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この４月、福岡学習センターでは 700 名を超える新たな
学生さんをお迎えしました。今年度は、10月からBS 放送
が２つの放送大学チャンネルに拡充されることが予定されて
おり、システムWAKABAのリニューアルなども行われて、
昨年策定された「Vision’17−放送大学新時代−」に向け
た取組の一歩が始まっています。
福岡学習センターにおきましても引き続き学芸員実習の充

実に努めますとともに、新たな取組として県内の学習施設
等と連携しての「放送大学コラボ公開講演会」を県内各地
で実施します。センター内でも夏冬の公開講演会や客員の
先生方によるステップアップセミナー等を実施してまいりま
す。このような情報は、年に４回届けられるこの機関紙や
福岡学習センターのホームページを日常的にご確認いただ
ければと思います。
先月末に学位記授与式を実施しましたが、平成 29 年度

第２学期の卒業・修了生は教養学部 87名、大学院 12 名
でした。アンケートを実施しましたが、本紙でご紹介してい
る「卒業生からのメッセージ」以外にも「面接授業で同じく
頑張られている方々に励まされた。」「長男の大学入学と同
時に編入学し、卒業できた。再入学します。」「退職して自

由を手にし放送大学に入ったが、夢はかなうという言葉を
実感した。」「学位取得のための勉強でしたが、改めて学
ぶ楽しさを知った。」等 、々世代や職業、目的の違いを超
えてしっかりと自立的な学びを歩まれたご様子がお一人お
一人伺えました。資格取得のために半年や１年間だけ学籍
を置かれる学生さんも多くいらっしゃいますが、特に卒業
を目指している学生さんは、困ったときや勉強が続けにく
いなあと感じられたときなど、センターの学習相談を是非
ご利用ください。
このほど策定された国の教育計画のキャッチフレーズ
は、「生涯にわたる一人一人の可能性とチャンスの最大化」
です。人生 100 年が目の前に迫っている現在、放送大学
のリカレント大学としての貴重
さと生活、労働、学習を循
環させながら、他者とともに
生きていく時代にいることを
思う日 で々す。

平成 30 年度第１学期の始まりに当たって

福岡学習センター所長
菊川律子
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客員教授等交代のお知らせ

おっしょい第41号

現在、福岡学習センター・北九州サテライトスペースには12名の客員教授等の先生がいらっしゃいます。
学習相談を受け付けておりますので、ご希望の方は事務室までお申し出ください。

客員教授等のご紹介

針塚　進　先生
（筑紫女学園大学特任教授・
 九州大学名誉教授）

臨床心理学専　門

第１・３火曜　午前出勤日

藤村　直美　先生
（九州大学特任教授・名誉教授）

情報工学専　門

第２・４土曜 午後（前期）
第１・３土曜 午後（後期）

出勤日

樗木　晶子　先生
（九州大学大学院教授）

循環器内科学、生理学、
臨床看護学

専　門

第１・３土曜　午前出勤日

高山　倫明　先生
（九州大学大学院教授）

日本語学専　門

第１・３金曜　午前出勤日

宮本　敬久　先生
（九州大学大学院教授）

食品衛生化学、食品微生物学、
食品保蔵学

専　門

第１・３水曜　午前出勤日

中島　英治　先生
（九州大学大学院教授）

構造材料物性学専　門

第１・３木曜　午後出勤日

永田　晃也　先生
（九州大学大学院教授）

科学技術政策、技術経営専　門

第２・４金曜　午後出勤日

池田　浩　先生
（九州大学大学院准教授） 

社会心理学、
産業・組織心理学

専　門

第１・３木曜　午前出勤日

菊池　悌一郎　先生（北九州）
（九州工業大学准教授） 

臨床心理学専　門

第１・３金曜　午後出勤日

（九州大学大学院教授）

英語学専　門

第２・４日曜　午前出勤日

鈴木　右文　先生

土井　政和　先生
（九州大学名誉教授）

刑事政策専　門

第２・４水曜　午前
（※４～７月はお休みです）

出勤日

中村　知靖　先生
（九州大学大学院教授）

計量心理学専　門

第２・４木曜 午前（前期）
第２・４日曜 午後（後期）

出勤日
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　福岡学習センターでは、客員教員としてお勤めいただいた岩崎義則先生をお送りし、この４月からは新たに
藤村直美先生をお迎えします。岩崎先生には、今後も面接授業などでお世話になるものと思います。これま
でのご指導に心から感謝申し上げますとともに、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

専門分野 情報工学

プロフィール
山口県出身、九州大学大学院工学研究科博士後期課程単位修得退学、工学博士、九州大学名誉教授、情報
通信技術（ICT）を活用した教育などの研究に従事、現在は九州大学特任教授として情報統括本部・教育改
革推進本部で勤務

趣　　味 読書、旅行、アマチュア無線

学生への
メッセージ

これまで、40年以上、コンピュータやネットワークの研究や教育に関わってきました。ICT（Information 
and Communication Technology）を活用した教育を推進するために、何時でも、何処でも、自
分のペースで学習できる環境の重要性を感じています。世界中の人達がOER （Open Education 
Resources）を活用して必要なだけ幅広く学べると良いと思っています。

藤村　直美（ふじむら　なおみ）九州大学情報基盤研究開発センター特任教授・名誉教授

～新任客員教授等のプロフィール～

岩崎　義則先生よりメッセージ

客員教員として、５年間の任期を、何とか全うすることができました。偏に、
学生・職員の皆様方の御厚誼・御尽力に依るものと、心より感謝申し上げます。

この５年間、社会人として活躍されている方々に対し、一教員として接しました。しかし、学識・
経験ともに豊かな学生さんばかりで、教えられることの方が多かったと思います。素晴らしい卒
業研究の完成を見届けることが出来たことや、面接授業・公開講演で和気藹々と過ごした時間は、
私にとっても大きな財産です。

博多駅近くにあった福岡学習センターが、九州大学筑紫キャンパス内に移転したことも、大きな
出来事として記憶に残ります。通学こそ不便となりました。ですが、小鳥の囀りを聞く楽しみ、緑
の街路樹のもとを歩く心地よさ、季節の花 と々ふれ合える有り難さを手にすることができました。

今後、またどこかでお逢いすることがありましたら、お気軽に声をかけて下さい。

九州大学大学院人文科学研究院准教授
岩崎　義則（ ）
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※追加登録受付初日は、抽選を実施したり、多数の方が来所するため混雑が予想されます。
　登録までに時間を要しますので、何卒ご了承願います。
※追加登録受付初日の９時30分～11時の時間帯は、追加登録受付事務を優先させていただきます。
　「学割証発行」、「証明書発行」、「学生証交付」等は、11時以降にお願いします。

・郵送申請受付開始
※窓口での受付・お預かりはできません。４月14日（土）12時

空席発表

・受付を一度締め切ります。10時

・10時以降に来所された方の追加登録受付を開始します。11時頃（予定）～

・抽選対象科目がある場合は、１科目ずつ抽選を行います。10時10分頃～

・窓口、郵送どちらでも受け付けます。
・申請者数が空席数より多い科目については、
抽選を行います。

・抽選対象科目以外は先着順です。

４月20日（金）
9時30分～

追加登録受付開始日

＜抽選対象者＞
①4月18日（水）18時までに郵送にて到着したもの
②追加登録受付初日（4月20日（金））の10時までに
来所された方

・10時までに来所された方の科目登録（授業料納
入手続き）を受付順に開始します。

抽選終了後
（10時30分頃予定）

※科目登録（授業料納入手続き）については、抽選終了後、受付順
に行っていきますので、それまで待機していただくことになります。
何卒ご了承願います。

※抽選対象科目とそれ以外の科目を整理します。
※10時以降に来所された方については、10時までに来所された
方の登録がすべて終了した後、受付開始します。（11時頃予定）

※抽選対象にならなかった科目の申請希望者は、抽選終了後、
受付順にお呼びするまで待機をお願いします。

・・

・ ・

空席発表から追加登録受付初日までの流れ

（＊10時までに窓口で受付を済ませてください。）

面接授業は定員に空席のある科目のみ、追加登録によって受講申し込みができます。

４月20日（金）15時からは、システムWAKABAで空席の状況をリアルタイムで確認いただけます。

空席状況の発表 ４月 14 日（土） 12 時
＊システムWAKABA、福岡学習センター及び北九州サテライトスペース窓口で発表します。

申請受付開始日

申 請 方 法

４月 20 日（金）
＊原則として、開講日の１週間前まで申し込みを受け付けます。ただし、受付期日前であっても定員に達し次第、
　受付を締め切ります。

（１）福岡学習センター及び北九州サテライトスペース窓口での申請

①学生証（新入生は入学許可書でも可）
②授業料（１科目につき 5,500円）
③追加登録申請書

必要なもの ※希望者が定員を超えた場合は、受付初日
（４月20日（金））10時までに来所の方を
対象に抽選を行います。

（２）郵送（現金書留）での申請（福岡学習センターでのみ受付）

①学生証（新入生は入学許可書でも可）のコピー
②授業料（１科目につき 5,500円）
③追加登録申請書
④返信用封筒（82円切手貼付） ＊領収証返信用

必要なもの ※現金書留にてお送りください。

※申請書は以下の方法で入手可能です。
　①窓口②福岡学習センターホームページよりダウンロード③面接授業冊子巻末付録

※郵送申請者（４月18日（水）までに到着分）については、落選者のみ、当日中（昼頃）に電話連絡をします。当選者に
は通知文書にてお知らせします。当落のお問い合わせは、14時以降にお願いします。

※空席状況は、検索された時点のものです。学習センターで申請される際には、
　空席状況が変わっている場合もありますので、予めご了承ください。

※追加登録申請受付開始日前は、窓口での受付・お預かりはできません。
※科目登録申請（登録）後は、科目の変更・取消、授業料の返還はできません。

※登録できなかった科目の授業料は、返送に
かかる費用を差し引いた金額を返金します。

システムWAKABA

放送大学トップページ → 在学生の方へをクリック → システムWAKABA へログイン → 教務情報
→ 「科目登録申請」をクリック → 「年度・学期」を選択 → 「検索照会」をクリック
→ 申請種別の申請画面から「空席照会」をクリック

［ログイン方法］

※４月18日（水）までに到着したものは、受付
初日来所者と同等の扱いとし、希望者が定
員を超えた場合は抽選にて登録します。そ
れ以降は先着順です。

空席状況の確認について

面接授業の追加登録について

（＊10時までに窓口で受付を済ませてください。）

それ以降は先着順です。

面接授業の追加登録について

おっしょい第41号
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（１）福岡学習センター及び北九州サテライトスペース窓口での申請

①学生証（新入生は入学許可書でも可）
②授業料（１科目につき 5,500円）
③追加登録申請書

必要なもの ※希望者が定員を超えた場合は、受付初日
（４月20日（金））10時までに来所の方を
対象に抽選を行います。

（２）郵送（現金書留）での申請（福岡学習センターでのみ受付）

①学生証（新入生は入学許可書でも可）のコピー
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③追加登録申請書
④返信用封筒（82円切手貼付） ＊領収証返信用

必要なもの ※現金書留にてお送りください。

※申請書は以下の方法で入手可能です。
　①窓口②福岡学習センターホームページよりダウンロード③面接授業冊子巻末付録

※郵送申請者（４月18日（水）までに到着分）については、落選者のみ、当日中（昼頃）に電話連絡をします。当選者に
は通知文書にてお知らせします。当落のお問い合わせは、14時以降にお願いします。

※空席状況は、検索された時点のものです。学習センターで申請される際には、
　空席状況が変わっている場合もありますので、予めご了承ください。

※追加登録申請受付開始日前は、窓口での受付・お預かりはできません。
※科目登録申請（登録）後は、科目の変更・取消、授業料の返還はできません。

※登録できなかった科目の授業料は、返送に
かかる費用を差し引いた金額を返金します。

システムWAKABA

放送大学トップページ → 在学生の方へをクリック → システムWAKABA へログイン → 教務情報
→ 「科目登録申請」をクリック → 「年度・学期」を選択 → 「検索照会」をクリック
→ 申請種別の申請画面から「空席照会」をクリック

［ログイン方法］
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空席状況の確認について

面接授業の追加登録について

（＊10時までに窓口で受付を済ませてください。）

それ以降は先着順です。

面接授業の追加登録について

The Open University of Japan
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卒業生からのメッセージ

福岡学習センターでの記念撮影の様子

　平成30年３月25日（日）に福岡学習センターで平成29年度第２学期学位記授与式が行われま
した。
　福岡学習センター・北九州サテライトスペースからは教養学部87名、大学院12名の方が卒業・修
了されました。おめでとうございます。

教養学部 大学院

生活と福祉コース......................................21名
心理と教育コース......................................31名
社会と産業コース......................................11名
人間と文化コース......................................15名
自然と環境コース.........................................４名
情　　　報コース.........................................５名

生活健康科学プログラム............................６名
人間発達科学プログラム............................１名
臨床心理学プログラム ................................１名
社会経営科学プログラム............................１名
人文学プログラム.........................................２名
情報学プログラム.........................................１名

ご卒業おめでとうございます

おっしょい第41号

福
岡
学
習
セ
ン
タ
ー

日　　程 科　目　区　分 科　目　名 担　当　講　師

４月14日（土） ４月15日（日） 導入科目：自然と環境 金属材料学入門 光原　昌寿

４月14日（土） ４月15日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験３ 花田　利郎

４月14日（土） ４月15日（日） 専門科目：人間と文化 大学博物館への招待３ 岩永　省三　他３名

４月21日（土） ４月22日（日） 専門科目：心理と教育 生涯発達と脳の心理学 富永　大介

４月21日（土） ４月22日（日） 専門科目：人間と文化 歴史資料の調査と撮影入門３ 岩崎　義則

４月21日（土） ４月22日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験２ 藤村　まこと

５月12日（土） ５月13日（日） 専門科目：生活と福祉 食の科学 吉村　悦郎

５月12日（土） ５月19日（土） 専門科目：生活と福祉 整形外科疾患と看護 藤田　君支

５月12日（土） ５月13日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験２ 藤村　まこと

５月19日（土） ５月20日（日） 基盤科目 問題解決の進め方 遠山　紘司

５月19日（土） ５月20日（日） 専門科目：人間と文化 アジアとヨーロッパの世界史 則松  彰文

５月19日（土） ５月20日（日） 専門科目：社会と産業 技術経営の基礎 永田　晃也

５月26日（土） ５月27日（日） 専門科目：生活と福祉 健康管理の考え方 眞﨑　義憲

５月26日（土） ５月27日（日） 基盤科目 新・初歩からのパソコン 藤村　直美　他１名

５月26日（土） ５月27日（日） 専門科目：人間と文化 ミュージアムのチカラ 西本　匡伸

６月  ９日（土） ６月10日（日） 基盤科目：外国語 基礎からの中国語 秋吉  收

６月10日（日） ６月17日（日） 専門科目：自然と環境 農薬科学 山田　直隆

６月  ９日（土） ６月23日（土） 基盤科目 レポート作成の基本2018 渡邊　淳子

６月  ９日（土） ６月10日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験１ 中村　知靖

６月16日（土） ６月17日（日） 専門科目：人間と文化 日本語史と方言 高山　倫明

６月16日（土） ６月17日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 森田　理香

６月23日（土） ６月24日（日） 専門科目：心理と教育 特別支援教育の実際 藤瀨  教也

６月23日（土） ６月24日（日） 専門科目：生活と福祉 愛と家族の倫理学 古賀　徹

６月28日（木） ６月29日（金） 専門科目：情報 ｅラーニング教材設計基礎 辻　　靖彦

７月  ７日（土） ７月  ８日（日） 専門科目：社会と産業 日常生活と国内法・国際法 柳原　正治

７月  ７日（土） ７月  ８日（日） 専門科目：生活と福祉 変動する社会と困難を抱えた女性 野依　智子　他１名

北
九
州
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス

４月21日（土） ４月22日（日） 専門科目：人間と文化 『老子』と『荘子』の世界 柴田　篤

５月12日（土） ５月13日（日） 専門科目：生活と福祉 心血管病と健康を理解する 井手　友美

５月19日（土） ５月20日（日） 専門科目：生活と福祉 食品のリスクと対策 宮本　敬久

５月26日（土） ５月27日（日） 基盤科目：外国語 日本の各地の魅力を英語で読む 鈴木 右文

６月  ９日（土） ６月10日（日） 専門科目：心理と教育 組織心理学 池田　浩

６月16日（土） ６月23日（土） 専門科目：社会と産業 エネルギー・環境の政治経済学 堀井　伸浩

７月  ７日（土） ７月  ８日（日） 専門科目：社会と産業 日本の犯罪現象と刑事司法制度 土井　政和

※以下の科目の中で空席のあるものについては追加登録を行います。詳細については、Ｐ４〜５をご参照ください。 
　なお４月 14 日（土）〜４月 22 日（日）の期間に開講する科目については追加登録は行っておりません。
※詳しい講義概要は、面接授業時間割表冊子または放送大学ホームページをご覧ください。

2018年度第１学期面接授業開設科目一覧
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ご卒業おめでとうございます

The Open University of Japan

教養学部　20 代男性

別の大学に入学したものの、本当に自分の関心のあ
る学習なのかどうか？疑問を抱き、思い切って、３年次
編入学致しましたが、面接授業も含め、幅広い教養を
短期間で身につけ、また、経済的にも納得のいく授業
料で、内容はハイレベルな放送大学の授業内容に思っ
ていた以上に満足いたしました。編入して２年で無事
卒業でき、さらに就職にいかしていきたいと思います。あ
りがとうございました。

教養学部　20 代女性

学費の安さが魅力で入学を決めました。しかし、講
師の先生方や好奇心に満ち、積極的にスクーリング
（面接授業）に参加される高齢の方々に出会えたこと
で、放送大学の本当の魅力に気づきました。
４年で卒業をするのは、大変だと思うときもありました
が、職員の方やＨＰのサポートもあり、叶えられました。あ
りがとうございました。
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事務局からのお知らせ

学割証について

　全科履修生及び修士全科生・博士全科生に限り、学割証を発行しています。自宅「最寄り駅」から福
岡学習センターまたは北九州サテライトスペースに通学する場合等に申し込むことができます。
　詳細は、福岡学習センター発行の「利用の手引」（P30）および「学生生活の栞」（学部P127～129、大学院P109～110）を

ご覧ください。

　通信指導とは、一定の範囲で出題される問題を解き、その答案を大学本部へ提出して添削指導を受
けることです。この添削結果により単位認定試験の受験資格が得られます。

通信指導が不合格または未提出の方は単位認定試験を受験できません。

郵送またはインターネット（＊インターネット提出は一部の科目を除く）

＊詳しくは「学生生活の栞」（教養学部　P66～70、大学院　P60～64）をご覧ください。
 【大学本部連絡先】 ☎043－276－5111（総合受付）

提出方法

（郵 送） 平成30年５月24日（木） ～ ６月７日（木） 大学本部必着
（Web） 平成30年５月17日（木）10：00 ～ ６月７日（木） 17：00

提出期限

通信指導の提出について

大学院修士全科生入学希望者ガイダンスについて

卒業研究ガイダンスについて

　卒業研究についてどのようにすればよいか、指導教員はどうなるのかなどの疑問や不安を持ってい
る方を対象に開催します。
　※卒業研究は全科履修生の選択科目です。６月上旬頃に「卒業研究履修の手引」と「申請書」を福岡

学習センター及び北九州サテライトスペースで配布予定です。なお、「申請書」の提出期間は、８月
16日（木）～８月23日（木）必着です。

７月１日（日）15：30～17：00日　時

福岡学習センター窓口・電話にて受け付けます。 ☎092-585-3033

福岡学習センター　講義室Ⅱ（５階）場　所

６月12日（火）10：00～申　込

大学院修士全科生に興味・関心を持っている方を対象に開催します。

７月１日（日）13：00～15：00日　時

福岡学習センター窓口・電話にて受け付けます。 ☎092-585-3033

福岡学習センター　講義室Ⅱ（５階）場　所

６月12日（火）10：00～申　込

おっしょい第41号

教養学部　30 代女性

この大学で出会った認知行動療法を機に、これを生
かして訪問看護ステーションを開設して取り組んでいき
たいという夢が広がりました。次は実現です。ありがと
うございました。

教養学部　40 代女性

放送大学に入学したのは20代の頃です。その間、
転職、結婚、出産と人生の転機も経験しました。所属も
福岡から北九州に変わりました。やっと卒業できたので
すが、43歳になっていました。早く卒業できる方もいる
中、とてもゆっくりとした歩みでしたが、学ぶ楽しさと試
験を受ける緊張感を味わえました。

教養学部　50 代女性

仕事を辞め専業主婦となっていた私は、社会に取り
残されたような気持ちでいました。そんな時、放送大学
に入学し学ぶことによって、社会のしくみや動きや問題
を知り、社会に少し近づくことができたと思っています。
学ぶことは楽しいと思えた放送大学の授業でした。あ
りがとうございました。次の入学では、不得意な分野に
もチャレンジしていきたいと考えています。

教養学部　60 代男性

最近、再就職する機会を得たが、面接の際、以前の
仕事を退職後も放送大学で学び続けていることを１つ
のアピールポイントにしました。
地域コミュニケーションの活性化に取り組んでいます

が、放送大学で関連する科目が多く設定されており、こ
れを受講し、自己の活動の基礎として役立てております。

教養学部　70 代男性

幾つになっても、新たに学ぶことばかりです。気にな
ることがあって、心理学を専攻し卒業はできましたが、も
う少し深めたいと考えています。歳を重ねて、面接授
業や認定試験など時々の違った緊張感がボケ防止に
もなっていると考えています。独学ではなかなか続きま
せん。引き続き学ばせていただき、元気に精進したいと
考えています。

教養学部　40 代女性

心理学に興味があり、軽い気持ちで入学しました。
本格的な授業の内容や個性的な先生方の講義に、あ
きることなく勉強を続けることができました。また、熱い
指導の面接授業の先生方やさまざまな年齢の同級生
の方たちとの出会いも新鮮で、とても楽しいものでした。
本当にお世話になり、ありがとうございました。次なる目
標目指してがんばる勇気をいただき、感謝しております。

教養学部　50 代男性

1998年から科目履修生として学び始め、選科履修
生、全科履修生として20年目にして卒業を認定してい
ただきました。最初は、つまずきもあり、学習が思うよう
に進みませんでしたが、放送大学では、多様なことが
学べて大変よかったです。４月以降も放送大学で学び
ます。

教養学部　60 代女性

放送大学は、私に学ぶ楽しさと学びの習慣を与えて
くれました。単位修得だけに終わった教科、時間をか
けて学べた教科、合格という目標に向かって計画を立
て、前向きな気持ちで、今は大変だけど「どうにかなる」
と私を支えてくれました。
点とした学びが、線となり、方向性が見えたとき、この
先には何があるのかなと考えるとワクワクします。卒業
は始まり、学びは続きます。

大学院　50 代女性

一流の講師陣の内容も幅広く深い授業が沢山あり、
長年学ばせていただきました。念願の修士課程を修了し、
再び大学に入学し、面接授業や同じ科目の新しい内容、
また初学のものなど学び続けたいと思います。
それから、放送授業を受けて気づいたことですが、板
書しながら先生の話を聴くのが苦手な私にとって、講義
と教材がしっかりした内容で板書の要らない放送大学
の授業が合っていると思いました。私の脳のタイプが分
かり、学習方法も合うものが見つけられて良かったです。
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学習センター及び北九州サテライトスペースで配布予定です。なお、「申請書」の提出期間は、８月
16日（木）～８月23日（木）必着です。

７月１日（日）15：30～17：00日　時

福岡学習センター窓口・電話にて受け付けます。 ☎092-585-3033

福岡学習センター　講義室Ⅱ（５階）場　所

６月12日（火）10：00～申　込

大学院修士全科生に興味・関心を持っている方を対象に開催します。

７月１日（日）13：00～15：00日　時

福岡学習センター窓口・電話にて受け付けます。 ☎092-585-3033

福岡学習センター　講義室Ⅱ（５階）場　所

６月12日（火）10：00～申　込

The Open University of Japan
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メールアドレスの登録について

サークル等紹介

福岡学習センターからメールの配信サービスをしています。
配信を希望される方は、システム WAKABAへのメールアドレス登録が必要です。
学習情報や行事のご案内等、各種の情報を随時配信しています。
緊急的事象等の連絡を行う場合もありますので、是非ご登録ください。

（※迷惑メール受信拒否等の制限をかけている方は、fukuoka-sc@ouj.ac.jpを受信できるよう設定してください。）

＜登録方法＞

① 放送大学ＨＰトップ／在学生の方への システムWAKABA を選択
　 <ログインID> と <パスワード> を入力
② メニュー画面の 教務情報 を選択
　 変更・異動手続 をクリック
③ 学生住所等変更 を選択
　 申請情報 のメールアドレス欄に入力（ 確認用 も同様） → 確認／申請 をクリック

システムWAKABAが新しくなりました！！

　４月より、従来のキャンパスネットワークホームページ（ＣＮＨＰ）の機能を統合（Ｃ
ＮＨＰは廃止）し、システムＷＡＫＡＢＡがリニューアルされました。今まで以上に使
い勝手が良くなるようリニューアルされましたので、ぜひご活用ください！！
　詳細は、放送大学ホームページおよび福岡学習センター発行の「利用の手引」をご
覧ください。

　視聴学習室での放送授業の視聴方法は、ＤＶＤ／ＣＤによる視聴からパソコ
ン（またはタブレット）を利用したインターネット視聴へと変更になりました。
　今後、センターに配架する放送教材は、以下の取り扱いになります。

視聴方法の変更

　2018年４月から、室外貸出は、放送大学本部（千葉）にて一括して行うことになりました。
学習センターでは、室外・郵送貸出しを行いませんのでご注意ください。
　お申込み方法等の詳細については、「学生生活の栞」（教養学部P33～35、大学院P44～
46）をご確認ください。

室外貸出方法の変更
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貸出期間   9 日以内（本州在住学生）
 13 日以内（本州以外在住学生）

おっしょい第41号

　福岡学習センター及び北九州サテライトスペースでは、下記の同窓会・サークル等が活動し学生相互の親睦を深め
ています。

サークル名等 活動内容 活動日時 代表者名・連絡先

福岡同窓会

生涯学習の理想と実現を目指し、会員相
互の親睦並びに母校および会員の隆盛発
展を目的に設立されました。卒業生だけ
でなく学生の方も入会できます。

講演会・卒業式時の懇親会等。
会報「筑紫」年２回発行。

<会　長>安武和人
<連絡先>学習センターのメールボックス
　Email : fukudoso@gmail.com
　ブログ：http://dosokai.blog.shinobi.jp

情報交換クラブ
・ｉｎｇ

情報交換を図り、会員相互の親睦・融和と
相互理解を図るために毎月のつどい、年
２回のハイキングや忘年会を開催。新規
ご入会歓迎します。

毎月第２土曜日
10時30分 〜 12時30分

（変更の場合あり）

<代表者>田村　　博
<連絡先> 080-5206-5549
　Mail： ing55email@yahoo.co.jp
　H  P： http://ingfukuoka.blog.fc2.com/
　学習センター私書箱へ

那ノ津読書会

名著を読むことを通して、自己啓発と学
生間の交流をはかることを目的としてお
り、現在「枕草子」と「般若心経」「所長の
のちごと」を読んでいます。

毎月第２木曜日
10時 〜 12時30分

＜代表者＞眞﨑　澄江
＜連絡先＞福岡学習センター
　私書箱「那ノ津読書会」

あすなろ

ネット社会を考慮して、”パソコン手ほど
き講座”を開きます。パソコンの持ち込み
不要。
学習懇話会（年３回）では、”学習ノウハウ”
について語り合います。

毎月第２木曜日
　午後２時〜４時
　（PC実習室）
　6、9、12月（年３回）
　第１日曜日
　午後２時〜４時

＜代表者＞山根　　智
＜連絡先＞福岡学習センター
　私書箱「あすなろ」
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　詳細は、放送大学ホームページおよび福岡学習センター発行の「利用の手引」をご
覧ください。

　視聴学習室での放送授業の視聴方法は、ＤＶＤ／ＣＤによる視聴からパソコ
ン（またはタブレット）を利用したインターネット視聴へと変更になりました。
　今後、センターに配架する放送教材は、以下の取り扱いになります。

視聴方法の変更

　2018年４月から、室外貸出は、放送大学本部（千葉）にて一括して行うことになりました。
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The Open University of Japan

<2018年度からのＤＶＤ／ＣＤの配架について>

教養学部 大学院

2017年度以前の

開設科目

科目が閉講するまで配架

（ＤＶＤ／ＣＤでの視聴も可）

2018年度に

新規開設する科目

科目が閉講するまで配架

（ＤＶＤ/ＣＤでの視聴も可）
配架なし

（インターネットでの視聴へ切替）

2019年度に

新規開設する科目 配架なし （インターネットでの視聴へ切替）

<お申込みの流れ>

重要 2018年度より視聴学習室での
視聴方法・室外貸出方法が変わりました！！
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おっしょい第41号

５月の行事・お知らせ

１日
司書教諭・看護夏季集中科目履修生受付・
在学生科目登録開始

（看護〜５/31、司書〜６/ ７）

６日 新入生のための学習応援交流会

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

4月～6月のスケジュール

４月の行事・お知らせ

１日 入学者の集い
※北九州サテライト閉所日

10 日 教員免許更新講習生受付開始
（〜５/17）

14 日 面接授業空席発表

20 日 面接授業追加登録受付開始

新学期が始まりました。ご入学された皆さま、おめでとうございます。
４月より、客員教員は１名、事務職員は事務長をはじめ、事務職員４名（福岡２名、北九州２名）と

図書職員２名の交替がありました。新たな気持ちで学生の皆さまのサポートできるよう努力してま
いりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今年度の公開講演会の告知は別紙で同封しています。新たな情報は、随時発信していきますので、
たくさんの皆さまのご参加をお待ちしております。

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。

６月の行事・お知らせ
７日 通信指導提出期限

15 日

2018 年度第２学期入学生出願受付開始
（第１回）
（教養学部、大学院修士選科生・修士科目生）
（〜８/31）

４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

● 

● ◆ 

● ◆ 

● ◆ 

● ◆ 

● 

● ◆ 

● ◆ 

● ◆ 

● ◆ 

５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

６月

　 　閉所日　●＝面接授業（福岡）◆＝面接授業（北九州）

● ◆ 

● ◆ 

● ◆ 

● ◆ 

●

● ● ●


