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高大連携事業プログラム 

 

日本経済大学 企画広報室 

２０１６年１２月吉日 

 

 

 

はじめに 

 

 

 将来を担う次世代の育成は高校と大学の最も重要な使命であり、一人一人の個性を活かし育むことは教育の 

基本です。日本経済大学は、高校と大学のもとで行われる教育活動について、高校側からのご提案を前向きに、  

かつ迅速に対処します。同時に本学から高校に対しても様々な提案を行い、高校生の向上心を育てる活動を 

高校の先生方をはじめ、高校生の皆様と進めてまいります。 

 本リーフレットは、本学が実施している高大連携プログラム（交流プログラム等）の一例です。記載事項  

以外についても、ご要望がある場合は、下記連絡先までご相談ください。
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お問い合わせ 

日本経済大学 福岡キャンパス 企画広報室  

TEL : 092-921-9811 FAX : 092-921-9823 
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講義型プログラム 

 

本学の教員が高等学校へ訪問し、講義を行います。もしくは、高等学校の皆様に本学へ訪問していただき

講義を聴講してもらいます。 

 講義時間：５０分（希望に応じ変更します） 

 出張費：本学が負担します（謝礼金・バス代等も請求しません） 

 講義一覧：P8“出張講義一覧”参照 

 実施例 

① 小倉南高等学校 

「18 歳からの主権者教育」をテーマに高校３年生を対象に出張講義を実施 

 

【対象】３年生約１５０名 

 

担当：小嶋教授（経営法学科） 

 

② 武蔵台高等学校 

本学にて複数講義受講型の勉強会を実施（学生の希望講義選択型勉強会も可能） 

 

担当：戸田教授（経済学科） 

「経済学、経営学を大学で学ぶ」 

 

 

大講義スタイルから複数講義受講へ 

（組み合わせ等は要相談） 

 

 出張講義に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください 

日本経済大学 福岡キャンパス 地域連携センター 

TEL : 092-921-9814  FAX : 092-921-9824 

URL : http://fukuoka.jue.ac.jp/schoolvisit/lecture.html 

 

  

http://fukuoka.jue.ac.jp/schoolvisit/lecture.html
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体験学習型プログラム 

 

日本で唯一オックスフォード大学・ケンブリッジ大学と学術締結しています。また日本で 3 番目に多くの

留学生を受け入れている本学の留学生と異文化交流を体験することができます。 

 講義時間：各プログラムにより異なります（要相談） 

 参加学生：イギリス（オックスフォード大学・ケンブリッジ大学）、韓国、中国、ネパールなど 

 実施例 

① 福岡女子高等学校 

留学生との ENGLISH CAMP（留学生と作るポスターメイキング）を実施（研修時間：６時間） 

 

【対象】国際教養科１年生約４０名 

 

担当：椿講師（経済学科） 

 

② 玄海高等学校 

留学生（ベトナム）による修学旅行前の事前指導会を実施（研修時間：１.５時間） 

 

【対象】国際文化コース２年生約４０名 

  

ＲＯＳＥカフェにて実施 

 

③ 福岡中央高等学校 

英語クラブの学生と留学生によるミニ英語交流会（研修時間：１.５時間） 

 

【対象】英語クラブの学生との交流会 

 

高等学校の一室でカフェ形式にて実施 
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ツアー研修型プログラム 

 

普段の授業とは異なる体験を通して、大学での学びや施設・学問・社会での出来事について興味・関心を

高めてもらいます。 

 実施時間：各プログラムにより異なります（要相談） 

 実施例 

① 太宰府高等学校 

具体的な進路イメージの構築、進学への動機付けを目的とした進路研究（大学ツアー）に協力 

 

【対象】経営・経済学に興味のある２年生 

 

 

学校見学（学食体験含む） 

② 福岡講倫館高等学校 

高等学校が実施している学部・学科研究の進路ガイダンスに協力 

 

【対象】２年生（約２３０名） 

 

学校見学（大講義室にて体験講義） 

 

③ 早良高等学校 

高等学校のコースに応じた進路ガイダンス及び大学スポーツ施設見学会に協力 

（経済系・経営系・芸能系・スポーツ系・公務員系・法学系・観光系など多種多様な講義を提供可能） 

 

【対象】スポーツコミュニケーションコース 

２年生（約３０名）による施設見学 

（西日本地区で最大の規模の体育設備見学） 

 

スポーツ系の体験講義 

担当：瀧教授（健康スポーツ経営学科） 
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合宿型プログラム 

 

本学の学生寮（ケンブリッジハウスとオックスフォードハウス）を活かした合宿を実施し、高校とは違っ

た環境での勉学意欲を高める。 

 実施時期：要相談 

 費用：施設使用料無料、宿泊費 1 人２,７００円（希望者のみ－夕食６００円、朝食４００円）  

 実施例 

① 玄洋高等学校（１年生・２年生 １００名） 

夏休みの自学自習の一環として本学にて勉強合宿を実施（大学教員による体験授業含） 

 

【対象】１年生・２年生約１００名 

 

 

学校見学（学食体験含む） 

 

② その他 

県外の高等学校を中心にスポーツ合宿等にも利用されます。 

 

 

 

その他のプログラム例 

 

上記以外にも高等学校様のニーズに応じて様々なプログラムを実施します。 

下記は２０１６年度に実施した高大連携プログラム（交流プログラム）の一例となります。 

 実施例 

① 都築学園グループ総長、ないしは、日本経済大学学長による記念講演 

全生徒・教職員を対象に、県立高等学校にて生徒の未来のための記念講演を実施 

 

総長先生による記念講演 

『和魂英才のすすめ』 

（福岡中央高等学校） 

 

学長先生による記念講演 

『ダイバーシティと異文化理解』 

（武蔵台高等学校） 
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② 高大連携協議会 

高等学校と大学が抱える課題の理解と共有を目的に協議会を開催 

 

 

意見交換会、施設見学会に加え、在校生の声と

して商学科観光ビジネスコース４年の大渕さ

ん（伝習館高等学校卒）が就職について、また

経営学科芸能マネジメントコース２年の吉岡

さん（戸畑高等学校卒）が学科・コースについ

て講演をしました。 

 

③ 九州を縦貫する九州の随一の骨格道路である国道３号線沿いに高等学校の広報用横断幕を設置 

（本学は国道沿いの小高い丘の上にあるため、君畑交差点より一望できます） 

 

福岡キャンパス全景 

 

久留米側からの様子 

 

④ 経済・経営の専門書を中心に約１６万冊を所蔵する図書館を自学自習の場として地域に開放 

（開館時間：月‐金 ９:００～２０:００ 土 ９:００～１７:００ ※休館日については要確認） 

 

学生スタッフがお出迎え 

 

２階建の静かな環境 

 

⑤ 福岡県内の県立農業高等学校との締結 

進路の幅を広げるために４年制大学進学希望者に対し進学意欲を高める研修会を実施 

 

グローバルビジネス特設クラス１年の羽田野

さん（鹿児島県立伊佐農林高等学校卒）による

大学進学意義について講演 

 

大学施設を利用した進路研究研修会 
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（参考） 

出張講義一覧 

講義分類 講義タイトル 講座番号 

経営学 

交渉術 ～相手に YES と言わせる方法～ SV10 

人と組織と発展と ～日本の会社の発展は独特？～ SV17 

JAL のワールド・ストラテジー ～ユニバーサルデザインを導入したサービス意識の向上による会社再建～ SV32 

経済学 

ASEAN ビジネス事情 ～発展途上国の経済成長パターンを知ろう～ SV7 

これだけは知っておきたい基本的な経済用語 SV13 

英語で学ぶ基礎経済学 ～Introduction of Economics～ SV19 

買い物時における消費者の心理的影響 SV27 

行動経済学入門 ～わたしたちの不思議な行動は不思議ではなかった？～ SV28 

商学 

テクニカル分析から見た日経平均株価の今後 SV9 

会計学っておもしろい ～ディズニーと USJ どちらが儲かっている？～ SV23 

簿記会計 SV37 

株の常識・非常識 ～株の値段はどうやってきまるの？～ SV38 

外国為替相場と銀行の仕事について SV46 

法学 

銀行の業務と情報システムについて SV8 

交通事故による損害賠償制度の概要について SV18 

18 歳選挙権と主権者教育 ～有権者としての資質を身につけよう～ SV45 

税金って必要ですか？ SV24 

中小企業の事業譲渡（営業譲渡）について SV34 

語学/国際 

英語の謎を追え！ ～ことばからブンガクまで～ SV3 

SNS を使って英語でつながろう SV4 

昭和への旅 ～愛新覚羅溥傑と嵯峨浩の「国際結婚」～ SV16 

英語で作る留学生とのポスターメイキング SV20 

違いが分かれば面白い日常英会話 SV26 

タイという国のこと、知ってますか？ ～日本とタイの異なる文化、似ている文化～ SV30 

スポーツ/芸能 

アスリートの視覚スキル 〜目からアプローチするスポーツパフォーマンス〜 SV1 

剣道の実技と理論 〜武道の授業で実践する理解しやすい稽古法〜 SV2 

近代スポーツの始まりと進化 ～スポーツ観戦がきっと楽しくなる～ SV5 

福祉とスポーツ ～障がい者のスポーツを考える～ SV6 

経済とスポーツ SV11 

からだ・健康づくりのための運動 SV14 

からだ・健康づくりのための食事 SV15 

スポーツができること  ～少子高齢化•医療費•地域教育力に着目して～ SV44 

あなたのメンタルをチェック！ SV21 

芸能ビジネスは、おもしろい！ 〜感情を動かすと、お金が動く〜 SV35 

スピード系協調トレーニングの実践 SV42 

地域/資格 

日本（地域）再発見Ⅰ ～福岡・博多・太宰府の歴史・文化遺産の旅に学ぶ～ SV39 

日本（地域）再発見Ⅱ ～和食の心・九州の郷土料理・ふるさとの食文化に学ぶ～ SV40 

世界遺産あれこれ ～登録されるばかりじゃない。抹消や危機遺産も！～ SV29 

文化的景観の価値を知ってますか？ ～「記憶装置の評価によるまちづくりを考える」～ SV31 

観光業界に必要な国家資格（旅行業務取扱管理者）の取得について SV43 

国際協力とは何か SV47 

その他 

超高齢社会のわが国で、高齢者の住環境を考える SV41 

古典文学への入り口 ～「伊勢物語」を読み解く～ SV12 

可能性を広げるビジネスコミュニケーション ～0 から 1 へ～ SV25 

西洋哲学 SV33 

（情報社会学）情報セキュリティー入門 ～「あなたならどうする、こんな時」～ SV36 
 


