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「トランプ政権と中東」
参加無料

要予約

日　時 【開場】13：002018年12月９日　  【講演会】13：30～16：00
講　師

会　場 九州大学筑紫キャンパス　筑紫ホール（春日市春日公園６-１）

定　員 先着200名 ※参加無料（予約制）

お申込 放送大学ホームページまたはお電話でお申込みください。
　　ホームページ：ＵＲＬ：https://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

　トランプ政権の中東政策は非合理的と批判される。だが米国の国内政治的に見れば、それは「合理的」
だ。国内政治の視点から、エルサレムへの米大使館の移転の決断やエネルギー政策などトランプの「中東政
策」の「合理性」を解き明かす。そして、その政策がサウジアラビアやロシアなどの世界の産油国に与える衝
撃を紹介する。

高橋　和夫 氏 （放送大学名誉教授）

※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。

公開講演会のご案内
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第２学期が始まりました。９月30日には学位記授与式を実施し、76 名の方がご卒業を迎えら
れました。６、７頁にメッセージをお寄せいただいていますが、二人の名誉学生さんが誕生され
ました。78歳の内田秀俊さんと76歳の山下重夫さんです。ご承知のように、名誉学生というの
は放送大学教養学部の全てのコースを卒業された学生さんで、福岡学習センターでは過去５名
の方しかいらっしゃいません。お二人には今後の勉強の計画もおありのようで、ますますのご精
進を期待いたします。
また、10月７日には、新たな学生さん538 名をお迎えしています。ご承知のように、この
10月から放送大学はBS放送が常時２チャンネル化します。新たなチャンネル・BS231ch
の「BSキャンパスex」は、社会人の多様な学び直しや生涯学習のニーズに応えるチャンネルで、
BS232chの「BSキャンパスon」は、従来からの授業科目のチャンネルです。231チャンネルの
新たな教養番組も日常的にご視聴ください。
人生100 年といわれるようになりましたが、労働も学習も生活も健康管理も、社会システムの改革とともに、個人

の覚悟が求められるようになっています。先月北九州市で、放送大学の魚住孝至教授の「宮本武蔵と小倉」とい
う公開講演会があり、そのご縁で魚住先生の大学院科目の印刷教材「道を極める〜日本人の心の歴史」を読む機
会がありました。西行、芭蕉、等伯、北斎、武蔵など、最後の最後まで見事に生き切った人物像が歴史の中で描
かれていました。放送大学は、このような優れたカリキュラムとネット等でも学べる利便性が特徴ですが、放送授
業とともに面接授業やサークル活動、研修旅行、学芸員実習など、各自求めれば交流の機会も充実しています。
新入生の方 、々学位や資格の取得、キャリアアップ、健康や生きがいづくりに、どうぞ放送大学を縦横にご活用

ください。

Essay

客員教員リレーエッセイ

英国にて：おわかれにあたって
九州大学大学院言語文化研究院　教授
（専門：英語学） 鈴木　右文

　毎夏のように本務校の海外研修授業の担当として英国に来ています。今年もケンブリッジ大学にやってきました。

この原稿は今同大の居室で書いています。この研修は私のライフワークとも言えるものですが、前任者（九州大学名誉

教授廣田稔先生）が1996年に開拓してくださったものです。当時は、日本からの学生グループに語学を含めた夏期研

修をという要請に対し、無理だと拒絶されたものを、三顧の礼にて少人数の試行から始め、そのときの学生の熱心な

勉強ぶりから、その次の夏へとつながり、今夏でとうとう23年目。寄付もできず、一切の切り盛りを教員個人で行う手

作りの研修として、世界の学問の牙城で学ぶ喜びを提供してきました。そこで感じることがたくさんあります。

　まず、学問を志す人が集まる場所の素晴らしさ。ケンブリッジ大学も、この研修も、そして放送大学も、学ぶ喜びを

背景に互いに研鑽する環境として、成果をあげてきていると思います。

　次に、その場を愛する気持ちを育むことの大切さ。ケンブリッジ大学では、その昔王侯貴族等の建てた壮麗な建物

と専属の庭師に手入れされた芝生や植物たちに囲まれて、その貴重な環境で学ぶことの有り難さを、世界中から集

まった学生たちが感じながら勉学に打ち込んでいます。この研修も、長期の事前研修と現地での個別旅行等で魅力

を高め、この研修に絞って志す学生が多く出ています。放送大学も、放送メディアによる授業等の他に類を見ない方

式により、ここでこそという思いを持つ多くの学生を集めています。

　放送大学を去ることになったのは申し訳ないのですが、皆さんには、貴重な場で勉強できることに感謝しながら、そ

れぞれの目的を達して欲しいと願っています。私も頑張ります。これまでありがとうございました。

第２学期のご挨拶　〜二人の名誉学生さんが誕生されました。〜

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。

10月24日（水）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 10 月 17 日（水） 12 時
＊放送大学ホームページ、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

10 月 24 日（水）
＊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
（10月24日（水））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（10月23日（火）午前中までに到着分）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。
※科目登録申請期間に登録済みの科目と日程が重複する科目は追加登録申請できません。
※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］

※10月23日（火）午前中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
所長挨拶

おっしょい第43号

福岡学習センター所長
　　菊川　律子
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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。10月17日（水）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。

10月24日（水）
9時30分～

追加登録受付開始日

＜抽選対象者＞
①10月23日（火）午前中までに郵送にて到着したもの
②追加登録受付初日（10月24日（水））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）

※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。

※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。

・・

・ ・

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。）
※福岡学習センターについては、平日の九州大学筑紫キャンパス内の駐車場は利用
　できません。

（郵送は福岡学習センターでのみ受付）

おっしょい第43号
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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）

※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。

※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。

・・

・ ・

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。）
※福岡学習センターについては、平日の九州大学筑紫キャンパス内の駐車場は利用
　できません。

（郵送は福岡学習センターでのみ受付）

The Open University of Japan

福
岡
学
習
セ
ン
タ
ー

日　　程 科　目　区　分 科　目　名 担　当　講　師

10月20日（土）10月21日（日） 基盤科目 新・初歩からのパソコン 仁科エミ

10月20日（土）10月21日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 花田利郎

10月20日（土）10月21日（日） 専門科目：社会と産業 狩猟社会学 安田章人

10月27日（土）10月28日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験２ 三上聡美

10月27日（土）10月28日（日） 専門科目：心理と教育 文化心理学 一言英文

10月27日（土）10月28日（日） 専門科目：人間と文化 １６・１７世紀の日本と欧州 杉森哲也

10月27日（土）10月28日（日） 専門科目：情報 音響学概論 山内勝也　河原一彦

11月10日（土）11月11日（日） 基盤科目：外国語 時事英語入門 志水俊広

11月10日（土）11月11日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験１ 山本健太郎

11月10日（土）11月11日（日） 専門科目：人間と文化 ヨーロッパのアメリカ文学者たち 高野泰志

11月10日（土）11月11日（日） 専門科目：自然と環境 昆虫多様性学 広渡俊哉

11月16日（金）11月17日（土） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 菊池悌一郎

11月16日（金）11月17日（土） 専門科目：人間と文化 中世博多の歴史 伊藤幸司

11月24日（土）11月25日（日） 専門科目：社会と産業 社会学的思考と論文の書き方 友枝敏雄

11月24日（土）11月25日（日） 専門科目：人間と文化 王朝物語の世界 辛島正雄

11月24日（土）11月25日（日） 専門科目：自然と環境 宇宙ミッションと軌道力学 坂東麻衣

12月12日（水）12月13日（木） 専門科目：人間と文化 博物館を学ぶ 小泉惠英　他７名

12月15日（土）12月16日（日） 専門科目：生活と福祉 心臓病と心移植そして移植医療 丸山徹

12月１日（土） 12月２日（日） 導入科目：自然と環境 金属材料学 中島英治

12月１日（土） 12月２日（日） 専門科目：生活と福祉 おいしさの食品科学 金田弘挙

12月１日（土） 12月２日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験１ 中村知靖

12月２日（日） 12月16日（日） 専門科目：社会と産業 科学技術社会論の基礎 小林俊哉

12月８日（土） 12月15日（土） 専門科目：情報 社会基盤としてのネットワーク 藤村直美

１月12日（土） １月13日（日） 専門科目：生活と福祉 健康寿命の伸延にむけて 樗木晶子

１月12日（土） １月13日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験３ 花田利郎

１月12日（土） １月13日（日） 専門科目：心理と教育 障がい者スポーツにみる共生社会 内田若希

１月12日（土） １月13日（日） 専門科目：社会と産業 刑事訴訟入門 田淵浩二

北
九
州
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス

10月20日（土）10月21日（日） 導入科目：心理と教育 人生を意味づける：成人学習論 岩崎久美子

10月27日（土）10月28日（日） 専門科目：心理と教育 高齢期の心理臨床 杉本有紗

11月17日（土）11月18日（日） 専門科目：心理と教育 人間関係と成長の心理学 金子周平

11月18日（日）11月25日（日） 専門科目：社会と産業 ビジネス実務 藤村やよい

12月15日（土）12月16日（日） 専門科目：人間と文化 戦間期ドイツとナチズムの台頭 今井宏昌

12月６日（木） 12月７日（金） 専門科目：生活と福祉 人格適応論 倉成宣佳

１月12日（土） １月13日（日） 基盤科目：外国語 韓国の言語と文化 丁仁京

※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。
　なお、10月20日（土）〜10月28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２学期面接授業開設科目一覧
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名誉学生からのメッセージ

　2018年９月30日（日）に福岡学習センターで2018年度第１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76名の方が卒業されました。
　おめでとうございます。

生活と福祉コース............................................18名
心理と教育コース............................................35名
社会と産業コース...............................................５名

人間と文化コース...............................................７名
自然と環境コース...............................................５名
情　　　報コース...............................................６名

ご卒業おめでとうございます

卒業生からのメッセージ

おっしょい第43号

介護・団体役員・放送大学生の
３足のわらじをはいて 内田　秀俊 さん

教養学部 情報コース   

私の妻はアルツハイマー型若
・ ・ ・

年性認知症である。14年在宅で介護をしながら、放送大学受講、全コース卒業、これ
は絡み合っている。

区役所に置いてあるリーフレットを見て、平成３年（1991年）10月入学（学生番号912----）、平成13年全科で「産業と技
術」入学、このコースはあとで廃止された。平成18年９月卒業、翌年３月NHKホールで行われた卒業式に出席、そこで当
時６コース全てを修了し「名誉学生」に認定された85歳の女性を見た。「まだ間に合う（生きているうちに全コース修了出
来る）」と決心した。以降最短２年の再入学の繰り返しで今に至っている。情報の面接授業は九州外へも足を延ばした。

当時56歳の妻は介護保険制度が始まった平成12年アルツハイマー型認知症と診断され、介護保険を利用して７月
から週２回デイケア（日曜日休み）利用が始まった。その後面接授業を受けるため日曜日も営業しているデイサービスを
併用利用、県外の面接授業を受けるため「お泊りデイ」等を利用した。私は平成13年４月末、介護のため定年まで１年
残して退職。介護離職である。

区役所に置いてある、現在の「公益社団法人認知症の人と家族の会福岡県支部」会報を見て同会へ平成14年入
会した。その後平成21年から８年間同会の支部代表に選出された。介護サービスを利用しながらの在宅介護(徘徊、
排せつ処理等今はなつかしい)・代表としての業務・介護体験の講演等をしていた。同会の年間予定を見て、面接授業・
放送授業科目を選択した。

平成29年11月、妻は肺炎により、73歳９ヶ月で死亡。その原因は認知症である。介護期間17年５ヶ月（内在宅介護14
年５ヶ月）。

不幸にして妻は、「若年性認知症」になったが、私には「放送大学名誉学生を目指す」という目標を与えてくれた。
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名誉学生からのメッセージ

　2018年９月30日（日）に福岡学習センターで2018年度第１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76名の方が卒業されました。
　おめでとうございます。

生活と福祉コース............................................18名
心理と教育コース............................................35名
社会と産業コース...............................................５名

人間と文化コース...............................................７名
自然と環境コース...............................................５名
情　　　報コース...............................................６名

ご卒業おめでとうございます

卒業生からのメッセージ

The Open University of Japan

名誉学生になれました。 山下　重夫 さん

教養学部  心理と教育コース

60歳で定年退職をし、即放送大学に入学し17年。無事、６つの専攻（コース）で卒業することができ感謝でいっぱいです。
定年退職を迎えようとした時、「残された人生、一番したいことをやりたいなぁー」と模索していました。諫早駅からの

通勤時、長崎駅のホームに放送大学勧誘の立て看板を見たとき、「あ、大学に行こう」。運命的な出会い、そして我が
人生最良の選択でした。

入学したころは、博多駅近くの学習センターに通い、市図書館、ＣＳの視聴を利用しました。今は、ネットでほとんどの
ことをやれます。On－line授業もあって、魅力的です。高齢者にとって（全ての学生にとっても）学びやすい環境になっ
ています。

私自身は、再試験もあり、落とした科目もあったりで、決して順風満帆ではありませんでしたが、それも楽しい思い出で
す。特に、日本語なしの英語の授業「Political Economy of Japan('10)」で単位をとれたことは、大学と独学で学んだ
好きな英語の成果でした。

年を取ると、失うことが多々ありますが、得ることもあります。例えば、朝５時前後にバチッと目が覚める。これは、老人
の特権です。朝の１時間の学習は、昼間や夜の4、5時間に匹敵するほどに脳が働きます。朝勉は、学ぶしあわせを深
奥から感じる時間でした。

私は、これからも、「旅・学・運動」を基本に、前向きに日々 を過ごしてゆきたいと思います。ありがとうございました。

20代男性　社会と産業コース

３年次入学のためスクーリングはなかったですが、楽しいキャンパスライフでした。仕事との両立がなかなか大変でした
が、共に生活している両親と、大学編入時に勤めていた当時の上司の理解、協力のおかげでほぼ最短で卒業できました。

40代女性　心理と教育コース

仕事と家庭との両立のため、通学しなくても学位が取得できる放送大学を選んだことで、無理なく、自分のペースで学
習することができました。看護学校に勤務しており、勤務先が多忙な時期と単位認定試験が重なり学習時間の確保が
難しいこともありましたが、予定通りの期間内に卒業認定もいただくことができ良かったです。

50代女性　自然と環境コース

何よりも粘りが大切だと思いました。今回再入学でしたが卒業は無理かとあきらめていましたが、本部から２度もアド
バイスのお電話があり、卒業することとなりました。会うことは殆どありませんが、センターや本部の皆様、大変お世話に
なりました。

60代男性　生活と福祉コース

卒業できるとは考えてませんでした。当初は選科履修生として始めました。なんでも最後までやり遂げることの出来な
い性格でしたので、人生の最後くらい何か一つと思い直し、また学習センターの女性スタッフの優しいお勧めの言葉に
励まされ、八年計画でやり遂げました。こんな自分にも出来るんですね。挑戦したり、やって見なければ分からないもの
ですね。定年後の人生に自信が持てました。



8

事務局からのお知らせ

　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） 2018年11月16日（金）～11月30日（金） 大学本部必着
（Web） 2018年11月　９日（金）10時～11月30日（金）17時

提出期限

通信指導の提出について

【重要】お知らせメールについて

学生証の交付・更新について

　学生証は、福岡学習センター及び北九州サテライトスペースの窓口で交付しています。
（福岡学習センター所属の方は福岡学習センターで、北九州サテライトスペース所属の方は北九州サテライトス
ペースでの交付となります。）
　新規及び継続入学の方は「入学許可書」を、全科履修生で有効期限切れ更新の場合は、「旧学生証」を提示し
てください。
　単位認定試験の際、学生証が必要になります。単位認定試験までに、必ず学生証を受領してください。（詳し
くは、「学生生活の栞」、教養学部はＰ18～20、大学院はＰ24～28をご覧ください。）

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。

　今学期より、福岡学習センター及び北九州サテライトス
ペースでの緊急時等のお知らせメールは、Gmail(学生メー
ル)配信のみに変更します。アドレス変更等による不達を防
ぐため、WAKABAの「メール受診設定」に個人設定アドレス
をご登録の方も、Gmail(学生メール)をご確認くださいます
ようよろしくお願い申し上げます。

① システムWAKABAにログイン
② Gmailのボタンをクリック

＜Gmail利用方法＞

　昨年度から実施されています九州産業大学と連携した博物館実習は、今年度も福岡県、九州を中心に20名近い学生
さんが参加され、若い学生さんとともに学んでいらっしゃるところです。プログラムは月に２回程度講義や実習、視察が
行われるというハードな内容ですが、九州産業大学の学生さんと共に取り組む活動が多く、交流が深まっているよう
です。
　現在協議中ですが 、 ２０１９年度の募集開始は１１月が想定されますので 、受講希望の学生さんは放送大学本部や
福岡学習センターのホームページにご留意ください。

学芸員資格取得のための九州産業大学連携博物館実習について

国際ソロプチミスト「夢を生きる賞」募集のご案内 至急

　国際ソロプチミストは、家族を経済的に支えながら、自分の夢を実現するために資格取得等にチャレンジし
て大学教育をうけている女性を支援するため、「夢を生きる賞」を募集します。

○ 家族に対して主な経済的扶養責任を負っている女性
○ 職業・技能訓練校、専門学校、短期大学、大学の学部課程（大学院は除く）に在籍中、
　 もしくは入学許可を得ている女性。
○クラブ賞 12万円　*上位のリジョン賞への推薦があります。
○リジョン賞 20万円　*上位のアメリカ連盟賞への推薦があります。
○アメリカ連盟賞 3,000～5,000ドル
２枚程度の定められた様式の書類申請が必要です。１名のみ選考します。
2018年10月15日（月）

対　象

賞　金

選　考

応募期限

申込み・問合わせ「国際ソロプチミスト福岡－やよい」　☎092-585-7800

おっしょい第43号
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事務局からのお知らせ

　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） 2018年11月16日（金）～11月30日（金） 大学本部必着
（Web） 2018年11月　９日（金）10時～11月30日（金）17時

提出期限

通信指導の提出について

【重要】お知らせメールについて

学生証の交付・更新について

　学生証は、福岡学習センター及び北九州サテライトスペースの窓口で交付しています。
（福岡学習センター所属の方は福岡学習センターで、北九州サテライトスペース所属の方は北九州サテライトス
ペースでの交付となります。）
　新規及び継続入学の方は「入学許可書」を、全科履修生で有効期限切れ更新の場合は、「旧学生証」を提示し
てください。
　単位認定試験の際、学生証が必要になります。単位認定試験までに、必ず学生証を受領してください。（詳し
くは、「学生生活の栞」、教養学部はＰ18～20、大学院はＰ24～28をご覧ください。）

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。

　今学期より、福岡学習センター及び北九州サテライトス
ペースでの緊急時等のお知らせメールは、Gmail(学生メー
ル)配信のみに変更します。アドレス変更等による不達を防
ぐため、WAKABAの「メール受診設定」に個人設定アドレス
をご登録の方も、Gmail(学生メール)をご確認くださいます
ようよろしくお願い申し上げます。

① システムWAKABAにログイン
② Gmailのボタンをクリック

＜Gmail利用方法＞

　昨年度から実施されています九州産業大学と連携した博物館実習は、今年度も福岡県、九州を中心に20名近い学生
さんが参加され、若い学生さんとともに学んでいらっしゃるところです。プログラムは月に２回程度講義や実習、視察が
行われるというハードな内容ですが、九州産業大学の学生さんと共に取り組む活動が多く、交流が深まっているよう
です。
　現在協議中ですが 、 ２０１９年度の募集開始は１１月が想定されますので 、受講希望の学生さんは放送大学本部や
福岡学習センターのホームページにご留意ください。

学芸員資格取得のための九州産業大学連携博物館実習について

国際ソロプチミスト「夢を生きる賞」募集のご案内 至急

　国際ソロプチミストは、家族を経済的に支えながら、自分の夢を実現するために資格取得等にチャレンジし
て大学教育をうけている女性を支援するため、「夢を生きる賞」を募集します。

○ 家族に対して主な経済的扶養責任を負っている女性
○ 職業・技能訓練校、専門学校、短期大学、大学の学部課程（大学院は除く）に在籍中、
　 もしくは入学許可を得ている女性。
○クラブ賞 12万円　*上位のリジョン賞への推薦があります。
○リジョン賞 20万円　*上位のアメリカ連盟賞への推薦があります。
○アメリカ連盟賞 3,000～5,000ドル
２枚程度の定められた様式の書類申請が必要です。１名のみ選考します。
2018年10月15日（月）

対　象

賞　金

選　考

応募期限

申込み・問合わせ「国際ソロプチミスト福岡－やよい」　☎092-585-7800

The Open University of Japan

文部科学省令に定める科目
及び単位数

放送大学における対応科目

生涯学習概論 ２単位
生涯学習を考える（’17）心

生涯学習の新たな動向と課題（’18）〔大学院科目〕発

博物館概論 ２単位 博物館概論（’11）文

博物館経営論 ２単位 博物館経営論（’13）文

博物館資料論 ２単位 博物館資料論（’18）文

博物館資料保存論 ２単位 博物館資料保存論（’12）文

博物館展示論 ２単位 博物館展示論（’16）文

博物館教育論 ２単位 博物館教育論（’16）文

博物館情報・メディア論 ２単位 博物館情報・メディア論（’18）文

博物館実習 ３単位 九州産業大学で履修

＜参考＞



10

1 イルカ漁は残酷か

著　者
伴野準一

出版社
平凡社
（平凡社新書）

2 オックスフォードからの警鐘
グローバル化時代の大学論

著　者
苅谷剛彦

出版社
中央公論新社
（中公新書ラクレ）

6 大人のための
高校物理復習帳

著　者
桑子　研 

出版社
講談社
（ブルーバックス）

5 大人のための
高校化学復習帳

著　者
竹田淳一郎

出版社
講談社
（ブルーバックス）

11 逆襲される文明 日本人へ IV 

著　者
塩野七生

出版社
文藝春秋
（文春新書）

10 記憶力を強くする

著　者
池谷裕二

出版社
講談社
（ブルーバックス）

15 真贋 

著　者
吉本隆明

出版社
講談社
（講談社学術
　文庫）

14 おもしろい！進化のふしぎ
ざんねんないきもの辞典

著　者
今泉忠明

出版社
高橋書店

19 地球進化 46 億年の物語

著　者
ロバート・ヘイゼン（著）、
渡会圭子（訳）

出版社
講談社
（ブルーバックス）

18 ソーシャル・キャピタル入門
孤立から絆へ

著　者
稲葉陽二

出版社
中央公論新社
（中公新書）

24 西鉄 & 西鉄バス沿線の
不思議と謎

著　者
宮崎克則

出版社
実業之日本社
（じっぴコンパクト
　新書）

23 なぜ一流ほど
歴史を学ぶのか

著　者
童門冬二

出版社
青春出版社

28 発展コラム式 中学理科の教科書
改訂版 生物・地球・宇宙編

著　者
滝川洋二・
石渡正志

出版社
講談社
（ブルーバックス）

27 人間の愚かさについて

著　者
曽野綾子

出版社
新潮社
（新潮新書）

3 大人の語彙力が面白いほど
身につく本

著　者
話題の達人倶楽部

出版社
青春出版社

7 現代語訳　学問のすすめ 

著　者
福澤諭吉 ( 著 )、
斎藤　孝（翻訳）

出版社
筑摩書房
（ちくま新書）

12 研究不正　科学者の捏造、
改竄、盗用

著　者
黒木登志夫

出版社
中央公論新社
（中公新書）

16 人工知能と経済の未来 
2030 年雇用大崩壊 

著　者
井上智洋

出版社
文藝春秋
（文春新書）

20 続ける力
仕事・勉強で成功する王道

著　者
伊藤　真

出版社
幻冬舎
（幻冬舎新書）

25 日本史の内幕 - 戦国女性の
素顔から幕末・近代の謎まで

著　者
磯田道史

出版社
中央公論新社
（中公新書）

29 発展コラム式 中学理科の教科書
改訂版 物理・化学編 

著　者
滝川洋二

出版社
講談社
（ブルーバックス）

4 大人の語彙力が面白いほど
身につく本 LEVEL2

著　者
話題の達人倶楽部

出版社
青春出版社

8 下流老人
一億総老後崩壊の衝撃

著　者
藤田孝典

出版社
朝日新聞出版
（朝日新書）

13 50 歳からの出直し大作戦 

著　者
出口治明 

出版社
講談社
（講談社＋α新書）

17 西洋中世の罪と罰
亡霊の社会史

著　者
阿部謹也

出版社
講談社
（講談社学術
　文庫）

22 統計学が日本を救う　少子
高齢化、貧困、経済成長

著　者
西内　啓

出版社
中央公論新社
（中公新書ラクレ）

26 入門　組織開発　活き活き
と働ける職場をつくる

著　者
中村和彦

出版社
光文社
（光文社新書）

30 人はなぜ集団になると怠けるのか
「 社会的手抜き」 の心理学

著　者
釘原直樹

出版社
中央公論新社
（中公新書）

おっしょい第43号

所長及び客員教員の推薦図書のご紹介 2018年度に新たに福岡学習センター所長及び 客員教員による推薦図書のご紹介です。
４階図書室に配架しています。主に新書本です ので、勉強の合間の気分転換にお楽しみください。



11

31 貧困世代　社会の監獄に
閉じ込められた若者たち

著　者
藤田孝典

出版社
講談社
（講談社現代
　新書）

32 不安な未来を生き抜く知恵は、 歴史名言
が教えてくれる
　「 明日を変える力」 を磨く 55 の言葉

著　者
竹中平蔵

出版社
SB クリエイティブ
（SB 新書）

36 ヤクザと介護
暴力団離脱者たちの研究

著　者
廣末　登

出版社
角川書店
（角川新書）

35 モラルの起源　実験社会科
学からの問い

著　者
亀田達也

出版社
岩波書店
（岩波新書）

40 ルポ 貧困大国アメリカ

著　者
堤　未果

出版社
岩波書店
（岩波新書）

39 （株）貧困大国アメリカ

著　者
堤　未果

出版社
岩波書店
（岩波新書）

44 うつのためのマインドフルネス
実践 慢性的な不幸感からの解放

著　者
マーク・ウィリアムズ 他

出版社
星和書店

43 稲盛和夫の実践アメーバ経営
全社員が自ら採算をつくる

著　者
　 稲盛和夫、 京セラ

コミュニケーション
システム

出版社
日本経済新聞出版社

48 広辞苑　第七版（普通版）

著　者
新村　出

出版社
岩波書店

47 鯨の話

著　者
小川鼎三

出版社
文藝春秋

52 心理療法がひらく未来：
エビデンスにもとづく幸福改革

著　者
リチャードレイヤード他

出版社
ちとせプレス

51 新・犯罪論

著　者
萩上チキ・
浜井浩一

出版社
現代人文社

52 名誉と暴力
アメリカ南部の文化と心理

著　者
リチャード・E. 
ニスベット他

出版社
北大路書房

55 不安な個人、
立ちすくむ国家

著　者
経産省若手
プロジェクト

出版社
文藝春秋

33 文脈力こそが知性である

著　者
齋藤　孝

出版社
角川書店
（角川新書）

37 ランニングする前に読む本 最短で
結果を出す科学的トレーニング

著　者
田中宏暁

出版社
講談社
（ブルーバックス）

41 ルポ 貧困大国アメリカ II

著　者
堤　未果

出版社
岩波書店
（岩波新書）

45 英国一家　日本を食べる

著　者
マイケル・ブース

出版社
亜紀書房

49 実践 行動経済学

著　者
リチャード・セイラー

出版社
日経 BP 社

53 頭痛が治る、未来が変わる !

著　者
山田洋司

出版社
三宝出版

53 LIFE SHIFT（ライフ・シフト）

―100 年時代の人生戦略
著　者
　 リンダ・グラットン、

アンドリュー・スコット
（著）池村千秋（訳）
出版社

東洋経済新報社

34 蒙古襲来と神風 
中世の対外戦争の真実

著　者
服部英雄

出版社
中央公論新社
（中公新書）

38 理科系の作文技術

著　者
木下是雄

出版社
中央公論新社
（中公新書）

42 歴史の愉しみ方 - 忍者・合
戦・幕末史に学ぶ

著　者
磯田道史

出版社
中央公論新社
（中公新書）

46 おクジラさま
ふたつの正義の物語

著　者
佐々木芽生

出版社
集英社

50 失敗の本質
戦場のリーダーシップ篇

著　者
野中郁次郎　他

出版社
ダイヤモンド社

54 大学４年間の経済学が
10 時間でざっと学べる

著　者
井堀利宏

出版社
KADOKAWA/
中経出版

54 臨床現場で役立つ質的研究法　臨床心理
学の卒論・修論から投稿論文まで

著　者
福島哲夫

出版社
新曜社

The Open University of Japan

所長及び客員教員の推薦図書のご紹介 2018年度に新たに福岡学習センター所長及び 客員教員による推薦図書のご紹介です。
４階図書室に配架しています。主に新書本です ので、勉強の合間の気分転換にお楽しみください。

推薦図書設置場所（４階図書室）
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11月の行事・お知らせ
4日 新入生のための学習応援交流会

30日 通信指導提出期限（郵送：本部必着、Web：17時まで）

10月～12月のスケジュール

10月の行事・お知らせ
７日 入学者の集い　※北九州サテライト閉所日

17日 面接授業空席状況発表

24日 面接授業追加登録受付開始
25日 教員免許更新講習生受付開始（〜11/22）

新学期がスタートしました。新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。
今号では、今年度新しく配架した当センター所長及び客員教員による推薦図書をご紹介しています。
今年度は新書本を多く配架しています。過ごしやすい季節にもなってまいりましたので、気分転換も
兼ねて学習センターにお越しいただき、勉強のあいまにお手にとっていただければ幸いです。
新たな情報は、随時ホームページや機関紙で発信していきますのでご確認ください。

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。

12月の行事・お知らせ
１日 2019年度第１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）
（〜２/28）

９日 公開講演会（福岡）

10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

11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

12月

●＝面接授業（福岡）◆＝面接授業（北九州）
　…　閉所日

◆ ● 

◆ ● 

◆ ● 

◆ ● 

● 

● 

● ◆ ● 

◆  ◆  

● 

● 

● 

● ● 

● 


