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公開講演会のご案内
参加無料

要予約

日　時

概　要

受付：13：00～2018年８月19日　  13：30～15：30
講　師

会　場 九州大学筑紫キャンパス内　筑紫ホール（春日市春日公園６-１）

定　員 200名 ※参加無料　要予約

お申込 ７月３日（火）より、放送大学ホームページまたは電話にて受け付けます。
　　ホームページ：ＵＲＬ：http://www.ouj.ac.jp/（トップページ「公開講座・講演会」）
　　電　　　　話：092-585-3033（福岡学習センター）

日

放送大学福岡学習センターおよび北九州サテライトスペースで講演会を開催します。
参加無料で、本学学生・一般の方どなたでもご参加いただけます。
皆さまのお越しをお待ちしています。

二度に及んだ蒙古襲来。多くの人々が、神風が吹いて日本が勝った、と信じている。
習った教科書にも、嵐や台風で蒙古が引き上げたとあった。
長崎県松浦市の鷹島海底には今も船が沈む。
しかし中国側には、数百艘また４千の船を無事に帰国させたという記録がある。
神風は要因のひとつであるが全てではなく、ほんとうの敗因は別にある。

服部　 英雄 氏 （くまもと文学館・歴史館館長　九州大学名誉教授） 

※駐車場を利用の方は、春日門（春日公園３丁目）の信号からお入りください。

The Open University of Japan
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「 」
北九州市民カレッジ公開講座＆放送大学コラボ講演会

日　時

概　要

受付：13：00～2018年９月１日　  13：30～15：30
講　師

会　場 北九州市立生涯学習総合センター ホール（北九州市小倉北区大門１-６-43）

定　員 150名 ※参加無料　要予約

お申込 ７月17日（火）より、北九州市立生涯学習総合センターで
電話（093-571-2735）にて受け付けます。（平日９：00～17：00）

土

武蔵は20代末、小倉近くの巌流島で小次郎と勝負したが、50歳頃、客分となっていた小笠
原藩の転封に伴って小倉に移り住んだ。
５年後の島原の乱では養子伊織と共に活躍し、伊織は藩の筆頭家老となる。
武蔵は小倉時代に近世社会の確立を目の当たりにする経験をして、最晩年の『五輪書』で
は剣術を核に個の武士と大将のあり様を説く。
武蔵の実像と思想をお話しします。

魚住　 孝至 氏　（放送大学教授）

おっしょい第42号

ステップアップセミナー開催のお知らせ
（７月～９月開催分）

2018年度　客員教員等による

各講師に勉強の仕方なども質問できます。早めにご予約ください。

【福岡会場（福岡学習センター５階講義室）】定員60名
※要電話予約　 ：092-585-3033（福岡学習センター）

開催日 時間 講師名・演題

７月15日（日）
10：00 〜15：00

中村　知靖
九州大学大学院

人間環境学研究院教授

10：00 〜12：00

データ解析入門
自然科学だけでなく、人文社会科学においても実験や調査によって得られたデータを解析
することが増えてきました。データ解析によって、データから全体の傾向が分かり、一
部のデータから大きな集団の傾向を予測でき、過去のパターンから未来が予測できます。
本セミナーでは、データから全体の傾向がわかる記述統計に焦点をあて、代表値、散布度、
相関、分割表といったデータ解析の基本的な概念について紹介します。

高山　倫明
九州大学大学院

人文科学研究院教授

13：00 〜15：00

万葉歌の韻律
万葉歌人はどのような韻律で自作を口ずさんでいたのでしょう。もちろん、録音もない遠
い昔の歌声を実際に聴くすべはなく、こうと断言すれば《聞いてきたようなウソ》になる
でしょう。しかし、今に息づく韻文や、各種文献資料から情報を収集し、しかるべき方法
論に則って分析すれば、ある程度の輪郭は見えて（聞こえて）きます。結論よりも、その
輪郭を少しずつ絞り込んでいくプロセスを楽しんでいただければ幸いです。
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「 」
北九州市民カレッジ公開講座＆放送大学コラボ講演会
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The Open University of Japan

開催日 時間 講師名・演題

８月18日（土）
10：00 〜15：00

針塚　　進
九州大学名誉教授
筑紫女学園大学

特任教授

10：00 〜12：00

親子の愛着関係と虐待
養育者である親と子どもとの関係は、生まれて間もない乳児期から始まっています。親が
子どもに対して愛情をもって授乳したり、オムツを換えたりという世話をするところから
関係ができてきます。このような具体的な日常の世話や子どもが泣けば「お腹がすいたの
かな？」「オムツ」が濡れたのかな？」など様々な思いやりが親子の関係を作っていきます。
親子の愛着関係は、このような親の子どもに対する対応する仕方やその時に親の中に生じ
ている感情などを子どもが察知して親に対する「思い」が作られることから始まります。
そして、子どもが不安になった時に安心や安全を求めて親に近づいていけるような関係が
愛着関係です。この愛着関係の問題性が虐待と深く関係していることが言われています。
このような問題について事例などを通して考えます。

藤村　直美
九州大学名誉教授

九州大学情報基盤研究
開発センター特任教授

13：00 〜15：00

ネットワークと日常生活
インターネットが急速に普及し、日々の生活は便利になっています。しかしその仕組みを
理解し、安心・安全な状態でインターネットを利用するにはそれなりの知識と経験が必要
です。ここでは、インターネットの歴史、電子メールや WWW などのインターネット上
の様々なサービスの紹介と、それら安全に使うためのノウハウなどについて紹介します。

９月８日（土）
10：00 〜15：00

宮本　敬久
九州大学大学院
農学研究院教授

10：00 〜12：00

食の安全確保の基礎知識
食品は種類が多く、その構成も複雑です。日本では、毎年、約２万人の食中毒患者の発生
が公式に発表されていますが、その実数は数十倍と推定されています。食べ物とともに災
いを口から入れないようにするためには、食中毒菌等の外から食品を汚染する要因がある
ことや食品は時間と共に劣化することを理解して食品を取り扱うことが大事です。食によ
る健康被害を防止して健康に長生きするためには、まず、健康被害をもたらす食中毒細菌
など、相手を知る必要があります。本講演では、食に起因する健康被害の事例について解
説し、家庭で実践できる対策をお話しします。

永田　晃也
九州大学大学院

経済学研究院教授

13：00 〜15：00

ソーシャル・キャピタルとしての「信頼」
ソーシャル・キャピタル（Social Capital）とは、社会の効率性の改善に寄与する協力的
な人間関係を意味する用語であり、「社会関係資本」と訳されています。それは企業の生
産効率ばかりでなく、地域生活の安定、国民・地域住民の健康水準、行政組織の効率など
にもプラスの効果を及ぼすことが知られており、今日では各国の政府や国際機関が実態把
握に取組んでいます。本セミナーでは、ソーシャル・キャピタルの主要な構成要素である

「信頼」に焦点を当てます。米国映画『34 丁目の奇跡』（ジョージ・シートン監督 1947
年作品）のストーリーなどを手がかりにしながら、本当の信頼（Authentic Trust）の定義、
その社会的な意義、それを構築するための条件などについて、受講者の皆さんとともに考
えてまいりたいと思います。

９月16日（日）
10：00 〜12：00

鈴木　右文
九州大学大学院

言語文化研究院教授

10：00 〜12：00

放送大学大学院入試の英文を読む
放送大学の昨秋の大学院入試問題から選定した英文を読みます。実際に受験される方の
他、受験せずとも学術的英文の読解に興味のある方は歓迎です。予習されることをお勧め
致しますが、放送大学ＨＰの「大学院」の「過去問題一覧」から問題をダウンロードして
プリントアウトしてきてください。2018 年度大学院修士全科生入学者選考筆記試験問題
の「生活健康科学の第１問」「人間発達科学の第１問」「社会経営科学の第１問の（１）」「人
文学の第２問の問２」を取り上げます。

【北九州会場（コムシティ３階大会議室）】定員90名
※要電話予約　 ：093-645-3201（北九州サテライトスペース）

開催日 時間 講師名・演題

７月14日（土）
13：00 〜15：00

菊池　悌一郎
九州工業大学

学生総合支援室准教授

13：00 〜15：00

臨床心理学と社会
カウンセリング、心理テスト、臨床心理士、公認心理師など、臨床心理学に関するさまざ
まなトピックについて関心のある方は多くいらっしゃると思います。今回のセミナーで
は、臨床心理学と社会の関わりについて取り上げたいと思います。臨床心理学の専門家が
働いている領域には教育領域や医療・保健領域をはじめ、福祉、司法・矯正、産業など多
岐にわたっています。そのような各領域において、専門家が、どのような役割を果たし、
貢献しているのか、ご紹介します。また社会の中で臨床心理学を活かしていくためには、
専門の資格が必要です。臨床心理学に関する資格についても説明したいと思います。
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Essay

客員教員リレーエッセイ

あっ、そうか！
九州大学大学院総合理工学研究院　教授

中島　英治（専門：構造材料物性学）

　昔、イギリスのウェールズ、スウォンジー（Swansea）で望郷の思いで夜空を見ていて、“なんか変だな”とい

う感覚を覚えたことがあります。私が生活している筑紫野市で見る夜空と、ここでは何かが違います。時差ぼけ

のせいかな、と思ったりもしましたが。みなさんはすでにおわかりだと思いますが、あたりまえのことです。緯度

の違いです。地球上の緯度が変われば、夜空の星座の天頂からの位置が変わります。至って当然の事でありま

すが、その理由に自分で気がつくと、“あっ、そうか！”とつい納得するものです。この納得は知的な快感を伴い、

“よしよし”と自分を褒めたくなります。

　私の専門は金属学でありますが、金属のような原子が規則正しく周期的に並んだ結晶の電気や磁気的性質は

結晶の方位に強く依存します。結晶の方位とは、例えばサイコロの真ん中からサイコロの角の方向、面の方向などで

す。ここで、こんなことを想像してみましょう。自分自身がサイコロに入り、ど真ん中からサイコロの角を見る、今度は

少しずれた位置に移動し、また、サイコロの角を見てみる。当然、見える角度は異なってくる。地球上の緯度が変わ

ると星の方向は変わる。結局、星の位置が変わったのは、星を見ている自分自身の居る場所の緯度が異なったから

です。このとき、昔習ったステレオ投影という結晶方位の表現方法を思い出し、習ったことの実感ができるのです。

　何でもそうですが、実感の伴わない学習はなかなか身につきません。経験してみると非常によくわかります。

工学の世界は実験と理論を組み合わせ、産業界で使われる物、技術を作り出す世界です。経験を重ねた熟年

が、経験したことの理屈を知ることが、非常に重要となります。私自身も年を重ねて参りますが、常に新たなこと

を知りたく、勉強に励んでおります。また、国際会議などで海外に行くと、必ず、夜空を見るようにしています。

ケープタウン（南アフリカ）、サンクトペテルブルク（ロシア）、モスクワ（ロシア）、フェニックス（アメリカ）などで

夜空を見ました。すでに理由はわかっているので、もう驚きません。今度は“やはり、そうか”と自分自身で優越

感に浸り、納得していました。知識を重ね、常に知りたいという気持ちを大切に、“あっ、そうか！”と納得できる

日 を々送りたいと思っています。

　５月６日、連休
最終日の午後に「新
入生のための学習
応援交流会」を開

催しました。30名を超える学生さんの参加があり、
放送大学のWebの説明の後、４人の先輩にお話し
いただきました。30代、40代、60代の学部生と
60代の修士課程を修了された男女２名ずつの方々
が、入学の動機や日々の勉強法、試験対策の裏技等
を紹介しました。後半の質問コーナーでは質疑が途
切れず、会終了後も残って個別に質問をされる方々
もいらしたほどの盛況ぶりでした。

開催報告

新入生のための学生応援交流会新入生のための学生応援交流会

　４月から事務長に就任した出嶋
です。30年以上勤めた九州大学を
３月末に定年退職し、縁あって放送
大学で仕事をさせていただくことになりました。４月
１日から出勤、３日から研修、という慌ただしさもあっ
て、「定年退職」という感慨に浸る余裕もなく日々を
過ごしていましたが、熱心な学生さん方の姿を目の
当たりにして、「のんびりするのはまだ早いな」と気を
引き締め直したところです。少しでも皆さんのお役に
立てるよう、私も一から勉強ですので、よろしくお願
いいたします。

職員紹介

福岡学習センター事務長
出嶋　敏弘

おっしょい第42号

試験日程

通信指導添削結果・合否結果

７月27日（金）・７月28日（土）大学院

７月29日（日）、７月31日（火）～８月２日（木）、８月４日（土）、８月５日（日）
※７月30日（月）、８月６日（月）は閉所日
　８月３日（金）、８月７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。

※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るようになりましたが、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。）

●通信指導の添削結果が、択一式科目は７月８日（日）、記述式（併用式の記述部分）は７月19日（木）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）」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ｐ69～71、大学院ｐ63～65）をもう一度ご確認ください。

7月27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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Essay

客員教員リレーエッセイ

あっ、そうか！
九州大学大学院総合理工学研究院　教授

中島　英治（専門：構造材料物性学）
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　私の専門は金属学でありますが、金属のような原子が規則正しく周期的に並んだ結晶の電気や磁気的性質は

結晶の方位に強く依存します。結晶の方位とは、例えばサイコロの真ん中からサイコロの角の方向、面の方向などで
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感に浸り、納得していました。知識を重ね、常に知りたいという気持ちを大切に、“あっ、そうか！”と納得できる

日 を々送りたいと思っています。

　５月６日、連休
最終日の午後に「新
入生のための学習
応援交流会」を開

催しました。30名を超える学生さんの参加があり、
放送大学のWebの説明の後、４人の先輩にお話し
いただきました。30代、40代、60代の学部生と
60代の修士課程を修了された男女２名ずつの方々
が、入学の動機や日々の勉強法、試験対策の裏技等
を紹介しました。後半の質問コーナーでは質疑が途
切れず、会終了後も残って個別に質問をされる方々
もいらしたほどの盛況ぶりでした。

開催報告

新入生のための学生応援交流会新入生のための学生応援交流会

　４月から事務長に就任した出嶋
です。30年以上勤めた九州大学を
３月末に定年退職し、縁あって放送
大学で仕事をさせていただくことになりました。４月
１日から出勤、３日から研修、という慌ただしさもあっ
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引き締め直したところです。少しでも皆さんのお役に
立てるよう、私も一から勉強ですので、よろしくお願
いいたします。

職員紹介

福岡学習センター事務長
出嶋　敏弘

The Open University of Japan

試験日程

通信指導添削結果・合否結果

７月27日（金）・７月28日（土）大学院

７月29日（日）、７月31日（火）～８月２日（木）、８月４日（土）、８月５日（日）
※７月30日（月）、８月６日（月）は閉所日
　８月３日（金）、８月７日（火）は臨時閉所日

学　部
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（九州大学筑紫キャンパス内E棟４・５階）
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◆JR大野城駅西口から徒歩約７分
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※『利用の手引』裏面をご確認ください。
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　（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るようになりましたが、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。）

●通信指導の添削結果が、択一式科目は７月８日（日）、記述式（併用式の記述部分）は７月19日（木）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）」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ｐ69～71、大学院ｐ63～65）をもう一度ご確認ください。

7月27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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飲食について

必要物品

成績通知

　試験結果は、８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「教務情報」→「履修成績照会」
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p73～74、大学院p67～
68）をご覧ください。

・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）
 北九州会場では控室を設けます。掲示にて案内いたしますので、ご確認ください。

再試験

単位認定試験問題・解答（コメント）の閲覧

　2018年度第１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、2018年度第１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p74～75、大学院p68～69）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。ここを見て、自分
の学生証の有効期限を確認しましょ
う！！（平成30年３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30年3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42号

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。７月20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システムWAKABA「キャンパスライフ→
学内連絡」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
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飲食について
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　試験結果は、８月下旬に大学本部から「成績通知書」によっ
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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。）
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の学生証の有効期限を確認しましょ
う！！（平成30年３月末、またはそれ以
前の方は更新が必要です。）
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全科履修生で
有効期限切れの方

「旧学生証」

The Open University of Japan

2018年度試験問題・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システムWAKABA「単位認定試験問題・解答等」
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ｐ75〜77、大学院ｐ69〜71）をご覧ください。

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）
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事務局からのお知らせ

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９月９日（日）14：00～15：00　★終了後、個別相談会を実施します。
福岡学習センター５階　講義室
髙橋　さとみ（放送大学専門職）
電話・メールにて受付けます。
　※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 092-585-3033　　メール fukuoka-sc@ouj.ac.jp

　学生相互の交流と職員との親睦を目的として学生研修旅行を開催いたします。

　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

学生研修旅行参加者募集

2018年９月14日（金）  ９：00 福岡学習センター出発
 17：00 福岡学習センター到着
福岡学習センター　８：30集合　※時間厳守
35名　※先着順となります。
福岡学習センター、北九州サテライトスペース所属の学生
九州大学伊都キャンパス（研究施設・図書館・椎木講堂等）、伊都菜彩
　※見学場所の詳細は、後日、ホームページ等でお知らせいたします。
無料　※昼食は各人で学食にてとっていただきます。
福岡学習センター窓口・電話にて受付けます。
お申込みの際は、氏名・電話番号（必ず当日連絡がとれる携帯番号など）をお知らせください。
　　　　　電話　092-585-3033（福岡）
７月６日（金）～８月10日（金）

日　時

集合場所

定　員

対　象

見学場所

費　用

申　込

受付期間

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

おっしょい第42号

2018年度第２学期の手続きについて

2018年10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８月15日（水） ～2018年８月30日（木）本部必着
Web：2018年８月15日（水）９時 ～2018年８月31日（金）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７月に送付される「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７月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。
　再入学をご希望される場合は「継続入学用関連書類」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p93～96）をご参照ください。

科目登録申請票

2018年９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８月31日（金）本部必着 郵 送：2018年９月20日（木）本部必着
Web：2018年８月31日（金）24時 Web：2018年９月20日（木）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７月に送付される「継続入学関連書類」をご確認ください。

継続入学用出願票
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事務局からのお知らせ
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The Open University of Japan
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Web：2018年８月15日（水）９時 ～2018年８月31日（金）24時
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　福岡学習センターでは、次の方を対象に表彰を行います。

申請の際は、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。
ご不明の場合は、学習センターにお問い合わせください。

※図書・視聴学習室利用上の注意
　1.学習上必要なもの以外は持ち込めません。カバン・袋物はコインロッカーに預けてください。
　2.入室したら、必ず学生証を受付カウンターに提示してください。

　皆さんの家族や友人で、入学を検討されている方や放送大学に興味があるという方がいらっしゃい
ましたら、是非ご紹介ください。
　募　　集：2018年度第２学期　教養学部・大学院（修士選科生・修士科目生）
　募集期間：第１回　2018年６月15日（金）～８月31日（金）
　　　　　  第２回　2018年９月  １日（土）～９月20日（木）
☆パンフレットをご希望の方は、電話でご連絡いただければ無料でご本人宛にお送りいたします。
　　　　資料請求先： 福岡学習センター ☎092-585-3033
 北九州サテライトスペース ☎093-645-3201
★入学個別相談会★（要予約）
　入学相談は、月曜日・祝日を除き毎日受け付けています。（10：00～17：00）

2018年度２学期（10月入学）入学生を募集しています。

特別表彰および修学勉励表彰について

　４階視聴学習室にインターネット視聴用パソコン・タブレットが入りました。従来の放送教材
（DVD・CD）も利用できます（院新規科目除く）。学習スペースもありますので放送教材以外の学習に
もぜひご活用ください。

視聴学習室リニューアルについて

①特 別 表 彰：2018年度第１学期に３コース卒業を達成する方
②修学勉励表彰：2018年度第１学期に取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
福岡学習センター窓口または電話にてお申し出ください。
所定の申請用紙をお渡し（または郵送）します。
2018年８月31日（金）
※2017年度第２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。

対　象

受付締切

申請方法

リニューアル後の視聴学習室の様子

合唱団募集について

　福岡学習センターでは、今年度第１学期「入学者の
集い」でボランティアの有志の学生さん15名により放
送大学学歌を歌いました。「とても楽しかった。」との
皆さんの感想をいただいて、引き続き宮﨑憲子先生
のご指導のもと次の日程で練習をして、第２学期も学
歌で新しい学生さんをお迎えしたいと企画しています。
　「入学者の集い」は10月７日(日曜日)の14時からで
す。当日ご都合のつかない方は練習だけの参加も可能です。ストレッチから始まるとても楽しい練習です。
歌のお好きな方、やってみようとご希望の方は、ぜひお申し込みください。

歌がお好きなメンバーを募集しています。
第２学期「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

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。

宮﨑憲子 先生

８月19日(日) 10時～12時　　
９月16日(日) 14時～16時
10月７日(日) 「入学者の集い」の前、12時30分から練習

放送大学福岡学習センター　５階講義室

７月10日（火）～７月31日（火）

電話・メールにて受付けます。
※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

　2006年度から、放送大学の学生が「九州大学特別聴講学生」として九州大学の科目を学ぶ制度が始
まりました。
　今回は、2018年度第２学期の募集を行います。履修できるのは、九州大学基幹教育科目の指定され
た科目で下記の方が対象です。授業料は１単位当たり14,800円で１科目２単位の科目を受講する場合
は29,600円です。

九州大学特別聴講学生募集について

① 全科履修生　② 本学の在学年数が１年以上の者　③ 放送授業科目において30単位以上修得した者

５名

2018年７月１日（日）～８月１日（水）

※募集要項の入所、科目等詳細は事務室にお問い合わせください。

対　象

募集人員

受付期間

おっしょい第42号
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　福岡学習センターでは、次の方を対象に表彰を行います。
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まりました。
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The Open University of Japan
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８月の行事・お知らせ
１・２・４・５日 単位認定試験（教養学部）

15日 2018年度第２学期科目登録申請受付開始
（郵送〜８/30、Web〜８/31）
※博士全科生の科目登録申請は郵送受付のみ（〜８/31）
大学院修士全科生・博士全科生（2019年度）
出願受付開始（〜８/31）

18日 ステップアップセミナー（福岡）

19日 公開講演会（福岡）

25・26日 教員免許更新講習修了認定試験

7月～9月のスケジュール

７月の行事・お知らせ
１日 卒業研究履修・大学院修士入学希望者ガイダンス

７日 コラボ公開講演会（福津市中央公民館）

８日 オープンキャンパス（福岡・北九州）

14日 ステップアップセミナー（北九州）

15日 ステップアップセミナー（福岡）

27・28日 単位認定試験（大学院）

29・31日 単位認定試験（教養学部）

春から事務職員として勤務させていただいております。
大学の美しい木立を抜け通勤できることに毎日感動しています。
社会人一年生で何かと至らない点があると思いますが、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

どうぞ宜しくお願いいたします。（Ｍ）

編集
後記

９月の行事・お知らせ
１日 2018年度第２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）（〜９/20）
コラボ公開講演会（北九州市立生涯学習総合センター）

８日 ステップアップセミナー（福岡）

９日 看護師等のための大学卒・学士（看護学）取得説明会（福
岡）／オープンキャンパス（福岡・北九州）

14日 学生研修旅行

16日 ステップアップセミナー（福岡）

28・29日 単位認定試験（看護師資格）

30日 学位記授与式（福岡）

7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

◆ ● 

◆ ● 

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

8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

9月

●＝面接授業（福岡）◆＝面接授業（北九州）
　…　閉所日　　…　試験


