたり持続的に学び続ける姿勢を身につけてい
る(DP1-2)(知識・理解)

さまざまな領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物
事を多角的に見ることができる(DP2-2)(知識・理解)

さまざまな領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物
事を多角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

身につけた知識やスキルを相互に関連づけ、さまざまな領域で
活用・応用・工夫ができる技能を有する。(DP4-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスをもとに、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るように、インターネット等を用いて
各自で調べる。（予習）(60分)

講義で習ったことを、各自のことばで表現できるように記述練
習をする。（復習）(30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．「スタートアップ授業」イントロダクション+国際交
流の説明のビデオを講義前に各自視聴する。担当：三島健
司
［達成目標１］本講義の目的と進め方を通じ、社会におけ
る国際化の重要性を理解します。
2.東アジア・東南アジアと福岡の交流 +
 親日的な海外の国 担当：三島健司
海外での仕事、留学に必要な能力・基礎知識
3. コンピュータリテラシーとグローカル化 担当；折居 英
章
4.  コンピューターとAI技術　 担当；折居 英章
5.　インターネットとグローカル化  担当：三角 真
6.  国際的企業　担当：光成 洋二
7.  世界の商売  担当：小村富士夫
［達成目標２］国際化とコンピューター技術の関わりを理
解します。
8.　世界に広がる福岡大学方式・環境技術  担当：平田 修
［達成目標３］国際化と環境技術の関わりを理解します。
9.  コミュニケーションツールとしての英語１  担当：新田
よしみ
10.  コミュニケーションツールとしての英語２  担当：新
田 よしみ
11.　コミュニケーションツールとしての言語３  担当：鄭
磊
 12. 国際化と日本語  担当：葛西 妙子
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
［達成目標４］国際化とコミュニケーションの重要性を理
解します。
13.  感染症とグローバル化  担当：タンジナ・シャーミン
Tanjina Sharmin
14.  世界のビジネスモデル  担当：妹尾 八郎
15.  グローバル科学技術  担当：三島健司
［達成目標５］国際化と環境・科学技術について理解しま
す。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
nqudiqdixx6y828lmmw9jhnuq7uivy74)



2023-S000009603-04国際化と日本（Globalization of Japan ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実
施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2024/01/23　５時限　　

鈴木　慎也、Kenji Mishima, Rai Tei, Yoshimi Nitta, Sharmin Tanjina, Taku Aida, Takashi Egawa, Keiji Yanaase, Hiroyuki Nunome

◎－－－　概要　－－－◎

This is an omunibus format course taught in English. Various faculty
members of Fukuoka University will give lectures based on their
academic expertness and specialities (e.g. area characteristics,
academic-indeustrial partnerships, and so on), and students will be
able to acquire “glocal literacy” by understanding area
characteristics and global uniqueness of their own. Instructors have
broad experience of start-up business, business management, or/and
international exchanges, and each student will learn local history,
culture, economics, and special characteristics with the instructors and
understand what they need for their “global” career in future. This
lecture is proceeded in a lecture format.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students can explain communication abilities required to study or
work abroad.
(DP1-2)(技能)

Students can acquire basic knowledge on daily life required to study
or work abroad.(DP2-1)(知識・理解)

Students can have an interest and an inquisitive mind on the
international community and the role of Japan(DP4-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students need study materials and to do research on the Internet at
home to prepare essays related to lectures.(30分)

Students need to review the lectures with materials at home to
understand the important points.(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Based on the essays and assignments submitted for each lecture and
the results of semester final examinations, communication skills, basic
knowledge about living and studying abroad, and attitudes and
intentions toward internationalism are evaluated. Regarding the
assignments submitted, the evaluation criteria is whether sufficient
data has been collected and whether the applicants have clearly stated
their own views based on these data. Students are evaluated based on
the semester final exams (90%) and essays and assignments from each
lecture (10%).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Materials will be distributed in class
Students need to file distributed materials and bring them to
class.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Syllabus description and introduction as Start UP (Shinya
Suzuki)
2. Communication that can be learned through pro-Japanese
overseas countries (Kenji Mishima)
3. Language acquisition in internationalization (Rai Tei)
4. Power of Writing (Yoshimi Nitta)
5. Globalization of Local Communities (Kenji Mishima)
6. Globalization and the infectious diseases (Sharmin
Tanjina)
7. Globalization and vaccine developments (Sharmin
Tanjina)
8. Freshwater as a global resource (Kenji Mishima)
9. Green technology (Kenji Mishima)
10. Sustainable Development Goals and world affairs (Taku
Aida)
11. Carbon-neutral science and technology (Taku Aida)
12. Preparation for domestic and foreign disasters from the
standpoint of a pharmacist (Takashi Egawa)
13. Japan’s challenges and future vision for the
internationalization of sports (Hiroyuki Nunome)
14. Data society and internationalization (Keiji Yanase)
15. Environmental technology in internationalization
(Shinya Suzuki)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cwcd6qq79f7quroc2ufh01li7mjh9osf)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/17　３時限　　

山本　俊浩、添田政司、柳橋泰生、為田一雄、武下俊宏、星野篤、坂嵜代志夫、田代　武夫

◎－－－　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、地球温暖化だけではなく、
資源の枯渇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ます。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ます。
　本講義では、国及び地方における環境行政の現状、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、化学物質による環境汚染等をそれぞれの専門的
立場から講義担当者が作成したパワーポイントを用いて分かりやすく講義形式で解
説します。
　
具体的な内容は以下のとおりです。
　（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、持続可能な社
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
て学びます。また、各種資源のリサイクルに関しては（４）製品の資源採取から廃
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ます、そのリサイクルの現状と課題
について、（６）企業において家電リサイクルに従事している立場から実務経験を
活かして、「家電リサイクル法」に基づいた家電のリサイクルの現状と問題点につ
いて理解します。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
員が廃棄物処理処分に関する計画設計および事業化等の実務経験を活かし、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・災害廃棄物処
理処分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
からの廃棄物処理処分のあり方についての解説、（８）国内で発生し社会問題と
なった化学物質による環境汚染や健康被害についても学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国および各地方自治体（具体的には福岡市と北九州市）による環境政策の取り組み
を理解することができるようになる。(DP1-2)(知識・理解)

各リサイクル法や廃棄物処理処分がどのような背景、目的のもと実施されているか
を知ることができるようになる。(DP1-2)(知識・理解)

国および各地方自治体（具体的には福岡市と北九州市）によって環境政策の取り組
みは異なり、各種リサイクルにおいても、その産業界の歴史、対象品目、立場に
よってどのような手法が最適か、実際にどのようなリサイクル手法がとられている
かは異なることを学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に見ることがで
きる。(DP2-1)(知識・理解)

先行事例を理解することで、新たな課題に対してどのような解決策があるのかを身
につけた知識を相互に関連づけ、さまざまな領域で活用・応用・工夫ができるよう
になる。(DP4-1)(知識・理解)

環境問題について、テレビ、インターネット、新聞、雑誌等で多くの情報が発信さ
れているが、幅広い環境問題を意識しなければその情報を得ることはできない。こ
の講義を通じて、環境問題に関する情報を日常的に取得し、考えられるようにな
る。(DP1-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
FUポータルの講義内容を確認し、配布資料のある講義はその内容を、配布資料のな
い講義はインターネット等で関連事項を調べておいてください。(60分)

復習
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いてく
ださい。
　特に、各自、小テストの模範解答をその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しておいてください。
(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します。

　配分は以下の通りです。

　小テスト３０％：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４０％

を目安に総合的に判断します。

◎－－－　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　イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
　　（担当）　山本　俊浩（工学部）
２　材料リサイクルの現状と課題（１）
　　循環型社会形成基本計画を具体的事例で紹介
　　（担当）　山本　俊浩（工学部）
３　建設副産物におけるリサイクルの現状と課題(１）建設リ
サイクル法の概要について
　　（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）建設リ
サイクル推進計画について
　　（担当）　添田　政司（工学部）
５　家電リサイクルの現状と課題
　　（担当）　星野　篤
　　　　　　（西日本家電リサイクル（株））
６　北九州市の環境行政
　　（担当）　坂嵜　代志夫（北九州市役所）
７　持続可能な社会の構築に向けた我が国の取組み（１）脱炭
素社会実現への取組
　　　（担当）　柳橋　泰生（工学部）　
８　中間評価
　　　（担当）　柳橋　泰生（工学部）
９　持続可能な社会の構築に向けた我が国の取組み（２）自然
共生社会および循環型社会構築に向けた取組
　　　（担当）　柳橋　泰生（工学部）
１０　材料リサイクルの現状と課題（２）
　　　各個別リサイクル法とプラスチックリサイクルについて
　　　（担当）　山本　俊浩（工学部）
１１　廃棄物処理問題の現状と課題（１）
　　　住民合意形成と環境アセスメントについて
　　　（担当）　為田　一雄（工学部）
１２　福岡市のごみ行政の現状と課題
　　　（担当）　田代　武夫（元福岡市環境局）
１３　廃棄物処理問題の現状と課題（２）
　　　廃棄物処理処分及び最終処分場について
　　　（担当）　為田　一雄（工学部）
１４　化学物質による環境汚染と健康被害
　　　（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）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/lwddhcuuoq3db10eg5rzjt4hjtuuuncc)



2023-S000009605-01文化と教育（スペインの社会と文化から学ぶ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/25　３時限　　

青木　文夫、椎名浩、畠中昌教、辻博子

◎－－－　概要　－－－◎

　講義形式の対面授業です。
　スペイン語を学ぶものにとっても、そうではないものにとっ
ても、ＥＵの主要な国であるスペインの社会と文化の概要は、
スペイン語が中南米の多くの国の言葉でもあることから、世界
情勢を理解するうえでも重要な知識となるだろう。その入門的
な科目として、複数の講師による輪講形式授業で、スペインを
中心とした地中海文化圏に関する基礎知識を学ぶことを目標に
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①EUの中でのスペインの国勢を理解する(DP1-1)(知識・理解)

②スペインを中心とする南欧の様子を理解する(DP1-2)(態度・
志向性)

③スペインの歴史を概観できるようにする(DP2-1)(知識・理解)

④スペインの地方自治の例から、言語文化に対する考えを形成
できるようにする(DP2-1)(知識・理解)

⑤日・西文化の懸け橋となるようにする(DP4-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新しい知識の整理とキーワードの意味を理解する(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中に説明したキーワードを中心とした論述問題を作成しま
す。定期試験において各担当者が出題する記述式の問題の中か
ら２名の担当者の各１問ずつを選択（計２問）して回答する
が、次の条件を理解して回答すること。答案はそれぞれの担当
者が、授業時に配布回収したミニッツペーパー（簡単なコメン
トや意見他を書かせるペーパー）の評価も加点しながら50点満
点で採点し、その合計の評価をそのまま成績とする。また、ミ
ニッツペーパーの加点の配分はトータルで40％とし、かなり重
視するので、試験の際はミニッツペーパーを提出していない担
当者の問題を回答した場合は、不利になると思って下さい。な
お、ミニッツペーパーは原則すべての授業の際に回収しますの
で、きちんと出席して対応するようにして下さい。その意味で
就職活動や課外活動で欠席が多く見込まれる学生の受講はお勧
めしません。
定期試験60％　（担当者2名を選択）（到達目標①②③④⑤）
ミニッツペーパー40％　（担当者2名を選択）（到達目標
①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし：各担当者より講義資料をプリントで配布するか、
moodleでファイルを送信する。

◎－－－　参考書　－－－◎

図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新
社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
講義の際にも各講師より随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スペイン語を履修していなくても理解できます。

担当責任者の青木のオフィスアワー（文系センター8階）
火曜昼休み12時10分から12時50分まで
木曜昼休み12時10分から12時50分まで
それ以外の日時については、メールで空いている時間を問
い合わせて下さい。
事前に予約なら確実です。留学、学習その他なんでも相談
OKです！
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　青木
イントロダクション（スタートアップ授業：動画配信）　
授業管理から詳しく説明します。
第２回　青木
（講義全体の概要と、スペインの国勢の概略）
第３回～第６回　椎名
（講義サブタイトル：スペイン史概説～教科書に登場した
スペイン、登場していないスペイン）
第７回～第１０回　畠中
（講義サブタイトル：スペインの観光地理学入門：ワイン
と美食のスペイン）
第１１回～第１４回　辻
（講義サブタイル：スペインの地域主義を地方自治とそれ
にかかわる歴史や文化を概観し、スペインを見ていこう）
第１５回　青木　3回目
（講義サブタイトル：スペイン語から学ぶ言語文化と言語
教育の将来）

詳細な講義概要は添付ファイルを参照して下さい。　

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
hf1hafxsvtnzrfxc92p7egu5m1bz3eqf)

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

講義概要
(福岡大学で考える現代社会（文化と教育）前期講義概要
2023.docx)



2023-S000009605-02文化と教育（イスパノアメリカの社会と文化から学ぶ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/17　３時限　　

青木　文夫、辻博子、畠中昌教、フジヨシミヨコ

◎－－－　概要　－－－◎

　講義形式の対面授業です。
　中南米諸国にはスペイン語圏の国が19あり、スペインを含め
約4億5千万人以上がスペイン語でコミュニケーションをしてい
ます。この広大な文化圏を理解することは、世界情勢の理解に
欠かせない重要な知識となります。日本にも日系人を含む中南
米の人たちが多く訪れ、また実際に生活をしています。彼らの
心を理解するためにも、この科目で基礎的な中南米の現状を把
握して、国際人としての基礎知識としてイスパノアメリカの概
要を学ぶのを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①中南米諸国の独立の様子を理解する(DP1-1)(知識・理解)

②イスパノアメリカという概念を理解する(DP1-2)(態度・志向
性)

③メキシコやキューバといった未知の国の様子を理解する
(DP2-1)(態度・志向性)

④言語文化論のきっかけとなる議論ができるようにする
(DP4-1)(知識・理解)

⑤言語教育論の入り口となる議論ができるようにする(DP4-1)
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新しい知識とキーワードの理解(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中に説明したキーワードを中心とした論述問題を作成しま
す。定期試験において各担当者が出題する記述式の問題の中か
ら２名の担当者の各１問ずつを選択（計２問）して回答する
が、次の条件を理解して回答すること。答案はそれぞれの担当
者が、授業時に配布回収したミニッツペーパー（簡単なコメン
トや意見他を書かせるペーパー）の評価も加点しながら50点満
点で採点し、その合計の評価をそのまま成績とする。また、ミ
ニッツペーパーの加点の配分はトータルで40％とし、かなり重
視するので、試験の際はミニッツペーパーを提出していない担
当者の問題を回答した場合は、不利になると思って下さい。な
お、ミニッツペーパーは原則すべての授業の際に回収しますの
で、きちんと出席して対応するようにして下さい。その意味で
就職活動や課外活動で欠席が多く見込まれる学生の受講はお勧
めしません。
定期試験60％　（担当者2名を選択）（到達目標①②③④⑤）
ミニッツペーパー40％　（担当者2名を選択）（到達目標
①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし：各担当者より講義資料をプリントで配布するか、
moodleでファイルを送信します。

◎－－－　参考書　－－－◎

概説ラテンアメリカ史（国本著：新評論）
上記を先ず読まれることを奨める。
その他は各担当者から講義の際に随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スペイン語を履修していなくても理解できます。

担当責任者の青木のオフィスアワー（文系センター8階）
月曜昼休み12時10分から12時50分まで
火曜昼休み12時10分から12時50分まで
水曜も可能ですが、メールで空いている時間を問い合わせ
て下さい。
事前に予約なら確実です。留学、学習その他なんでも相談
OKです！
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　青木　
イントロダクション（スタートアップ授業：動画配信）
授業管理から詳細に説明します。

第２回　青木
イスパノアメリカの概要

第３回～第６回　辻
ペルーを中心とした、イスパノアメリカ征服と独立の歴史

第７回～第１０回　畠中
イスパノアメリカの観光を概観する

第１１回～１４回　フジヨシ
メキシコの教育、文化、社会について

第１５回　青木　3回目
言語と教育をめぐって：プエルトリコの例など

詳細な講義概要は添付ファイルを参照して下さい。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
mizzaabt875drs8i14wgyo09jxb3vvk6)

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

講義概要
(福岡大学で考える現代社会（文化と教育）後期講義概要
2023.docx)



2023-S000009593-02現代を生きる（主体性・社会性・協働性を身につける）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：無し　　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　　

須長　一幸、有岡律子・紺田広明・鈴木学・橋場論

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、一般的な講義形式ではなく、体験型学習（PBL：Project-
Based Learning）を通して、自分で考え自分で行動することを意識しなが
ら、社会のなかで主体的に関わって生きていく上での活動を仲間とともに
実体験することを目的としています。
　授業ではまず、グループで活動するための基礎的なスキル（グループ
ワークの基礎、話の聴き方、質問の仕方、企画書の書き方、振り返りの仕
方、プレゼンの仕方、等）を学び、それを踏まえて今日的・現実的・複合
的な課題を探索します。続いて、発見した課題のその解決・改善策を企画
書としてまとめ、グループでの調査やディスカッションを重ねて企画書を
ブラッシュアップしたうえで、最終案を発表します。
　以上のようなグループ活動を通じて、社会には多様な考え方や価値観を
持った他者が存在していることについて理解を深め、そのような多様性を
持つ他者と協働するには各人の違いを尊重することが必要であることを身
をもって経験することで、「多様性」に対する理解や「協働性」の獲得を
目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 社会の特徴や課題が何か説明できる(DP2-1)(知識・理解)

2. 他者と協働して活動する上で何が必要であるかを説明できる(DP2-2)(知
識・理解)

3. 社会的な課題の解決に向けて、実際に他者と協働するためのスキルを発
揮できる(DP4-1)(技能)

4. 自立した社会人として成長していくためのスキルを発揮できる(DP1-2)
(技能)

5. 解決が容易ではない課題に対しても、粘り強く取り組もうとすることが
できる(DP3-2)(態度・志向性)

6. 共同体に貢献しようという姿勢を持ちながら活動に参加できる(DP4-2)
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：課題の解決に関する企画立案作業の準備(90分)

復習：毎回の授業後の振り返りの作成(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1. 毎回の振り返り（56%：4%×14）：その回の授業でどのような活動を
行ったかを客観的に記述し、その上で何を学んだか、どのような課題が
あったか、今後 どうするか、をわかりやすく書けているか、また課題の解
決に向けて継続的に取り組めているか

2. 各回の課題（毎回の振り返りを除く）の提出（10%）：授業で課された
課題に対して、適切に回答し、期限内に提出できたか

3. プレゼンテーションへの評価結果(15％)：社会の課題を踏まえて、その
解決に向けて分かりやすく効果的な提案をチームとして行っているか。

4. 最終レポート（19%）：以下の 2 つについて、適切に表現できている
か。①社会の特徴や課題を踏まえ、自分がこの授業で何を学びその後の成
長のためにどう すべきか、②他者と協働する難しさを踏まえ、協働に向け
て何が必要か。

注 1）欠席はグループワークに影響を与えてしまうことがあります。やむ
を得ない理由によって、事前の連絡を伴う欠席以外は、減点の対象となる
ことがあります（主に授業への参加やグループ活動を前提として評価され
る配点（上の基準のうち 1、2、3）から減点）。欠席が 4 回を超えた場合
には不合格になる可能性があります。

注 2）ミニッツペーパーやレポートは、必ず期日までに提出して下さい。
期日までに 提出ができなかった場合、減点の対象となります。

注 3）この科目は定期試験を伴わないため、再試験の対象とならないの
で、注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に定めません。必要な資料があれば、講義中に配
布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『福大生のための学習ナビ 2023』福岡大学
『「言葉の力」育成の手引』福岡大学教育開発支援機構

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意事項は3点あります。

1. この授業は、グループワークが活動の中心を占めます。
欠席をすると、同じグループのメンバーに大きな迷惑をかけて
しま うことをまず十分に理解することが重要です。十分な理由
があると認められない欠席や、事前の連絡のない欠席は減点の
対象となることに注意してください。グループの人数の均衡を
維持するため、欠席の多い学生をやむをえず別のグループへ移
動させるということもありまる。

2. 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 で作業することが必要となる場合があります。グループ
で連絡 を取り合う手段を確保し、スケジュール調整を行ったう
えで、 作業時間を作れるようにしておいて下さい。

3. グループでの活動状況を把握するため、授業の様子を教
員が適宜撮影することがあります。撮影した動画・写真は授業
改善や研究等に活用することがありますのであらかじめご了承
下さい。撮影されたもののうち、受講生の顔と氏名が同時に分
かるようなものや、顔が大きく写っているものについては外部
に公表することはありません。また、個人が特定できないよう
配慮した上で、受講生が授業内で作成した成果物についても上
記の目的で活用することがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回：グループワークの方法その1（グループワークの基本姿
勢、役割分担）
第3回：グループワークの方法その2（プレゼンの仕方、質問の
仕方、メモの取り方）
第4回：グループワークの方法その3（問いの見つけ方、文書の
まとめ方）
第5回：グループワークの方法その4（課題をテーマに議論す
る）
第6回：福岡大学について知る
第7回：第1次プレゼンへの準備
第8回：第1次プレゼンへの準備
第9回：第1次プレゼンへの準備
第10回：第1次プレゼン
第11回：最終プレゼンへの準備
第12回：最終プレゼンへの準備
第13回：最終プレゼンへの準備
第14回：最終プレゼンテーション
第15回：最終プレゼンテーションへの講評と全体振り返り

須長准教授、橋場准教授、紺田准教授は全15回を担当者として
参加します。有岡教授、鈴木准教授は、最終プレゼンテーショ
ン、およびその講評である第14回、第15回のみ参加します

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/ij4brxtkm1f0a1qxkkcgeaq4mdlox5o3)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/23　５時限　　

重松　幹二、（工・化学システム工学）、高山峯夫（工・建築）、佐藤研一・柴田久（工・社会デザイン工学）、伊藤豪（商）、岩永和代（医・看護）、矢守克也（京都大学防災研究所）、松井渉（日本気象協会）、高橋淳夫（読売新聞社）

◎－－－　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、野津敬司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。矢野貴広は福岡市市民局地域防災課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。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。
　本授業は、講義形式で進めるが、毎回小テストを課す。

　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キャリアセンターに問い合
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、気象予報の仕組みを知ることで警報
や注意報などの用語を正しく理解することができる。(DP1-1)(知識・理解)

「自助・共助・公助」の意味とそこで発生しうる問題点、市役所や消防局の事前対
策と発災時の行動を理解することで、個人としてより良い対応を考える力を身に付
けることができる。(DP1-2)(態度・志向性)

災害発生時の初動およびその後の復旧・復興に必要な行動を理解することで、卒業
後にどのような職業に就いても、どのような地域に居ても、防災や減災に対する志
向力を身に付けることができる。(DP1-2)(態度・志向性)

防災が闘う最大の敵は自然災害ではなく個人の「正常化の偏見（正常性バイア
ス）」であることを知り、総合的な知識と想像力、多角的な視野が必要であること
を理解することができる。(DP2-1)(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、短期的・長期
的な行動に移すことができる。(DP2-2)(態度・志向性)

既存の学問分野や既存の知識にとらわれず、想像力を養うことで、防災や減災には
１つの正しい答えはなく、相手の立場を理解してより良い選択を探し出す技能を身
に付けることができる。(DP4-1)(技能)

防災士や関連する資格取得を志向することで、防災や減災に限らず、日ごろから積
極的に地域社会に参画・貢献できる人物へと成長することができる。(DP4-2)(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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。(30分)

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。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業終了後、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　－－－◎

1. [防災意識の必要性] 自助・共助・公助（重松）＜スター
トアップ授業＞
2. [災害から自分を守る] 過去の大震災や風水害からの教訓
（高山）
3. [災害の状況を知る] 気象予報、警報・注意報（松井）
4. [災害から自分を守る] ライフラインの被害想定と断絶時
対応（佐藤）
5. [災害の状況を知る］最近の自然災害（福岡県西方沖地
震、御笠川）（松井）
6. [災害から自分を守る] 個人の平常時の準備と災害時対応
（重松・ゲストスピーカー：野津）
7. [地域を守る］地域の防災活動、自主防災組織、消防団
活動（重松・ゲストスピーカー：野津）
8. [地域を守る] 防災関係機関の対応（重松・ゲストスピー
カー：矢野）
9. [いのちを守る］災害心理、被災者の行動意識（矢守）
10. [災害の状況を知る] 災害に対する報道機関の取り組み
（高橋）
11. [災害と社会システム］災害と損害保険（伊藤）
12. [災害と社会システム］都市災害、防災計画・技術、災
害とインフラ・デザイン（柴田）
 
13. [災害と社会システム］被災社会の多様性（高橋）
 14. [いのちを守る] 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] 防災活動の必要性、私達にできる
こと（重松）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
nolb0cwsrxaoj4kzumbwktqmasd78377)



2023-S000009593-05現代を生きる（主体性・社会性・協働性を身につける）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：無し　　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　　

須長　一幸、有岡律子・紺田広明・鈴木学・橋場論

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、一般的な講義形式ではなく、体験型学習（PBL：Project-
Based Learning）を通して、自分で考え自分で行動することを意識しなが
ら、社会のなかで主体的に関わって生きていく上での活動を仲間とともに
実体験することを目的としています。
　授業ではまず、グループで活動するための基礎的なスキル（グループ
ワークの基礎、話の聴き方、質問の仕方、企画書の書き方、振り返りの仕
方、プレゼンの仕方、等）を学び、それを踏まえて今日的・現実的・複合
的な課題を探索します。続いて、発見した課題のその解決・改善策を企画
書としてまとめ、グループでの調査やディスカッションを重ねて企画書を
ブラッシュアップしたうえで、最終案を発表します。
　以上のようなグループ活動を通じて、社会には多様な考え方や価値観を
持った他者が存在していることについて理解を深め、そのような多様性を
持つ他者と協働するには各人の違いを尊重することが必要であることを身
をもって経験することで、「多様性」に対する理解や「協働性」の獲得を
目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 社会の特徴や課題が何か説明できる(DP2-1)(知識・理解)

2. 他者と協働して活動する上で何が必要であるかを説明できる(DP2-2)(知
識・理解)

3. 社会的な課題の解決に向けて、実際に他者と協働するためのスキルを発
揮できる(DP4-1)(技能)

4. 自立した社会人として成長していくためのスキルを発揮できる(DP1-2)
(技能)

5. 解決が容易ではない課題に対しても、粘り強く取り組もうとすることが
できる(DP3-2)(態度・志向性)

6. 共同体に貢献しようという姿勢を持ちながら活動に参加できる(DP4-2)
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：課題の解決に関する企画立案作業の準備(90分)

復習：毎回の授業後の振り返りの作成(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1. 毎回の振り返り（56%：4%×14）：その回の授業でどのような活動を
行ったかを客観的に記述し、その上で何を学んだか、どのような課題が
あったか、今後 どうするか、をわかりやすく書けているか、また課題の解
決に向けて継続的に取り組めているか

2. 各回の課題（毎回の振り返りを除く）の提出（10%）：授業で課された
課題に対して、適切に回答し、期限内に提出できたか

3. プレゼンテーションへの評価結果(15％)：社会の課題を踏まえて、その
解決に向けて分かりやすく効果的な提案をチームとして行っているか。

4. 最終レポート（19%）：以下の 2 つについて、適切に表現できている
か。①社会の特徴や課題を踏まえ、自分がこの授業で何を学びその後の成
長のためにどう すべきか、②他者と協働する難しさを踏まえ、協働に向け
て何が必要か。

注 1）欠席はグループワークに影響を与えてしまうことがあります。やむ
を得ない理由によって、事前の連絡を伴う欠席以外は、減点の対象となる
ことがあります（主に授業への参加やグループ活動を前提として評価され
る配点（上の基準のうち 1、2、3）から減点）。欠席が 4 回を超えた場合
には不合格になる可能性があります。

注 2）ミニッツペーパーやレポートは、必ず期日までに提出して下さい。
期日までに 提出ができなかった場合、減点の対象となります。

注 3）この科目は定期試験を伴わないため、再試験の対象とならないの
で、注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に定めません。必要な資料があれば、講義中に配
布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『福大生のための学習ナビ 2023』福岡大学
『「言葉の力」育成の手引』福岡大学教育開発支援機構

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意事項は3点あります。

1. この授業は、グループワークが活動の中心を占めます。
欠席をすると、同じグループのメンバーに大きな迷惑をかけて
しま うことをまず十分に理解することが重要です。十分な理由
があると認められない欠席や、事前の連絡のない欠席は減点の
対象となることに注意してください。グループの人数の均衡を
維持するため、欠席の多い学生をやむをえず別のグループへ移
動させるということもありまる。

2. 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 で作業することが必要となる場合があります。グループ
で連絡 を取り合う手段を確保し、スケジュール調整を行ったう
えで、 作業時間を作れるようにしておいて下さい。

3. グループでの活動状況を把握するため、授業の様子を教
員が適宜撮影することがあります。撮影した動画・写真は授業
改善や研究等に活用することがありますのであらかじめご了承
下さい。撮影されたもののうち、受講生の顔と氏名が同時に分
かるようなものや、顔が大きく写っているものについては外部
に公表することはありません。また、個人が特定できないよう
配慮した上で、受講生が授業内で作成した成果物についても上
記の目的で活用することがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回：グループワークの方法その1（グループワークの基本姿
勢、役割分担）
第3回：グループワークの方法その2（プレゼンの仕方、質問の
仕方、メモの取り方）
第4回：グループワークの方法その3（問いの見つけ方、文書の
まとめ方）
第5回：グループワークの方法その4（課題をテーマに議論す
る）
第6回：福岡大学について知る
第7回：第1次プレゼンへの準備
第8回：第1次プレゼンへの準備
第9回：第1次プレゼンへの準備
第10回：第1次プレゼン
第11回：最終プレゼンへの準備
第12回：最終プレゼンへの準備
第13回：最終プレゼンへの準備
第14回：最終プレゼンテーション
第15回：最終プレゼンテーションへの講評と全体振り返り

須長准教授、橋場准教授、紺田准教授は全15回を担当者として
参加します。有岡教授、鈴木准教授は、最終プレゼンテーショ
ン、およびその講評である第14回、第15回のみ参加します

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/38gaiu06sajrnozorf8vcwyour55swu2)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2023/07/29　５時限　　

浦　綾子、大平久美、本庄　考、大谷弘行、河原直人、林　誓雄、岩永和代、池田　智

◎－－－　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。
　授業の形式は、講義資料とミニッツペーパーを毎回配布し講
義形式で進める。ミニッツペーパーは、各自の受講後の感想や
気づき、思ったこと、考えたこと等を記述し提出する。
　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　－－－◎

受講後、生命倫理について倫理的課題に関心を持ち関連情報を
得て、社会とのつながりの中で自分なりの考えを持つことがで
きる(DP1-2)(知識・理解)

生命倫理とは何かを多様な側面から理解し、説明できる
(DP2-1)(知識・理解)

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捉
え方について説明できる(DP2-2)(知識・理解)

授業を通して様々な医療やケアの場面における実践、また、当
事者の体験から死生観や自死の捉え方について学び、倫理的課
題に気付くことができる(DP4-1)(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、学生自身が、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、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(60分)

◎－－－　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。
・講義を通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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ミニッツペーパーは、講義終了時または期限内に必ず提
出すること

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.ガイダンス(スタートアップ授業)（浦　綾子）
２.新型コロナウイルス感染症と健康リテラシー（GS　波
平恵美子/浦綾子）　 　　
３.現代社会と生命倫理（GS 波平恵美子/浦綾子）
４.ターミナルケアと生命倫理（安楽死の課題を含む）
（浦　綾子）
５.生きる権利を持つ人格の範囲～人工妊娠中絶の議論を
手がかりに～（林　誓雄）
６.安全と看護倫理（身体抑制の課題を含む）（岩永和
代）
７.食と看護倫理（経管栄養の課題を含む）（GS吉川千鶴
子/浦綾子）
８.緩和ケアについて～人が生命を脅かす病に直面した
時、何を思い何を為すか～（大谷弘行）
９.終末期における療養場所の意思決定支援（大平久美)
10.集中治療と生命倫理（GS平良沙紀/浦綾子）
11.臓器移植と生命倫理～移植コーディネーターと移植経
験者の立場～（GS岩田誠司、岡村英治　2名/浦綾子）
12.臓器移植と生命倫理（脳死を含む）（GS當房悦子/浦綾
子）
13.生殖医療の現状と問題（本庄考）
14.小児医療と倫理～こどもの最善の利益について考える
～(河原直人）
15.自殺と生命倫理（池田　智）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
myh4oen7bhlw71vre4a6x0vwg518pn5n)



2023-S000009606-01福岡大学で考える現代社会（Innovation for a Sustainable Society）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

林　裕、ウエストン　ステファニー、樋渡　真理子、安井　英俊

◎－－－　概要　－－－◎

【授業内容・授業の進め方・学習の方法】
　本講義は、15回の授業を、講義形式で行う。政策・法律・ビ
ジネス・文化の四つのパートに分け、それぞれの観点から「サ
ステナビリティのためのイノベーション」について解説を行
う。授業の進め方としては、「国際化と日本」の科目でもあ
り、国際的に活躍できる人材育成のため、英語と日本語のバイ
リンガルで講義を実施する。具体的には、担当者が英語で講義
する場合は日本語の資料を配布し、日本語で講義する場合には
英語の資料を配布するといった形式で行う。
　また、タイ領事館等の途上国の領事館からゲストスピーカー
を招聘する。

【到達目標】
・政策、法律、文化の観点から持続可能である社会のためにイ
ノベーションの発展及びあり方についてさまざまな分野の専門
家から学ぶ。
・先進国と途上国の「サステナビリティのためのイノベーショ
ン」に関する考え方を理解しながら現在の地球の置かれている
環境を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

持続可能な社会と自分について、基礎的な事項を理解する
(DP1-2)(知識・理解)

持続可能な社会に関連する諸説を理解する(DP2-1)(知識・理解)

持続可能な社会を実現するための各国の立場の違いを理解する
(DP2-2)(知識・理解)

持続可能な社会を実現するための知識を関連付け、様々な文脈
で認識できる(DP4-1)(知識・理解)

持続可能な社会の実現が、地球共同体そして自身の課題として
行動する態度・指向性を獲得する。(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の講義内容の振り返りと理解の確認をすること。(45分)

外部講演者登壇に先立ち、関連する項目を理解し、質問を考え
ておくこと。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学期末の定期試験は実施しない。よって再試験も実施しない。

講義内でミニテストを日本語で4回実施する。
講義内の各パートごとに実施するミニテスト（×4回）によっ
て評価する。
（25％×4回＝100％）
（ノート・資料持込可）

ミニテストは4回、必ず受験すること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

無し。講義資料は配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゲストスピーカーの回は英語を使用する場合がある。その
場合は、日本語で補助する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1回（商：林　裕）　初回イントロダクション（スタート
アップ動画）

2回（商：林　裕）　世界の取り組み

3回（商：林　裕）　日本の取り組み（ゲストスピー
カー）

4回（法：ウエストン　ステファニー）　イノベーション
と米国のクリーンエネルギーアジェンダ

5回（商：林　裕）　サステナビリティへのアプローチ(途
上国)（ミニテスト①）

6回（法：安井　英俊）　温暖化防止条約およびパリ協定
／国際環境法

7回（法：安井　英俊）　公害と法

8回（法：安井　英俊）　原発と法（ミニテスト②）

9回（商：林　裕）　ソーシャルビジネス

10回（商：林　裕）　CSR と SDGs （ゲストスピーカー）

11回（商：林　裕）　Sustainability in Developing Countries
(ゲストスピーカー)

12回（人文：樋渡　真理子）　第2の途上国の代表（ゲス
トスピーカー）（ミニテスト③）

13回（人文：樋渡　真理子）　文化と環境

14回（法：ウエストン　ステファニー）　持続可能な生活
様式のためのイノベーション

15回（法：安井　英俊）　今後の展望（ミニテスト④）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
u1588kvp9owx7bp4slwwyaxfxeke9m37)



2023-S000009606-02福岡大学で考える現代社会（貨幣の謎：新型コロナウイルスから解明する）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2024/01/23　５時限　　

山崎　好裕、五十嵐　寧史、平井　靖史、渡辺　啓介、倉岡　功

◎－－－　概要　－－－◎

　2020年からの新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、
人類の社会活動を一変させて各国経済に打撃を与えました。そ
んななか、この授業の主催者は日本政府が最初の緊急事態宣言
を出す前の3月、ある論文を発表しました。それがこの講義の
最初の回に当たる論文です。
　ウイルスはお金に似ているのではないか。そんなインスピ
レーションでした。お金を使った経済は人の多く集まる都市で
発展します。しかし、その都市はコロナウイルスのようなウイ
ルスにとっても格好の感染の場となるのです。
　自宅待機要請によって街からは人の姿が消えました。あたか
もお金の流れがウイルスに置き換わったようです。
　その後、このようなアイディアに関心を持ってくれた同僚た
ちと本を準備するようになりました。それは私たち人類が経験
した3年間を何らかのかたちで残しておきたいという気持ちの
表れだったかもしれません。
　皆さんも高校生としてたいへん苦しく不自由な思いをしたこ
とでしょう。しかし、どのような困難も大学で研究者が行って
いるような研究活動にとっては、一つのきっかけとなるものな
のです。
　この授業で聞く話は、皆さんにとって驚くことばかりかもし
れません。でも、そこにこそ学問の面白さ、大切さがあるので
す。
　この授業の担当者には、文系の教員も理系の教員も混じって
います。このような授業を経験することで、現代という時代が
文系・理系の枠を超えたフェーズに入っていることをも、皆さ
んは実感できるのではないでしょうか。
　講義では各回の教員がとってもわかりやすく解説をします。
質問があればその場で挙手してください。皆んなと有意義な議
論ができることを期待しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新型コロナウイルス感染症から浮かび上がる貨幣を中心とする
経済社会への理解がある。(DP1-2)(知識・理解)

分野を横断して多角的に貨幣と社会を捉える能力がある。
(DP2-1)(技能)

社会的な繋がりに自ら主体的に参加する態度と関心がある。
(DP4-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの当該箇所を事前に読んでくる。(30分)

授業でやった内容をテキストとノートで確認する。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　分野の枠を超えて、斬新な視点から現代社会を捉える力を身
に着けるには最適の授業です。皆さんがこの授業を通して高い
思考力を獲得できていることを期待しながら、評価を付けたい
と思います。
　100％、定期試験で点数を出します。
　試験内容と配点は、穴埋め問題が30点、〇×の正誤問題が40
点、計算問題が30点です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山﨑好裕編著『貨幣の謎：新型コロナウイルスから考え
る』中央経済社、2023年。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　テキスト執筆者が直接講義を行います。新型コロナウイ
ルス感染症から考えたことをテーマにした世界最初の授業
ですので期待してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．はじめに（スタートアップ授業）（山﨑）

2．パンデミックと貨幣（山﨑）

3～4．記憶と貨幣（山﨑）

5～6．物質とヒステレシス（渡辺）

7．主観的時間と貨幣（山﨑）

8～9．マルチスケール時間構造とは？（平井、オンライ
ン）

10．生命と貨幣（山﨑）

11～12．ウイルスは生命か？（倉岡）

13．文学における貨幣と伝染病（山﨑）

14～15．電子通貨の現状と可能性（五十嵐）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cx30axtecl927n4p18n5qhhi71mvaz82)



2023-S000009606-03福岡大学で考える現代社会（皆で考える地球温暖化とカーボンニュートラ ル）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

稲毛　真一、須長　一幸、岩山　隆寛、田中　綾子、篠原　正典、山辺　純一郎、久保田　純、田部井　優也、合力　知工

◎－－－　概要　－－－◎

地球温暖化の深刻化が増す中で、日本においても2030年にカーボンニュート
ラルの実現を目指している。その中で、本学においても令和4年度にカーボン
ニュートラル協議会を立上げ、福岡大学の教員、職員、学生が三位一体と
なって、研究、教育に力を入れることを宣言した。本申請は、その内の教育
部分の底上げを担うものである。カーボンニュートラルはともすれば、技術
面に偏る傾向があるが、経済やビジネス、人の行動変容とも密接に係るもの
である。本科目は、1)CNを理解する人材の育成、 2)幅広い知識を有し、有機
的に結び付けてCNを含むあらゆる課題を解決できる人材開発を目的とする。
　本科目は、1)CNを理解する人材の育成、 2)幅広い知識を有し、有機的に結
び付けてCNを含むあらゆる課題を解決できる人材開発を目的とする。授業内
容の内、座学は、以下とする。
①地球とその大気の成り立ち
②地球温暖化の状況とインパクト
③日本におけるカーボンニュートラルの取り組みと各国との比較
④電力システムの現状と課題
⑤カーボンニュートラルにおける原子力発電の役割
⑥水素社会の可能性
⑦カーボンニュートラル燃料
⑧交通部門におけるCO2削減
⑨地球温暖化のビジネス機会
⑩人口問題、食と農業
⑪地球温暖化とSDGs
⑫これから私たちは何をするべきか？
　これら座学に加えて、4回に一回の割合で総合ディスカッションを合計3回
とする。
授業の在り方は、
◆オムニバス形式で実施。文系、理系問わず、寧ろ「文理融合型」で進め
る。
◆文系、理系で、理想的には半々で100名程度。内容は、文系、理系にアン
ケート調査済であり、学生が聞きたい内容を中心に配置し、文理半々の内容
とする。
◆全体で15回講義を、(4回座学＋1回討論)の3セットで構成し、単に知識を身
に
付けるだけでなく、自分で考える授業とする。講義も正解を敢えて述べず、
ヒントを与えることに徹し、結論は自分で考えるものとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.毎回のレポートの作成、グループ討論回への準備など、授業で要求される
基本的な学習活動を計画的に遂行できる(DP1-2)(技能)

2.カーボンニュートラルの実現にはさまざま学問領域が関わることを踏ま
え、カーボンニュートラルに関する諸領域がそれぞれどのような状況になっ
ているかを説明することができる(DP2-1)(知識・理解)

3.カーボンニュートラルに関する諸領域の基礎的な知識を用いて、カーボン
ニュートラルについて自分の見解を述べることができる(DP4-1)(知識・理解)

4.カーボンニュートラルに関する諸問題について、多角的な視野からグルー
プで合意形成に向けた議論を行うことができる(DP2-2)(技能)

5.カーボンニュートラルに関する諸問題を通じて、社会の問題に自ら関わろ
うとする(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習１：事前にテキストの該当する章を
　読んでおくこと。(30分)

予習2：討論回（5回、9回、15回）では、授業の事前にレジュメを作成し、提
出すること(90分)

復習：各先生が課すレポートを作成の上、指定のFU-BOXに提出。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本科目では、　毎回の授業ごとに提出するレポート（到達目標1、2、3、4）
（72％）、　4回につき1回の討論回の授業前に提出するレジュメ（到達目標
1）（6％）、　グループ活動への貢献（到達目標4）（10％）、　最終レポー
ト（到達目標5）（12％）のそれぞれの内容に応じて成績評価を行う。定期試
験は行わない

◎－－－　テキスト　－－－◎

晃洋書房「カーボンニュートラルが変える地球の未来－
2050年への挑戦」を使用。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※本科目は、定期試験を実施しないため追試験および再試
験を受けることはできません。

※本授業では、授業改善や研究、広報等の目的から、授業
の様子を撮影することがあります。また、個人が特定され
ないような配慮をしたうえで、上記の目的で受講生の学習
成果を活用することがあります。

※討論回では「Microsoft Teams」を活用します。可能であ
れば、ノートパソコンやタブレットを、難しい場合でも、
スマートフォンを持参するようにしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①Start UP授業(地球温暖化の状況とインパクト)
②地球とその大気の成り立ち
③日本におけるカーボンニュートラルの取り組みと
　各国との比較
④電力システムの現状と課題
⑤総合ディスカッション-1
⑥カーボンニュートラルにおける原子力発電の役割
⑦水素社会の可能性
⑧カーボンニュートラル燃料
⑨総合ディスカッション-2
⑩交通部門におけるCO2削減
⑪地球温暖化のビジネス機会
⑫人口問題、食と農業
⑬地球温暖化とSDGs
⑭これから私たちは何をするべきか？
⑮総合ディスカッション-3

各担当は以下の通り。

①、⑥、⑫、⑬、⑭：稲毛(工学部)
⑤、⑨、⑮：須長先生(教育開発支援機構)
②：岩山先生(理学部)
③：田中先生(工学部)
④：篠原先生(工学部)
⑦：山辺先生(工学部)
⑧：久保田先生(工学部)
⑩：田部井先生(工学部)
⑪：合力先生(商学部)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
y7oj7ar67w43qcxoggxm5wpbvxkzv4w7)



2023-S000009606-04福岡大学で考える現代社会（大学生のための現代社会論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

鈴木　学

◎－－－　概要　－－－◎

  高等学校の公民科必修科目として従来までの「現代社会」に代わ
り，2022年度より「公共」が新設されました。「公共」の目的は，
将来的に社会に参画する上で様々な課題と向き合い，それを解決す
る力を養うことにありますが，これは大学教育においても重要な
ミッションに位置づいています。
  そこで本授業では，知識だけでは簡単に答えは導けない現代社会
の“問い”に対して，大学生同士で熟考・熟議しながら一定程度自
分なりの考えを構築できるようになることを目指します。授業では
気にはなるけれど今まであまり真剣には考えてこなかったであろう
大きな3つのテーマ（「科学技術×倫理」「開発×環境」「戦争×
平和」）を扱いますが，それらを“自分ごと”として受け止められ
るように，“input-throughput-output”の学習活動を組み合わせた授
業を展開します。具体的にはディスカッション，ディベート，ジグ
ソー法といった手法を取り入れて協働学習を進めていきます。最終
的には，自分だけではなく他者の価値観の理解も深めながら，現代
社会の様々な課題に対応するための判断力を養っていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自身の専門・専門外両方の分野から現代社会の課題を把握し続けよ
うとすることができる。(DP1-2)(態度・志向性)

様々な分野における現代社会の課題を理解し，その構造を説明する
ことができる。(DP2-1)(知識・理解)

他者と協働して課題探究に向けた議論ができる。（(DP2-2)(技能)

自他の考え・主張を批判的に検討し，意義と課題を整理することが
できる。(DP4-1)(技能)

協働学習を通じて自身のみならず他者の学びに貢献しようとする積
極性をもつことができる。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜復習＞
毎回の授業終了後に課すミニッツペーパーにおいて自身の学習を振
り返る（授業の論点整理，新たに学んだことや芽生えた疑問の可視
化等）。(50分)

＜予習＞
授業内での協働学習の効果を高めるために，課題に応じた資料・根
拠を収集した上で，事前に自身の意見を整理する。(50分)

＜before/afterレポート＞
テーマ毎に課すbefore/afterレポート（計6回）に取り組む。(80分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①毎授業のリフレクションペーパー（30%）：毎回の授業終了後に
自身の学習を振り返られているか
②プレゼン等の協働学習に関わる活動（25%）：協働学習の課題に
応じてメンバーと共に学習を進められているか
③計6回分のbefore/afterレポート（30%）：テーマ学習の前後で自身
の意見・考えの変化を適切に表現できているか
④期末レポート（15%）：自身で設定した現代社会にまつわるリ
サーチクエスチョンに対して，十分に調べた上で自分なりの答えを
導けているか
※定期試験は実施しません。故に再試験の対象ではありません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しません。テーマに応じた資料をデータ等で適宜
共有します。

◎－－－　参考書　－－－◎

 『福大生のための学習ナビ』（福岡大学　教育開発支援
機構）
http://www.idshe.fukuoka-u.ac.jp/navi/navi2.pdf
「言葉の力」育成の手引』（福岡大学　教育開発支援機
構）
http://www.idshe.fukuoka-u.ac.jp/kotochika-tebiki/kotochika-
tebiki.pdf

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・無断欠席による学習活動の不履行は大幅な減点対象で
す。授業の構造上，全ての学習活動が連動しているので，
自身の欠席が他者の学習にも影響を与えることを理解した
上で受講してください。やむをえず欠席する場合には授業
開始までにメール等で教員に連絡してください。
・撮影した授業の動画や写真，学習成果物（発表資料等）
について，授業改善や研究等への活用で外部に公表する場
合があります。その際，個人が特定されない形で使用しま
す。
・授業（協働学習）では「Microsoft Teams」アプリを活用
します。スマートフォンではなく可能な限りノートパソコ
ンやタブレットを持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回：協働学習に向けたウォーミングアップ
第3回：「科学技術×倫理」①（知識習得）
第4回：「科学技術×倫理」②（現状の課題把握）
第5回：「科学技術×倫理」③（ディスカッション）
第6回：「開発×環境」①（知識習得・現状の課題把握）
第7回：「開発×環境」②（ディベート準備ⅰ）
第8回：「開発×環境」③（ディベート準備ⅱ）
第9回：「開発×環境」④（ディベート）
第10回：「戦争×平和」①（知識習得・現状の課題把握・
エキスパート活動ⅰ）
第11回：「戦争×平和」②（エキスパート活動ⅱ）
第12回：「戦争×平和」③（ジグソー活動ⅰ）
第13回：「戦争×平和」④（ジグソー活動ⅱ）
第14回：「戦争×平和」⑤（総合討論）
第15回：総括・振り返り

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/2f1uam9k94z591c4yg9vw5e4qlr6not0)



2023-S000009606-05福岡大学で考える現代社会（大学生のための政治経済論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

鈴木　学

◎－－－　概要　－－－◎

　高等学校の公民科必修科目として2022年度より「公共」が新設され
ました。「公共」の目的は，将来的に社会に参画する上で様々な課題
と向き合い，それを解決する力を養うことにあります。選挙権年齢が
18歳に引き下げられたことで，大学教育においてもこれらの資質・能
力に基づく学生の市民性（シチズンシップ）を高めるための取組みが
求められています。この意味において，政治・経済に対する知識や考
え方は，それらを専門に学ぶ・学ばないに関わらず，大学生であれば
一定程度理解しておかなくてはならない教養と言えます。
　そこで本授業では，日常生活では避けて通りがちな政治経済の“課
題”に対して，大学生同士で熟考・熟議しながら，自分の価値観がど
のようなものなのかをある程度理解できるようになることを目指しま
す。授業では政治経済を理解する上での複雑な課題―思想，統治形態
等が入り組んだ一見すると自分とは無関係に思えるような３つのテー
マ（「自由×平等」「国家×共同体」「安全保障×主権」）を扱いま
すが，それらを“自分ごと”として受け止められるように，“input-
throughput-output”の学習活動を組み合わせた授業を展開します。具
体的にはディスカッション，ディベート，ジグソー法といった手法を
取り入れて協働学習を進めていきます。最終的には，自分だけではな
く他者の価値観の理解も深めながら，政治経済の様々な課題に対応す
るための判断力を養っていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自身の専門・専門外両方の分野から政治経済の課題を把握し続けよう
とすることができる。(DP1-2)(態度・志向性)

様々な分野における政治経済の課題を理解し，その構造を説明するこ
とができる。(DP2-1)(知識・理解)

他者と協働して課題探究に向けた議論ができる。(DP2-2)(技能)

自他の考え・主張を批判的に検討し，意義と課題を整理することがで
きる。(DP4-1)(技能)

協働学習を通じて自身のみならず他者の学びに貢献しようとする積極
性をもつことができる。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜復習＞
毎回の授業終了後に課すリフレクションペーパーにおいて自身の学習
を振り返る（授業の論点整理，新たに学んだことや芽生えた疑問の可
視化等）。(50分)

＜予習＞
授業内での協働学習の効果を高めるために，課題に応じた資料・根拠
を収集した上で，事前に自身の意見を整理する。(50分)

＜before/afterレポート＞
テーマ毎に課すbefore/afterレポート（計6回）に取り組む。(80分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①毎授業のリフレクションペーパー（30%）：毎回の授業終了後に自
身の学習を振り返られているか
②プレゼン等の協働学習に関わる活動（25%）：協働学習の課題に応
じてメンバーと共に学習を進められているか
③計6回分のbefore/afterレポート（30%）：テーマ学習の前後で自身の
意見・考えの変化を適切に表現できているか
④期末レポート（15%）：自身で設定した政治経済にまつわるリサー
チクエスチョンに対して，十分に調べた上で自分なりの答えを導けて
いるか
※定期試験は実施しません。故に再試験の対象ではありません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しません。テーマに応じた資料をデータ等で適宜
共有します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『福大生のための学習ナビ』（福岡大学　教育開発支援機
構）
http://www.idshe.fukuoka-u.ac.jp/navi/navi2.pdf
「言葉の力」育成の手引』（福岡大学　教育開発支援機
構）
http://www.idshe.fukuoka-u.ac.jp/kotochika-tebiki/kotochika-
tebiki.pdf

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・無断欠席による学習活動の不履行は大幅な減点対象で
す。授業の構造上，全ての学習活動が連動しているので，
自身の欠席が他者の学習にも影響を与えることを理解した
上で受講してください。やむをえず欠席する場合には授業
開始までにメール等で教員に連絡してください。
・撮影した授業の動画や写真，学習成果物（発表資料等）
について，授業改善や研究等への活用で外部に公表する場
合があります。その際，個人が特定されない形で使用しま
す。
・授業（協働学習）では「Microsoft Teams」アプリを活用
します。スマートフォンではなく可能な限りノートパソコ
ンやタブレットを持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回：協働学習に向けたウォーミングアップ
第3回：「自由×平等」①（知識習得）
第4回：「自由×平等」②（現状の課題把握）
第5回：「自由×平等」③（ディスカッション）
第6回：「国家×共同体」①（知識習得・現状の課題把
握）
第7回：「国家×共同体」②（ディベート準備ⅰ）
第8回：「国家×共同体」③（ディベート準備ⅱ）
第9回：「国家×共同体」④（ディベート）
第10回：「安全保障×主権」①（知識習得・現状の課題把
握・エキスパート活動ⅰ）
第11回：「安全保障×主権」②（エキスパート活動ⅱ）
第12回：「安全保障×主権」③（ジグソー活動ⅰ）
第13回：「安全保障×主権」④（ジグソー活動ⅱ）
第14回：「安全保障×主権」⑤（総合討論）
第15回：総括・振り返り

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dzg9k9oglkkeg5hz8sxoh8nhe46mvzlq)



2023-S000009606-06福岡大学で考える現代社会（「言葉の力」を身につける）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

須長　一幸

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、これまで本学の正課外プログラムとして提供されて
いた「大学から始める「言葉の力」育成プログラム」のコンテンツ
を中心に、これらを正課科目として展開するものです。
　この授業で言う「言葉の力」とは、グループで話し合うための基
礎的なルールや技術、論理的な思考の方法、論理的な文章の作成、
さまざまな文章の読解、プレゼンテーション、質疑応答、といった
言語を用いて行うさまざまなスキルを統合したものを意味します。
「言葉の力」を磨くということは、結局のところ、言葉を使って思
考・表現するすべての基礎力をアップすると言うことに他なりませ
ん。
　授業はグループワークを中心に行います。グループでの活発な議
論を通じて、大学での学習に欠かせない「言葉の力」を磨きます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 毎回の授業後のリフレクションの作成を通じて、自分が授業
で何をどこまで学んだのか、を把握し、自律的な学習を遂行するこ
とができる(DP1-2)(技能)

2. アカデミックな文章の読解のための基礎的なテクニックを用
いて、人文科学、社会科学、自然科学のさまざまな領域に関する文
書を読み解き、その内容を説明することができる(DP2-1)(技能)

3. 基本的なグループワークの技術を用いて、さまざまな他者と
意見交換を行うことができる(DP2-2)(技能)

4. さまざまな「言葉の力」を駆使して、アカデミックな内容に
トータルに関わり、議論し、発表し、質問に応答し、文章化するこ
とができる(DP4-1)(技能)

5. 身につけた「言葉の力」を用いて、自分だけでなくグループ
全体の学習に貢献しながら学習に積極的に関わろうとする(DP4-2)
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前課題テキストの読解(60分)

予習：事前課題ワークシートの作成(60分)

復習：毎回の授業後の振り返りの作成(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1. 毎回の振り返り（42%）：到達目標1，2，3，5
2. 各回の課題の提出（20%）：到達目標2，3，4
3. グループ活動への貢献度 (20％)：到達目標3，4，5
4. 最終レポート（18%）：到達目標1，4、5

注 1）欠席はグループワークに影響を与えてしまうことがありま
す。やむを得ない理由によって、事前の連絡を伴う欠席以外は、減
点の対象となることがあります（主に授業への参加やグループ活動
を前提として評価される配点（上の基準のうち 1、3、5）から減
点）。欠席が 4 回を超えた場合には不合格になる可能性がありま
す。

注 2）ミニッツペーパーやレポートは、必ず期日までに提出して下
さい。期日までに 提出ができなかった場合、減点の対象となりま
す。

注 3）この科目は定期試験を伴わないため、再試験の対象とならな
いので、注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に定めません。必要な資料があれば、講義中に配
布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『福大生のための学習ナビ 2023』福岡大学
『「言葉の力」育成の手引』福岡大学教育開発支援機構

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意事項は4点あります。

1. この授業は、グループワークが活動の中心を占めます。
欠席をすると、同じグループのメンバーに大きな迷惑をかけて
しま うことをまず十分に理解することが重要です。十分な理
由があると認められない欠席や、事前の連絡のない欠席は減点
の対象となることに注意してください。グループの人数の均衡
を維持するため、欠席の多い学生をやむをえず別のグループへ
移動させるということもあります。

2. 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 で作業することが必要となる場合があります。グルー
プで連絡 を取り合う手段を確保し、スケジュール調整を行っ
たうえで、 作業時間を作れるようにしておいて下さい。

3. グループでの活動状況を把握するため、授業の様子を教
員が適宜撮影することがあります。撮影した動画・写真は授業
改善や研究等に活用することがありますのであらかじめご了承
下さい。撮影されたもののうち、受講生の顔と氏名が同時に分
かるようなものや、顔が大きく写っているものについては外部
に公表することはありません。また、個人が特定できないよう
配慮した上で、受講生が授業内で作成した成果物についても上
記の目的で活用することがあります。

4. グループ作業等でPC等を活用します。可能であればノー
トCPやタブレットを、難しい場合にはスマートフォンを持参
するようにしてください

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回：グループワークの基本姿勢、役割分担
第3回：アカデミックな文章の基本的骨格
第4回：論理的な文章を組み立てる
第5回：問いの立て方、質問の仕方
第6回：アカデミックな文章を読むその1
第7回：アカデミックな文書を読むその2
第8回：プレゼンテーションの基本
第9回：話の聴き方、メモの取り方
第10回：プレゼンテーションの実践
第11回：レポートの書き方その1
第12回：レポートの書き方その2
第13回：レポートの書き方その3
第14回：レポートの相互評価
第15回：全体振り返り

アクティブ・ラーニングが型の授業になりますので、受講生の
作業の進捗に応じて一部内容や順番が変更されることがありま
す。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/e42bs0hsyxsbuvyjd54imbwmjl8h5q0z)



2023-S000009606-07福岡大学で考える現代社会（多職種連携で支える人生100年時代）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　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：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

安元　佐和、八尋英二、武岡宏明、江川孝、松末公彦、三島健一、藍原大輔、松尾康平、刀根菜七子、鮎川洋、中野貴文、上原吉就、重森裕、道下竜馬、大田博、江藤真紀、宮城由美子、長谷川珠代、坂梨左織、松本祐佳里、池田智、鮫島由紀子  

◎－－－　概要　－－－◎

　長寿化が急激に進み、先進国では2007年生まれの2人に1人が
100歳を超えて生きる「人生100年時代」が到来すると予測され
ている。人生100年時代の健康問題を考えるとともに、人生100
年時代の教育や保健・医療・福祉などの場において対人援助専
門職に求められる能力は何かを探究することは重要である。今
大学生として次世代につなぐために自身の心身の健康そして環
境をどのように整えていくことが今後100年時代を生き抜く力
になるのかを、他学部の学生が共に考え授業を通して探求して
いくことが必要と考える。次世代の多職種連携につなげるため
に、環境、社会そして健康課題をチームで考えるとともに、対
人援助専門職に求められる資質は何かを探究する。
【授業の進め方）】　講義だけでなく、医療や健康に関するい
くつかのテーマについて学部・学科の垣根を超え、小グループ
学習で共に考え討論し、その成果を発表するといったアクティ
ブ・ラーニング（協働学習）を中心とする。
医療、地域、災害地などでの実務経験を持つ医師、看護師、薬
剤師が、日本および海外のの医療、保健福祉の現状について講
義を行い、豊富な経験をもとに、学生のアクティブ・ラーニン
グをファシリテーターとして支援します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

次世代につなげるための健康課題を理解する。(DP2-1)(知識・
理解)

教育、保健、医療、福祉等の対人援助専門職に求められる能力
について討論できる。(DP1-2)(態度・志向性)

協働学習を通して「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チーム
で働く力」を培うことができる。(DP4-1)(技能)

大学時代に何を学ぶか、どう学ぶか、どう活躍するかについて
考えることができる。(DP1-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

グループ学習の課題について調べる。(60分)

グループで課題について討論する。(60分)

グループ学習の成果の発表準備をする。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・各単元で学習した内容において、次世代につなげるための健
康問題及び対人援助専門職に求められる能力について記述でき
るかを評価基準とする。
・レポートは、複数の文献から情報収集し、分析を加えた上で
自分の見解を明確に記述しているかを評価基準とする。
・協働学習では、主体的に参加しているか、課題達成に向けた
貢献をしているか、グループ内で良好なコミュニケーションが
図れるかを評価基準（ルーブリック）とする。
・評価割合は、レポート（40％）協働学習（60％）とする。
・定期試験を実施しないため、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定はしない。必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.「イントロダクション（スタートアップ授業）」
　　授業の進め方について（医学科　安元佐和）
２.絵本と子どもの心身の発達　（医学科　安元佐和）
３.次世代に繋げる健康（グループ学習、発表）
（医学科：安元佐和、八尋英二、武岡宏明）
４.次世代に繋げる健康（グループ発表）
（医学科：安元佐和、八尋英二、武岡宏明）
５.災害時の医療体制（薬学部　江川　孝）
６.災害時の適切な薬の管理（グループ学習、発表）
（薬学部：松末公彦、三島健一、藍原大輔、松尾康平、刀
根菜七子、鮎川洋、中野　貴文）
7.災害時の適切な薬の管理（グループ発表）
（薬学部：松末公彦、三島健一、藍原大輔、松尾康平、刀
根菜七子、鮎川洋、中野　貴文）
8.人生100年時代の体作り(スポーツ科学部：上原吉就）
9.健康問題から運動・スポーツを考える　(グループ学習、
発表)　(スポーツ科学部：上原吉就、重森裕、道下竜馬）
10.健康問題から運動・スポーツを考える　(グループ発表)
　(スポーツ科学部：上原吉就、重森裕、道下　竜馬）
11.生きることを支える」ということ～現代の医療・生
活・人間関係～ (看護学科：大田博）
12.「新しい価値を創造する」ということ～テクノロ
ジー・人間・健康・研究～(グループ学習、発表)　
 (看護学科：大田博、江藤真紀、宮城由美子、長谷川珠
代、坂梨左織、松本祐佳里、池田智、鮫島由紀子）
13.「新しい価値を創造する」ということ～テクノロ
ジー・人間・健康・研究～(グループ発表)　
 (看護学科：大田博、江藤真紀、宮城由美子、長谷川珠
代、坂梨左織、松本祐佳里、池田智、鮫島由紀）
14.全体発表会
15.全体発表会・グループ学習成果のまとめ
（１４，１５の担当教員は、1-13の教員全員）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
y3d73wtdsjra2tz5nkdi0y3i1k2jv7tw)



2023-S000009606-08福岡大学で考える現代社会（アントレプレナーシップを学ぶ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2024/01/23　５時限　　

飛田　努

◎－－－　概要　－－－◎

本講義は，アントレプレナーシップ（企業家精神）と呼ばれる考え方を身に
つけることで，不確実な将来に向けて今どのようにして意思決定を行うか，
リスクに対してどのように向き合うか，他者と協同（コラボレーション）し
ながら何かを形にしていくこと，リーダーシップは生まれ持ったものではな
く，あとから身につけることができるものだといったようなことを学ぶ。そ
して，それが事業を行うこと，仕事をすることにつながっていくことを身に
つけることを目標とする。特に，「失敗」が怖い人にとっては，大学生のう
ちに小さな失敗を繰り返し経験しておくことで，万が一失敗したとしてもど
のように対処すれば良いのかを学ぶことができる。

そこで本講義では，受講生が日頃感じている課題を「ビジネスを通じて解決
する」ことを目指して，擬似的に事業案（ビジネスアイデア）を作ることを
具体的な最終ゴールに定めている。もちろん，課題がなくても良い。とりあ
えず「起業」だったり，「なにかに挑戦してみたい」という興味関心がある
学生であれば良い。講義を受講する学生たちと話をし，グループワークを通
じて，「自分にもなにかできるのではないか」と感じてもらえれば，それは
講義目標の達成になる。

また，講義では起業家・実務家による講演を通じて，「新しい事業を創造す
る」ことの面白さ，魅力，難しさ，楽しさを知る機会を作る予定である。大
学で学んだ専門性をどうやって社会人として生かしていくかを学ぶヒントを
得られるような講義にしていきたい。

なお，本講義は講義形式をベースとしながら，課題を解決する事業案を創る
ワークショップも併用して実施します。

※これまであった事業案
女子中高生向けの下着（女性向け），わら半紙用の修正テープ，左利き用の
筆ペン，女子大生向けの化粧品開発，地域交通の課題（特にお年寄りの移
動），孤食（ぼっち飯）問題など多岐にわたります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アントレプレナーシップを学習することを通じて，卒業後、生涯にわたり持
続的に学び続ける姿勢を身につける。(DP1-2)(態度・志向性)

新規事業の立案など課題解決を行うため，さまざまな領域の学問を学ぶこと
を通じて広い視野を培い、物事を多角的に見ることができる。(DP2-1)(態
度・志向性)

新規事業立案のリサーチを行うことなどを通じて，さまざまな他者の考え
方・価値観があることを踏まえ、物事に柔軟に接することができる。(DP2-2)
(知識・理解)

身につけた知識やスキルを相互に関連づけ、さまざまな領域で活用・応用・
工夫ができる。(DP4-1)(技能)

チーム・地域・社会に主体的に関わり、人々の間をつないで成長に貢献する
ことができる。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の事前予習として，テキストの指定箇所を予め読み，理解できているこ
とと理解できていないことを峻別しておく。(30分)

課題発表等がある場合には，事前にレジュメ，報告資料等を作成し，端的に
発表できるように準備を行う。(30分)

講義の復習として，講義内でのディスカッション等をふりかえり，どのよう
な学びを得たのか，現在の課題等を認識できるようにする。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義最終に行う課題（レポート）による評価50%，グループ内での発言や他
のメンバーのサポートなど目に見える形での学びの貢献20%，中間・最終プ
レゼンテーション30%。

レポートは，学生がワークショップにおいて各自が作成した社会課題を解決
する事業案をベースに執筆したものを評価します。中間・最終プレゼンテー
ションは担当教員から指定されたプレゼンテーション内容に基づき，講義内
で説明する評価基準をベースに評価します。なお，本講義では定期試験を実
施しません。そのため，追試験もありません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しませんが，講義やグループワークの最中に下記
の参考書を参考に議論をすることはあり得ます。

◎－－－　参考書　－－－◎

山川恭弘（2020）『全米ナンバーワンビジネススクールで
教える起業家の思考と実践術: あなたも世界を変える起業
家になる』東洋経済新報社　ISBN 978-4492534229
馬田隆明（2022）『解像度を上げる――曖昧な思考を明晰
にする「深さ・広さ・構造・時間」の４視点と行動法』英
治出版　ISBN 978-4862763181

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

座学＋グループワークを中心とした講義です。また，社会
課題を解決できる事業案を作ることが講義の最終目標です
ので，（なんでも良いので）課題意識を持って授業に取り
組んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　講義ガイダンス （スタートアップ授業として行い
ます）
第2回　アントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニ
アス
第3回　リスクを正しく認識する
第4回　実務家・起業家による講演（1）
第5回　リーダーシップ
第6回　事業機会の探索
第7回　課題の探索
第8回　課題のリサーチ
第9回　事業案の発表（1）
第10回　優良企業のビジネスモデルを分析する
第11回　顧客ニーズの把握
第12回　実務家・起業家による講演（2）
第13回　事業案のブラッシュアップ（1）
第14回　事業案のブラッシュアップ（2）
第15回　事業案の発表（2）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/3nbsy97b11gtpb045twdqau530xnv4eb)



2023-S000009606-09福岡大学で考える現代社会（主体性・社会性・協働性を身につける）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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　　

須長　一幸、有岡律子・紺田広明・鈴木学・橋場論

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、一般的な講義形式ではなく、体験型学習（PBL：Project-
Based Learning）を通して、自分で考え自分で行動することを意識しなが
ら、社会のなかで主体的に関わって生きていく上での活動を仲間とともに
実体験することを目的としています。
　授業ではまず、グループで活動するための基礎的なスキル（グループ
ワークの基礎、話の聴き方、質問の仕方、企画書の書き方、振り返りの仕
方、プレゼンの仕方、等）を学び、それを踏まえて今日的・現実的・複合
的な課題を探索します。続いて、発見した課題のその解決・改善策を企画
書としてまとめ、グループでの調査やディスカッションを重ねて企画書を
ブラッシュアップしたうえで、最終案を発表します。
　以上のようなグループ活動を通じて、社会には多様な考え方や価値観を
持った他者が存在していることについて理解を深め、そのような多様性を
持つ他者と協働するには各人の違いを尊重することが必要であることを身
をもって経験することで、「多様性」に対する理解や「協働性」の獲得を
目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 社会の特徴や課題が何か説明できる(DP2-1)(知識・理解)

2. 他者と協働して活動する上で何が必要であるかを説明できる(DP2-2)(知
識・理解)

3. 社会的な課題の解決に向けて、実際に他者と協働するためのスキルを発
揮できる(DP4-1)(技能)

4. 自立した社会人として成長していくためのスキルを発揮できる(DP1-2)
(技能)

5. 解決が容易ではない課題に対しても、粘り強く取り組もうとすることが
できる(DP3-2)(態度・志向性)

6. 共同体に貢献しようという姿勢を持ちながら活動に参加できる(DP4-2)
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：課題の解決に関する企画立案作業の準備(90分)

復習：毎回の授業後の振り返りの作成(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1. 毎回の振り返り（56%：4%×14）：その回の授業でどのような活動を
行ったかを客観的に記述し、その上で何を学んだか、どのような課題が
あったか、今後 どうするか、をわかりやすく書けているか、また課題の解
決に向けて継続的に取り組めているか

2. 各回の課題（毎回の振り返りを除く）の提出（10%）：授業で課された
課題に対して、適切に回答し、期限内に提出できたか

3. プレゼンテーションへの評価結果(15％)：社会の課題を踏まえて、その
解決に向けて分かりやすく効果的な提案をチームとして行っているか。

4. 最終レポート（19%）：以下の 2 つについて、適切に表現できている
か。①社会の特徴や課題を踏まえ、自分がこの授業で何を学びその後の成
長のためにどう すべきか、②他者と協働する難しさを踏まえ、協働に向け
て何が必要か。

注 1）欠席はグループワークに影響を与えてしまうことがあります。やむ
を得ない理由によって、事前の連絡を伴う欠席以外は、減点の対象となる
ことがあります（主に授業への参加やグループ活動を前提として評価され
る配点（上の基準のうち 1、2、3）から減点）。欠席が 4 回を超えた場合
には不合格になる可能性があります。

注 2）ミニッツペーパーやレポートは、必ず期日までに提出して下さい。
期日までに 提出ができなかった場合、減点の対象となります。

注 3）この科目は定期試験を伴わないため、再試験の対象とならないの
で、注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に定めません。必要な資料があれば、講義中に配
布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『福大生のための学習ナビ 2023』福岡大学
『「言葉の力」育成の手引』福岡大学教育開発支援機構

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意事項は3点あります。

1. この授業は、グループワークが活動の中心を占めます。
欠席をすると、同じグループのメンバーに大きな迷惑をかけて
しま うことをまず十分に理解することが重要です。十分な理由
があると認められない欠席や、事前の連絡のない欠席は減点の
対象となることに注意してください。グループの人数の均衡を
維持するため、欠席の多い学生をやむをえず別のグループへ移
動させるということもありまる。

2. 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 で作業することが必要となる場合があります。グループ
で連絡 を取り合う手段を確保し、スケジュール調整を行ったう
えで、 作業時間を作れるようにしておいて下さい。

3. グループでの活動状況を把握するため、授業の様子を教
員が適宜撮影することがあります。撮影した動画・写真は授業
改善や研究等に活用することがありますのであらかじめご了承
下さい。撮影されたもののうち、受講生の顔と氏名が同時に分
かるようなものや、顔が大きく写っているものについては外部
に公表することはありません。また、個人が特定できないよう
配慮した上で、受講生が授業内で作成した成果物についても上
記の目的で活用することがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回：グループワークの方法その1（グループワークの基本姿
勢、役割分担）
第3回：グループワークの方法その2（プレゼンの仕方、質問の
仕方、メモの取り方）
第4回：グループワークの方法その3（問いの見つけ方、文書の
まとめ方）
第5回：グループワークの方法その4（課題をテーマに議論す
る）
第6回：福岡大学について知る
第7回：第1次プレゼンへの準備
第8回：第1次プレゼンへの準備
第9回：第1次プレゼンへの準備
第10回：第1次プレゼン
第11回：最終プレゼンへの準備
第12回：最終プレゼンへの準備
第13回：最終プレゼンへの準備
第14回：最終プレゼンテーション
第15回：最終プレゼンテーションへの講評と全体振り返り

須長准教授、橋場准教授、紺田准教授は全15回を担当者として
参加します。有岡教授、鈴木准教授は、最終プレゼンテーショ
ン、およびその講評である第14回、第15回のみ参加します

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/ml2tsqqzla1a7bj8mcb3jvumyg9lmrkx)



2023-S000009606-10福岡大学で考える現代社会（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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/23　５時限　　

重松　幹二、（工・化学システム工学）、高山峯夫（工・建築）、佐藤研一・柴田久（工・社会デザイン工学）、伊藤豪（商）、岩永和代（医・看護）、矢守克也（京都大学防災研究所）、松井渉（日本気象協会）、高橋淳夫（読売新聞社）

◎－－－　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、野津敬司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。矢野貴広は福岡市市民局地域防災課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。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。
　本授業は、講義形式で進めるが、毎回小テストを課す。

　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キャリアセンターに問い合
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、気象予報の仕組みを知ることで警報
や注意報などの用語を正しく理解することができる。(DP1-1)(知識・理解)

「自助・共助・公助」の意味とそこで発生しうる問題点、市役所や消防局の事前対
策と発災時の行動を理解することで、個人としてより良い対応を考える力を身に付
けることができる。(DP1-2)(態度・志向性)

災害発生時の初動およびその後の復旧・復興に必要な行動を理解することで、卒業
後にどのような職業に就いても、どのような地域に居ても、防災や減災に対する志
向力を身に付けることができる。(DP1-2)(態度・志向性)

防災が闘う最大の敵は自然災害ではなく個人の「正常化の偏見（正常性バイア
ス）」であることを知り、総合的な知識と想像力、多角的な視野が必要であること
を理解することができる。(DP2-1)(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、短期的・長期
的な行動に移すことができる。(DP2-2)(態度・志向性)

既存の学問分野や既存の知識にとらわれず、想像力を養うことで、防災や減災には
１つの正しい答えはなく、相手の立場を理解してより良い選択を探し出す技能を身
に付けることができる。(DP4-1)(技能)

防災士や関連する資格取得を志向することで、防災や減災に限らず、日ごろから積
極的に地域社会に参画・貢献できる人物へと成長することができる。(DP4-2)(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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。(30分)

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。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業終了後、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　－－－◎

1. [防災意識の必要性] 自助・共助・公助（重松）＜スター
トアップ授業＞
2. [災害から自分を守る] 過去の大震災や風水害からの教訓
（高山）
3. [災害の状況を知る] 気象予報、警報・注意報（松井）
4. [災害から自分を守る] ライフラインの被害想定と断絶時
対応（佐藤）
5. [災害の状況を知る］最近の自然災害（福岡県西方沖地
震、御笠川）（松井）
6. [災害から自分を守る] 個人の平常時の準備と災害時対応
（重松・ゲストスピーカー：野津）
7. [地域を守る］地域の防災活動、自主防災組織、消防団
活動（重松・ゲストスピーカー：野津）
8. [地域を守る] 防災関係機関の対応（重松・ゲストスピー
カー：矢野）
9. [いのちを守る］災害心理、被災者の行動意識（矢守）
10. [災害の状況を知る] 災害に対する報道機関の取り組み
（高橋）
11. [災害と社会システム］災害と損害保険（伊藤）
12. [災害と社会システム］都市災害、防災計画・技術、災
害とインフラ・デザイン（柴田）
 
13. [災害と社会システム］被災社会の多様性（高橋）
 14. [いのちを守る] 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] 防災活動の必要性、私達にできる
こと（重松）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6tkok9s2e22qt3uatem8f0ojobz95ict)



2023-S000009606-11福岡大学で考える現代社会（主体性・社会性・協働性を身につける）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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　　

須長　一幸、有岡律子・紺田広明・鈴木学・橋場論

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、一般的な講義形式ではなく、体験型学習（PBL：Project-
Based Learning）を通して、自分で考え自分で行動することを意識しなが
ら、社会のなかで主体的に関わって生きていく上での活動を仲間とともに
実体験することを目的としています。
　授業ではまず、グループで活動するための基礎的なスキル（グループ
ワークの基礎、話の聴き方、質問の仕方、企画書の書き方、振り返りの仕
方、プレゼンの仕方、等）を学び、それを踏まえて今日的・現実的・複合
的な課題を探索します。続いて、発見した課題のその解決・改善策を企画
書としてまとめ、グループでの調査やディスカッションを重ねて企画書を
ブラッシュアップしたうえで、最終案を発表します。
　以上のようなグループ活動を通じて、社会には多様な考え方や価値観を
持った他者が存在していることについて理解を深め、そのような多様性を
持つ他者と協働するには各人の違いを尊重することが必要であることを身
をもって経験することで、「多様性」に対する理解や「協働性」の獲得を
目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 社会の特徴や課題が何か説明できる(DP2-1)(知識・理解)

2. 他者と協働して活動する上で何が必要であるかを説明できる(DP2-2)(知
識・理解)

3. 社会的な課題の解決に向けて、実際に他者と協働するためのスキルを発
揮できる(DP4-1)(技能)

4. 自立した社会人として成長していくためのスキルを発揮できる(DP1-2)
(技能)

5. 解決が容易ではない課題に対しても、粘り強く取り組もうとすることが
できる(DP3-2)(態度・志向性)

6. 共同体に貢献しようという姿勢を持ちながら活動に参加できる(DP4-2)
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：課題の解決に関する企画立案作業の準備(90分)

復習：毎回の授業後の振り返りの作成(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1. 毎回の振り返り（56%：4%×14）：その回の授業でどのような活動を
行ったかを客観的に記述し、その上で何を学んだか、どのような課題が
あったか、今後 どうするか、をわかりやすく書けているか、また課題の解
決に向けて継続的に取り組めているか

2. 各回の課題（毎回の振り返りを除く）の提出（10%）：授業で課された
課題に対して、適切に回答し、期限内に提出できたか

3. プレゼンテーションへの評価結果(15％)：社会の課題を踏まえて、その
解決に向けて分かりやすく効果的な提案をチームとして行っているか。

4. 最終レポート（19%）：以下の 2 つについて、適切に表現できている
か。①社会の特徴や課題を踏まえ、自分がこの授業で何を学びその後の成
長のためにどう すべきか、②他者と協働する難しさを踏まえ、協働に向け
て何が必要か。

注 1）欠席はグループワークに影響を与えてしまうことがあります。やむ
を得ない理由によって、事前の連絡を伴う欠席以外は、減点の対象となる
ことがあります（主に授業への参加やグループ活動を前提として評価され
る配点（上の基準のうち 1、2、3）から減点）。欠席が 4 回を超えた場合
には不合格になる可能性があります。

注 2）ミニッツペーパーやレポートは、必ず期日までに提出して下さい。
期日までに 提出ができなかった場合、減点の対象となります。

注 3）この科目は定期試験を伴わないため、再試験の対象とならないの
で、注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に定めません。必要な資料があれば、講義中に配
布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『福大生のための学習ナビ 2023』福岡大学
『「言葉の力」育成の手引』福岡大学教育開発支援機構

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意事項は3点あります。

1. この授業は、グループワークが活動の中心を占めます。
欠席をすると、同じグループのメンバーに大きな迷惑をかけて
しま うことをまず十分に理解することが重要です。十分な理由
があると認められない欠席や、事前の連絡のない欠席は減点の
対象となることに注意してください。グループの人数の均衡を
維持するため、欠席の多い学生をやむをえず別のグループへ移
動させるということもありまる。

2. 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 で作業することが必要となる場合があります。グループ
で連絡 を取り合う手段を確保し、スケジュール調整を行ったう
えで、 作業時間を作れるようにしておいて下さい。

3. グループでの活動状況を把握するため、授業の様子を教
員が適宜撮影することがあります。撮影した動画・写真は授業
改善や研究等に活用することがありますのであらかじめご了承
下さい。撮影されたもののうち、受講生の顔と氏名が同時に分
かるようなものや、顔が大きく写っているものについては外部
に公表することはありません。また、個人が特定できないよう
配慮した上で、受講生が授業内で作成した成果物についても上
記の目的で活用することがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回：グループワークの方法その1（グループワークの基本姿
勢、役割分担）
第3回：グループワークの方法その2（プレゼンの仕方、質問の
仕方、メモの取り方）
第4回：グループワークの方法その3（問いの見つけ方、文書の
まとめ方）
第5回：グループワークの方法その4（課題をテーマに議論す
る）
第6回：福岡大学について知る
第7回：第1次プレゼンへの準備
第8回：第1次プレゼンへの準備
第9回：第1次プレゼンへの準備
第10回：第1次プレゼン
第11回：最終プレゼンへの準備
第12回：最終プレゼンへの準備
第13回：最終プレゼンへの準備
第14回：最終プレゼンテーション
第15回：最終プレゼンテーションへの講評と全体振り返り

須長准教授、橋場准教授、紺田准教授は全15回を担当者として
参加します。有岡教授、鈴木准教授は、最終プレゼンテーショ
ン、およびその講評である第14回、第15回のみ参加します

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/3qt2wfjxpkre0cf0vrqw6p3r00n6enig)



2023-S000009606-12福岡大学で考える現代社会（資源循環と地球環境）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/17　３時限　　

山本　俊浩、添田政司、柳橋泰生、為田一雄、武下俊宏、星野篤、坂嵜代志夫、田代　武夫

◎－－－　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、地球温暖化だけではなく、
資源の枯渇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ます。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ます。
　本講義では、国及び地方における環境行政の現状、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、化学物質による環境汚染等をそれぞれの専門的
立場から講義担当者が作成したパワーポイントを用いて分かりやすく講義形式で解
説します。
　
具体的な内容は以下のとおりです。
　（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、持続可能な社
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
て学びます。また、各種資源のリサイクルに関しては（４）製品の資源採取から廃
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ます、そのリサイクルの現状と課題
について、（６）企業において家電リサイクルに従事している立場から実務経験を
活かして、「家電リサイクル法」に基づいた家電のリサイクルの現状と問題点につ
いて理解します。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
員が廃棄物処理処分に関する計画設計および事業化等の実務経験を活かし、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・災害廃棄物処
理処分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
からの廃棄物処理処分のあり方についての解説、（８）国内で発生し社会問題と
なった化学物質による環境汚染や健康被害についても学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国および各地方自治体（具体的には福岡市と北九州市）による環境政策の取り組み
を理解することができるようになる。(DP1-2)(知識・理解)

各リサイクル法や廃棄物処理処分がどのような背景、目的のもと実施されているか
を知ることができるようになる。(DP1-2)(知識・理解)

国および各地方自治体（具体的には福岡市と北九州市）によって環境政策の取り組
みは異なり、各種リサイクルにおいても、その産業界の歴史、対象品目、立場に
よってどのような手法が最適か、実際にどのようなリサイクル手法がとられている
かは異なることを学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に見ることがで
きる。(DP2-1)(知識・理解)

先行事例を理解することで、新たな課題に対してどのような解決策があるのかを身
につけた知識を相互に関連づけ、さまざまな領域で活用・応用・工夫ができるよう
になる。(DP4-1)(知識・理解)

環境問題について、テレビ、インターネット、新聞、雑誌等で多くの情報が発信さ
れているが、幅広い環境問題を意識しなければその情報を得ることはできない。こ
の講義を通じて、環境問題に関する情報を日常的に取得し、考えられるようにな
る。(DP1-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
FUポータルの講義内容を確認し、配布資料のある講義はその内容を、配布資料のな
い講義はインターネット等で関連事項を調べておいてください。(60分)

復習
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いてく
ださい。
　特に、各自、小テストの模範解答をその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しておいてください。
(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します。

　配分は以下の通りです。

　小テスト３０％：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４０％

を目安に総合的に判断します。

◎－－－　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　イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
　　（担当）　山本　俊浩（工学部）
２　材料リサイクルの現状と課題（１）
　　循環型社会形成基本計画を具体的事例で紹介
　　（担当）　山本　俊浩（工学部）
３　建設副産物におけるリサイクルの現状と課題(１）建設リ
サイクル法の概要について
　　（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）建設リ
サイクル推進計画について
　　（担当）　添田　政司（工学部）
５　家電リサイクルの現状と課題
　　（担当）　星野　篤
　　　　　　（西日本家電リサイクル（株））
６　北九州市の環境行政
　　（担当）　坂嵜　代志夫（北九州市役所）
７　持続可能な社会の構築に向けた我が国の取組み（１）脱炭
素社会実現への取組
　　　（担当）　柳橋　泰生（工学部）　
８　中間評価
　　　（担当）　柳橋　泰生（工学部）
９　持続可能な社会の構築に向けた我が国の取組み（２）自然
共生社会および循環型社会構築に向けた取組
　　　（担当）　柳橋　泰生（工学部）
１０　材料リサイクルの現状と課題（２）
　　　各個別リサイクル法とプラスチックリサイクルについて
　　　（担当）　山本　俊浩（工学部）
１１　廃棄物処理問題の現状と課題（１）
　　　住民合意形成と環境アセスメントについて
　　　（担当）　為田　一雄（工学部）
１２　福岡市のごみ行政の現状と課題
　　　（担当）　田代　武夫（元福岡市環境局）
１３　廃棄物処理問題の現状と課題（２）
　　　廃棄物処理処分及び最終処分場について
　　　（担当）　為田　一雄（工学部）
１４　化学物質による環境汚染と健康被害
　　　（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）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/z2bcik5votak5o8662gt8b7gkfhddf7d)



2023-S000009606-13福岡大学で考える現代社会「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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2023/07/29　５時限　　

浦　綾子、大平久美、本庄　考、大谷弘行、河原直人、林　誓雄、岩永和代、池田　智

◎－－－　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。
　授業の形式は、講義資料とミニッツペーパーを毎回配布し講
義形式で進める。ミニッツペーパーは、各自の受講後の感想や
気づき、思ったこと、考えたこと等を記述し提出する。
　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　－－－◎

受講後、生命倫理について倫理的課題に関心を持ち関連情報を
得て、社会とのつながりの中で自分なりの考えを持つことがで
きる(DP1-2)(知識・理解)

生命倫理とは何かを多様な側面から理解し、説明できる
(DP2-1)(知識・理解)

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捉
え方について説明できる(DP2-2)(知識・理解)

授業を通して様々な医療やケアの場面における実践、また、当
事者の体験から死生観や自死の捉え方について学び、倫理的課
題に気付くことができる(DP4-1)(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、学生自身が、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、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(60分)

◎－－－　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。
・講義を通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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ミニッツペーパーは、講義終了時または期限内に必ず提
出すること

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.ガイダンス(スタートアップ授業)（浦　綾子）
２.新型コロナウイルス感染症と健康リテラシー（GS　波
平恵美子/浦綾子）　 　　
３.現代社会と生命倫理（GS 波平恵美子/浦綾子）
４.ターミナルケアと生命倫理（安楽死の課題を含む）
（浦　綾子）
５.生きる権利を持つ人格の範囲～人工妊娠中絶の議論を
手がかりに～（林　誓雄）
６.安全と看護倫理（身体抑制の課題を含む）（岩永和
代）
７.食と看護倫理（経管栄養の課題を含む）（GS吉川千鶴
子/浦綾子）
８.緩和ケアについて～人が生命を脅かす病に直面した
時、何を思い何を為すか～（大谷弘行）
９.終末期における療養場所の意思決定支援（大平久美)
10.集中治療と生命倫理（GS平良沙紀/浦綾子）
11.臓器移植と生命倫理～移植コーディネーターと移植経
験者の立場～（GS岩田誠司、岡村英治　2名/浦綾子）
12.臓器移植と生命倫理（脳死を含む）（GS當房悦子/浦綾
子）
13.生殖医療の現状と問題（本庄考）
14.小児医療と倫理～こどもの最善の利益について考える
～(河原直人）
15.自殺と生命倫理（池田　智）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
uwgsjkp55lsf65wuydhay490wjfj9pqu)



2023-S000009606-14福岡大学で考える現代社会（グローカルな平和論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/23　５時限　　

渡邉　裕一、福元健之、大槻かおり、星乃治彦、山田良介、後藤富和

◎－－－　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、現代の国際社会で大きな問題となっているロシアとウクライ
ナの問題について、歴史的な視点から学びます。そのうえで、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
や中国など東アジアからの視点、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。最後に、核の平和利用といわれる「原子力発電」について、その
歴史を踏まえ、フクシマの原発事故とその後について学びます。
　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。

授業の進め方や学習の方法
　本授業は、オムニバスの講義形式にて実施します。
　
＊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10回、第11回をご担当いただく後藤富和先生
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。その他、被爆体験者のゲスト
スピーカー等もお招きする予定です。

◎－－－　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。(DP1-2)(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、各分野の
専門家による解説を踏まえ、それぞれの歴史的な背景や経緯を理解し
たうえで論理的・客観的に思考することができるようになる。
(DP2-1)(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。(DP4-1)(技能)

◎－－－　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、授業の内容の正確な把握に努めてくださ
い。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回の授業後に提出するコメントシート30％、定期試験70％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
です。欠席・遅刻に注意し、各講義のあとは復習を忘れな
いようにしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）（渡邉裕一・本学人文学部准教授）
２．総論　戦争と平和（星乃治彦・本学人文学部非常勤講
師）
３．ロシアとウクライナ①（福元健之・本学人文学部講
師）
４．ロシアとウクライナ②（福元健之・本学人文学部講
師）
５．自然科学から見た核兵器①（大槻かおり・本学理学部
助教）
６．自然科学から見た核兵器②（大槻かおり・本学理学部
助教）
７．語り継ぐ被爆体験（渡邉裕一・本学人文学部准教授／
ゲストスピーカー）
８．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）
９．戦争とジェンダー（星乃治彦・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（後藤富和・弁護士）
１２．新しい平和運動（渡邉裕一・本学人文学部准教授／
ゲストスピーカー）
１３．原子力発電の歴史（渡邉裕一・本学人文学部准教
授）
１４．新しい災害リスク―フクシマ原発事故（渡邉裕一・
本学人文学部准教授）
１５．まとめ（渡邉裕一・本学人文学部准教授）
＊ゲストスピーカーのご予定や進捗具合によって変更の可
能性がございます。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6d05lqr0qfqfu10gtjuwpa2e8up5oogk)



2023-S000009606-15福岡大学で考える現代社会（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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/23　５時限　　

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

◎－－－　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、中央ヨーロッパにお
よぶ各地域に、また、地理、歴史、美術、宗教、言語、スポー
ツ、政治、建築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。
本授業は、講義形式で行う。ミニッツペーパーを介して把握し
た受講生の反応（感想や質問）に対しては講義の中で随時
フィードバックを行う。
なお、東原の担当回（第10・11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　－－－◎

ヨーロッパ社会のありようをヒントに今後の日本社会について
考えていくための視座を得ようとする志向性を有している。
(DP1-2)(態度・志向性)

ヨーロッパについて、地理・歴史・美術・宗教・言語・スポー
ツ・政治・建築の諸分野にまたがる幅広い知識を獲得してい
る。(DP2-1)(知識・理解)

講義で身につけた知識をもとに、自らの考察を明瞭に記述する
ことができる。(DP4-1)(技能)

◎－－－　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)

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。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（毎回の授業の終わりに記し提出してもらうミニッツ
ペーパーによる）30％、定期試験の成績70%の割合で評価す
る。平常点において到達目標のうち態度・志向性の到達度を、
定期試験において知識・理解および技能の到達度を、それぞれ
測る。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、各講義担当者が資料を配布す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各回のミニッツペーパーは、グループウェア上でのGoogle
Formsを用いたアンケート形式により提出を求めます。回
答フォームのURLを毎回「授業管理」のお知らせによって
通知します。
配布資料は、FU_Box内に作る共有フォルダに、授業当日
の朝までにアップロードします。各自ダウンロード・印刷
のうえ授業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　シラバスの説明・オリエンテーション（スタートアッ
プ授業）（辻部・堺）
2　ヨーロッパの成り立ち―中世まで―（堺）
3　美術遺産とイタリア（浦上雅司）
4　カトリック教会とイタリア（浦上）
5　バルカン半島の歴史―ビザンツ帝国を中心に（西村道
也）
6　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）
7　中央ヨーロッパ：言語、文字、宗教の交錯（冨重純
子）
8　ドイツの地域生活とスポーツ（藤井雅人）
9　スポーツ強国としてのドイツ（藤井）
10　現代オーストリアの政治体制―成立と発展（東原正
明）
11　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）
12　中世のゴシック建築　フランスの大聖堂を中心に（太
記祐一）
13　建築文化のHUBとしての19～20世紀（太記）
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）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
smiu9g3vg3mf82xjakechcsvqr02zw28)



2023-S000009606-16福岡大学で考える現代社会（東アジアと福岡）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/23　５時限　　

三島　健司、折居　英章、三角　真、Tanjina Sharmin、新田よしみ、葛西　妙子、鄭 磊、平田　修、妹尾　八郎、小村　富士夫、光成　洋二

◎－－－　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。本講義担
当教員の光成 洋二 、小村富士夫、妹尾 八郎の3名は企業におい
て国際化などの実務経験を有し、それを活かした講義を行いま
す。本授業は、すべて講義形式により進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

卒業後、生涯にわたり持続的に学び続ける姿勢を身につけてい
る(DP1-2)(態度・志向性)

さまざまな領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物
事を多角的に見ることができる(DP2-1)(態度・志向性)

さまざまな領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物
事を多角的に見ることができる(DP2-1)(態度・志向性)

身につけた知識やスキルを相互に関連づけ、さまざまな領域で
活用・応用・工夫ができる技能を有する。(DP4-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスをもとに、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るように、インターネット等を用いて
各自で調べる。（予習）(60分)

講義で習ったことを、各自のことばで表現できるように記述練
習をする。（復習）(30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．「スタートアップ授業」イントロダクション+国際交
流の説明のビデオを講義前に各自視聴する。担当：三島健
司
［達成目標１］本講義の目的と進め方を通じ、社会におけ
る国際化の重要性を理解します。
2.東アジア・東南アジアと福岡の交流 +
 親日的な海外の国 担当：三島健司
海外での仕事、留学に必要な能力・基礎知識
3. コンピュータリテラシーとグローカル化 担当；折居 英
章
4.  コンピューターとAI技術　 担当；折居 英章
5.　インターネットとグローカル化  担当：三角 真
6.  国際的企業　担当：光成 洋二
7.  世界の商売  担当：小村富士夫
［達成目標２］国際化とコンピューター技術の関わりを理
解します。
8.　世界に広がる福岡大学方式・環境技術  担当：平田 修
［達成目標３］国際化と環境技術の関わりを理解します。
9.  コミュニケーションツールとしての英語１  担当：新田
よしみ
10.  コミュニケーションツールとしての英語２  担当：新
田 よしみ
11.　コミュニケーションツールとしての言語３  担当：鄭
磊
 12. 国際化と日本語  担当：葛西 妙子
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
［達成目標４］国際化とコミュニケーションの重要性を理
解します。
13.  感染症とグローバル化  担当：タンジナ・シャーミン
Tanjina Sharmin
14.  世界のビジネスモデル  担当：妹尾 八郎
15.  グローバル科学技術  担当：三島健司
［達成目標５］国際化と環境・科学技術について理解しま
す。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ubjk8vccg53j2sqcci326rkfkdwn5nqr)



2023-S000009606-17福岡大学で考える現代社会（Globalization of Japan ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2024/01/23　５時限　　

鈴木　慎也、Kenji Mishima, Rai Tei, Yoshimi Nitta, Sharmin Tanjina, Taku Aida, Takashi Egawa, Keiji Yanaase, Hiroyuki Nunome

◎－－－　概要　－－－◎

This is an omunibus format course taught in English. Various faculty
members of Fukuoka University will give lectures based on their
academic expertness and specialities (e.g. area characteristics,
academic-indeustrial partnerships, and so on), and students will be
able to acquire “glocal literacy” by understanding area
characteristics and global uniqueness of their own. Instructors have
broad experience of start-up business, business management, or/and
international exchanges, and each student will learn local history,
culture, economics, and special characteristics with the instructors and
understand what they need for their “global” career in future. This
lecture is proceeded in a lecture format.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students can explain communication abilities required to study or
work abroad.
(DP1-2)(技能)

Students can acquire basic knowledge on daily life required to study
or work abroad.(DP2-1)(知識・理解)

Students can have an interest and an inquisitive mind on the
international community and the role of Japan(DP4-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students need study materials and to do research on the Internet at
home to prepare essays related to lectures.(30分)

Students need to review the lectures with materials at home to
understand the important points.(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Based on the essays and assignments submitted for each lecture and
the results of semester final examinations, communication skills, basic
knowledge about living and studying abroad, and attitudes and
intentions toward internationalism are evaluated. Regarding the
assignments submitted, the evaluation criteria is whether sufficient
data has been collected and whether the applicants have clearly stated
their own views based on these data. Students are evaluated based on
the semester final exams (90%) and essays and assignments from each
lecture (10%).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Materials will be distributed in class
Students need to file distributed materials and bring them to
class.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Syllabus description and introduction as Start UP (Shinya
Suzuki)
2. Communication that can be learned through pro-Japanese
overseas countries (Kenji Mishima)
3. Language acquisition in internationalization (Rai Tei)
4. Power of Writing (Yoshimi Nitta)
5. Globalization of Local Communities (Kenji Mishima)
6. Globalization and the infectious diseases (Sharmin
Tanjina)
7. Globalization and vaccine developments (Sharmin
Tanjina)
8. Freshwater as a global resource (Kenji Mishima)
9. Green technology (Kenji Mishima)
10. Sustainable Development Goals and world affairs (Taku
Aida)
11. Carbon-neutral science and technology (Taku Aida)
12. Preparation for domestic and foreign disasters from the
standpoint of a pharmacist (Takashi Egawa)
13. Japan’s challenges and future vision for the
internationalization of sports (Hiroyuki Nunome)
14. Data society and internationalization (Keiji Yanase)
15. Environmental technology in internationalization
(Shinya Suzuki)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6l32caso2pi95sgfqf5g1gitd4dqc1wb)



2023-S000009606-18福岡大学で考える現代社会（スペインの社会と文化から学ぶ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/25　３時限　　

青木　文夫、椎名浩、畠中昌教、辻博子

◎－－－　概要　－－－◎

　講義形式の対面授業です。
　スペイン語を学ぶものにとっても、そうではないものにとっ
ても、ＥＵの主要な国であるスペインの社会と文化の概要は、
スペイン語が中南米の多くの国の言葉でもあることから、世界
情勢を理解するうえでも重要な知識となるだろう。その入門的
な科目として、複数の講師による輪講形式授業で、スペインを
中心とした地中海文化圏に関する基礎知識を学ぶことを目標に
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①EUの中でのスペインの国勢を理解する(DP1-1)(知識・理解)

②スペインを中心とする南欧の様子を理解する(DP1-2)(態度・
志向性)

③スペインの歴史を概観できるようにする(DP2-1)(知識・理解)

④スペインの地方自治の例から、言語文化に対する考えを形成
できるようにする(DP2-1)(知識・理解)

⑤日・西文化の懸け橋となるようにする(DP4-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新しい知識の整理とキーワードの意味を理解する(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中に説明したキーワードを中心とした論述問題を作成しま
す。定期試験において各担当者が出題する記述式の問題の中か
ら２名の担当者の各１問ずつを選択（計２問）して回答する
が、次の条件を理解して回答すること。答案はそれぞれの担当
者が、授業時に配布回収したミニッツペーパー（簡単なコメン
トや意見他を書かせるペーパー）の評価も加点しながら50点満
点で採点し、その合計の評価をそのまま成績とする。また、ミ
ニッツペーパーの加点の配分はトータルで40％とし、かなり重
視するので、試験の際はミニッツペーパーを提出していない担
当者の問題を回答した場合は、不利になると思って下さい。な
お、ミニッツペーパーは原則すべての授業の際に回収しますの
で、きちんと出席して対応するようにして下さい。その意味で
就職活動や課外活動で欠席が多く見込まれる学生の受講はお勧
めしません。
定期試験60％　（担当者2名を選択）（到達目標①②③④⑤）
ミニッツペーパー40％　（担当者2名を選択）（到達目標
①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし：各担当者より講義資料をプリントで配布するか、
moodleでファイルを送信する。

◎－－－　参考書　－－－◎

図説スペインの歴史（川成洋、中西省三編：河出書房新
社）
スペインの歴史（立石、関、中川、中塚著：昭和堂）
スペイン（増田監修：新潮社）
スペインの社会（寿里、原編：早稲田大学出版）
スペインの政治（川成、奥島編：早稲田大学出版）
スペインの経済（戸門、原編：早稲田大学出版）
講義の際にも各講師より随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スペイン語を履修していなくても理解できます。

担当責任者の青木のオフィスアワー（文系センター8階）
火曜昼休み12時10分から12時50分まで
木曜昼休み12時10分から12時50分まで
それ以外の日時については、メールで空いている時間を問
い合わせて下さい。
事前に予約なら確実です。留学、学習その他なんでも相談
OKです！
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　青木
イントロダクション（スタートアップ授業：動画配信）　
授業管理から詳しく説明します。
第２回　青木
（講義全体の概要と、スペインの国勢の概略）
第３回～第６回　椎名
（講義サブタイトル：スペイン史概説～教科書に登場した
スペイン、登場していないスペイン）
第７回～第１０回　畠中
（講義サブタイトル：スペインの観光地理学入門：ワイン
と美食のスペイン）
第１１回～第１４回　辻
（講義サブタイル：スペインの地域主義を地方自治とそれ
にかかわる歴史や文化を概観し、スペインを見ていこう）
第１５回　青木　3回目
（講義サブタイトル：スペイン語から学ぶ言語文化と言語
教育の将来）

詳細な講義概要は添付ファイルを参照して下さい。　

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
xsoz74aa4m69gq6ioksih6dwzec2tbhm)

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

講義概要
(福岡大学で考える現代社会（文化と教育）前期講義概要
2023.docx)



2023-S000009606-19福岡大学で考える現代社会（イスパノアメリカの社会と文化から学ぶ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/17　３時限　　

青木　文夫、辻博子、畠中昌教、フジヨシミヨコ

◎－－－　概要　－－－◎

　講義形式の対面授業です。
　中南米諸国にはスペイン語圏の国が19あり、スペインを含め
約4億5千万人以上がスペイン語でコミュニケーションをしてい
ます。この広大な文化圏を理解することは、世界情勢の理解に
欠かせない重要な知識となります。日本にも日系人を含む中南
米の人たちが多く訪れ、また実際に生活をしています。彼らの
心を理解するためにも、この科目で基礎的な中南米の現状を把
握して、国際人としての基礎知識としてイスパノアメリカの概
要を学ぶのを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①中南米諸国の独立の様子を理解する(DP1-1)(知識・理解)

②イスパノアメリカという概念を理解する(DP1-2)(態度・志向
性)

③メキシコやキューバといった未知の国の様子を理解する
(DP2-1)(態度・志向性)

④言語文化論のきっかけとなる議論ができるようにする
(DP4-1)(技能)

⑤言語教育論の入り口となる議論ができるようにする(DP4-1)
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新しい知識とキーワードの理解(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中に説明したキーワードを中心とした論述問題を作成しま
す。定期試験において各担当者が出題する記述式の問題の中か
ら２名の担当者の各１問ずつを選択（計２問）して回答する
が、次の条件を理解して回答すること。答案はそれぞれの担当
者が、授業時に配布回収したミニッツペーパー（簡単なコメン
トや意見他を書かせるペーパー）の評価も加点しながら50点満
点で採点し、その合計の評価をそのまま成績とする。また、ミ
ニッツペーパーの加点の配分はトータルで40％とし、かなり重
視するので、試験の際はミニッツペーパーを提出していない担
当者の問題を回答した場合は、不利になると思って下さい。な
お、ミニッツペーパーは原則すべての授業の際に回収しますの
で、きちんと出席して対応するようにして下さい。その意味で
就職活動や課外活動で欠席が多く見込まれる学生の受講はお勧
めしません。
定期試験60％　（担当者2名を選択）（到達目標①②③④⑤）
ミニッツペーパー40％　（担当者2名を選択）（到達目標
①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし：各担当者より講義資料をプリントで配布するか、
moodleでファイルを送信します。

◎－－－　参考書　－－－◎

概説ラテンアメリカ史（国本著：新評論）
上記を先ず読まれることを奨める。
その他は各担当者から講義の際に随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スペイン語を履修していなくても理解できます。

担当責任者の青木のオフィスアワー（文系センター8階）
月曜昼休み12時10分から12時50分まで
火曜昼休み12時10分から12時50分まで
水曜も可能ですが、メールで空いている時間を問い合わせ
て下さい。
事前に予約なら確実です。留学、学習その他なんでも相談
OKです！
メール：faoki@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　青木　
イントロダクション（スタートアップ授業：動画配信）
授業管理から詳細に説明します。

第２回　青木
イスパノアメリカの概要

第３回～第６回　辻
ペルーを中心とした、イスパノアメリカ征服と独立の歴史

第７回～第１０回　畠中
イスパノアメリカの観光を概観する

第１１回～１４回　フジヨシ
メキシコの教育、文化、社会について

第１５回　青木　3回目
言語と教育をめぐって：プエルトリコの例など

詳細な講義概要は添付ファイルを参照して下さい。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
z29dqtfz7d5fv7kesha5cuido3ot5zxn)

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

講義概要
(福岡大学で考える現代社会（文化と教育）後期講義概要
2023.docx)


