
専門性を高めるためには、
他分野からの

視点も重要なんだね！

政治

外国語外国語外国語外国語

自然

文学 法律

保健
哲学

専門分野

なぜ共通教育科目を学ばなくてはならないか

皆さんは、これまで小学校、中学校、高校
と１２年間にわたって教育を受けてこられまし
た。最高学府である大学における教育は、こ
れまでの教育を基礎にして、皆さんが社会人
として巣立っていくための「教育の総仕上
げ」ということができます。この総仕上げを通
して、皆さんが身に付けておかなければなら
ないものは、一つには高度な専門知識であり、
もう一つは幅広い教養です。この両者を備え
てこそ、本当の意味で「大学を卒業した社会
人」となることができます。実際、後者の幅広
い教養は、前者の高度な専門知識を活用し
て皆さんが社会で活躍する上で、なくてはな
らない「支え」になります。大学における共通
教育は、この支えの「種」を皆さんに植え付け

るものです。この「種」は「一度、習った事があ
る」という自信として皆さんの心に残ります。
必要になった時に育てて下さい。
例えばあなたが理系の学部を卒業後、〇
〇製作所に就職したとしましょう。あなたは大
学で培った専門知識を縦横に駆使して活躍
し、あるプロジェクトチームのリーダーに抜擢
されました。あなたはプロジェクトの方針を
上司に提案するために、開発する製品の説明
のみならず、経済の動向、生産拠点にする地
域の国際情勢など、多岐にわたる情報を整
理し構想を練らなければなりません。この時、
あなたは大学で身につけた人文科学や社会
科学の考え方、すなわちこれらの「種」をもと
にプロジェクトの立案に取り掛かり、現状の分

共通教育科目の学び方
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シラバス
平成27年度（2015年度）

Fukuoka Universit y
学部共通

Check! 学部共通シラバス

共通教育科目を全て紹介しています。
確認してみましょう。

■共通教育科目とは
どんな科目か

●１総合教養科目

析をし、方針を策定することになります。
あるいは、あなたが文系の学部を卒業して、
〇〇商事の営業担当として活躍することに
なったとしましょう。営業活動においては、顧
客が出す様々な要求に適切に対応するため
に、世界中の商品やサービスを組み合せて
新しいビジネスモデルを提案する必要があ
ります。その状況の中で、あなたは専門知識
以外にも、大学で身につけた自然科学の知
識の「種」やスポーツ・健康科学の知識の
「種」など、さまざまな「種」を育て、顧客の満
足と信頼を勝ち取ることになるでしょう。勿
論、現代社会において、語学の素養やITに関
する知識とスキルが極めて大切であること
も痛感することになるはずです。
クオリティ・オブ・ライフ（Quality of Life）
が求められるこの時代に、皆さんの今後の人
生を豊かで実りあるものにするには、高度な
専門的知識と同時に幅広い教養が欠かせま
せん。大学における共通教育は、この幅広い
教養の「種」を皆さん方に植え付けるもので
す。

本学の共通教育科目は「総合教養科目」
「外国語科目」「保健体育科目」および「単位
互換科目」の科目群から成り立っています。

１）幅広い分野にわたる総合教養科目
福岡大学では、総合大学の特長を生かし

て幅広い分野の総合教養科目が提供されて
います。本学の総合教養科目は、「人文科学」
「社会科学」「自然科学」、「総合系列科目」お
よび「学修基盤科目」の５つに分けられてい
ます。
このうち、「人文科学」「社会科学」「自然科
学」の３つの領域では、様々な学問体系の中
で確立してきた分野の科目が開講され、そ
れぞれを専門とする教員の講義を受講する
ことができます。「人文科学」では、主に哲学・
文学・歴史の分野、「社会科学」では、高校で
学んだ「現代社会」を発展させた分野（法律・
政治・経済・商学・社会学・心理学・文化人類
学）のほか、地理学や教育学、「自然科学」で
は、数学・物理・化学・生物・地学（自然地理
学を含む）の各分野が開講されています。
皆さんが専門分野を学ぶ上で必要となる
分野を学ぶこともできますが、専門分野と直
接関連がなくても、自分が興味のある分野
を学ぶこともできます。既に知識を持ってい
る分野をさらに学ぶのもよいし、新しく知識
を得たい分野に挑戦するのもよいでしょう。
総合教養科目の受講は、自分の学部で学ぶ
専門分野だけでなく、幅広い分野に触れられ
る貴重な機会となります。
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２）少人数による「教養ゼミ」
「教養ゼミ」では、１クラス２０名ほどの少
人数で、ゼミ形式の授業が行われます。２０１５
年度は、「人文科学」「社会科学」「自然科学」
の３つの領域の開講科目の中から、２６科目
３４クラスが開講されます。
ゼミ形式の授業の特長は、少人数で授業
が進められ、教員と受講者が双方向でやりと
りできるので、議論や対話を通じて、より深い
理解や知識が得られ、教員や他の学生との
交流を深められることです。特に「教養ゼミ」
では、様々な学部の学生が集まるので、他学
部の仲間たちと接することができ、自分とは
違う知識や視点を持つ仲間と交流を深めて、
お互いに個性を磨くことができます。いうま
でもなく、こうした機会を生かすには、授業へ
の積極的な参加が必須条件になります。
皆さんも「教養ゼミ」に参加し、仲間と討論

を深めて、多様な見方や考え方に触れ、自分
の知識を再編し、高めていく作業に挑戦して
みましょう。

３）現代の社会を理解する「総合系列科目」
現代の社会は、様々な新しい問題が生じて

います。その理解や解決のためには、今まで
積み重ねられてきた知の総動員が必要とな
る場合が少なくありません。「総合系列科目」
は、こうした現代の諸問題を考える科目です。
したがって、「人文科学」「社会科学」「自然科
学」のどれか１つの領域内には納まらず、横
断的な性格をもっています。
皆さんが大学を卒業して社会人となり、よ

き市民として幸福に暮らし、社会に貢献する
ためには、現代の社会をよく知る必要があり
ます。そのためにも、「総合系列科目」で現代
社会の構造、特徴、問題をいろいろな視点で

学び、考察することが大切になります。
「総合系列科目」は、オムニバス講義（学部
や専門分野の異なる複数の先生が担当する
講義）であることも特徴です。２０１５年度は６
科目１０クラスが開講され、例えば、マスメ
ディアと社会、地球環境、異文化理解、戦争
と平和、ジェンダー、健康と医療、地域と防災
など、現代の様々な問題が扱われます。

４）主体的に学び続ける姿勢を築く「学修基盤科目」
社会の情報化や技術革新が進むにつれ、
生活が便利になっていく一方で、次々に開発
される技術や社会の変化に対応する力が
益々重要になっています。また、グローバル
化が進んだ社会では、世界の動きを理解す
る力、協力して仕事を進める力などが必要に
なります。さらに、思いもよらなかった問題、
想定外の大規模な自然災害や事故が起こる
こともあるでしょう。このような現代社会では、
現状を問い直し、みずから問題点を発見し、
適切な問題設定とその解決策を模索しなが
ら、主体的に学び続けていくことが求められ
ます。
「学修基盤科目」では主体的に継続して学
ぶ人間に成長するための基盤を形成するこ
とを目的として、担当者と受講生が一緒に
なって様々な問題について考えていきます。

以上の１）～４）の総合教養科目に関する相
談は、共通教育センター（文系センター棟低
層棟１階）のほか、各学部事務室でも受け付
けています。
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●福大生のためのキャリアデザイン
大学を卒業してより良い社会人となり、人生を有意義なものにするには、大学生である自
分は社会のなかでどのような位置にあり、何を期待されているのか、また、大学における学
修を通じて何を身につけなければならないのかなどを学び、理解する必要があります。そし
て、大学で主体的に学ぶことの重要性・必要性を認識し、有意義に大学生活を過ごすため
の基盤となる知識を培うことが重要です。
この科目では、自立とは、職業とは何か、キャリアをデザインするとはどういうことか、キャ

リアをデザインするためには大学でどのようなことを学んでおかなければならないのかな
ど、キャリアを考えるために必要な基本的な知識や考え方を身につけることを目的として、
キャリア教育の専門教員による授業が行われます。また、福岡大学の学生支援体制を紹介
し、その活用法も伝授されますので、大学生活を始める人にはとても役立つ科目と言える
でしょう。

●アカデミックスキルズゼミⅠ・Ⅱ
アカデミックスキル（AS）とは大学生として学習・研究を行う上で必要なスキルのことで
す。ASゼミⅠでは、大学で学ぶために不可欠な基本的能力である「読む力、書く力、話す
力、聞く力」を育成し、大学での講義を通して知的体力をしっかりと身につける技を習得し
ます。ASゼミⅡではそれを「論理的思考力、コミュニケーション力、発想力」へと結びつけ、
大学での学びを一層意義深いものにしていきます。
ASゼミⅠ・Ⅱは少人数のゼミ形式で授業を行います。また、文系・理系の区別なくクラ

ス編成を行いますので、色々な発想の人と一緒に勉強することができます。さらに、文系教
員と理系教員の混合チームが担当しますので、受講者は文系教員の発想と理系教員の発
想の両方を知る事ができます。

●福岡大学を学ぶ・福岡大学でいかに学ぶか
皆さんがこれから数年間を過ごす「大学」とは、いったい何でしょう。また、「福岡大学」は

どんな大学なのでしょうか。福岡大学に入学した皆さんがこれらを十分に理解し、実り多い
大学生活を実現できるようにすることがこの授業の目標です。
この科目では、「福岡大学」について学ぶとともに、大学で学ぶ意味について考え、さらに
受講生自ら「大学生」としてのあり方と自分自身の将来を考えていきます。衛藤学長はじめ
福岡大学の各部局の先生方がそれぞれの立場から「福岡大学」、「大学」、「大学生」につい
て論じます。大学の使命、制度、実態をはじめ、福岡大学の学風や伝統、地域社会における
役割、日本・世界への貢献、さらには福岡大学で学ぶ皆さんの将来の進路に関する問題な
ど多彩で魅力溢れる内容となっています。

学修基盤科目
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●２外国語科目

リーディング＆リスニング

検定対策英語

インタラクティヴ英語

前期および後期

前期または後期

後期または前期

読む力と聴く力の基礎力をつけよう。

英検、TOEIC®などを受験しよう。

英語でコミュニケーションをとろう。

※前期に「検定対策英語」を履修した人は後期に「インタラクティヴ英語」を、前期に
　「インタラクティヴ英語」を履修した人は後期に「検定対策英語」を履修します。

目的別選択制（自分の目的に合うクラスを選びます）
受講者数の都合により希望通りのクラスにならない場合もあります。

※※2年次と3年次に分けて1週間に1回の履修になる学部学科もあります。
※※※GEはGAPとも連動しています（P.42参照）。

R&L

ESP

IA

クラス名 略称 受講学期 内容/目標

フレッシュマン・イングリッシュ（1年次）

インターミディエイト・イングリッシュ（2年次）

※

※

※※

リーディング＆ライティング

検定対策英語

CALL＆オーラル・コミュニケーション

グローバル・イングリッシュ

前期および後期

前期および後期

前期および後期

前期および後期

深く読む練習、思いを伝える練習をしよう。

英検、TOEIC®などのスコアアップを目指そう。

英語でどんどんコミュニケーションをとろう。

海外で英語を使ってみよう。

R&W

ESP

C&O

GE

クラス名 略称 受講学期 内容/目標

プレイスメント・テスト（クラス分けテスト）

※※※

国際化が叫ばれる時代ですが、情報・知識
の広まりは思いのほか偏っています。さまざ
まな国・地域の社会・文化・歴史、そして人々
の暮らしについて学ぶ必要があります。それ
らを学ぶ際に一番大事になるのは、その国・
地域の言語です。ここでは、福岡大学で学べ
る言語、そして、学習を支援する教材等を説
明します。

１）英語
英語の履修は次のような流れになります。
１年次では３種類のクラスを全て履修しま
す。２年次には４種類のクラスの中から自分
の目的に合ったクラスを１つ選択して履修し
ます。

２）その他の外国語科目
福岡大学では、英語のほかに、フランス語、

ドイツ語、ロシア語、スペイン語、中国語、朝
鮮語を学ぶことができます。人文学部ドイツ
語・フランス語・東アジア地域言語学科およ
び医学部看護学科を除き、英語を第１外国
語、それ以外の外国語を第２外国語と呼ん
でいます。
大学で第２外国語を学ぶのは多くの点で
有意義なことですが、なによりも、様々な国・
地域の人々とコミュニケーションをとること
ができるようになることで、多様な文化や考
え方が理解できるようになります。それは、自
国（日本）の文化、自分自身を深く理解する
ことにも繋がります。福岡大学では、多くの学
部学科が第２外国語の履修を推奨してい
ます。
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■TOEICⓇスコアによる
単位認定について

Check! TOEICⓇスコアによる単位認定

詳細・申請方法については必ず言語教育研究センターWebサイトを参照してください。
→http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu827/home1/

認定授業科目（単位） TOEICⓇ成績 認定単位数 成績標語評価

フレッシュマン・イングリッシュⅠ～Ⅳ
（各１単位）

インターミディエイト・イングリッシュ
Ⅰ～Ⅳ
（各１単位）

８６０点以上 ４単位

秀A
９０点

７３０点～８５９点 ３単位
６００点～７２９点 ２単位
５５０点～５９９点 １単位

■言語教育研究センターは、
自主的な語学学習を
応援します！

TOEICⓇの成績による共通教育外国語科
目（英語）の単位認定を行っています。所定

の申請期間にTOEICⓇ公開テストの公式認
定証またはTOEICⓇ IPテストのスコアレ
ポートを添えて「TOEICⓇの成績による単位
認定申請書」を提出し、認められれば申請し
た科目は単位認定されます。

単位認定基準

福岡大学では、１年間に５回程度のTOEICⓇ IPテストを実施しています。エクステンションセン
ターで申込みをしてください。詳細は、FUポータルや掲示板等で案内します。
また、福岡大学のエクステンションセンターでは、TOEICⓇ公開テストの受付やTOEICⓇ対策講座
も行っています。（「資格取得へのチャレンジ」（P．４６）を参照。）ぜひ活用してください。

１）TOEICR６００Challenge
所定の期間にTOEICⓇテストを受験した
皆さんを対象に、各学部よりスコア上位者２
名を選抜し、特別報奨としてハワイ大学で開
講される３週間の英語研修プログラムに参
加できるチャンスが与えられます。（詳細は
センターWebサイトを参照）

２）English Plaza & Language Plaza
文系センター棟高層棟１階にある「プラザ

５０」に、English Plazaを開設しています。ここ
では、月曜から金曜までの１２：１５～１４：１５の２
時間、英語のネイティブ・スピーカーの先生
２名を含めた３名の先生（日替わり）と英会
話を楽しむことができます。この時間帯であ
れば、いつでも立ち寄ることが可能です。学
部を問わず、英語を通じて友達もできる、楽
しい英語空間です。
英語以外の外国語で会話してみたいと
思っている人には、Language Plaza が用意
されています。日替わりで、ドイツ語、フラン
ス語、中国語、朝鮮語、スペイン語のネイティ
ブ・スピーカーと話すことができます。
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■e-learningについて
Check!

LERC２０１５ 言語
教育研究センター
ユーザーズガイド

語学の勉強方法に関することや、言
語教育研究センターが行うプログラ
ム、CALL教材、e-learning教材等も
詳しく載っています。確認してみま
しょう。

福岡大学で語学を学ぶ学習者は、
e-learningのオンライン教材を使用して、曜
日・時限・教室という時間・場所の枠にとらわ
れることなく効率的に語学学習を進めること
ができます。言語教育研究センターのWeb
サイトを基点に、コンピュータ支援語学学習
を進めてください。学内のCALL 教室（７３２、
７４２、A８１４）・PC教室を利用することも可能
です。e-learning 教材は今後も増えていく
予定です。
・英語学習システム
「English Discoveries Online」
・TOEICⓇ対策用および総合的な英語学習
用の「ALC NetAcademy２」
・総合的な中国語学習用の「ALC Net
Academy２中国語コース」
・中国語教育サポート教材「体会漢語」
・朝鮮語教育サポート教材「ハングルマダ
ン」
・ドイツ語教材「ドイツ語入門」
積極的に語学学習システムや教材を活用

しましょう。

詳しくは、言語教育研究センター（文系セ
ンター棟低層棟１階）にお尋ねください。

共
通
教
育
科
目
の
学
び
方

21 福大生のための学習ナビ 2015



●３保健体育科目 ●４単位互換科目
健康を維持し体力を増進するにはどうした

らよいかという科学的な知識は、生涯の各時
期におけるクオリティ・オブ・ライフを高める
ために有用です。そこで、生涯を通じて役に
立つ健康・保健教育を提供するという目的で、
本学では保健体育科目がすべての学部で必
修単位として設定されています。
具体的には、「生涯スポーツ演習Ⅰ～Ⅳ」

と、講義科目として「生涯スポーツ論」があり
ます。「生涯スポーツ演習」は若干の講義を
含む実技としての演習形式をとり、基礎的な
健康体力づくりのためのフィットネスと、学生
の皆さんが自ら選択することができる多くの
スポーツ種目（サッカー、バスケットボール、
ソフトボール、バレーボール、バドミントン、テ
ニス、卓球、スキー、アクアスポーツなど）が
あります。「生涯スポーツ論」は健康体力づく
りの理論的学習のみならず、スポーツ文化や
地域スポーツなど、生涯にわたるスポーツを
様々な視点から講義します。
本学にはスポーツ科学部や医学部、薬学
部などの健康・保健分野と関係の深い学部
があり、専門家が共通教育に携わることので
きる環境が整っています。これが特徴ある充
実した科目を提供できる大きな理由となっ
ています。
生涯スポーツ演習Ⅰ・Ⅱの履修者のうち、
疾患などのため激しい運動ができない人に
は、「保健コース」という授業が開講されてい
ますので、共通教育センター事務室または学
部事務室に相談してください。

福岡大学は、福岡市の西部地区に位置す
る五大学（九州大学、中村学園大学、西南学
院大学、福岡歯科大学および本学）間で連携
する協定を結んでいます。２年次生になれ
ば、他大学キャンパスで他大学の開講科目
を受講することができます。
詳しくは、教務課（文系センター棟低層棟
１階）にお尋ねください。
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