
受講までの流れと申込方法

●３月下旬以降、受講決定者に「受講決定通知書」「学内案内図」「受講料お支払い方法等」の書類を
郵送致します。初回講義日は受講決定通知書に記載しています。

●お送りした書類に基づき、支払期日までに納入の手続きをお願いします。

●FAX・郵送・窓口:申込書をコピーしてご利用ください。本学ホームページから申込書をダウンロー
ドすることもできます。別様式でのお申込みも可能です(必要事項をご記入ください)。
●メール:メール本文に必要事項をご記入の上、「trenkei@fukuoka-edu.ac.jp」宛に送信してく
　ださい。添付ファイルで送信されたものは、ウイルス防止のため、受付いたしません。
※以上の方法でお申し込みできない場合に限り、電話での受付けも致します。その際は、申込み受付をした者の
　氏名を必ずご確認ください。

※講座当日の会場でのお支払いは受け付けておりません。必ず事前に納入ください。
※受講をキャンセルされる場合は、必ず事前に連携推進課にご連絡ください。お支払いの確認が取れない
　ことにより、自動的に受講を取り消すことはありません。

●各講義の当日、開始時間までに会場へお越し下さい。
※受講をキャンセルされる場合は、必ず事前にご連絡ください。

申込

受講決定通知等
関係書類受け取り

受講料納入

手続き完了

ＦＡＸ・メール・郵送・窓口の
いずれかで

お申し込みください

※受付は先着順、定員に達し次第締め切らせていただきます。
※この申込に際し得た個人情報は、開放授業プログラムの事業にのみ利用し、目的外には使用しません。
※メールでお申込みの場合は、必要事項を本文に記載してください（添付ファイルで送信されたものは、ウイルス防止のため受付できない場合があります）
　また、@fukuoka-edu.ac.jpドメインのメールを受信できる設定に変更をお願いします。
※申込書を受理した旨の通知はしておりません。ご不明な点はお問合せください。

※メールで申込みの場合は必要事項をメール本文に記載して送信ください。
（郵送およびＦＡＸ送信用）※この用紙をコピーしてご使用下さい。

送信先： 福岡教育大学 連携推進課
福岡教育大学 前期開放授業プログラムの受講を下記のとおり申し込みます。

氏　名

住　所
（受講決定通知書送付先）

日中の連絡先

ふりがな

（〒　　　　-　　　　　　）

自宅電話

携帯電話

ＦＡＸ番号 （受信可能な場合のみ記入）

男　・　女 歳

性　別 年　齢

3月1日㈮ 9時
   ～3月8日㈮ 17時

講座番号 講座名

受講希望講座

受講希望者

申込受付期間（先着順） 2019年度 福岡教育大学
前期開放授業プログラム受講申込書

福岡教育大学連携推進課
TEL:0940-35-1540  FAX:0940-35-1700

福岡教育大学　開放授業 検  索

〒811-4192　福岡県宗像市赤間文教町1-1　E-mail: trenkei@fukuoka-edu.ac.jp

詳しくはwebへ

URL：https://www.fukuoka-edu.ac.jp(トップページ→「開放授業」で検索)

福岡教育大学
イメージキャラクター

2019年度 前期 受講生募集のご案内
開放授業プログラム
福岡教育大学
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申込受付期間
（先着順）

  2019年3月1日（金）  ９時
　　     ～３月８日（金）１７時

2019年４月上旬～７月下旬



申込み・受講にあたって
ご注意いただきたいこと

開放授業プログラムとは

申込みについて

注意事項

●本事業は、将来教員を目指す正規の学生と一緒に受講していただくものです。受講にあたっては、講義担当教員の指
示にしたがい、学生と同じ志で受講されることを望みます。

●このパンフレットに掲載されている講義はすべて前期（４月上旬～７月下旬）に実施されます。
●講義はおおむね大学１～２年生レベルです。
●講義はおおむね１５回です。（講義日が変更、または休講になることがあります。担当教員の指示に従って下さい。）
●単位認定は行いませんので、期末試験等は受験できません。
●担当教員のやむを得ない事情、その他突発的な事情により、開講日の変更、または休講になる場合があります。
●募集人員は各講座につき若干名、先着順とさせていただきます。
●受講料は１科目につき9,000円です。テキスト代等は受講料に含まれておりません。（講義によっては、テキスト購入
や、学外見学のための観覧料や交通費等が別途必要になります。詳細は、プログラム一覧をご確認ください）

●申込書を受理した旨のご連絡はしておりません。ご不明な点は連携推進課へお問合せ下さい。
●受講決定者への受講決定通知書の発送は３月下旬を予定しております（申込みをもって受講決定ではありませんので
ご注意ください。なお、申込み多数により受講いただけない方へは随時ご連絡差し上げます。）
●申込み・受講をキャンセルされる場合は速やかに連携推進課へご連絡ください。
●受講料のお支払いが確認できない場合は受講できないことがあります（ただし、お支払いが確認できないことで、自動
的に受講を取り消すことはありません）。

●受講料納入後にキャンセルされた場合、または受講を途中で取りやめられた場合など、理由のいかんにかかわらず受
講料は返金いたしません。ご了承ください。

●本学の秩序を乱し、または受講生としてふさわしくない言動等があった場合、受講をお断りすることがあります。その
場合も既納の受講料は返金いたしません。

●実施にあたっては事故のないよう十分注意を払いますが、不慮の事故に備えて、各自で損害保険等に加入しておいて
ください。

●受講に関すること以外の個人的なトラブル等には対応いたしかねますので、ご了承願います。

3月1日（金）９時～３月８日（金）１７時　先着順
　※受付期間外の申込みは受付けられませんのでご注意ください

メール・ＦＡＸ・郵送・連携推進課窓口での直接申込のいずれか
　※いずれの方法でも申込みができない場合に限り電話でも受付けます

受付期間

申込方法

前期開放授業プログラム一覧 ４月上旬～７月下旬

日本語の歴史について学びます。日本語が「どうあるべきか」を考えるには、「かつてどうであったか」「今
どうであるか」、そして「なぜそうなったのか」を考えることが大切です。語彙・音韻・表記・文法の「変化」
に注目し、およそ奈良時代頃から現代までの日本語の歴史を概観します。
●備考：テキストは初回の講義で紹介します。その後別途購入して下さい。

1 国語学講義Ａ 国語教育講座　勝又　隆火曜・５限

医学や一部心理学などの観点から、一般的な健康の話だけでなく大学生活をおくる上で注意する点など、
様々な心身の問題に関する講義・講演などを行います。なお、こころと体の健康科学 B とは、内容が異
なります。

4 こころと体の健康科学A 健康科学センター　貫名 英之金曜・2限

ヨーロッパの芸術音楽を中心に、音楽鑑賞上の基礎的知識を学びます。ビデオやＣＤを用い、具体例に触
れながら、授業を進めていきます。

2 音楽の基礎知識 音楽教育講座　長野 俊樹水曜・１限

座学別途テキスト購入が必要 演習 学外見学有

地球に関する科学を勉強します。地質学や岩石に関して，中学校や高等学校で教員をするために必要
な内容を修得することを目標とします。
●備考：テキストは第一学習社「高等学校　改訂　地学基礎」並びに同社「六訂版　スクエア最新図説
　　　　地学」を指定します。入手方法等について初回の講義で紹介しますのでその後別途購入して下
　　　  さい。

5 固体地球科学Ⅰ 理科教育講座（地学）　棟上 俊二金曜・4限

後期（１０月上旬～２月上旬）は下記の講義の開講を予定しています。
詳細は夏頃に別途お知らせします。

※諸事情により変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

後期実施予定の開放授業プログラム

天文地球物理学Ⅰ

国語学講義B

こころと体の健康科学B

〈授業時間〉
１限 ２限 ３限 ４限 ５限

8:40-10:10 10:25-11:55 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 ギリシャ、ローマから20世紀初頭に至る西洋美術の歴史（絵画、彫刻、建築の様式的特徴、社会的役
割、受容の変遷など）を概説します。
●備考：学期中一回の学外見学（5月中旬・福岡市美術館）を行う予定です。観覧料、交通費等は各自 
             の負担となります。テキスト購入は必須ではありません。初回の講義で参考図書を紹介予定です。

3 西洋美術史 美術教育講座　本田 代志子水曜・３限

１

２

３

月曜・4限

月曜・5限

金曜・2限
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携帯電話

ＦＡＸ番号 （受信可能な場合のみ記入）

男　・　女 歳

性　別 年　齢

3月1日㈮ 9時
   ～3月8日㈮ 17時

講座番号 講座名

受講希望講座

受講希望者

申込受付期間（先着順） 2019年度 福岡教育大学
前期開放授業プログラム受講申込書

福岡教育大学連携推進課
TEL:0940-35-1540  FAX:0940-35-1700

福岡教育大学　開放授業 検  索

〒811-4192　福岡県宗像市赤間文教町1-1　E-mail: trenkei@fukuoka-edu.ac.jp

詳しくはwebへ

URL：https://www.fukuoka-edu.ac.jp(トップページ→「開放授業」で検索)

福岡教育大学
イメージキャラクター

2019年度 前期 受講生募集のご案内
開放授業プログラム
福岡教育大学

急行60分

50分

20分JR鹿児島本線

西鉄バス

20分

（JR、西鉄バスをご利用の場合）交通アクセス

天神日銀前
（19A）

西鉄バス
赤間営業所

徒歩10分

徒歩10分

福岡教育大学

JR
博多駅

JR
黒崎駅

JR
小倉駅

JR
教育大
前駅

１科目　９，０００円
（テキスト代は含まれません）

開講期間

受 講 料

申込受付期間
（先着順）

  2019年3月1日（金）  ９時
　　     ～３月８日（金）１７時

2019年４月上旬～７月下旬
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