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客員教授等リレーエッセイ

加工食品、食品流通の未来
九州大学大学院 農学研究院 生命機能科学部門
食料化学工学講座 食品衛生化学分野　教授 宮本　敬久

　加工食品はいやだと言われる方もいらっしゃると思いますが、最近、結構おいしい、比較的長い期間保存可能
な食品が増えてきています。このような長期間保存可能な食品をロングライフ食品と言います。惣菜などの通常、
日持ちしない食品を、本来の味や風味を劣化させないで長期保存できるように処理された食品のことです。微生
物が増えないように超高温で殺菌したレトルト食品や冷凍保存する冷凍食品などに比べ、風味や食感が良く、お
いしい状態が長持ちします。食品は、細菌や、酸素、光、温度など様々な要因でおいしくなくなっていきます。食
品の長期保存には、これらの要因を減らす必要があり、高温・高圧による殺菌や酸素や光に触れないように密閉
包装する技術が利用されています。殺菌や包装の技術が進化し、過剰な加熱殺菌や添加物を使用しなくても、
賞味期限が長期化され、１年以上長期保存できる食品もあります。この食品のロングライフ化は、災害時の備蓄
としての利用、賞味期限のために年間約800万トン廃棄されている食品ロスの問題の解決にも役立っています。
具体的には、次のような食品があります。チルド食品の賞味期限は通常数日間ですが、「ロングライフチルド食品」
という総菜などの食品では１か月以上保存可能で、特に野菜の食感の良さは従来とは比較にならない場合もあり
ます。菌数の少ない原料を選び、100℃以下の温度で殺菌、製造工場全体を低温に保つことにより長期保存とお
いしさを両立しています。
　さらにヒトの健康寿命を延ばすのに役立つ機能性の食品、IoT（Internet of Things）を活用した食品流通の
効率化、家庭ではスマート冷蔵庫による一つ一つの食品の消費期限、賞味期限の見える化、AIを利用した食品の
安全性や品質の管理、３Dプリンターによる新しい食品の開発など、加工食品や食品流通は大きく変わろうとして
います。世界中の有名レストランのおいしい食品が手軽で安価に食べられるようになることを期待しています。

看護師等のための大学卒・学士（看護学）取得説明会のご案内

放送大学広報課メールマガジンforナース

2018年２月17日（土）14：00～15：00　★終了後、個別相談会を実施します。
北九州サテライトスペース（コムシティ３階大会議室）
髙橋　さとみ　（放送大学専門職）
電話・Ｅメールにて受付けます。
　※Ｅメールでお申込みされる際は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
　　　　　電話 093-645-3201　　メール fukuoka-sc@ouj.ac.jp

　放送大学に入学し、どのように学習していくのか、また学士（看護学）の取得について詳しくご説明
します。
　在学生以外の方もご参加いただけますので、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

　学士の取得を目指す看護師の方を対象にしたメールマガジン（無料）を発行しています。
　学士の取得について、全国各地で行われる放送大学のイベント情報や授業科目のご案内などを
　月１回配信します。
　メールマガジンの登録を随時受け付けていますので、ぜひご活用ください。

日　時

会　場

説明者

申　込

メールマガジン登録はこちら 【一 般 の 方 向け 】 https://krs.bz/u-air/m/nurse-mail_new
【在学生の方向け】 https://krs.bz/u-air/m/nurse-mail_student

試験日程

通信指導添削結果・合否結果

１月20日（土）大学院

１月19日（金）大学院・看護

１月21日（日）、１月23日（火）～１月25日（木）、１月27日（土）、１月28日（日）
※１月22日（月）、１月29日（月）は閉所日、１月26日（金）、１月30日（火）は臨時閉所日

学　部

試験会場

放送大学福岡学習センター５階（福岡学習センター所属学生）福岡会場

単位認定試験について

福岡学習センター
春日市春日公園６－１

（九州大学筑紫キャンパス内E棟４・５階）
☎092-585-3033
◆JR大野城駅西口から徒歩約７分
◆西鉄白木原駅から徒歩約20分
※『利用の手引』裏面をご確認ください。

●通信指導の添削結果が、択一式科目は1月5日（金）、記述式（併用式の記述部分）は1月16日（火）までに届かない場合
は大学本部まで連絡してください。〈電話（代表）：043-276-5111〉

●通信指導の合否結果は、添削結果と同時期に送付される「単位認定試験通知（受験票）」によって通知されます。（「単
位認定試験通知（受験票）」は、添削結果より前に届くことがあります。）合格の場合は、当該科目の試験日時が記載さ
れています。未提出または不合格の場合は受験できません。

　放送大学「学生生活の栞」（学部p66～68、大学院p61～63）をもう一度ご確認ください。

※福岡会場は座席指定となっています。
　試験室の入口の掲示板で座席番号を確認してく
ださい。

北九州サテライトスペース（北九州サテライトスペース所属学生）北九州会場

北九州サテライトスペース
北九州市八幡西区黒崎３-15-３
コムシティ ３階
☎093-645-3201
◆JR黒崎駅隣接
※『利用の手引』裏面をご確認ください。

＊ いずれの試験会場も放送大学の駐車場はありません。公共交通機関等をご利用ください。
　（福岡学習センターでは、土日に限り九州大学筑紫キャンパス内の駐車場を利用できますが、試験では多く

の学生が来所しますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。ご協力をお願いいたします。）

1月19日（金）から単位
認定試験が始まりま
す。持ち物など確認
してください。
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飲食等について

当日持参物

・九州大学学生食堂 ： 月～土　　・九州大学売店（生協）及び喫茶室 ： 月～金　
・自動販売機 ： 九州大学Ｅ棟１階玄関付近、売店入口前など 

　福岡学習センター５階の「学生交流室Ⅰ」・「学生交流室Ⅱ」にて飲食が出来ます。また、九州大学の以下の施設も利用
できます。

 （＊営業時間については「利用の手引」p35参照）
● 控室は準備しています。試験日、時限によって異なります。掲示でご確認ください。
● 北九州会場でも控室を設けます。掲示にて案内いたしますので、ご確認ください。
● 試験室内は空調していますが、各自服装で調節願います。

成績通知

　試験結果は、2月下旬に大学本部から「成績通知書」によっ
て通知されます。
　なお、システムWAKABAの成績照会でも成績を確認する
ことができます。

＊放送大学「学生生活の栞」（学部p70～71、大学院p65～
66）をご覧ください。

重要 ※必ずお読みください！！

① 単位認定試験通知
　（受験票）

「受験票」及び「単位認定試験に際しての注意事項」は、試験開始日の1週間前
までに大学本部から送付されます。1月12日（金）になっても届かない場合、
あるいは紛失した場合は、大学本部学生課単位認定試験係まで連絡してくだ
さい。
〈電話（代表）：043-276-5111〉

② 学生証 学生証の交付を受けていない方、有効期限が切れている学生証をお持ちの方は、
所属の福岡学習センター及び北九州サテライトスペースの事務室で交付を受
けてください。
試験当日受取りの方は早めにお越しください。
※試験開始20分経過後は、入室は出来ません。（受験不可）

③ 筆記用具 解答には、必ずHBの黒鉛筆を使用してください。
（シャープペンシルは不可）
※原則として貸出は出来ませんので、ご注意ください。

④ 持込許可物品 科目によっては印刷教材等の持込が認められます。また、単位認定試験の出
題形式は択一式・記述式・両者併用式があります。これらの情報は、試験の1ヶ
月前から学習センター掲示板及びキャンパスネットワーク・ホームページに
掲載されます。また、受験票送付時に同封される試験時間割にも記載されて
います。

単位認定試験通知

福岡学習センター　○○○○○

有効期限
平成 ** 年 ** 月末

単位認定試験通知

福岡学習センター　○○○○○

有効期限
平成 ** 年 ** 月末

Ⓐ 100〜90点

合…格
A 89 〜 80 点

B 79 〜 70 点

C 69 〜 60 点

D 59 〜 50 点
不合格

E 49 〜  ０ 点

再試験

単位認定試験問題・解答（コメント）の閲覧

　2017年度第２学期に登録した放送授業科目で【通信指導問題…未提出・不合格】【単位認定試験…未受験・不合格】
だった科目については、次の学期に学籍がある場合に限り科目登録申請を行わなくても再試験の対象になります。
　ただし、【通信指導が未提出・不合格】だった科目は、次学期に通信指導問題が再送されますので、答案を提出し合格
すれば再試験を受験できます。

※なお、2017年度第２学期末で学籍が切れる方は、継続入学の手続（次頁参照）により学籍を継続させる必要があ
ります。

※「学生生活の栞」（学部p71～72、大学院p66～67）を、もう一度ご覧ください。   

全科履修生で有効期限切れの学生証をお持ちの方はいませんか？

単位認定試験には学生証が必要となりますので、試験までに必ず学生証の交付を受けてください。
（＊単位認定試験の際、早めに来て交付を受けることも出来ます。）

有効期限は、学生証の左下（写真下部）
に記載されています。（平成29年９月
末、またはそれ以前の方は更新が必要
です。）

学生証

有効期限
平成29年９月末

放送大学　福岡学習センター
氏　　名　○○　○○
生年月日　昭和○○年○月○日
学生番号　○○○―○○○○○―○

学生証の交付・更新について

【交付場所】

福岡学習センター所属

福岡学習センター
↓

北九州サテライトスペース所属

北九州サテライトスペース
↓

【交付時に必要なもの】

新規及び継続入学者

「入学許可証」
↓

全科履修生で
有効期限切れの方

「旧学生証」

おっしょい第40号
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・九州大学学生食堂 ： 月～土　　・九州大学売店（生協）及び喫茶室 ： 月～金　
・自動販売機 ： 九州大学Ｅ棟１階玄関付近、売店入口前など 

　福岡学習センター５階の「学生交流室Ⅰ」・「学生交流室Ⅱ」にて飲食が出来ます。また、九州大学の以下の施設も利用
できます。

 （＊営業時間については「利用の手引」p35参照）
● 控室は準備しています。試験日、時限によって異なります。掲示でご確認ください。
● 北九州会場でも控室を設けます。掲示にて案内いたしますので、ご確認ください。
● 試験室内は空調していますが、各自服装で調節願います。

成績通知

　試験結果は、2月下旬に大学本部から「成績通知書」によっ
て通知されます。
　なお、システムWAKABAの成績照会でも成績を確認する
ことができます。

＊放送大学「学生生活の栞」（学部p70～71、大学院p65～
66）をご覧ください。

重要 ※必ずお読みください！！ 再試験

単位認定試験問題・解答（コメント）の閲覧

　2017年度第２学期に登録した放送授業科目で【通信指導問題…未提出・不合格】【単位認定試験…未受験・不合格】
だった科目については、次の学期に学籍がある場合に限り科目登録申請を行わなくても再試験の対象になります。
　ただし、【通信指導が未提出・不合格】だった科目は、次学期に通信指導問題が再送されますので、答案を提出し合格
すれば再試験を受験できます。

※なお、2017年度第２学期末で学籍が切れる方は、継続入学の手続（次頁参照）により学籍を継続させる必要があ
ります。

※「学生生活の栞」（学部p71～72、大学院p66～67）を、もう一度ご覧ください。   

全科履修生で有効期限切れの学生証をお持ちの方はいませんか？

単位認定試験には学生証が必要となりますので、試験までに必ず学生証の交付を受けてください。
（＊単位認定試験の際、早めに来て交付を受けることも出来ます。）

有効期限は、学生証の左下（写真下部）
に記載されています。（平成29年９月
末、またはそれ以前の方は更新が必要
です。）

学生証

有効期限
平成29年９月末

放送大学　福岡学習センター
氏　　名　○○　○○
生年月日　昭和○○年○月○日
学生番号　○○○―○○○○○―○

学生証の交付・更新について

【交付場所】

福岡学習センター所属

福岡学習センター
↓

北九州サテライトスペース所属

北九州サテライトスペース
↓

【交付時に必要なもの】

新規及び継続入学者

「入学許可証」
↓

全科履修生で
有効期限切れの方

「旧学生証」

2016年度第２学期・2017年度第１学期
試験問題・解答　　公表の方法 試験問題 解答

（コメント）
①閲覧 
（福岡学習センター学生交流室Ⅰ（５Ｆ）、北九州サテライトスペース）

②デジカメ撮影
（福岡学習センター学生交流室Ⅰ（５Ｆ）、北九州サテライトスペース）

③キャンパスネットワークホームページ
④郵送サービス（有料）

全科目 全科目

※詳細は、「学生生活の栞」（学部ｐ72〜74、大学院ｐ67〜69）をご覧ください。
※公表する解答等の閲覧期間は約１年間です。

学生の種類 全科履修生 選科履修生 科目履修生
学生証の有効期限 ２年間 １年間 半年間（１学期間）

The Open University of Japan
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2018年度第１学期の手続きについて

2018年４月以降も学籍が続く方

■科目登録手続き■
　次学期に学びたい科目を選択し、郵送（科目登録申請票を送付）、
またはシステムWAKABA（インターネット）で登録申請を行ってください。

申請期間
郵 送：2018年２月13日（火）～２月27日（火）本部必着
Web：2018年２月13日（火）９時～２月28日（水）24時

＊放送授業およびオンライン授業は「授業科目案内」、面接授業は「面接授業時間割表」を参考に学びたい科目を選択しましょう。
＊郵送の場合は登録後の科目変更はできません。Webの場合は申請期間内であれば一部変更可能です。
＊詳しくは大学本部から1月中旬に送付される「科目登録申請要項」をご確認ください。

次学期の継続入学・科目登録のため、対象者には１月中旬に大学本部から各要項が届きます。
申請、出願の際には各要項をご確認の上、手続きをしてください。

今学期卒業見込みで次学期以降に学籍がある方

①卒業とならない場合に備えての科目登録
　大学本部から送付される「科目登録申請要項」により期間内に科目登録手続きを行ってください。
　 ＊卒業した場合は、この科目登録は無効となります。

②卒業となった場合の再入学のための出願
　大学本部から再入学の案内文書が送付されますのでご確認ください。
　再入学をご希望の場合は「継続入学関係書類」を取り寄せ、期間内に継続入学手続きを行ってください。
　 ＊３年次へ学士入学となります。＊「学生生活の栞」（学部p90 ～ 93）をご参照ください。

科目登録申請票

2018年３月末で学籍が切れる方

■継続入学手続き■
　引き続き継続して入学をご希望される場合は、郵送（継続入学用出願票を送付）、
またはシステムWAKABA（インターネット）で出願してください。

出願締切
第1回 第2回　　
郵 送：2018年２月28日（水）本部必着 郵 送：2018年３月20日（火）本部必着
Web：2018年２月28日（水）24時 Web：2018年３月20日（火）24時

＊選科・科目履修生が全科履修生への出願をする場合は「継続入学用出願票」では出願できません。（過去
に全科履修生として在学したことがある場合を除く）「出願票他提出書類セット」内の「出願票（様式１）」
で出願、またはシステムWAKABAで出願してください。

＊詳しくは大学本部から１月中旬に送付される「継続入学関連書類」をご確認ください。

継続入学用出願票

事務局からのお知らせ

2017度学位記授与式開催日について

　2017年度学位記授与式は以下のとおり開催されます。
　卒業生はどちらもご出席いただけます。
　詳細については、２月上旬に本部から送付される文書をご確認ください。

【本　 部　 開　 催】 2018年３月24日（土）11：00～12：00（受付10：00～）
 渋谷ＮＨＫホール

【福岡学習センター開催】 2018年３月25日（日）10：30～11：30（受付10：00～）
 福岡学習センター（九州大学筑紫キャンパス内）

①特  別  表  彰 2017年度第２学期に３コース卒業を達成する方

②修学勉励表彰 2017年度第２学期に修得単位数が卒業要件124単位の２分の１である62単位に
 達する方（※既修得単位を認定された編入学者は対象になりません。）

※①、②いずれも対象は全科履修生です。
※2017年度第１学期以前に①、②の条件を満たした方は、対象になりません。
※ＷＡＫＡＢＡ等でご自分の修得単位数、卒業したコース（専攻）を確認してください。

2018年３月６日（火）

希望の方は、福岡学習センターおよび北九州サテライトスペースの窓口で申請してください。
ご不明の場合は、学習センターにお問い合わせください。

対　象

受付締切

申請方法

特別表彰および修学勉励表彰について

福岡学習センターでは、次の方を対象に表彰を行います。

卒業研究発表会に参加しませんか？

　2017年度の卒業研究発表会を下記の日程で開催いたします。
　発表会の内容等の詳細については、単位認定試験期間に学習セン
ターに掲示するとともに学習センターのホームページに掲載いたします。
　今年度は、生活と福祉コース、心理と教育コース、社会と産業コース、
人間と文化コース、自然と環境コース所属の方が卒業研究を履修されて
います。卒業研究を履修検討中の方は、是非ご参加ください。

【開催日時】 2018年２月25日（日）13：00～
【場　　所】 福岡学習センター　講義室ⅠⅠ

2015年度卒業研究発表会の様子

おっしょい第40号
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2018年度第１学期の手続きについて

2018年４月以降も学籍が続く方

■科目登録手続き■
　次学期に学びたい科目を選択し、郵送（科目登録申請票を送付）、
またはシステムWAKABA（インターネット）で登録申請を行ってください。
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＊詳しくは大学本部から1月中旬に送付される「科目登録申請要項」をご確認ください。

次学期の継続入学・科目登録のため、対象者には１月中旬に大学本部から各要項が届きます。
申請、出願の際には各要項をご確認の上、手続きをしてください。

今学期卒業見込みで次学期以降に学籍がある方

①卒業とならない場合に備えての科目登録
　大学本部から送付される「科目登録申請要項」により期間内に科目登録手続きを行ってください。
　 ＊卒業した場合は、この科目登録は無効となります。

②卒業となった場合の再入学のための出願
　大学本部から再入学の案内文書が送付されますのでご確認ください。
　再入学をご希望の場合は「継続入学関係書類」を取り寄せ、期間内に継続入学手続きを行ってください。
　 ＊３年次へ学士入学となります。＊「学生生活の栞」（学部p90 ～ 93）をご参照ください。

科目登録申請票

2018年３月末で学籍が切れる方

■継続入学手続き■
　引き続き継続して入学をご希望される場合は、郵送（継続入学用出願票を送付）、
またはシステムWAKABA（インターネット）で出願してください。

出願締切
第1回 第2回　　
郵 送：2018年２月28日（水）本部必着 郵 送：2018年３月20日（火）本部必着
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事務局からのお知らせ

2017度学位記授与式開催日について

　2017年度学位記授与式は以下のとおり開催されます。
　卒業生はどちらもご出席いただけます。
　詳細については、２月上旬に本部から送付される文書をご確認ください。

【本　 部　 開　 催】 2018年３月24日（土）11：00～12：00（受付10：00～）
 渋谷ＮＨＫホール

【福岡学習センター開催】 2018年３月25日（日）10：30～11：30（受付10：00～）
 福岡学習センター（九州大学筑紫キャンパス内）

①特  別  表  彰 2017年度第２学期に３コース卒業を達成する方

②修学勉励表彰 2017年度第２学期に修得単位数が卒業要件124単位の２分の１である62単位に
 達する方（※既修得単位を認定された編入学者は対象になりません。）

※①、②いずれも対象は全科履修生です。
※2017年度第１学期以前に①、②の条件を満たした方は、対象になりません。
※ＷＡＫＡＢＡ等でご自分の修得単位数、卒業したコース（専攻）を確認してください。

2018年３月６日（火）

希望の方は、福岡学習センターおよび北九州サテライトスペースの窓口で申請してください。
ご不明の場合は、学習センターにお問い合わせください。

対　象

受付締切

申請方法

特別表彰および修学勉励表彰について

福岡学習センターでは、次の方を対象に表彰を行います。

卒業研究発表会に参加しませんか？

　2017年度の卒業研究発表会を下記の日程で開催いたします。
　発表会の内容等の詳細については、単位認定試験期間に学習セン
ターに掲示するとともに学習センターのホームページに掲載いたします。
　今年度は、生活と福祉コース、心理と教育コース、社会と産業コース、
人間と文化コース、自然と環境コース所属の方が卒業研究を履修されて
います。卒業研究を履修検討中の方は、是非ご参加ください。

【開催日時】 2018年２月25日（日）13：00～
【場　　所】 福岡学習センター　講義室ⅠⅠ

2015年度卒業研究発表会の様子
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放送教材貸出方法の変更について

　放送大学では、情報通信環境の変化等に対応するため、放送授業の視聴について、ＤＶＤ・ＣＤに
よる視聴から、インターネット視聴用のパソコンやタブレットを利用した視聴に順次切り替えていく予
定です。
　このため、学習センターやサテライトスペースにおける放送教材の室外貸出や配架について、
2018年度より変更することとなりましたので、お知らせいたします。

2018年度から学習センター及びサテライトスペースでの
放送教材の貸出方法等が変わります！！

放送授業は、PC・スマホ等でいつでも視聴できます。
利用の手引 P15・16を確認ください。

室外貸出方法の変更

＊2018年４月から、放送教材（DVD・CD）の室外貸出は、すべて放送大学本部にて一
括して行います。
＊学習センターおよびサテライトスペースでの貸出は、2018年２月28日までで終了します。

 ●　2018年３月１日以降、学習センターおよびサテライトスペースでの室外貸出（来所、郵送とも）
は行いません。

 ●　2018年３月１日から31日までは、貸出方法変更準備のため、室外貸出はできません。
 ●　2018年４月以降の申込み方法（郵送、ＦＡＸ、Ｗｅｂ）等の詳細は、キャンパスネットワークホー

ムページをご確認ください。

室内視聴用教材の変更

＊ＤＶＤ・ＣＤでの視聴から、インターネット視聴用パソコン（タブレット）での視聴へと
変更になります。

 ●　2018年度は、現在配架している科目および新規開設科目（大学院科目を除く。）のＤＶＤ・
ＣＤ１セットを配架しますので、室内での利用は可能です。

 ●　上記の科目については、閉講するまでの間、学習センターおよびサテライトスペースでの配架
を続けます。

 ●　2019年度以降の新規開設科目のＤＶＤ・ＣＤについては、学習センターおよびサテライトス
ペースへの配架は行いません。

図書室・視聴学習室の閉室について
下記の期間は、図書入れ替え作業のため、図書室・視聴学習室を閉室いたします。

2018年３月23日（金）～31日（土）【閉室期間】

※この期間は、貸出・視聴ともにご利用いただけませんので、ご注意ください。
※郵送による図書の貸出申請は受付ます。（放送教材の申請は不可）

重要 合唱団募集について

　福岡学習センターでは、2018年度第１学期「入学者の集い」で放送大学学歌を一緒に歌ってくだ
さるメンバーを募集しています。講師に「福岡おかあさんコーラス連絡会」会長の宮﨑憲子先生をお
迎えし、本番（「入学者の集い」）までに３回の練習を行う予定です。
　歌がお好きな方であればどなたでも歓迎しますので、ぜひご参加ください。

　放送大学学歌をホームページで視聴できることをご存じですか？
　まだ学歌を聴いたことがないという方は、下記のページから視聴できますので、一度聞いてみてく
ださい。また、放送大学の認知度と学生等への生涯学習意欲の向上を目的としたイメージソング（「人
間の贅沢、ひとつ」「と・も・た・ち」　作詩・作曲 小椋佳） も同じページから視聴できます。

歌がお好きなメンバーを募集しています！！

放送大学学歌

「入学者の集い」で学歌を一緒に歌いませんか？

練習日時

練習場所

お申込み期間

お申込み方法

「入学者の集い」日時

募集人数

講師プロフィール 国立音楽大学声楽科卒業。
オペラ、合唱、ドイツリート等、幅広く活動を続けている。
現在、西日本オペラ協会顧問、福岡おかあさんコーラス連絡会会長、女声合唱団けやき、
女声合唱団コール・シャトー、レバノン幼稚園愉しく歌う会指導。

『うたは、身体が楽器です。
うたは、呼吸に始まり、呼吸に終わりますので、健康、姿勢のよさ（正しい姿
勢）、滑舌のよさ、美顔（表情筋）、精神安定にもつながります。
ひとりひとりは微々たる力であっても、合わせてうたえば、大きな感動が生
まれます。合唱で一緒に調和と感動を味わいましょう！』

（宮﨑先生よりメッセージ）

宮﨑憲子 先生

視聴方法

◎放送大学ホームページ「トップページ」
 ↓
◎「放送大学とは」をクリック
 ↓
◎「大学概要」（画面左下）の
　「放送大学学歌・放送大学イメージソング」をクリック

「再生」を
クリック♪

2018年２月10日（土）、２月24日（土）、３月17日（土）の３日間、13時30分～15時30分
（できるだけすべてご参加ください。）
放送大学福岡学習センター　５階講義室
20名程度（先着順）
2018年１月16日（火）～１月31日（水）
電話・Eメールにて受付けます。  ※Eメールでお申し込みされる際は、氏名・電話番号を明記してください。
電話：092-585-3033（福岡学習センター）　メール：fukuoka-sc@ouj.ac.jp
2018年４月１日（日）14時～　九州大学筑紫キャンパス内筑紫ホール
※集合時間等の詳細は後日ご連絡します。

おっしょい第40号
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放送教材貸出方法の変更について

　放送大学では、情報通信環境の変化等に対応するため、放送授業の視聴について、ＤＶＤ・ＣＤに
よる視聴から、インターネット視聴用のパソコンやタブレットを利用した視聴に順次切り替えていく予
定です。
　このため、学習センターやサテライトスペースにおける放送教材の室外貸出や配架について、
2018年度より変更することとなりましたので、お知らせいたします。

2018年度から学習センター及びサテライトスペースでの
放送教材の貸出方法等が変わります！！

放送授業は、PC・スマホ等でいつでも視聴できます。
利用の手引 P15・16を確認ください。

室外貸出方法の変更

＊2018年４月から、放送教材（DVD・CD）の室外貸出は、すべて放送大学本部にて一
括して行います。
＊学習センターおよびサテライトスペースでの貸出は、2018年２月28日までで終了します。

 ●　2018年３月１日以降、学習センターおよびサテライトスペースでの室外貸出（来所、郵送とも）
は行いません。
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 ●　2018年度は、現在配架している科目および新規開設科目（大学院科目を除く。）のＤＶＤ・
ＣＤ１セットを配架しますので、室内での利用は可能です。

 ●　上記の科目については、閉講するまでの間、学習センターおよびサテライトスペースでの配架
を続けます。

 ●　2019年度以降の新規開設科目のＤＶＤ・ＣＤについては、学習センターおよびサテライトス
ペースへの配架は行いません。

図書室・視聴学習室の閉室について
下記の期間は、図書入れ替え作業のため、図書室・視聴学習室を閉室いたします。

2018年３月23日（金）～31日（土）【閉室期間】

※この期間は、貸出・視聴ともにご利用いただけませんので、ご注意ください。
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　福岡学習センターでは、2018年度第１学期「入学者の集い」で放送大学学歌を一緒に歌ってくだ
さるメンバーを募集しています。講師に「福岡おかあさんコーラス連絡会」会長の宮﨑憲子先生をお
迎えし、本番（「入学者の集い」）までに３回の練習を行う予定です。
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間の贅沢、ひとつ」「と・も・た・ち」　作詩・作曲 小椋佳） も同じページから視聴できます。
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練習日時
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お申込み方法

「入学者の集い」日時

募集人数

講師プロフィール 国立音楽大学声楽科卒業。
オペラ、合唱、ドイツリート等、幅広く活動を続けている。
現在、西日本オペラ協会顧問、福岡おかあさんコーラス連絡会会長、女声合唱団けやき、
女声合唱団コール・シャトー、レバノン幼稚園愉しく歌う会指導。

『うたは、身体が楽器です。
うたは、呼吸に始まり、呼吸に終わりますので、健康、姿勢のよさ（正しい姿
勢）、滑舌のよさ、美顔（表情筋）、精神安定にもつながります。
ひとりひとりは微々たる力であっても、合わせてうたえば、大きな感動が生
まれます。合唱で一緒に調和と感動を味わいましょう！』

（宮﨑先生よりメッセージ）

宮﨑憲子 先生

視聴方法

◎放送大学ホームページ「トップページ」
 ↓
◎「放送大学とは」をクリック
 ↓
◎「大学概要」（画面左下）の
　「放送大学学歌・放送大学イメージソング」をクリック

「再生」を
クリック♪

2018年２月10日（土）、２月24日（土）、３月17日（土）の３日間、13時30分～15時30分
（できるだけすべてご参加ください。）
放送大学福岡学習センター　５階講義室
20名程度（先着順）
2018年１月16日（火）～１月31日（水）
電話・Eメールにて受付けます。  ※Eメールでお申し込みされる際は、氏名・電話番号を明記してください。
電話：092-585-3033（福岡学習センター）　メール：fukuoka-sc@ouj.ac.jp
2018年４月１日（日）14時～　九州大学筑紫キャンパス内筑紫ホール
※集合時間等の詳細は後日ご連絡します。
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認定心理士について

認定心理士の申請について、「旧基準」での申請が可能な期間は、2019年３月31日 日本心理学会必
着分までとなっています。

「旧基準」で申請するためには、2018年度第１学期までに必要な単位を修得済みであること、また、
2018年度第１学期末で卒業することが必要です。詳細は、放送大学ホームページにてご確認ください。

九州産業大学連携博物館実習の報告会について

平成29年12月16日（土）に平成29年度九州産業大学連携博物館実習の報告会が実施されました。
その様子について、放送大学の「特別番組」および「大学の窓」にて放送されることになりました。放送
日時は下記のとおりです。どうぞご覧ください。

○特別番組「あなたのキャンパス　放送大学学習センター」（45分）
　１月29日（月）９:00 ～、２月28日（水）６:00 ～、３月13日（火）12:00 ～

○大学の窓（15分）　１日３回放送　12:45～、19:45～、23:00～
　１月28日（日）、１月30日（火）、２月１日（木）、２月３日（土）

私の放送大学での学び私の放送大学での学び私の放送大学での学び私の放送大学での学び学生寄稿

「永遠のビギナー」
人間と文化コース　國貞　恒夫 さん　　　　　　

　憧れの大学生活を始めて早5年目に入った。当初は、ごくありふれた通信制学生の生活を送っていた
が、2年目よりサークル活動に参加するようになり、その事が私に、新たな交流の喜びを教えてくれた。
先輩諸氏には、心より感謝の意を申し上げたい。それにしても、時の過ぎゆくのは早いもので、いつの間
にか私も古希を過ぎてしまった。だが、年の割には丈夫な方で、成るべく近い内に卒業出来るようにと
励んでいる所だ。
　話は少しずれるが、私がこの大学の学生として、少し不思議に感じている事がひとつある。それは、
学生数に比べてサークル参加者が余りにも少ないという事。通信制大学の宿命とも捉えられるが、認
定試験とスクーリングだけの登校では、余りに淋しく、学友との交流も限定される。是非参加される事
をお勧めしたい。
　さて、タイトル『永遠のビギナー』とは言い得て妙、わが青春の代名詞である。貧乏ではあったが、
我々の青春時代は高度成長期（1955〜73年）に重なり、ある側面においては、今の若人より恵まれてい
たのかもしれない。それなりの青春を謳歌する事も出来た。懐の許す限り、スポーツや芸事に熱中す
る事も出来た。だがいずれも、モノにする事は出来なかった。「器用貧乏」、「多芸無才」、これは私が
私自身に付けた自虐的愛称である。だが反面、現実の厳しさが我が道楽を許さなくなった事情にもよ
る。そのお陰で、私の歩んだ青春の跡には、様 な々忘れ物が葬られている。高校を中退したことも、其
のうちのーつに当たるのだろう。その後私は、地に足の着いた生活を全うし、リタイアの後、放送大学の
門を叩いた。恐らくは我が「青春の蹉跌」を、一挙に払拭せんが為の行為であったのだと思う。
　さて、我が最終章について少し語らせてもらおう。それは、私の青春の忘れ物の内から再生可能な
ものを捜し出し、それらを少しでも増しなものに再生してやる事。これ即ち我が人生における集大成
であり、我が生涯学習の意義は、そこにこそ見つけ出せる様に思えてならないのだから。「永遠のビギ
ナー」、即ち「永遠の学生」としての。

公認心理師の経過措置について

公認心理師について、放送大学ホームページ（トップページ「目的別に探す」＞「放送大学で目指せる
資格」）に掲載されていますので、お知らせいたします。

なお、放送大学での経過措置の対象者は下記のとおりです。

＜経過措置対象外の方の受験資格ルート図（通常ルート）＞

① 2017年度第１学期までに放送大学大学院に修士全科生として入学しており、「経過措置
対応科目」（合計６科目以上）をすべて修得して修了している場合。

　 もしくは、現在、修士全科生（臨床心理学プログラム所属に限る）として在学中
（2017年度第１学期以前の入学者に限る）であり、学籍が切れる前までに「経過措置対
応科目」（合計６科目以上）をすべて修得して修了する場合。

② 2017年度第１学期までに放送大学教養学部に全科履修生として入学しており、「経過措
置対応科目」（合計12科目以上）をすべて修得して卒業している場合。

　 もしくは、現在、全科履修生として在学中（2017年度第１学期以前の入学者に限る）で
あり、学籍が切れる前までに「経過措置対応科目」（合計12科目以上）をすべて修得し
て卒業する場合。 （卒業後、大学院への入学か実務経験が必要。）

　本学のどのコースに在籍しているかは問われません。

※履修証明書の申請方法等については、現在未定です。決定次第、ホームページに掲載します。

※2017年度第２学期以降に学部または大学院に入学した場合は、経過措置の対象外です。
　経過措置対象外の方の受験資格取得ルート（通常ルート）は、下記のとおりです。
　放送大学が、下記の通常ルートに対応するかについて検討してきましたが、2018年度の導入は見送ることとなりました。
　今後対応するかについては、現在未定です。決定次第ホームページで公開します。

※公認心理師は個人申請資格です。受験資格を満たしているかの確認については、対応科目一覧をご参照の上、
　ご自身でのご判断をお願いいたします。
　詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください。
○厚生労働省ホームページ「公認心理師」
　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html

※「経過措置対応科目」の一覧表は、放送大学ホームページにてご確認ください。

法施行後に４年制大学において
「必要な科目（25科目）」を修得し、卒業

公認心理師試験

公認心理師資格（登録）

大学院において
「必要な科目（10科目）」を

修得し、修了
実務経験２年以上

Ａ Ｂ
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※公認心理師は個人申請資格です。受験資格を満たしているかの確認については、対応科目一覧をご参照の上、
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１月〜３月のスケジュール
1月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

● 

● 

　…　閉所日　　…　試験　●＝面接授業（福岡）　

2月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年が明けたばかりですが、１月下旬からは単位認定試験が始まります。体調管理に気を
つけて試験当日をお迎えください。
今回のトップページにてご案内している公開講演会は、今年度最後の講演会となります。
皆さまお誘い合わせの上、どうぞお気軽にご参加ください。

編集
後記

＊詳しいスケジュールは「利用の手引」をご覧ください。

３月の行事・お知らせ

１日
2018年度１学期入学出願受付開始（第２回）
（教養学部、大学院修士選科生・修士科目生）
（〜３/20）

１〜31日 放送教材室外貸出停止

３・４日 教員免許更新講習修了認定試験

23〜31日 図書・視聴学習室利用停止

24日 学位記授与式（本部）

25日 学位記授与式（福岡）

１月の行事・お知らせ

19日 単位認定試験（大学院）、（看護資格再試験）

20日 単位認定試験（大学院）

21・
23〜25、
27・28日

単位認定試験（教養学部）

２月の行事・お知らせ

３日 公開講演会（福岡）

13日 2018年度第１学期科目登録申請受付開始
（郵送〜２/27、Web〜２/28））

18日 公開講演会（福岡）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

3月

図書・視聴学習室利用停止


