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学習ナビを活用して、
有意義な大学生活を送ろう！

充実した福岡大学での学習・大学生活へ、
あなたをナビゲート。
この『福大生のための学習ナビ２０１６』は、新入生の皆さんが福岡大学での学習および大学
生活で戸惑うことのないようにナビゲートする目的で作られています。
大学で学習するための基本姿勢に始まり、履修登録について、単位のこと、レポート作成方
法や試験の受け方など、大学特有の教育システム、学習スキルについて説明しています。
また、福岡大学には皆さんの学習に関するサポートはもちろんのこと、一人ひとりの可能性、
夢、日々の成長をサポートする多くの部署や施設・設備があります。例えば、「学生部」「図書
館」「共通教育センター」「言語教育研究センター」「総合情報処理センター」「国際センター」
「エクステンションセンター」「就職・進路支援センター」などが設置されています。『福大生の
ための学習ナビ２０１６』には、それらの部署・施設がどこにあり、どのようなサポートが受けられ
るかについても紹介しています。
『福大生のための学習ナビ２０１６』を４年間もしくは６年間の在学期間中、折に触れて読み
返し、十分に活用しましょう。
『福大生のための学習ナビ２０１６』を活用することによって、新入生の皆さんが大学での学
習をスムーズに開始でき、これからの大学生活が有意義で、充実したものとなるように願って
います。

『福大生のための学習ナビ２０１６』編集委員一同
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■「建学の精神」

建学の精神

■「教育研究の理念」

教育研究の理念

■「知」と「心」を学ぶ

■大きな人間に

はじめに
福岡大学は西日本有数の私学として存在力をもつビッグ・ユニバーシティです。文系理系

の各分野が多面的・一体的に配置された総合大学であり、さらに福岡市南西部の七隈の地を
拠点とした福岡のシンボル的大学でもあります。
本学は、「建学の精神」に基づいた全人教育を目標として、「教育研究の理念」に掲げる三つ

の共存をはかることによって、真理と自由を追求し、自発的で創造性豊かな人間を育成し、社
会の発展に寄与することを使命としています。

本学の「建学の精神」は、思想堅実、穏健中正、質実剛健、積極進取の４つの柱から成り
立っています。思想堅実とは、考え方がしっかりしており、独断や偏見にとらわれない生き方を
求めること、穏健中正とは、温和で包容力があり、バランス感覚に優れた能力を身に付けてい
ること、質実剛健とは、誠実で責任感が強く、何事にも屈しない人生をめざすこと、積極進取
とは、新しいこと、困難なことに自ら進んで取り組んでいこうとすることだと言えます。
「建学の精神」は、人として備えるべき４つの精神像を強く打ち出したものです。本学は、こ
の「建学の精神」に沿う人材を求め、育成する努力を続けています。

思想堅実 穏健中正 質実剛健 積極進取

本学の「教育研究の理念」は、「人材教育」と「人間教育」の共存、「学部教育」と「総合教育」
の共存、「地域性」と「国際性」の共存の３つの柱から構成されています。この「教育研究の理
念」は、専門性にとらわれない幅広い視野と豊かな人間性を備えた人物を育成すること、学部
の専門的な知識や技能を高め、社会の進歩や変革に応え得る深い学識を有する人材を育成
すること、国際性と地域性を兼ね備えた２１世紀に通用する人材を育成すること、をめざして
います。

「人材教育」と「人間教育」の共存
「学部教育」と「総合教育」の共存
「地 域 性」と「国 際 性」の共存

学生の皆さんにはここ七隈キャンパスで、勉学、課外活動その他の面で自主的・主体的に
ベストを尽くし、「建学の精神」と「教育研究の理念」が示す人物像に近づいてほしいと思いま
す。そのためには、「知」を学ぶだけでなく、「心」も学んでほしいのです。
「知」を学ぶとは、専門的な知識や教養の知識など幅広い知識を得ることであり、さらに、論
理的な思考力や総合的な視点と判断力、説得的な表現力などを身に付けることです。「心」を
学ぶとは、礼儀・マナー、倫理、良識、正義、バランス力、包容力など多くの精神に関わる部分
を身に付けることです。もちろん、「知」を学ぶことは「心」を学ぶことにもつながり、両者は必
ずしも無関係なものではありません。この２つの大切な側面を学生時代に是非とも多く自分
の中に身に付け、自分をみがく努力を重ねていってください。そして、種々の問題を自ら「発
見」、「解決」する能力を身に付けてほしいと思います。

福岡大学の主役は学生の皆さんです。皆さんが意欲的に学び、知識を知恵に昇華させな
がら信念を確固たるものとし、自ら道を切り拓き、時代を切り拓いていく。福岡大学はそれを
可能にする環境の整備に、まさに本学のスローガン「人をつくり、時代を拓く」のとおり、全学
を挙げて取り組んでいきます。
学生の皆さんが福岡大学の恵まれた環境を最大限に生かし、大いなる成長を遂げていく

ことを心から願っています。

福岡大学の学生の皆さんへ
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自ら主体的に学問に取り組むスタンス
大学生から

学生

教えを受ける、受け身のスタンス
高校生まで

生徒

■「生徒」から「学生」に

■一人ひとりの目的に
あわせた勉学

■大学で学ぶ全体像を
描こう

高校生までとの違い

大学で学ぶ人を「学生」と呼びます。大学
に入学した皆さんは、中学・高校時代の「生
徒」ではなく、大学で学ぶ「学生」になったこ
とをまず自覚しましょう。「生徒」とは教えを
受ける人のことをいうのに対して、「学生」と
は自ら主体的に学問をする人のことをいうの
です。
高校までは授業科目の時間割が既に決め

られていますが、大学では、自ら履修する科
目を選択し、自ら時間割を作成します。つまり、
人によって履修する科目もその数も異なりま
す。科目の区分ごとに必要な単位数や科目
数、それらを合計した総単位数、さらに在学
期間などが定められており、その条件を満た
せば、卒業し、学士の学位を取得することが
できます。

大学の授業の形式には、大きく分けて「講
義」と「ゼミナール」との二種類があります。
「講義」とは、それぞれの専門分野につい
て、研究を行っている大学の教員が、その研
究の一端を講義科目のテーマに沿って学生
の皆さんにも分かるように解説することです。
そのため、「講義」では、先生の話を聴いて
ノートをとるという形が一般的です。
「ゼミナール」という授業形式は講義を聴
く形式ではなく、担当教員の専門分野に関心
をもつ学生の皆さんが、教員の指導のもとに
自ら調べて報告したり研究発表をしたりして、
少人数で主体的に学ぶものです。
「講義」、「ゼミナール」などの授業形式に
かかわらず、「学生」である皆さんは、受身で
はなく、自ら積極的に学び取る姿勢で授業に
のぞ

臨むことが求められます。

これまでの皆さんの勉学を振りかえって
みると、中学・高校まではそれぞれ「高校進
学」や「大学進学」といったクラスメイトと共
通の目標に向かって勉強してきた人がほと
んどです。大学でも、「卒業して就職する」と
いう目標は多くの皆さんに共通したものかも
知れません。しかし、どの企業に就職してど
んな仕事をしたいかは人それぞれです。企
業で製品開発に従事したい人、営業や販売
の仕事につきたい人、あるいは教員や公務員
になりたいという人もいるでしょう。皆さん一
人ひとりが何を目指すのか、そのために大学
在学中にどんな目標をもって何をするのか
はそれぞれ異なります。しかも、これは皆さん
の今後の人生に直接かかわるきわめて大き
な問題です。したがって、大学生であること
は長い人生の中では短い期間ではあります
が、大学で学ぶことは高校までとは比較にな
らないほど重要な意義をもっているのです。
皆さんが目指すものが異なれば、大学で
学ぶものも一人ひとり違ったものになるはず
です。福岡大学では、皆さんの将来の希望を
実現するために必要な、数多くの授業科目を
用意しています。

大学で学ぶ全体像を描くということは、あ
なたが福岡大学で学ぶ目的を明らかにする
ことなのです。それによって何を学べばよい
かは決まってくるのです。まだ目的が明確で
ない人は、入学した今、そしてこれからの一
年間がとても大切です。入学後におこなわれ
る履修登録指導ガイダンスをよく聴き、専門
分野の基礎となる１年次の必修科目をきち
んと受講して、一日も早く自分が目指すべき
ものを見つけましょう。それが見つかれば、
それを実現するために何が必要かが見えて
きます。
もうひとつ重要なポイントを付け加えてお
きます。それは、これから大学で学ぼうとする
皆さんは「これからの社会を支える大事な人
材として成長することが期待されている」と
いうことです。大学で目的をもって多くの知
識を学んでも、人間として必要な社会の
ルールやマナーをしっかりと身につけていな
ければ、大学で学んだ成果を活かす場さえ
与えられないでしょう。
つまり、社会の期待に応えることができる
人となることが、皆さんにとって大学で学ぶ
本当の意義だということをぜひ理解していた
だきたいと思います。

積極性を
育むために

大学では、自ら積極的に学ぶ姿勢がとても重要です。しかし、積極的な姿勢
はどうしたら身につけることができるのでしょうか。それにはまず、積極的に話
したり、書いたり、コミュニケーションをとったりすることができる場にチャレンジ
してみることがなによりです。

福岡大学では、「大学から始める『言葉の力』育成プログラム」という課外講座を開講しています。
これは、学生同士のコミュニケーションをベースにした参加型のプログラムで、学部や学年の違う
学生たちと、実際に話し、書き、コミュニケーションをとることが中心になっています。「言葉の力」
の向上はもちろん、多くの学生と知り合いになれるチャンスでもあります。自分のなかにある積極
性を引き出すきっかけとして、あるいは積極的に学ぶためのトレーニングとして、ぜひこのプログ
ラムを活用してみて下さい。詳細は、教育開発支援機構事務課（Ａ棟地下１階）までお尋ねくださ
い。また、FUポータル（ P．４１参照）でもお知らせしています。

福岡大学で学ぶ基本姿勢
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授業の概要は
シラバスで
事前にチェック！

大学の授業は
ノートのとり方が
ポイントです！

●１シラバスの活用

●２授業を受ける際の心構え

●３授業を受ける際のマナー

●遅刻をしないよう、
授業開始前に座席に着く。

●遅刻をしたら、
静かに後方から座席に着く。

●教室では脱帽する。

●携帯電話やスマートフォンの
電源を切る。

●私語をしない。

●飲食をしない。

●途中退室をしない。

●１高校までのノートとの違い
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●２聞く技術
授業の受け方
高校の授業とは比べものにならないくらい
内容が豊かで分量も多い大学での学習を効
率的で成果のあるものにしていくには、授業
に臨む姿勢が非常に大切です。ここでは、授
業を受ける際に必要な心構えと学習スキル
を解説していきます。

シラバスとは詳細な授業計画のことで、先
生と学生の授業履修に関する約束ごととし
て重要な意味があります。（ P．１４参照）毎
回の授業前にシラバスを開き、その日におこ
なわれる授業の内容を授業計画等で確認し、
事前にテキストを読むなど、その日の予習を
して、授業に臨みたいものです。また先生に
よっては、受講している科目の各回の内容や
参考資料などをFUポータル（ P．４１参
照）に掲載されることがありますから、これも
活用しましょう。

一般的に大学の授業は高校までと比べて
受講生が多く、大人数のなかに埋もれてしま
うと、漫然と話を聞いてしまったり、つい私語
をしてしまったりということにもなりがちです。
授業に出席している時間を無意味に過ごさ
ないためには、能動的に聴く姿勢がとても重
要になります。その授業を受ける意味を自分
なりに考え、目的意識と参加意識を持って授
業に臨んで下さい。
また、ゼミなどの小人数の授業では、発言
が求められることも多くなります。単に聞くだ

けではなく、積極的に発言することも心掛け
て下さい。

授業を受講する際、授業をされる先生に
敬意を払うことは当然のこと、授業を受けて
いる他の学生に迷惑がかからないようにする
ことも大切です。授業を受講するマナーとし
て、「他者を気遣う心」を持ち、言うまでもあり
ませんが、以下のことには十分注意しましょう。

ノートのとり方

「ノートをとる」という行為は、授業を消化
吸収し、知的栄養として自分のなかに取り込
んでいくプロセスに他なりません。ですから、
ノートをとる技術は、大学四年間での知的成
長の基盤になります。
しかし大学で必要なノートの技術は、高校
までのそれとは違います。板書が中心で進
む高校までの授業と違い、大学の授業には
様々なタイプがあるからです。例えば、先生
が「レジュメ」というプリントを配布し、レジュ
メの説明が中心で進む授業もあれば、先生
のトークが中心で、板書はメモ書き程度にし
か書かれない授業もあります。プロジェクタ
で投影するスライドが中心の授業も増えて
きています（大まかな目安ですが、本学の初
年次学生が受講する授業は、スライド型授業
が３割、トークやレジュメ中心の授業が１割
程度のようです）。
どのタイプの授業でも共通するのは、先生
の板書を丸写しするだけではよいノートには
ならない、ということです。大学の授業の中
心は、先生が「書いたこと」よりも「言ったこ
と」にあることの方が多く、板書として書かれ
る内容が授業全体の重要部分を尽くしてい
るわけではないからです。大学の授業での
ノートは、「先生が書いたことを書き写す」（文
字情報→文字情報）ことではなく、「先生が
言ったことを、聞いて、理解し、自分なりにま
とめ直して文字化する」（音声情報→文字情
報）ことが求められます。

音声情報を文字情報に変換し、記録するに
は、「聞く」を意識する必要があります。特にス
ライド型の授業や、先生のトークが中心の授
業は、慣れるまでは情報量が多すぎたりペー
スが速すぎたりするように感じられることも
多く、聞く技術の重要性はより高くなります。
「聞く」のレベルを上げるには、話の流れが
どうなっているのか、次にどう進むのか、ト
ピック同士の関係を押さえることが鍵になり
ます。特にポイントになるのは「接続詞」です。
次にその車がどちらに進むのかを示す「自動
車のウィンカー」のように、接続詞は「話が次
にどちらの方向に進むのか」を示す働きをし
ます。接続詞（特に、「つまり」や「例えば」など、
次に詳しい説明が行われることを示す接続
詞が重要です）に意識を向け、話が次にどう
進むのかを予測しつつ話を聞くことで、全体
の流れがどうなっているのか、より理解しや
すくなります。そしてノートには、それぞれの
トピックをただ羅列するのではなく、それら
がどういう関係にあるのか表記し、つながり
が分かるようにしましょう。
このように、大学でのノートには、音声情報
を聞いて、判断し、考え、文字化し、その結果
を文章や図式として記述していく、という複
合的なプロセスが求められます。ですから、
しっかりとノートをとることは、判断力・思考
力・説明力を鍛えることでもあります。当然
ですが、他人のノートをコピーできても、他
人の思考力をコピーすることはできません。
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矢印、囲み、下線などで、重要部分や
関係をわかりやすく示しています。

復習として自分なりにまとめを書くこ
とは、説明力、思考力の鍛錬になります。

このように、大きな項目はより左に、
細かい項目は右にずらして書いてい
くことを、「インデント」と言います。
インデントを行っておくと、どの項
目がどの項目を説明しているのか、
全体の関係がわかりやすくなります。

左のスペースには、テキストや
資料の補足を書いたり、授業中
に分からなかった用語を調べて
書き込んだりしておきます。

このノートは、ページの左と下にス
ペースを設けた「コーネルメソッド
ノート」を使っています。アメリカ
のコーネル大学で開発されたノート
で、本学の第一売店で購入できます。
普通のノートに適当に線を引けば、
簡単に自作もできます。

具体的なエピソードを交えて
おくと、授業の内容を思い出
す引き金になります。

全体的にスペースがゆったり
とれています。

●３ノートをとる技術 ●４スペースを使って思考力を鍛える ●５スライド型の授業の受け方

●６ノートの実例

さて、ノートの技術の向上のために、具体
的にはどのような点に注意すればよいでしょ
うか。以下では、ノートをとる技術のなかでも、
すぐに活用できるものを挙げておきます。

１．空白をたっぷりとる
授業の中には分からなかった事項や用
語がでてきます。あとで調べて書き足せる
よう、左右にスペースを空けましょう。
２．インデントを行う
「インデント」とは大きな項目をより左に、
小さな項目を右にずらして書いていくこと
を言います。インデントを行っておくと、ど
れがどれを説明するための項目なのか、
全体の関係がより明確になります。インデ
ントを行うためには、先生の話を漫然と聞
くだけではなく、トピックの関係を意識して
聞く必要があります。
３．具体的なエピソードをメモする

先生が説明のために具体的なエピソー
ドを交えて話すことがあります。こうしたエ
ピソードはキーワードだけでもメモしてお
きましょう。後で見返した際に内容を思い
出しやすくなります。
４．教室の前方の席に座る

前方の席に座ると、教員の話をよく聞き
取れるうえ、集中することができます。後方
の席では、集中して聞けないことがままあ
ります。

ノートは、後で読み返したときに、授業の重
要な内容をうまく再現できるものでなけれ
ばなりません。ここで示したテクニックを用い
て、授業の中で示された個々のトピックの流
れや関係を意識したノート作りを心がけて下
さい。

授業内容の要点を把握すること、そして、
分からない部分を補足しておくこともノート
作りのポイントです。しかし授業の中で説明
された部分のうち、どこが重要かを見抜くこ
とはなかなか難しく、また自分が「何が分
かっていないか」という授業の中での疑問点
を明確にするのも簡単ではありません。それ
らを掴むには、自分なりに授業内容を要約し
てみることが一番です。ノート（普通はペー
ジの一番下の数行）にあらかじめ空行を作っ
ておき、授業後、そのスペースに授業の要点
を短くまとめて書いてみる、という作業をして
みて下さい。先生の説明を自分の言葉で短
く言い換える、という作業は面倒に聞こえる
かもしれません。しかしその分、実践すれば
判断力・思考力・説明力の訓練になります。
できる科目からだけでもトライしてみて下さ
い。
要約作業を実際にやってみると、授業の中

で理解が甘かった部分が明らかになってき
ます。用語が分からない場合、自分で調べて
ノートの余白に書き込みましょう。また、個別
の内容が分からない場合は、質問の形にして
余白に書き込みましょう。そして、授業の後に
先生に質問するか、オフィスアワーに先生の
研究室を訪ねて確認して下さい。電子メール
で先生に質問することもできます。

スライドを使ったタイプの授業では、先生
がスライドを印刷したプリントを配布してく
れることもあります。この場合、書く分量は
ぐっと減りますが、かえってその分集中力が
弛緩してしまいがちです。先生の説明を自分
なりに言い換えるとどうなるか、をプリントの
余白に書き込みながら聞くなどして、集中力
を切らさないよう工夫しましょう。

以下では、実際に福大生が作ったノートを
例にして、ノートのとり方のポイントを確認し
てみましょう。

教職員に電子メールを送るときは、件
名・学籍番号・氏名を必ず書いてください。
また、返信をもらったら、返信に対してお
礼のメールを送りましょう。自分から質
問・依頼のメールを送った場合、相手から
の返信→返信へのお礼のメール、という
一往復半のメールのやり取りが基本です。

Check! オフィスアワー
教員が学生の相談に応じる専用の時間帯

のことです。FUポータルからも先生のオフィ
スアワーが検索できます（「授業関連」→「オ
フィスアワー」）。

メールを送る際のマナー
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必修科目 選択
必修科目 選択科目

必ず履修
しなければ
ならない科目

指定された
複数の「科目」の
中から選択

自由に選択
できます

共
通
教
育
科
目
専
門
教
育
科
目

※関連教育科目は、選択科目に当たりますので、自由に選択できます。

フレッシュマン・
イングリッシュ、
生涯スポーツ
演習 など

総合教養科目
科目区分ごとに履修しなければ
ならない単位が決まっています。

各学部で個別に設定
学修ガイドの「授業科目表」で確認しましょう。

科目はこのように
分類されるんだね！

●１共通教育科目

●２専門教育科目

●３関連教育科目

大学で学ぶ科目の種類

大学では数多くの「科目」を用意していま
すが、「科目」はその性格から、「必修科目」
（授業科目表に※印がついています）、「選択
必修科目」（△印がついています）、「選択科
目」に分けられています。
「必修科目」は各専門分野で基礎的な性
格をもつ「科目」ですから、その学部学科の
学生は必ず履修しなければなりません。１科
目１単位でも不足すると卒業できなくなり
ますから注意が必要です。

「選択必修科目」は学部学科が履修を推奨
する重要な科目であり、指定された複数の
「科目」の中から定められた科目数あるいは
単位数を選択して履修するものです。した
がって、「必修科目」以外は自分自身で選択
して履修することになります。
学部によって多少の違いはありますが、以
上３つの科目はおおむね次の３つに区分さ
れています。

理系の学部の人には文学や政治や経済の
知識は不要でしょうか。文系の勉強をしてい
る人は、自然現象や工業技術に無関心でも
いいでしょうか。決してそうではありません。
将来、自らの優れた専門性をもって社会で活
躍する時、専門だけではない幅広い知識や
理解力が大きな力を発揮するのです。「共通
教育科目」は、学部学科にかかわらず、福岡
大学で学ぶ皆さんが、大学で学んだ人とし
て当然身につけておかなければならない幅
広い知識を提供するものです。
「共通教育科目」はさらに「総合教養科目」
「外国語科目」「保健体育科目」「単位互換科
目」に分けられています。（「共通教育科目の
学び方」（ P．１７）を参照してください。）

皆さんの所属する学部学科が独自に設置
している専門の「科目」です。これこそが、皆
さんが選んだ専門の分野を学ぶための科目
です。当然、卒業に必要な単位数も一番多く
なっています。講義科目だけではなく、演習
や実験・実習科目も多く開かれています。
時間割に示されている授業時間だけでは

なく、課題やレポート作成などの時間も必要
になります。十分に時間をかけてしっかり学ん
でください。

文系学部および理系学部の一部では、他
の学部学科で開講されている専門教育科目
の中から、皆さんが所属する学部学科の学
修に関連が深い科目が指定されています。
専門に学ぶ内容を、より深く広いものにする
ための科目です。卒業に必要な単位に加え
ることができます。

この他にも、本学では教職課程、博物館学
芸員課程、社会教育主事課程を開設しており、
それぞれの課程において、免許・資格取得に
必要な科目が定められています。教員免許
や学芸員、社会教育主事の資格取得を希望
する人は、教職課程教育センター事務室（８
号館２階）で配付する『教職課程・博物館学
芸員課程・社会教育主事課程 履修の手
引』で確認しましょう。

Check! 授業科目表

『学修ガイド』の学科履修規程に「年次別授業科目表」を掲載しています。

Check! 学修ガイド

授業、試験、履修登録に関すること、
学修を始める上での基本的なあらゆ
ることが載っています。授業に関して
分からないことがあれば、まず、自分
の学部の『学修ガイド』を開き、確認し
てみましょう。

科目と履修計画
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科目の選択は、
あてずっぽう
ではダメだよ！

未来の自分をイメージして、
なりたい自分に必要な
ピース（科目）を選ぶのね！

↑ なりた い 自 分

授業関連

■科目の選択

Check! シラバス

シラバスとは、授業科目の詳細な授業計画のことです。
『学部専門シラバス』と『学部共通シラバス』があります。

Check! 授業時間割

一目で何曜日の何時限目にどのような科目があるかを確認できる一覧表になっています。
FUポータル（「授業関連」→「教務」→「Web授業時間割表」）からも確認できます。

それでは、数多く用意された「科目」の中
から、どれをどのように選べばよいのでしょう
か。「科目」の選択と履修にあたっては、とて
も大事なことがあります。
皆さんが学ぶそれぞれの学問分野は、さ

らに多くの専門的な分野の科目が集まって
ひとつの体系として成り立っています。した
がって、自分が学ぶそれぞれの「科目」が、そ
の学問体系のどこに位置しているのかを理
解しておく必要があります。
将来の目標に合わせて自分に必要な「科
目」を自分で選択し、ひとつひとつその位置
を確かめながら履修していかなければなりま
せん。
これは百何十ピース（単位）かの「ジグ
ソー・パズル」を作るようなものです。パズル
を完成させるためには、完成後の全体像が

見えていなければなりません。同様に、「科
目」の選択も、まずあなたが在学中に学ぶ全
体像を描いて、それによって選択し、履修して
いくようにしなければならないのです。
前に述べたように、人によって履修する「科
目」もその数も異なります。すなわち、大学で
は、「科目」の区分ごとに必要な単位数や科
目数、それらを合計した総単位数、さらに在
学期間などが定められています。そして、こ
れらの条件を満たせば卒業できるようになっ
ています。
それぞれの「科目」は、その内容や授業時
間数によって１から８の「単位数」が決めら
れています。時間制の医学部医学科を除き、
卒業に必要とされる単位数は学部学科ごと
に定められており、合計１２４単位から１３０単位、
６年制の薬学部では１８６単位です。これに足

りないと卒業はできませんが、だからと言っ
て、この単位数を目標にしてはいけません。こ
れはあくまで卒業できる最少の単位数です。
大学での履修は、用意されている「科目」

の中から、科目の区分ごとに決められた単位
数に不足しないように注意するとと
もに、あなたの目的にあわせて「科
目」を選択しながら、しかもバランス
よく履修していくことが求められま
す。
履修する科目を決めるにあたっ

てはシラバス（Webシラバスも利
用できます）を活用しましょう。関心
をもった科目は、まずシラバスをよ
く読んで履修するかどうか決めま
しょう。シラバスには授業の概要や
授業計画、評価の方法などが記載
してあります。先生はそこに書かれ

た内容にしたがって授業を進めます。学生の
皆さんはそれが自分にとって役立つ講義で
あることを納得して履修することになります。

履修にあたって、もう一つ確認しておきた
いことがあります。福岡大学では、一年を前
期（４月１日～９月１３日）と後期（９月１４日
～３月３１日）に分けています。前期に開講さ
れる科目を前期開講科目、後期に開講され
る科目を後期開講科目、前期・後期（１年間）

を通して開講される科目を通年開講科目と
いいます。また、夏季休業中など短期間に集
中して開講される科目を集中講義科目とい
います。「授業時間割」で開講される時期を
確認しましょう。

FUポータル「Webシラバス」
（「授業関連」→「Webシラバス」）

※FUポータルにつ
いては P．４１参照
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授業時間
全学部（商学部第二部を除く）

1時限
2時限
3時限
4時限
5時限
6時限

  9：00～10：30
10：40～12：10
13：00～14：30
14：40～16：10
16：20～17：50
18：00～19：30

商学部第二部

1時限
2時限

18：00～19：30
19：40～21：10

90分の授業の中
から、ポイントを
しっかりつかもう！

■履修登録

2016Check! 履修登録

『学修ガイド』の「履修の手引」
・「履修登録上の注意事項」を確認しましょう。

『学修ガイド』の「Web履修登録の手引」を確認しましょう。

Check! 履修登録後

『学修ガイド』の「授業・試験」
・「テキスト（教科書）の購入」を確認しましょう。

『学修ガイド』の「履修の手引」
・「GPAに伴う履修登録の撤回」を確認しましょう。

■授業の開始

受講する科目を決めたら履修登録をしな
ければなりません。登録をしないと試験を受
けることができませんし、単位も認定されま
せん。科目の登録は前期と後期の一年分を
あらかじめ登録します。一年間で登録できる
単位数には上限がありますから、その上限を
超えないように注意してください。履修登録
指導ガイダンスでの説明や『学修ガイド』の
「履修の手引」に従って、前後期それぞれバ
ランスよく、よく考えて履修する科目を決め
ましょう。なお、登録人数を制限する科目は、
抽選や先着順で登録が決まりますので、
事前に申請する必要があります。履修登録
は FUポータル（「情報システムの活用」
（ P．４１）を参照してください。）を使い、パ
ソコンの画面上でおこないますが、科目を選
んでクリックするだけの簡単な作業です。

インターネットが利用できれば、自宅など
学外からも登録可能ですが、１年次生はガ
イダンスを受け、学部学科毎に指定された
日時に学内のパソコン教室で登録作業をし
ましょう。教室にはアシスタントがいますので、
操作に困った時は尋ねてください。登録が完
了したら、授業科目確認表を出力し、必ず確
認しましょう。その後、シラバスに記載された
テキストなどを準備して授業に臨んでくださ
い。
もし、受講してみて、内容が考えていたも
のと大きく違っていたような場合は、一定の
ルールに基づいてその科目の登録を撤回す
ることもできます。

履修登録が終われば、授業が始まります。
授業日は、『学修ガイド』の「平成２８年度
学年ごよみ」で確認しましょう。国民の祝日
（休日）に授業が行われたり、土曜日に他の曜
日の授業が行われたりしますので、注意しま
しょう。
次に、授業がある教室を確認しましょう。
FUポータル（「授業関連」→「Web履修登
録」→「時間割表（教室割）照会」）で確認する
ことができます。教室割を公開する日は、４
月８日（以降）を予定していますので、必ず
授業の開始前までに教室を確認しておきま
しょう。
教室に到着したら、皆さんは授業開始前に
教室に設置されたセンサーに IC学生証を
自分でかざして着席します。これは、出席管
理システムと呼ぶもので、皆さん自身が大
学での生活を管理することができるように
なっています。翌日になれば、FUポータル
（「授業関連」→「出席管理」）で自らの出席情
報を確認することができます。
大学のほとんどの授業は、１時限９０分授
業です（実験などを除く）。高校までの授業
時間よりも長く、最初のうちは、９０分という時
間はとても長く感じ、授業での集中力を持続
するのは難しいかもしれませんが、次第に慣
れてきますので、それほど心配する必要はあ
りません。

時には、授業が「休講」となる場合がありま
す。休講情報は、電子掲示板（文系センター
棟高層棟１階「プラザ５０」に設置）に掲示す
るとともに、FUポータルを通じて皆さん
へお知らせします。なお、携帯ウェブサイト
（ P．４１参照）でも確認できます。
また、休講に伴い実施する「補講」の情報
も同様にお知らせします。

次のページからは、全学部に共通している
「共通教育科目」の学び方について説明しま
しょう。



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

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
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

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
求に適切に対応したり、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」
を育て活かすことによって、顧客の満足と信
頼を勝ち取り、営業担当として活躍していけ
るでしょう。そしてそのとき、大学で身に付け
る幅広い教養の重要性をあらためて感じる
ことでしょう。
クオリティ・オブ・ライフ（Quality of Life）
が求められる現代社会で、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。
皆さんが専門分野に進む上で必要となる
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。

共通教育科目の学び方
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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。２０１６
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、２２科目
２８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

を行って、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」
現代の社会では、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。２０１６年度は６
科目９クラスが開講され、例えば、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。

●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）とは大学生として身につけておくべき基礎的な学問的技法の

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、大学での学習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。山口学長はじめ
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。*CALLとは、コンピュータを活用した
外国語教育のことです。 ※※※GEはGAPとも連動しています（　P.46参照）。

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）

※※※

■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！

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
語学科・フランス語学科・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。

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６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．５０）を参照。）ぜひ活用してください。

１）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

●３保健体育科目 ●４単位互換科目２）English Plaza in Kujunomori (EPK)
２泊３日の合宿版 English Plazaです。
English Plazaにいつも来ている学生も来た
ことのない学生も参加可能です。英語に親し
めるゲームやグループワーク、フィールドワ
ークをしたり、食事の際も英語で会話するな
ど充実した３日間を過ごすことができます。

福岡大学で語学を学ぶ学習者は、授業以
外でも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。

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。

Check!
LERC２０１６ 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。
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●１レポートとは何だろうか ●２レポートの要素

●３レポートの作成の基本

大学の授業では、学期中や期末に課題とし
てレポートが課されることがあります。大学で
書く「レポート」は、高校までで書く「作文」や
「感想文」とかなり性質が異なっているため、
注意が必要です。作文や感想文は一般に、あ
る事実（自分が経験したことや読んだ本の内
容など）を述べ、次に、その事実に関する主観
的な感想（「どう感じたか」など）が続く、という
形式になっており、主観的な感想の部分を読
み手に共感してもらうことを目的としています。
それに対して「レポート」は、ある問いに対

して回答を提示し、その回答を論理立てて説
明することで、回答の正しさを読み手に納得
してもらうことが主な目的です。ですからレ
ポートには普通、「問い」と「回答」と「どうして
その回答になるのか、に関する論理的で客
観的な根拠」が含まれていなければなりません。
根拠を提示するには、根拠となる文献を読
んだり、調査したりする必要があります。理系
の実験・実習のレポートや、資料を読んで内
容を報告するレポートなど、大学のレポート
にはいくつか種類があり、それぞれ求められ
る根拠のタイプや示し方に違いが生じます。
しかし、どんなレポートも、問いに対する根拠
を提示して回答を述べる、という基本構造は
同じです。この構造に即して問いを立て、調
査・研究し、文章にまとめることで、学問や社
会への理解を深め、思考力を養うことが、大
学でレポートを書く意義のひとつなのです。

レポートは基本的に、序論、本論、結論の三
つの要素からなっています。

序論…問いとその意義
・問い・・・レポート全体のテーマに関する問
いを提示します
・問いの背景・・・その問いについて考えるこ
とがなぜ必要なのか、重要なのか、につい
て説明します
本論…問いに対する答え(＝主張）、答え

の根拠、主張・根拠の説明、反論
への備え

・問いに対する回答(＝主張）・・・主張は、主
観的な「感想」ではなく、客観的なものにし
ます
・主張の根拠・・・主張が正しい理由や、主張
が正しいことを示す具体的な証拠を示しま
す
・主張・根拠の説明・・・主張や根拠が抽象的
で分かりにくいおそれがある場合、分かり
やすく伝えるために具体例や言い換えを
加えます

・反論への備え・・・主張、および根拠に対し
てどのような反論があるかを予想し、それ
らに対してあらかじめ再反論をします
結論…回答の意義とまとめ
・全体のまとめ・・・問い、主張、主張の根拠
を短くまとめます
・回答の意義・・・主張が正しいとすると、そ
こからどのようなことが言えそうか、を述
べます

・残された課題・・・レポート中で扱いきれな
かったことや、残った課題をまとめます

序論・本論・結論という三つの要素はレ
ポートには欠かせませんが、それぞれの要素
に含まれるパーツは、レポートの種類によっ
て変わってくることがあります。例えば、「テキ
ストの第二章について２，０００字以内でまとめ
なさい」というレポート課題であれば、そのレ
ポートにおける「問い」は「テキストの第二章
ではどのようなことが言われているのか」に
なるでしょう。こうしたレポート課題の場合、
「問い」は教員の側から既に与えられている
ので、「問いの背景」にあたる部分を書く必要
はありません。レポート課題をよく吟味して、
序論・本論・結論に何を組み込まなければな
らないかを考えましょう。

序論・本論・結論の三つの要素のうち、分
量の８割近くを占めるのは本論です。すでに
述べたように、レポート全体の基本的な骨格
は、「問い」と「回答」とその「根拠」ですが、実
はこの構造は、本論の骨格にもなっています。
本論を作成する際にも、「問い」－「回答」－
「根拠」の構造は繰り返しあらわれます。
具体的な例として、「１０年前と今の大学生

はどう違うか」というテーマでレポートの作成
手順について考えてみましょう。
レポートの最も基本的な骨格となるのが、

「問い」－「回答」－「根拠」（ P．２７図のピンク
色の部分）です。レポートを作成する手順とし
て、まずはこの基本的な骨格を作ることを目
指して下さい。ここで作成する「回答」は最終
的な回答ではなく、いわばひとまずの回答の
ようなもので構いません。作業時間全体の６
割から７割くらいの段階でひとまずの回答

を考えておくことが重要です。そこから先は、
回答を吟味し、議論を鍛え、物事を深く、創造
的に考える作業に充てます。
では、物事を深く、創造的に考える作業と

は、具体的にどのようなものでしょうか。それ
は、図の中の複数の「問い」（白色部分）のよ
うに、回答やその根拠にさらに問いをぶつけ、
答えを与えていく、という作業です。その際、
できるだけ様々な視点から自分の回答と根
拠を眺めてみて下さい。意味がわかりにくい
箇所、具体性を欠くように見える箇所にも問
いをぶつけていきます。
これらの問いに対して、さらに調査を進め、
資料を集めながら、回答を与えていき、その
回答に対して、さらに問いを立て、…という作
業を、層を重ねて進めていきます。このプロ
セスの繰り返しによって議論はボリュームが
増え、より鍛えられたものになります。そして、
回答も根拠も洗練され、より説得力のある、
分かりやすいものになっていきます。「問い」
－「回答」－「根拠」を繰り返していくこうした
構造こそ、深く創造的に考えるために必要な
作業の根本になっています。
ところで、「問い」－「回答」－「根拠」を重ね
ていくうちに、自分の「回答」が変わってしま
うということがしばしば生じます。その場合に
は、新たな回答を立て、それに沿ってもう一
度骨格を作り直す必要があります。しかしそ
れは、これまでの作業が無駄だったことを意
味するわけではありません。思考を通じて、そ
れまでの自分の考えとは違う新たな考えが
自分の中からわき出てくるということは、物
事の見え方が転換する貴重な経験に他なら
ないのですから。世界の見え方や自分の価
値観ががらりと変わるような新鮮な知的感

レポートの作成
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序

論

本

論

結

論

問い
10年前と今の大学生はどう違うか

結論
時間面、精神面、経済面など、様々な面で今の
学生は余裕が減っている。大学や社会は、学生
がゆったり成長できる環境を支える必要がある。

問い
情報の量が増えるとどう
して多忙になるのか？

回答
情報が短い期間で次々と新しい
ものに刷新されるので、たくさ
んの情報を知るだけでなく、そ
の情報をアップデートもしなけ
ればならないから。

根拠
スマートフォンなどの情報技術
の急速な進化により、情報の量
が以前より格段に増えたため、
多忙になっている。

根拠
SNSの発展によりネット上での
交友関係も広がったが、その維
持のために常に気遣いが必要に
もなっている。

問い
ネット上での交友関係に必要な
気遣いとは？

問い
具体的には？

回答
相手の表情が見えないため、た
とえば「誰かの発言にはすぐレ
スポンスを返す」など、独自の
マナーを要求されることがある。

根拠
経済的な面でもゆとりが減って
いる。

回答
今の大学生はより余裕が
なくなっている。

回答
一人暮らしの学生への仕送り額
は平均して下がり続けており、
首都圏私大の下宿学生の一日あ
たりの生活費は初めて900円を
割った。

●４資料を探す

●５引用・注・参考文献の示し方

動が得られることも、真剣にレポートを書くこ
とを通じて得られる学生ならではの特権かも
しれません。

レポート作成には、普通は様々な資料が必
要になります。「問い」、「回答」、「根拠」のいず
れを考える際にも、資料は手がかりやアイデ
アのヒントとなります。一般的なレポートでは、
資料として活用されるのは「図書」、「雑誌・新
聞」、「インターネット」の三種類です。皆さん
がレポートを書こうとするときは、まず課題
のテーマや、テーマに関するキーワードを
Googleなどの検索エンジンでチェックする
ことから資料探しを始めることが多いはずで
す。しかし、インターネットから得られる情報
には、誰が書いたものかわらないものが多く

あります。そうした出所不明の情報は、信頼
性や信憑性が低く、レポートに使うことはで
きません。例えばWikipediaは大変便利な
サイトですが、これもレポートの典拠としては
使えません。Wikipediaは誰でも編集可能
なサイトなので、書かれている内容が事実で
ある保証がないからです。一方で、大学や政
府機関などがインターネット上で公表してい
る情報は信頼性が高いとされているので、積
極的に活用して構いません。
ところで、Googleのような検索エンジン

に近い使い勝手で、より信頼性の高い情報を
得ることができる図書検索サイトや、新聞記
事のデータベースは実はたくさんあります。
図書館ウェブサイト（ P．４０参照）等を参考
にしてください。また、本学の中央図書館には
「LA（Library Assistant）」というスタッフがお
り、レポート作成の手助けをしてくれます。

困ったときは相談してみて下さい。

資料として活用した文献や記事は、参考文
献として示す必要があります。参考文献は、
文中の「注１」に表記するか、文末に参考文献
表をつけて示して下さい。また、実験・実習レ
ポートをのぞき、参考文献が全くない、という
レポートはよほどの例外でないかぎり望まし
くありません。レポート作成には、問いに対し
て根拠のある主張を展開することは求めら
れますが、問いの生じる土台や背景まで含め、
全てゼロから構築することまで求められる訳
ではないからです。様々な資料を土台として
活用し、それらの資料で述べられている内容
を発展させた主張を提示することができれ
ばよいのです。レポートには、既存の資料を
さらに発展させる、という意味でのオリジナリ
ティは求められるものの、完全な新規性や独
立性まで求められる訳ではありません。
さて、レポート作成においては既存の資料
を活用したり、そこに問いをぶつけたりするこ
とが主な作業の一つになってきますから、そ
の際には必ず資料を引用することになります。
資料の引用に際して最も重要なことは、引用
した部分と自分自身の文とが明確に区別で
きるようにすることです。この区別を曖昧にし

ひょうせつ

てしまうと、「剽窃」という不正行為にあたりま
す。「剽窃」とは、他者の著作物を盗用するこ
とを言い、著作権の侵害と見なされますから

注意して下さい。
ちなみに、引用が多くなることにあまり引

け目を感じる必要はありません。参照してい
る文献で述べられている内容に完全に同意
してしまい、付け足すことがなくなってしまう
こともあるかもしれません。この時、引用する
のではなく自分の意見であるかのようにコ
ピー＆ペーストしてしまおう、という誘惑に駆
られるかもしれませんが、そんなことをせず
とも参照箇所を正々堂々と引用して構いま
せん。ただし、引用した後に、必ずその引用箇
所に関する自分なりの見解と、そう考えた理
由を付け加えて下さい。例えば、引用箇所に
同意する場合は、「以上の見解に、私も同意
する。なぜなら～～」と表記します。こうする
ことで、適切な引用として十分通用します。
レポートの最後には、参考文献表をつけて
下さい。参考文献表の作り方は、専門分野や
科目によって違いがあります。教員から指示
があった場合には、その方法に従って下さい。
以下では、一般的な参考文献表のごく簡単
な例を示しておきます。

・野矢茂樹『新版 論理トレーニング』産業図書，
2006年
・Mazur, Eric. Peer Instruction, Prentice Hall,
Inc., 1997

・須長一幸「フレーゲ算術と構造主義」，科学基礎
論学会『科学基礎論研究』95号，pp．9‐14，2000
年

・「ネット世代会話力渇望」，『西日本新聞』2013年
6月25日夕刊

・福岡大学ホームページ「大学から始める『言葉の
力』育成プログラム 基礎編⑥（6月28日）を実施
しました」http://www.fukuoka-u.ac.jp/fsp/14
fsp/news/66/66.html（2014年7月11日アクセ
ス）
※本は『 』で、論文は「 」で括る
※発行年は初版の年を書く

1 例えば、「注」というのはこんな風につけます。語句の意
味を説明したり、誤解されやすい部分や反論を受けや
すい部分について、あらかじめ補足説明をしたりしたいと
きに書いておくのが基本的なやり方です。

さらに学びたい人はエクステンションセンター
で開講している「１、２年次生向け論作文入門
講座」を活用するのもよいでしょう。
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●１プレゼンテーションの基本

●２わかりやすく話すこと

●３CCFとNLC

●４伝える熱意を持つことプレゼンテーションの技術と心得

大学の授業では、調べたことについてグ
ループや個人で発表する機会があります。こ
うした発表を「プレゼンテーション」、あるいは
短く「プレゼン」と言います。プレゼンの形態
はさまざまで、ゼミ形式の授業で、少人数の
聞き手を相手にプレゼンをすることもあれ
ば、教壇に立って大人数を前にしてプレゼン
をすることもあるでしょう。形態によって求め
られるプレゼンには違いがありますが、基本
的には必要な技術と心得は同じです。それは、
「わかりやすく話すこと（技術）」と「伝える熱
意を持つこと（心得）」です。

わかりやすいプレゼンに必要なのは、聞き
手が何も考えていなくても分かるよう、話の
レベルを下げることではありませんし、１か
ら１０まで全て丁寧に説明することでもありま
せん。話のレベルが低すぎれば聞き手は退
屈しますし、話したいことをすべて話してしま
えば詰め込みすぎた長いプレゼンになって
しまいます。
重要なのは、話し手が全てを提供すること

ではなく、むしろ聞き手の思考を促進するこ
とです。聞き手がこちらの話を聞いて、「つま
りここで話し手が言っているのはこういうこと
だな」と積極的に解釈したり思考したりしよう
とする姿勢になってもらうことが、プレゼンの

わかりやすさにつながります。話し手が一方
的に話すだけでなく、聞き手が理解しようと
歩み寄る相互作用が生じなくては、わかりや
すいプレゼンは成立しません。
では、聞き手の思考を促進するにはどうす
ればよいのでしょうか。それにはまず、「話の
見取り図」を示すことが重要です。プレゼン
の始めに全体の目的や狙いを示し、今話して
いる話題が全体の目的にどう関わっている
のか、個々の話題の分量はどれくらいか、を
伝えることが、今話している内容にどんな意
味があるのか、次にどんな方向に話が進む
のか、聞き手の予測や想像を促進します。
こうしたプレゼンを行うためには、話の全
体の構造がどうなっているのか、個々の話題
が全体の目的にどう関わるかを事前にしっか
り構成しておく必要があります。そのうえで、
どの話題をどの順番で話すか、ということも
重要です。

聞き手の予測を促すわかりやすいプレゼ
ンの形式のひとつとして、“CCF”と“NLC”を
紹介します。“CCF”は、“Conclusion Comes
First（最初に結論を述べる）”の頭文字を、
“NLC”とは、“Numbering, Labeling, Con-
tents”の頭文字をそれぞれとって作られた、
話し方の形式を指します。
CCFとは、文字通り「最初に結論を述べる」

ことです。実際には、物事の結論はあれこれ

考えたうえで最後に下すことが一般的です
から、そんなに簡単に結論を述べることなど
できない、と感じられるかもしれません。しか
し、明確な結論を出そうと意識することはプ
レゼンには必須です。そして、結論を出したう
えで、その結論を聞き手に理解・納得しても
らうには、どんな要素を説明しなければなら
ないか、結論から逆算してストーリーを考え
る必要があります。逆に言えば、結論を理解
してもらうのに必ずしも必要ではない要素は、
プレゼンに盛り込む必要はありません。結論
は何か、そして、結論を理解してもらうために
は最低限何を説明しなければならないか、を
十分に意識し、詰め込みすぎを避けましょう。
NLCとは、「言いたいことの数」→「言いた

いことの見出し」→「言いたいことの内容」の
順で進める話の手順のことです。CCFとあわ
せて具体例を一つ挙げてみましょう。

CCF Ａ棟地下１階にある「教育サロン」はおす
すめだ。

↓
Numbering 理由は三つある。

↓
Labeling 教育サロンは先生と話ができるし、
友だちもできるかも知れないし、環境も快適なのだ。

↓
Content 1 教育サロンには、いろいろな学部

の先生方が当番制で常駐しているので、曜日ごと
に様々な学問分野の話を聞くことができる。

↓
Content 2 また、教育サロンにはいろいろな

学部の学生たちも自由に出入りしている。話しか
ければ、違う学部の友だちもできるかもしれない。

↓
Content 3 それに、教育サロンはあまり知ら

れていないからなのか、いつもそこそこ空いてい
る。静かな音楽も流れていて、自習も読書も気兼
ねなくできる。とても快適だ。

↓
結論の繰り返し そういうわけで、教育サロン
はおすすめだ。

以上のような形式のプレゼンでは、何のた

めに、今、何を話しているのか、を聞き手が容
易に理解でき、次にどう進むのか、予測し、考
えながら聞くことができます。

プレゼンの技術に加え、もうひとつ重要な
のは、伝える熱意を持つことです。熱意は聞
き手の心を動かす大事な要素です。プレゼ
ンを熱意のこもったものにするには、「これか
らプレゼンする内容は、伝えるべき価値があ
るものだ」と自信を持てるようになるまで内
容をよく検討し、事前に練習をするしかあり
ません。
プレゼンの際、多少の緊張はあって当然で

すが、緊張で原稿やスライドばかり見てしま
うようなことがないようにしましょう。聞き手
の関心がプレゼンから離れ、理解も損なわ
れてしまいます。
過度の緊張に巻き込まれないためには、プ

レゼンを聞いた相手にどうなってほしいのか
（納得してほしい、感心してほしい、etc...）、自
分なりの成功のイメージを持つとよいでしょ
う。覚えたセリフや原稿を正確に繰り返そうと
すると、ぎくしゃくとした緊張を生みます。し
かし、成功のイメージをゴールに据え、「聞き
手にそうなってほしいからプレゼンをするの
だ」という信念を持つことができれば、プレ
ゼンの質はぐっと向上するはずです。

プレゼンテーションの仕方

プレゼンテーションの技術や心得について
もっと学びたい人は、ロバート・Ｒ・Ｈ・アンホ
ルト『理系のための口頭発表術』（講談社ブ
ルーバックス）がお勧めです。タイトルは「理
系のための」となっていますが、文系の学生
でも十二分に活用できる内容になっています。
また、レポートの書き方については、戸田山和
久『新版 論文の教室』（ P．５４参照）でさら
に深く学ぶことができます。



プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方

31 福大生のための学習ナビ 2016 福大生のための学習ナビ 2016 32

●１グループ発表と個人発表

●２グループ作業の難しさ

●３グループでの役割

●４発表の戦略を練る

●５実際にグループで作業する

グループ発表の準備の仕方

大学の授業、特に初年次の導入的な授業
では、プレゼンを行うよう教員から指示され
る際、個人単位よりもグループ単位となるこ
との方が多いかも知れません。グループで
のプレゼンは、一人で全て準備するよりも負
担が少なく、心理的にも気楽に感じられるの
で、発表準備のよいトレーニングになります。
しかし、グループでの作業が、個人作業と
比べて簡単だと言い切れるかというと、実は
そうでもありません。グループ作業には、個
人作業とはまた違った難しさがあるのです。
その点に注意しておかないと、発表がうまく
いかなくなることもあります。

では、グループ作業の難しさ、とは何で
しょうか。それは、グループが「ただの個人の
集まり」ではなく、「組織」にならないと作業が
うまく進まない、ということです。グループが、
「ただ個人が集まっただけ」という状態に留
まっていると、誰が何をしていいのか分から
ずなかなか作業に着手できなかったり、責任
感の強い人だけが負担を背負い込んでし
まったりして、発表が失敗する要因につなが
りがちです。
そうならないようにするには、グループを

「組織」にする必要があります。では、「組織」
とはなんでしょうか。たとえば「人体」を例に
考えてみましょう。人体組織にはさまざまな
臓器があり、臓器はそれぞれ違った役割を

担っています。そして、それぞれの臓器が自
分の役割を果たすことで、全体として一つの
人体としての生体機能が実現しています。
グループも、それと似ています。グループ

で作業を進めていくうえで、メンバーにはそ
れぞれ役割が生じてきます。メンバーがそれ
ぞれの役割を果たすことが重要で、全員が
同じ事を平等に行えばいい、という訳ではな
いのです。全員が同じ作業を同じように行う
のではなく、よりよい発表のために、誰が、ど
んな役割を果たすか、が重要なのです。

グループが組織としてまとまるには、誰が、
どんな役割を担うかを話し合って決める必
要があるでしょう。では、具体的にはグループ
にはどんな役割があるでしょうか。一つの例
を挙げておきます。

まとめ役（リーダー）
何かを決めたり、話し合ってまとめたりす

る際に中心的な役割を果たします。どんな
決定であればメンバーが納得できるか、を
考えて行動します。
書記役

話し合いの内容、特に、話し合いの結果
決まったことを記録しておきます。
連絡役

次回の話し合いの日程や、話し合いで決
まったこと（書記が記録したこと）をメン
バーにメールなどで連絡します。

上の役割リストはあくまで一例です。複数
の役割や責任を一人が背負いすぎないよう、

担当は分けて担うのが基本ですが、簡単な
プレゼンの準備なら、まとめ役が全てを兼ね
ても構いません。逆に、大きな調査なら、先生
や調査対象などグループメンバー以外の人
とのパイプになる渉外役も必要になるでしょ
う。発表の準備の規模に応じて、必要な役割
も少しずつ変わります。
ただ、こうした役割分担を何らかの形で
行っておくことは、グループ全体が、今どう
なっているのか、という状況把握のためにと
ても重要になります。この点が曖昧になって
しまうと、グループ発表全体の方向も定まら
ず、結果として、全員が集めてきた資料をた
だ足しあわせただけの発表になってしまいが
ちです。

メンバーの全員で調査を均等に分割し、
最後に集めてきた全員分の調査結果を集め
て足しあわせただけの発表は、メリハリがな
く、目的や狙いもはっきりしなくなってしまう
ため、なかなかよいものにはなりません。こう
した発表では、えてしてメンバーは「自分の
分担箇所だけ終えればいい」という姿勢に
なってしまい、他のメンバーの分担箇所の内
容をほとんど知らないまま発表が終わってし
まうこともあります。これでは、個人で発表を
行うのと変わらず、せっかくグループで発表
する意味がありません。メンバーで調査内容
を分割して行う場合でも、全員が調査を終え
たあと、もう一度グループで集まって、グ
ループ全体としての主張はどこにあるのか、
その主張を相手に理解してもらうためには、
どんな根拠や証拠が必要か、について話し

合って内容を吟味してください。
具体的にどんな風に内容の吟味を行えば

よいのか、については、前のページの「プレゼ
ンテーションの仕方」を参考にしてください。
CCFやNLCが有効なのは、グループ発表
でも個人発表でも同じです。グループで調
査してきた内容を、ここでもう一度組み立て
なおします。その上で、自分たちの発表にど
んな質問が来るか、それらの質問にどう回答
するか、グループ内で事前にしっかり考えて
おきましょう。

リーダーや書記など、グループ作業を進
めるための役割や、誰が、何を、どんな風に
調べてくるかの調査の分担箇所や分担者を
決めたり、実際に調べてきたことをまとめ、発
表の戦略を練ったりするには、実際に集まっ
て話し合うことが不可欠です。
グループ全員が集まることのできる日時

を調整したり、集まる場所を確保するのは、
実はかなりたいへんです。全員が集まること
ができない場合、欠席者に、何が、どこまで
決まったのか、を連絡係がしっかり情報を伝
えておくことが重要です。
グループで作業する場所は、図書館のグ
ループ学習室を利用するのが便利です。
p．３９「図書館の活用」を参照して下さい。

他にも、Ａ棟地下１Ｆにある「教育サロン」を
活用することもできます。グループ発表の前
には、ぜひ実際に集まって話し合いながら作
業をする機会を持って下さい。
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試験時間
全学部（商学部第二部を除く）

1時限
2時限
3時限
4時限
5時限
6時限

  9：30～10：30
10：50～11：50
12：30～13：30
13：50～14：50
15：10～16：10
16：30～17：30

商学部第二部

1時限
2時限

18：20～19：20
19：50～20：50

苦労して
とったノートが、
試験の時に
役立つよ！

試験結果を
分析して、
学習法の
改善を図ろう！

Check! GPAとは？

『学修ガイド』の「履修の手引」→「GPA制度」を確認しましょう。

■試験の準備と受け方

■成績の確認と改善の努力

大学の講義は前期と後期に分かれており、
それぞれの学期末に試験が実施されます。
これを定期試験と言います。皆さんが講義の
内容を正しく理解し、自分の知識として定着
させているかどうかを確認するのが大学の
定期試験です。講義の内容を理解しているこ
とが認められれば、評点にしたがって、秀（９０
点以上）・優（８０～８９点）・良（７０～７９点）・可（６０
～６９点）の評価と１科目あたり１単位、２単
位、４単位などの単位が与えられます。６０点
未満は不可（不合格）となり、単位も認められ
ません。また試験の結果から、GPAが計算さ

れ、その学期とそれまでの累積のGPAの値
が示されます。これは取得単位数とともに、
皆さんの学修成績を表す一つの指標で、各
種の選考や修学指導などに使われます。

定期試験は８日間にわたっておこなわれ
るため、「一夜漬け」ではよい成績を期待する
ことはできません。日頃からの心構えが必要
になります。最も重要なことは、毎回の授業に
出席して、前にも書いたように、自分でノート
を取って日々確認するということです。試験
前に友人のノートを借りて勉強しても、１５回

分の講義の内容を理解するのは困難でしょ
う。結局は効果も少なく時間のロスにもなり
ます。逆に、毎回の授業を受けてしっかり理解
していけば、試験対策は万全ということです。
大学の試験勉強でもうひとつ重要なこと

は、いわゆる「ヤマをかける」のではなく、最
初から最後まで全体を通して繰り返し復習す
ることです。こうして準備をしておけば、自信
をもって試験に臨むことができます。

さあ、試験です。人によって試験の時間割
は違います。試験教室もいつもの教室とは異
なりますから、事前に日時と教室を掲示や
FUポータルできちんと確認しましょう。試験
時間は６０分です。最初に試験問題の全体の
構成を把握してどこにどれだけ時間を使う
か配分してください。記号などで答える問題
ではケアレスミスがないか、論述式の解答は
きちんと設問に対応した分かりやすい文章に
なっているか、必ず見直しの時間も用意しま
しょう。読みやすい、丁寧な文字で書くことは
言うまでもありません。

学期末には、成績が確定します。成績は
FUポータル（「授業関連」→「教務」→「成績
発表」）を通して各自で確認することになりま
す。結果は自分でよく分析しましょう。もし成
績が振るわないのであれば、日々の授業の
受け方や学習の方法について見直してみる
ことが必要です。どこかに問題があるはずで
す。必ず原因を見つけて改善をはかりましょう。
なお、成績評価に疑問がある場合には、成
績評価に関する問合せ制度を利用すること
ができます。
前期の成績を確認した後に、あらかじめ登
録していた後期の科目を変更できる期間も
設けられています。必要に応じて修正し、着実
な修学がおこなえるように工夫しましょう。
各学期を区切りとして、自分自身で繰り返

し改善をはかりながら卒業まで勉学に励めば、
より実り多い大学生活を送ることができます。
それは、あな
たに楽しく豊
かで充実した
人生をもたら
すことにもつ
ながるのです。

Check! 成績発表後

『学修ガイド』の「履修の手引」
・「前期成績発表および後期開講科目の
登録変更スケジュール」を確認しましょう。

『学修ガイド』の「授業・試験」
・「成績評価に関する問合せ制度につい
て」を確認しましょう。

試験と評価

１回目 ２回目 ３回目
漠然とした理解で
も構いません。
とにかく最後まで
テキスト・ノートに
目を通します。

■▶
用語の意味や問題
の理解を心掛けま
す。 ■▶

理解が不十分なと
ころを重点的にみ
るようにします。

《予習・復習の仕方》
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自分を高めるために、
課外教育プログラムを
積極的に利用しよう！

課外教育プログラム
全人的な成長を支援

学 習 アルバイト

クラブ活動 社会生活

■ルールとマナーを守ろう
「大学生は社会人」

■課外活動に積極的に参加しよう
「１パーソン、１サークル」

学生部が実施するおもな「課外教育プログラム」

大学生活を有意義なものにするために

大学生になると生活における自由が大き
く増加し、自分で生活全般を管理してゆくこ
とになります。同時に、課外活動や友人との
交流、アルバイトを含む社会活動など、活動
範囲が大幅に広がります。大学生は、社会人
であり、社会の一員としての良識ある行動、
言動が求められます。皆さんの日常の行動、
言動に、社会的な責任が伴うことを自覚して
ください。
ブログやツイッター等も社会・世界に大き

く開かれています。良識ある利用を心がけて
ください。

大学時代を有意義なものにするためには、
皆さん自身の積極的な姿勢、主体的な行動
が欠かせません。学生部では、皆さんの学生
生活における全人的な成長を支援すること
を目的として、学友会の課外活動団体（部・
愛好会など）を支援するとともに、様々な課
外教育プログラムを企画・実施しています。
※４月初旬に部・愛好会・学友会組織の勧誘
週間があります。見学に行ってみよう。
また、４月に新入生歓迎ピクニックが行わ
れますので、ぜひ参加してください。

学生チャレンジプロジェクト

福大生ステップアッププログラムの一環
である「学生チャレンジプロジェクト」は、学
生の自主的で自由な発想から企画したプロ
ジェクトを大学が審査したうえで採択し、活
動資金などで支援するものです。
［対象プロジェクト］身近なキャンパスライフ
に関するものから地域問題、環境問題、福祉
問題、文化・学術、政治経済などに至るまで、
ジャンルを問いません。（４月～５月募集、
５月下旬採択プロジェクト発表、９月中間報
告、１２月成果報告会開催予定）
詳しくは
http://www.fukuoka-u.ac.jp/fsp/
index.htmlを御覧ください。

東日本復興夏期セミナー
東日本大震災の被災地（宮城県、岩手県

など）を訪問し、住宅内外の清掃、農業支援、
スポーツや文化活動を通じた精神的ケアな
どのボランティアに取り組む課外教育プログ
ラムです。防災対策や復興、震災体験の風化
防止などについて、小グループによる事前学
習、事後研修、活動報告等も行います。災害
と復興、ボランティアについて主体的に考え、
担うことのできる社会性豊かな人材の育成
を目的としています。（４月～５月募集、６月
参加者発表及び
オリエンテーショ
ン、８月下旬実
施予定）

野外教育キャンプ
阿蘇くじゅう国
立公園の自然の中
で集団生活を通じ
て、人間形成に必
要な自立心や友情
を育むことを目的
としたプログラムです。（４月～５月募集、５
月末実施予定）

懸賞論文コンクール
「現代を考える」をテーマに、現代社会が
抱える様々な問題を学生一人一人の視点か
ら採り上げた論文を募集します。自らの考え
や意見を論じ、文章表現力や論理的思考力
を養うことが目的です。（７月募集開始、１０
月応募締切、１１月入選者発表・表彰予定）

普通救命講習会
危機管理意識を持ち、緊急事態時に行う
人工呼吸など救急救命に関する基礎知識を
養成するプログラムです。地元消防署の協
力を得て実施します。（６月開催予定）

学生生活安全あんしんセミナー
全国の大学で学生が悪徳商法、カルト宗
教、ストーカー、詐欺や架空請求等の被害者
となるケースが増加しています。また、大学
生が薬物乱用、飲酒運転、急性アルコール中
毒等の事件・事故に関わるケースも見受けら
れます。これらの事件・事故の被害や関与を
未然に防止することを目的とし、本学学生が
安全に安心して生活を送ること、また、モラ
ル・マナーの向上をめざして、セミナーを年
間を通して開催します。（年間６回開催予定）

交通安全セミナー
近年、福岡県下において大学生のかかわ

る交通事故が多発しています。この「交通安
全セミナー」を通じて、学生の皆さんに交通
安全意識を高めてもらうとともに、「事故に遭
わない」「事故を起こさない」ためのノウハウ
を教示します。（４月・１２月開催予定）

Check! 学生生活ガイドを利用しよう！

大学生活を送るにあたり、わからないこと、不安なことがあると思います。
そんな時は、『学生生活ガイド』を開いてみましょう。

可能性を広げる大学生活

このほか全国大会などに出場するクラブ
の壮行会や応援をしています。
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一人で対処できない
問題は相談窓口を
利用しよう！

■相談窓口

■ヒューマンディベロップメント
センター（学生相談室）

ヒューマンディベロップメントセンターの相談時間
月・水・木・金 ９：３０～１６：００
火 ９：３０～１８：４０
場 所 学生部事務室棟３階
ＴＥＬ ０９２（８７１）６６３１ 内線２６３０（電話受付は１６：３０まで）
ＵＲＬ http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu816/home1/hd1.htm

※休業期間中の開室については、掲示や公式ウェブサイトで確認してください。

悩み成長することは若者の特権

大学で学ぶ皆さんには、正課はもちろん
正課外教育も含めた大学生活全般の中で人
間的な成長を遂げることが期待されていま
す。その過程において、学業、心身の健康、性
格、将来のことで悩むことは誰でも少なから
ずあるにちがいありません。悩み成長するこ
とは若者の特権ともいえます。
しかし、時には自分ひとりで対処しきれな
いことに直面することもあるでしょう。その時
はぜひ相談窓口を利用してください。

相談事はあるけれど、どこに行けばよいか
分からない。そのような時には、まず学内の
最寄りの事務窓口にお尋ねください。
どこの窓口でも、職員が基本的な相談に
応じながら、内容により学内の適切な部署へ
の引継ぎや、学内外の機関を紹介します。大
学生活を送るうえで困っていること、不安に
思っていることなど、どんなことでも遠慮な
く相談してください。

ヒューマンディベロップメントセンターで
は、皆さんが学生生活を送っていく上で出会
うさまざまな事柄について、専門のカウンセ
ラー（臨床心理士など）に相談することがで
きます。学業上の悩みだけでなく、人間関係
や家族のこと、自分の性格や心身の健康、将
来の不安など、どのような相談でも受け付け
ています。時にはどう表現してよいかわから
ない不安な事柄があるかもしれません。その

ような時「人に話すこと」「人の意見を聴くこ
と」で何かしら解決のヒントを得られる事もあ
ります。相談は無料で、相談内容の秘密は守
られますので、安心して相談してください。
特に相談がなくても、静かに休憩できる

「フリースペース」を利用したり、「自己表現講
座」「食とこころの話」などのセミナーや仲間
づくりのグループに参加することもできます。
センターでは、できるだけその場で相談でき
るようにしていますが、事前に予約されると
確実に相談できます。来室もしくは電話で予
約を受け付けています。

薬物に手を出すな
（麻薬・覚せい剤より危ない危険ドラッグ）
大麻、コカインなどの麻薬、覚せい剤、危
険ドラッグは、強い毒性を持っています。
強い依存性・常習性があり、人格破壊を
引き起こします。安易な一回目の使用が
破滅へ直結します。このため、法律でそ
の所持・使用が規制・禁止されています。

飲酒は節度を保って楽しむ
（イッキ飲み、飲酒運転は絶対に行わない）
「イッキ飲み」は、感覚と理性を麻痺させ、
健康障がい、死亡事故につながるもの
です。飲酒運転は重大事故を引き起こ
す犯罪です。なお、２０歳未満の飲酒は法
律で禁止されています。

禁煙のすすめ
（自分自身と周囲の健康のために）
喫煙は「肺がん」「肺気腫」など多くの病
気を引き起こします。喫煙は、周囲の人
を受動喫煙に巻き込みます。依存性が
あるため最初の１本を吸わないことが
重要です。なお、２０歳未満の喫煙は法律
で禁止されています。

健康診断は必ず受診しよう！
（健康管理センター 毎年春実施）
健康診断により疾病を早期に発見する
ことができます。毎年実施する健康診断
を必ず受診してください。センターでは
健康相談も受け付けています。Check! 大学生活をスムーズに開始するために

入学直後の新入生歓迎オリエンテーション、新入生ガイダンス、学部指導懇談会などに、
必ず出席するようにしてください。
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電子資料

雑　誌

図　書

新　聞

医学部
分館

工学部
分室

理学部
分室

スポーツ
科学部分室

薬学部
分室

視聴覚資料

中央図書館

資料探し、情報収集も
サポートしてくれます。
どんどん活用しよう！

■英知の集積する場所、 図書館

■まずは図書館に
行ってみよう

■図書館の利用方法、
貸出・返却法

■ウェブサイトから
図書館を利用しよう

図書館は大学の「心臓」です。図書館は、教
育や研究、学習や読書に必要な図書、雑誌、
新聞、視聴覚資料、電子資料など、あらゆる
学術情報を所蔵し、提供しています。古今東
西の英知の集積する場所なのです。皆さん
はその英知を活用することができます。図書
館を自由に利用できるのは、大学生としての
皆さんの特権です。
福岡大学には、平成２４年７月に開館した
中央図書館のほか、医学部に分館が、理学部、
工学部、薬学部、スポーツ科学部にそれぞれ

分室があります。大学図書館は、読書のため
の図書や雑誌を提供するだけでなく、世界
中の資料や情報を集めたり、交換したり、まと
めたり、発表して公開したりするところでもあ
り、そのための施設と設備を整えています。
学生の皆さんはここで、授業の予習・復習を
するのはもちろんのこと、図書館の資料を閲
覧し、活用して、自分自身の学問を深めてい
くことができます。

図書館は皆さんの資料探しや情報収集や
学習の手助けもします。困った時はいつでも
たずねてください。図書館スタッフやライブ
ラリーアシスタントが待っています。また、「福
岡大学図書館利用案内」や「図書館報」、「は
じめての福大図書館ガイド 知っと～図？」と
いったパンフレットが利用のためのわかりや
すい手引きとして用意されているほか、図書
館利用説明会も行われています。ぜひ、参加
してください。
図書館には、人と出会い、語りあう機会や、
静かに書物と向き合い、思索にふけるための
時間と空間が用意されています。くつろいで
映画を観賞することもできます。まずは図書
館に行ってみることから始めましょう。教室と
図書館の間を往復したり、友人や先生方と語
り合ったりすることで、皆さんは真の学生に
なっていくのです。

・来館するときは、必ず学生証を持参して
下さい。
・学部学生には１５冊まで１ヶ月（医学部分
館は５冊まで１週間）貸出できます。
・資料を借りるときは、学生証と借りたい資
料をカウンターに持参して下さい（中央図
書館の開架図書は１F～４Fの自動貸出
機で貸出手続をして下さい）。
・借りた資料は、どこのカウンター（分館・分
室）でも返却可能です。

「福岡大学図書館」のウェブサイトにアクセ
スすると、開館時間や利用方法の確認、蔵書
検索が簡単にできます。「図書館ナビ（施設
案内）」では、どこにどんな施設があるのかが
一目で分かり、「学習サポート」では「資料の
探し方」や「パスファインダー」など、学生の
皆さんが図書館を利用してレポートや論文
を書く際に役に立つ情報を入手することが
できます。
ポータルサイト「My Library」にログイン

すれば、貸出予約・取寄せ状況確認、図書購
入依頼、ILL（文献複写・貸借）依頼、グループ
学習室の予約などができます。
また、「福大生のための図書館活用プログ
ラム」では、「読書会」、「選書ツアー」、「オー
サービジット」などのイベントの案内や、「貸
出ベスト」、「ブックレビュー」、「教員お薦めの
本」などの紹介をしています。
その他にも、さまざまなお役立ちコンテン

ツがありますので、ぜひ図書館ウェブサイト
にアクセスしてみてください。

Check! 図書館ウェブサイト

パソコン、携帯・スマートフォン共通
http://www.lib.fukuoka-u.ac.jp/

図書館の活用

Check! Twitter

福岡大学図書館 ＠fu_lib
図書館ではTwitter で、情報発信中です。図書
館キャラクターの「福太郎先生」がつぶやきます。
「＠fu_lib」をフォローして様々な情報を入手し
てください♪
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■まず「FUポータル」へアクセスしよう
（情報システムへの入口）

■「福大 ID」
（アカウント名とパスワード）

■学生が使えるPC教室

文系センター棟 PC教室Ｆ（協働学修教室）

■高度なセキュリティー対策

■学内各所に学生が使える
無線 LAN

■ヘルプデスク、
アドバイザリースタッフ

福岡大学では、履修登録、授業、成績確認、
図書館利用、就職活動など、皆さんの学生生
活をサポートするために、たくさんのコン
ピュータ（情報システム）で情報サービスを
提供しています。情報ネットワークによって互
いに接続されているこれらのシステムを利用
するために、学生一人ひとりに、FUポータル
という個別の入口を設けています。
このFUポータルは、上に述べたさまざま
な情報システムや電子メールを効率的に利
用することができるだけでなく、大学からの
重要なお知らせや日々の連絡事項もFU
ポータルに通知されますので、１日に１度は
アクセスしてください。また、大学の携帯ウェ
ブサイトでは、休講・補講の情報が確認でき
ます。

PC教室や自宅からFUポータルを通して
学内の情報システムを利用するには、アカウ
ント「福大 ID」（アカウント名とパスワード）が
必要です。福大 IDは入学時に皆さん一人ひ
とりに発行されます。
パスワードについては、少なくとも１年に
１回の変更を義務付けています。なぜでしょ
うか。それは、あなた自身の情報を守るため
です。あなただけが知っているパスワードを
守ることで、ネットワークを経由してあなたの
個人情報が他人に盗まれることや、悪意を
持った人があなたの名前をかたってネット
ワークの中で不正な作業を行うことを未然
に防ぐことが可能になるからです。そのため、
パスワードを他人に教えるのも厳禁です。
なお、アカウント名は卒業するまで変わり

ません。

福岡大学総合情報処理センターでは、デ
スクトップ PCを配置した一般的な PC教室
に加え、さまざまな情報通信技術（ICT）を活
用した少人数でのグループディスカッション
が行える協働学修教室を設けています。また
新たにMac教室をオープンしました。これ
らのPC教室は講義で使っていない時間は
学生が使うことができます。また協働学修教
室には、ディスカッションやプレゼンテーショ
ンに便利なタブレットPCや電子黒板を導入
し、皆さんのディスカッションやプレゼンテー
ションをサポートします。

福岡大学の情報ネットワークFUTURE５
では利用者をサイバー攻撃から守るために、
侵入検知システム、ネットワーク認証・検疫シ
ステム、コンテンツフィルタ（利用者が危険な
ウェブサイトに誘導されないように保護しま
す）を導入しています。

学内１９２箇所に学生が使え
る無線 LANを設置しています。
スマートフォンやタブレットを
つないで情報検索や学習に活
用しましょう。

PC教室の使い方がわからない場合は、ヘ
ルプデスク（文系センター棟低層棟３階）、
またはアドバイザリースタッフにお尋ねくだ
さい。利用者を支援するために学内で待機し
ています。

Check! 福岡大学ネットワークシステム

◎FUポータル
http://portal.fukuoka-u.ac.jp/
◎福岡大学 携帯ウェブサイト
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/i/

Check! 総合情報処理センターウェブサイト

https://www.ipc.fukuoka-u.ac.jp/
（「FUポータル」や「福大 ID」についてわか
らないことがあったら、総合情報処理セン
ターへ）

情報システムの活用
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■大学で学ぶ皆さんには
大きな使命があります

■世界には多様な文化や
価値観が存在します

■異文化交流があなたの
価値観と人生に
大きな影響を与えます

Check! 国際センターウェブサイト

http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/
fu８０９/home１/a０８０００００.htm

■語学学習のすすめ

■海外派遣プログラムに
チャレンジしませんか

■国際交流や異文化理解の
機会は学内にも

皆さんは国
際交流や海
外研修、留学
と聞いて何を
思い浮かべる
でしょうか。自
分とは縁のな

い話だと思う人も少なくないかもしれません。
たしかに少し前までは、国際交流や海外留学
は日本で暮らす大多数の人にとって、何か特
別のことでした。しかし、皆さんもご存知のと
おり、今は人、物、金、情報が国境を越えて動
いていく時代です。このグローバル化する世
界の中で、いずれ皆さんは責任ある役割を
担っていかなければなりません。皆さんには、
異なる文化や価値観を持った人々と協調・
協力しながら、さまざまな問題を解決し、より
よい世界を創り出すという大きな使命が与
えられているのです。

皆さんの中には、これまで漠然と抱いてき
た、あるいは意識的に育んできた考えや価値
観があるでしょう。たとえば「お金がなければ
幸せにはなれない」、「仕事より家庭の方が大
切」などでしょうか。それに対し、他の国の
人々はどのような価値観を持って生きてい
るのでしょうか。アメリカでは？ネパールで
は？中国では？トルコでは？デンマークで

は？そこには、想像もしなかったような異な
る価値観があるかも知れませんし、意外にも
同じ価値観を持っている人々がいるかも知
れません。
諸外国の情報は、書物やインターネットで

も得ることが可能です。しかし、生の雰囲気
や人々の息遣いを感じ取ることは不可能で
すし、文化の香りをかぐことは決してできま
せん。その国へ行ってありのままを見聞きし、
そこで生まれ育った人々と交流することが
大事なのではないでしょうか。

異なった文化や価値観の衝突は、紛争や
戦争を生み出す一方で、新しい世界や時代、
知識や技術を創る原動力になっています。異
文化交流を通じて、あなたは、より広い視野
を持ち、人種や政治体制、国境を越えて人生
を切り開いていこうとする力強い人間へと成
長できることでしょう。福岡大学には異文化
に触れるチャンスがたくさんあります。あな
たも国際交流に目を向けてみませんか？

国際交流は語学学習と切っても切れぬも
の。異文化への関心を育てつつ、実際の国際
交流や留学を念頭において学ぶなら、皆さん
は語学学習に生き生きとしたおもしろさを発
見するはずです。
近年は、日本企業も海外でビジネスをさ

かんに展開しており、日本人社員にも語学力
を求めることが多くなっています。異文化交
流という観点だけでなく、職業選択の幅を広
げるためにも、語学学習に力を入れてほしい
と思います。
福岡大学では、正課の授業の外国語科目

（共通教育科目）のほかに、国際センターで
は特別授業（無料）が、エクステンションセン
ターでは諸言語に対応する語学検定対策講
座（有料）が開講されています。

国際センターでは、次のような研修・留学
プログラムを実施しています。
�海外研修（夏期：韓国、春期：アメリカ・オー
ストラリア）
�海外夏期英語研修（イギリス）
�海外春期中国語研修（中国）
�交換留学（イギリス、フランス、中国、韓国
など８カ国・地域２６大学）
４月８日（金）に国際交流プログラムを紹
介する「留学フェア」を実施しますので、是非
参加してください。

FIT（福岡大学国際交流チーム）のボラン
ティア活動を通じて、またホストファミリーと
して外国人留学生と
交流する機会があり
ます。

Check! 留学情報リーフレット
（交換留学、海外研修）

留学体験記、交換留学の手引、
各海外研修・語学研修募集要項、
ホストファミリー体験記

国際センター（１号館１階）には
留学情報がいっぱい！
気軽に立ち寄ってみてください。

海外研修・留学のすすめ

Check! 国際センター教員による留学相談

授業期間中の毎週月・水曜日の１２：１０
～１３：３０に、国際センターでは、留学・
海外研修や英語学習等について相談に
応じています。対応してくれるのは、国際
センター教員の佐々木有紀先生と、新
田よしみ先生です。
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■急速に進む社会の
グローバル化

■グローバル人材って？ ■福岡大学 グローバル・
アクティブ・プログラム（GAP）

積極的に世界に飛び出そう！

「グローバル化」ってよく聞く言葉ですね。
地球とか球体を表すグローブ（globe）から
派生した言葉です。つまり、グローバル化は
地球規模になること、具体的に言うと、人、物、
金、情報などが地球規模で動くようになるこ
とを意味します。
いま世界ではインターネットの爆発的な普
及をきっかけに、グローバル化が急速に進ん
でいます。日本も例外ではありません。これ
からさらにグローバル化が進むと、あなたの
仕事の同僚や上司に外国人がいたり、お隣さ
んが外国人であったりすることも増えるで
しょう。
これからの社会ではグローバル人材が強

く求められます。

あなたは「グローバル人材」と聞いて何を
想像しますか？
アメリカ人やイギリス人などのようにス
ムーズに英語が話せることを想像するかも
しれませんが、そうではありません。
これからの国際社会で活躍していく「グ
ローバル人材」に求められているのは、日本
と他国の文化を理解し、主体的かつ柔軟に
思考し、自らの考えを発信し行動する力です。
語学力、コミュニケーション能力、理解力と
チャレンジ精神を合わせ持つことなのです。

GAPはグローバルに活躍する、アクティ
ブな精神を持った人材の育成を目的とする、
福岡大学の教育プログラムであり、各学部の
専門カリキュラムと並行して、下記の科目群
を履修することができます。

基礎科目群：海外に目を向け、また語学力や
コミュニケーション能力の向上を図ることを
目的とする科目群です。さらに、基礎科目群
の中の「アジア現地研修」（１年次）、「グロー
バル・イングリッシュ」（２年次）のいずれかの
履修登録者（選考あり）には、特別な e-
learning 教材と、語学力やグローバル対応
能力の向上を図る「GAP講座」が用意され
ています。
国際教養科目群：簡単な英語を用いて日本
と外国の文化・歴史・経済・産業について学
んだり、海外の大学で学ぶためのスキルを身
につけたりすることを目的とする科目群です。
留学・海外研修科目群：実際に海外留学や海
外インターンシップを行う科目群です。各学
部の専門課程で行われる留学、海外研修、海
外インターンシップの中にもこの科目群の
科目として認定されるものがあります。

所定の履修条件を充たすと『福岡大学GAP
修了』が認定され、修了証が授与されます。

Check! GAP科目登録説明会

４月２日（土）１７：００から説明会を開催し
ます。詳細は、国際センター前掲示板（１号
館１階）、中央掲示板（Ａ棟西側）、FUポー
タル「お知らせ」で確認してください。

学修ガイド、シラバスを参考にしてください。

GAP科目
基礎科目群
留学準備Ⅰ
留学準備Ⅱ
Overseas Training Program
アジア学入門
＊アジア現地研修
＊グローバル・イングリッシュⅠ～Ⅳ

国際教養科目群
Global Economy and Business
Japanese History and Culture
Japanese Economy and Business
グローバル・インタラクティブ・

イングリッシュⅠ、Ⅱ
Academic Skills for Study Abroad
Global Issues Practicum
グローバル ESP
English AcademicWriting
海外インターンシップ準備

留学・海外研修科目群
＊留学Ⅰ～Ⅲ
＊海外インターンシップⅠ、Ⅱ
GAP総合演習

注）＊は海外渡航をする科目（要旅費・研修費）
原則として登録人数が制限されます。

グローバル人材育成を目的とする福岡大学グローバル・アクティブ・プログラム
（GAP）を平成２５年度より実施中です。
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入学時から
就職活動を
イメージして
おこう！■初心を大切に

■将来を意識した学び

■具体的に心がけること

■きちんとした学生生活

■就職活動への対応就職に近道なし

皆さん、大学進学の目的を今一度確認し
ましょう。いろいろな目標があるでしょうが、
豊かな人生を送るために大学に入学してき
た、という点では一致するはずです。したがっ
て、これからの進路について真剣に考え、実
現に向けて全力で努力する必要があります。
早めに着手すればそれだけ着実に成果をあ
げることができますから、希望に満ちあふれ
た入学時から、進路選択の準備を始めましょ
う。

まず、実際に行なわれている仕事をイメー
ジしながら、どのような人生を送りたいのか
をじっくり考えましょう。民間企業へ就職する、
公務員や教員になる、資格を取得して弁護
士、公認会計士、建築士、医師、薬剤師、看護
師への道を進む、あるいは起業家を目指す、
大学院に進学してさらに高度な専門的知識
を修得する、といった進路があります。どのよ
うな進路が自分にふさわしいのかを見つけ
るには、客観的に自分を把握し論理的に分析
する能力を必要としますが、そのような能力
は専門知識を受動的に習い覚えるのではな
く、積極的に考えながら学んでこそ身に付く
ものです。

まずは高校までの「覚える」こと中心の勉
強から、「考える」ことを重んじる学習へと前
進する必要性を強く認識し、大学で自発的に
学ぶ姿勢を身に付けてください。経済や政治
情勢を把握しておくことも重要なことですか
ら、新聞を毎日読み、テレビのニュースも欠
かさず見るといった習慣を付けたいもので
す。
次に、具体的に就職活動にあたって考えて

みると、インターネットによる応募だけを受け
付ける企業も多く、できるだけ早くパソコン

などの情報機器を使いこなせるようにしま
しょう。また、グローバル展開をしている企業
が採用条件として高い英語能力を求めてき
ており、入社後の昇進に際しても語学力は大
きく影響するようになりますから、語学力を
高めましょう。もちろん、適正な日本語能力
がある、という前提に立っての英語力ですか
ら、この点を忘れてはいけません。
さらに、就職試験で必ず行われる面接では、
自分の考えをしっかり持ち、それを自分の言
葉で明確に伝えることが必要となりますが、
その能力はゼミ形式の授業などを通じて討
論・発表を繰り返すことで高められます。もち
ろん、挨拶を含む言葉遣いや態度もチェック
されますから、常にルールやマナーを意識し
た学生生活を送るのは当然であり、豊かな人
間性を養うために、様々な機会を自ら積極的
に作り、多くの良き友人と大いに語り合うこと
も大切です。
※資格試験対策や語学検定等に関しては、
エクステンションセンターウェブサイト
（ P．５１）を参照してください。

このようにみてくると、就職するための近
道などあるはずもなく、本来大学生としてな
すべきことを着実に実行していく事こそが大
切である、ということに気付くでしょう。就職
活動といっても特別なことがあるわけではあ
りません。きちんとした学生生活を始めるこ
とが就職の準備につながるのです。
くれぐれも、４年次生になってあせり出し、
就職活動のマニュアル本にすがりつくような
ことにならないように、今のうちから就職・進
路支援センター（１号館１階）を訪れ、スタッ

フに何でも気軽に相談してみましょう。ただし、
最終的には自分の進路は自分で決める、とい
うことだけは肝に銘じておきたいものです。

ここ数年、就職活動の時期が変更されて
います。しかし、広報活動の開始時期は、大学
３年次生の３月からと変わっていません。１
年次から３年次までの３年間を教養や専門
分野の勉強で知識を得るだけでなく、クラブ、
サークルやボランティア活動、海外留学、イ
ンターンシップ（職業体験）などに積極的に
参加することができます。皆さんは、多くの
人と交わりそこで得た経験や体験をとおして、
社会とのかかわり方と卒業後の進路につい
て考える３年間を確保されています。特にイ
ンターンシップに参加することで、産業や社
会について実践的な知見を深める機会を得
ることができます。

将来を意識した学び方

■キャリアデザインガイド
（１年次に配付）
入学したばかりの１年次生のため

に、将来の進路に向けて学生生活で
どのような心構えや活動が必要かを
先輩のアドバイスなども載せてわか
りやすく解説しています。

就職・進路支援センターサポートフロア
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アクション
学生生活を通じて、
社会人基礎力を
身に付けるための支援行事を
１年次から実施しています。

考え抜く力前に踏み
出す力

チームで働く力

シンキング

チームワーク

大学の大学の
講義講義
大学の
講義

資格取得
を支援

大学の授業を基本に
エクステンションセンターを
活用して資格取得に
チャレンジ！！

資格取得対策講座
スキルアップ講座

など
公開講座

採用試験対策講座

エクステンションエクステンション
センターセンター
エクステンション
センター

■主な就職支援行事

…………………………

１年次生対象
コンピテンシー診断テスト
インターンシップ（国内・海外）
進路発見ワークショップ

２年次生対象
コンピテンシー診断テスト
インターンシップ（国内・海外）
進路発見ワークショップ

３年次生対象

コンピテンシー診断テスト
インターンシップ（国内・海外）
就職基礎ガイダンス
就職応用ガイダンス
就職実践ガイダンス
就職直前ガイダンス
学内OB・OG訪問会
SPI スタートアップセミナー
個人模擬面接、集団模擬面接、グループディスカッション
１日で自己 PRから履歴書が描けるようになるセミナー
学生アドバイザーによる就職活動入門講座・個別就職相談会
学内企業説明会（合同・個別）

４年次生対象
就職活動応援セミナー
就職フォローガイダンス
学内企業説明会（合同・個別）

全学年対象

業界研究セミナー
卒業生との就職懇談会
東京での就職活動の進め方
就職するまでに知っておきたい労働法講座
教員採用試験ガイダンス
公務員採用試験ガイダンス

１、２年次に
やっておくこと

●正課授業をしっかり
マスターする
●夏休み・春休みを
有意義に過ごそう
インターンシップやボランティア活動、
アルバイトなどで社会と関わる機会
を増やす

※他にも、エアラインセミナーなどの学部が主催する行事があります。

エンカレッジセミナー
《未来ノート》でなりたい自分になる！

エクステンション講座
秘書検定準１級・２級受験対策講座」ロールプレイング指導

■資格の基本は「学士」 ■資格試験にチャレンジ
皆さんが所属するそれぞれの学部のカリ

キュラムは、個々の能力を十分開発できるよ
うにプログラムされています。したがって、
日々予習をおこない、講義に集中し、復習を
十分おこなって、学んでいる科目を関連づけ
ながら学習していけば、学問体系がどうやっ
て出来上がってきて、どのような考えが必要
で、今後どんなことを自ら学んでいけば良い
かが自ずと明らかになってくるでしょう。その
結果として、卒業式では「学士」の学位記を
受け取ります。これは大学の課程を修了し、
十分な能力があると認められた立派な資格
です。

皆さんは、大学在学中に自分の将来を考
えることでしょう。もちろん、大学に入学した
目的が、特定の職業に就くための人もいるで
しょう。
日本国内では近年、同世代の５割以上の
人たちが大学へ進学します。卒業後に職業
人として活躍するチャンスを拡げるために、
自らのセールスポイント（特技、能力、努力の
結果）として、なんらかの資格を持ちたいと
考えている人はたくさんいると思います。将
来独立して仕事をすることができる資格、組
織（企業や公務）に所属していても高く評価
される資格など、様々な種類があります。

資格取得へのチャレンジ

資
格
取
得
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ



社会人、職業人、専門家になる道は幾通りもあります。
道筋は自分で創ってください。

福岡大学での学習

卒　業
（学士）

福岡大学入学

大学院
（修士・博士）

採用試験

より良き
職業人

（企業、公務員）

より優秀な
専門家

国家試験
資格試験

より良き
社会人（企業、公務、起業、自営など） （資格取得者）

■資格取得試験のための
対策

■エクステンションセンター
の活用

しかし、大学のカリキュラムだけで取れる
資格は非常に限られています。そこで、本学
ではエクステンションセンターを設置して、
在学中に資格試験に合格するためのサポー
トをしています。
資格試験にはそれぞれ特徴があり、その特
徴に見合った対策を立てることが必要です。
そのために、本学のエクステンションセン
ターや学外の専門学校で、対策講座を受講
する人も数多く見られます。しかし、対策講座
だけを受講していれば試験に合格できると
勘違いしている人が決して少なくありません。
大学の講義をおろそかにしていたら、対策
講座での学習効果は上がりません。また、結
果がよくない場合も多いです。ほとんどの公
務員採用試験には、高校卒業程度、短期大学
卒業程度、大学卒業程度など、採用試験のレ
ベルが明記されています。つまり、学校（高校、
短大、大学）で学んだことが身に付いている
ことを前提として試験がおこなわれるという
ことです。資格試験についても、受験資格が
大卒と明記されている場合はもちろんです
が、そうでない場合でも、自ら学習して得ら
れた論理的な思考力や意欲が、対策講座の
ベースとなります。

大学生の基本は、大学と学部の教育理念
と目標を理解し、カリキュラムにそって共通
教育科目と専門教育科目を総合的に学習す
ることです。しかし、大学の授業は原理原則
を大事にしていますので、その本質を理解す
るためには、卒業後の社会経験や人生経験
が必要です。また、授業だけを聞いていても、
将来どう役に立つのか分からないといって不
安になる人もたくさんいます。その上、皆さ
んは大学を卒業するとすぐに実社会に入りま
す。そこで生き抜いていくために、あるいは自
信を持って実社会に飛び込んでいけるよう
に、大学で学んでいる原理原則を生かすた
めの知恵と切り札としての資格を身につけた
いと考える人もいるでしょう。それを助ける
のが、資格取得試験のための対策講座です。
資格を取得することで専門家として認めら

れます。しかし、資格取得者は、専門家として
継続的に学習して能力を常に高め、より優秀
な専門家となるように努力することが求めら
れています。

エクステンション（extension）には「拡張」
という基本的な意味から派生した「公開講
座」や「正課外教育」という意味があります。
エクステンションセンターでは、学部教育の
「拡張」として、学部の講義とは違った視点か
ら講座（資格取得対策講座、採用試験対策講
座、スキルアップ講座、公開講座など）を提
供しています。
その中で、多くの企業が採用条件として求

めてきている英語能力（TOEICⓇ、TOEFLⓇ、
IELTSTM 各テストスコア）やコンピュータスキ
ル向上のための対策をはじめ、各種資格試
験や公務員・教員の採用試験など、様々な試
験に対する対策講座を開講しています。これ
らを「エクステンション講座」と呼んでいます。
当センターは、受講生の皆さんが全員合格

できるように、講座の内容を吟味しています。
また、福岡大学父母後援会の支援を受けて
各種就職試験関係の講座等を開講し、就職
支援も行っています。
エクステンションセンターでは３月末から
定期的にワークショップを通じて、自分がなり
たいものや目標を探すための、あなただけ
の人生戦略ノート《未来ノート》を作成し、「何
のために、どう学び、将来どう役立てるのか」
を考える「エンカレッジセミナー：《未来ノー
ト》でなりたい自分になる！」を開講していま
す。
このセミナーを含め、詳しくは、エクステン
ションセンター（A棟東側）に問い合わせるか、
またはセンターウェブサイトを見てください。
※講座内容等の詳細については、エクステン
ション講座パンフレットを配布しています
ので参照してください。

Check! エクステンションセンター ウェブサイト

FUポータルにログイン後、「学生生活」から「エクステンションシステム」の「トップメ
ニュー」にアクセスしてください。
福岡大学の公式ウェブサイトからエクステンションセンターの個別サイトへアクセスする

こともできます。
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◆赤祖父俊一著
『正しく知る地球温暖化』
（誠文堂新光社）

氷が融け、溺れそうな北極熊の映像に心
を痛めた人も多いのでは？いま北極圏では
寒冷化によるオゾン層破壊が進んでいます。
報道によると、これもまた地球温暖化が原因
ということになるのですが…。気候変動は実
は一般の人にはかなり理解しにくい現象なの
ですが、本書はそれを分かりやすく解説して
います。著者は元アラスカ大学国際北極圏セ
ンター所長で、北極圏気候の専門家。気候変
動を異常気象と言って煽る報道の方が異常
だということにも気づかせてくれる一冊です。

◆出久根達郎編『漱石人生論集』
（講談社文芸文庫 講談社）
漱石に人生論集という著書はありません。

この本は漱石の最高の読み手である出久根
達郎が編集したものです。人が筋を通して生
きることは、結局は他人に最大の敬意を払う
ことになると教えてくれます。

◆『古今和歌集』
（新日本古典文学大系 岩波書店ほか）
「古典」や「韻文」も読んでみましょう。「韻
文」は詩の言葉による表現です。日本の韻文
の古典である『古今和歌集』は、面白く読める
ようになるまで努力が必要なのですが、そこ
を越えると一生楽しむことができます。自分
がいかに「古今和歌集的」であるかという意
外な事実もわかってくるでしょう。

◆我妻栄著
『法律における理窟と人情』
第２版（日本評論社）
法律学の勉強は、理窟と人情とのバラン

ス感覚を学ぶことに尽きます。著者我妻栄は、
昭和に「民法と言えば我妻、我妻と言えば民
法」とまで讃えられた民法学者です。わかり
やすく、おもしろく、かつ、生涯こころに残る本
です。ぜひ一読してみてください。

◆サミュエル・スマイルズ著 竹内均訳
『自助論』（三笠書房）
「天は自ら助くる者を助く」 自分で自分
を助けない人を一体誰が助けてくれようか。
自分で自分を信じられない人を一体誰が信
じてくれるだろうか。全ての基本は、自分の足
で立つこと、「自立」にあります。明治の先達
にも愛された名著の現代語訳版。困難に立
ち向かい、人生を切り拓く勇気を新たにして
くれるはずです。

◆ヴィクトール・Ｅ・フランクル著
霜山徳爾訳『夜と霧：ドイツ強
制収容所の体験記録』（みすず書房）
「どんな苦しみにも、どんな人生にも意味
がある」
本書はナチスの強制収容所から生還した
著者の体験記です。精神科医であった著者
が極限状況における人間の姿を分析し、「人
間とは何か」という問いを追求した作品です。
著者の発するメッセージは、時代を超えて
人々を勇気づけています。

◆フィリップ・Ｊ・デーヴィス、
ルーベン・ヘルシュ著 椋田直子訳
『デカルトの夢』（アスキー）
１７世紀フランスの哲学者であり数学者で
もある、ルネ・デカルトはあらゆる知的活動が
論理的演算によって処理できる世界を夢見
ました。コンピュータの出現によって世界は
大きく変えられましたが、私たちの生活の向
上に役立っているのでしょうか。コンピュータ
哲学への大きな第一歩を踏み出してみませ
んか。

◆隈健吾著『建築家、走る』
（新潮社）
建築界の第一線でグローバルに活躍する
隈健吾。建築についての知識だけでなく、建
築を通して見えてくる現代の歴史・社会・文
化に関する教養を授け、建築をめぐる哲学的
思索へと導いてくれる一冊です。

◆小川鼎三著『医学の歴史』
（中公新書 中央公論新社）
医学や医療をこれから学ぶ上で、その歴
史的意義を知ることは大切です。古代の医
療がどのようにして、現代の医療に発展して
いったのか、ヨーロッパだけでなく、中国や日
本における医学の歴史を分りやすく示した好
著です。

◆中田宏著『なせば成る
―偏差値３８からの挑戦―』
（講談社＋α文庫 講談社）
この本では、人生をより良く生きるための

「考え方」が、著者の赤裸々な体験を通して
語られています。人間の能力とは何か、勇気
や忍耐の大切さなど、多くのことを教えてく
れます。まさに、己の道を切り開いています。
是非とも一読を。

◆桐衣朝子著『薔薇とビスケット』
（小学館）第１３回小学館文庫小説賞受賞作
（福岡大学人文学部文化学科卒業）
どんな人にも若 し々く煌めく時や人生の喜
びや苦しみを噛みしめる時間があります。介
護が必要になった人々にも、亡くなった人々
にも。本書は、２５歳の若い介護士が体験した、
お盆の夜の奇跡を描いた小説です。人生に未
熟で、生活のためだけに仕事をしていた彼が、
この夜なにを見て、そしてどう変わっていくの
か。読みやすく、読後感爽やかな作品です。

◆レイモンド・マンゴー著 中山容訳
『就職しないで生きるには』
（晶文社）
本書は１９７９年にアメリカで出版され、若者
必携のテキストとして現在も読み継がれて
います。決して働かないことの奨めではなく、
自分が納得できる仕事をするためのヒント
やゼロから起業する知恵や勇気を与えてく
れる本です。仕事について、生き方について
考えてみたいとき、手にとってみませんか。

◆戸田山和久著『新版 論文の教室
―レポートから卒論まで』
（NHKブックス）
論文を書くには、自分で考え、自分の意見

を持つことが何より大切です。しかし、そのた
めにどうすればいいのか分からなくて困って
しまうことはありませんか。そんな時にはこの
本がお薦めです。読み進めるにつれ、論文の
書き方だけでなく、その前提となる「ものの
考え方」や「意見の導き方」について理解が
深まること請け合いです。単に人の考えや意
見を借り受けるのではなく、自分自身で考え
る力、自分自身の意見を育む技術を、ぜひこ
の本で身につけてください。

教養をさらに深める本
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福大生の皆さんは

 「キャンパス・メンバーズ」です。

ここに記載できなかったたくさんのメッセージを「福大生
ステップアッププログラムの公式サイト（http://www.fu
kuoka-u.ac.jp/fsp/index.html）の『福大生のための学
習ナビ』のページに掲載しています。ぜひご覧ください。

この「福大生のための学習ナビ」は
福大生ステップアッププログラム（FSP）の第一ステップです。

「九州国立博物館パスポート」購入の特典

菅原道真公ゆかりの地、太宰府には全国で４番目の国立博物館、九州国立博物館がありま
す。この九州国立博物館は、日本文化の形成をアジア史的観点から捉えることを基本理念と
し、日本やアジアの歴史や文化に身近に触れることができる学びの空間です。
福大生の皆さんは、九州国立博物館キャンパス・メンバーズの会員であり、さまざまな特
典を受けることができます。ぜひ、この機会を活用し、歴史や文化に触れてみましょう。
九州国立博物館では学生証を提示すれば、つぎの特典が利用できます。

❶平常展を何度でも無料で観覧できます。
❷特別展を割引料金（団体料金）で観覧できます。
❸「九州国立博物館パスポート」を割引料金（通常、学生２，０００円を１，０００円）で購入
でき、つぎの特典が利用できます。

特典１ 全国（東京・京都・奈良）の国立博物館の平常展を何度でも無料で観覧できます。
特典２ 年間６回の特別展（九博４回＋他２回）を観覧できます。

※ただし、同じ特別展を２回観覧することはできません。

（詳細は教務課窓口（文系センター棟低層棟１階）までお尋ねください。）

どこの大学に行くかよりも、行った大学で
どのように過ごすかの方が大切だと感じて
います。大学では、受身ではなく積極的に
自分から動くことが大事です。そして、前を
向いて自分の将来としっかり向き合う時間
を取ることを忘れないようにしてください。

（理学部４年）
………………………………………………
大学に通うことは、たくさんの方の協力の
うえに成り立つことだから、感謝することを
忘れずに大学生活を送って欲しいです。

（理学部１年）
………………………………………………
とにかく授業では「ノートをとる」ことが大
切です。板書だけを書き写しても、読み返
した時に講義の内容が分かりにくいです。
先生が話す言葉も書き取るクセをつけま
しょう。一字一句全て書き取ると良いわけ
ではなく、単語と単語のつながりがどう
なっているのかが分かるようになっていれ
ば十分だと思います。ノートをしっかり取っ
ていれば、試験前も慌てずにすみます。
ノートは一番の参考書です。

（人文学部１年）
………………………………………………
日々の復習がとても重要です。日頃から復
習をしておくと試験前に焦らなくてすみま
す。試験前に全てを勉強するのはかなり効
率が悪いです。

（経済学部１年）
………………………………………………

図書館は頻繁に利用しています。本の量も
膨大ですし、パソコンもあるのでとても便
利です。図書館を活用できれば、知識の幅
をぐっと広げることができると思います。

（人文学部３年）
………………………………………………
毎日 FUポータルをチェックしましょう。そ
うすれば、皆さんの学生生活はより計画的
で有意義になると思います。

（商学部１年）
………………………………………………
文系センター棟低層棟３階には、非常に素
晴らしいパソコン教室があるので活用しま
しょう。携帯はいらないと思えるほどの設備
です。

（商学部１年）
………………………………………………
文系センター棟高層棟１階にある「プラザ
５０」では、English Plaza や Language
Plaza が開設されているので、英会話等に
興味がある方は、積極的に参加してみま
しょう。

（商学部１年）
………………………………………………
就職・進路支援センターが主催する行事
では、実際に働いている方の話を聞ける機
会があります。１年次から積極的に参加し
ましょう。

（経済学部４年）
………………………………………………
僕は夏に海外研修に参加しました。他学部
の友達だけでなく、他国の留学生や現地
の人とも友達になりました。とても貴重な
経験ができ、とても楽しい研修でした。海
外に興味がある方は是非参加してみてく
ださい。

（経済学部２年）

新入生の皆さんへ

先輩からの

メッセージ
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