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放送大学福岡学習センター・北九州サテライトスペース

  
 

 
 

放送大学福岡学習センター
〒816-0811 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）

TEL:092-585-3033

放送大学北九州サテライトスペース
〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-15-3

（コムシティ3階）
TEL:093-645-3201

ホームページ：

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/fukuoka/

放送大学福岡学習センター 検索

コラボ公開講演会のご案内（福岡県立図書館共催）

日　時

概　要

受付：13：30～2019年2月9日土 14：00～16：00
講　師

会　場 福岡県立図書館　地下1F レクチャールーム（福岡市東区箱崎1-41-12）
※駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

定　員 150名 ※参加無料（予約制）
締　切 2019年2月1日（金） ※定員になり次第締め切ります。
申込先 下記の事項を記入し、メール・FAX・またはハガキでお申込みください。

①氏名　②氏名のフリガナ　③連絡がつく電話番号、またはメールアドレス
 メール ： toshokan@pref.fukuoka.lg.jp（件名に「公開講演会申込」と明記ください）
 ＦＡＸ ： 092-641-1192
 あて先 ： 〒812-8651　福岡県福岡市東区箱崎1-41-12　福岡県立図書館企画協力課企画係
 電   話 ： 092-641-1239（平日の9時～17時）　※電話での受付は行いません。

その昔、書物はみな手書きであり、今日、古典と呼ばれるものの多くは、書写に書写を重ねて伝えられたもの
である。書写行為には誤写（写し間違い）が不可避的につきまとい、様々な要因で意図的に改竄されることも
少なくない。万古不易、連綿と変わることのないものと思われがちな古典だが、じつは多様な変容を遂げて
いるものである。伝承過程の側面から、古典とは何なのかを考えてみよう。

高山　倫明 氏 （九州大学大学院人文科学研究院教授）

「古典は変容する」

The Open University of Japan
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明けましておめでとうございます
　学生の皆様、健やかに新年をお迎えのことと存じます。
　本年も学位や資格の取得に、生涯学習に、共に頑張って参りましょう。
　どうぞよろしくお願いいたします。

福岡学習センター・北九州サテライトスペース教職員一同
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客員教員就任のお知らせ

【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）

２月９日（土）
13：00～16：00

池田　　浩
九州大学大学院
人間環境学研究院

准教授

（13：00～14：30）

職場をイキイキさせる感謝の心
「不機嫌な職場」に悩んでいる人は多いのではないでしょうか。そ
れを改善するために、最近の企業では「感謝する」ことを通じて
コミュニケーションを促し、職場をイキイキさせる取り組みがな
されています。今回は、複数の企業事例や研究知見を紹介しなが
ら「感謝する」ことがなぜ活性化を産み出すのか産業組織心理学
やポジティブ心理学の観点から紹介したいと思います。

菊川　律子
放送大学

福岡学習センター
所長

（14：45～16：00）

平成の生涯学習・社会教育30年の振り返りと放送大学
日本の教育は通常家庭教育、学校教育、社会教育に分類されます。
学校教育は戦後量的・質的拡大を続けてきましたが、日本独自の
制度である社会教育も発展してまいりました。社会教育行政が整
備されていった昭和の時代から、平成の生涯学習の啓発・定着を
振り返り、学び直しやリカレント教育、地域づくりへの更なる寄
与が求められるようになった今と放送大学の今後の役割を見つめ
ます。　

2月16日（土）
10：00～15：00

中島　英治
九州大学大学院

総合理工学研究院教授

（10：00～12：00）

材料工学入門
私たちの身の回りにある、材料について、しなやかさなど人間の
感性に関わる特性を物理的な概念で表現する方法を学習する。材
料の強さや伸び、たわみなど、学んだ知識で色々な材料の特性を
調べると、適材適所に材料が配置され、使われていることがよく
わかる。材料の発見、開発に長い歴史がある。本セミナーでは錬
金術に始まる材料の歴史を紹介するとともに、今後の基盤技術発
展に必要な未来の材料について解説し、紹介する。

土井　政和
九州大学
名誉教授

（13：00～15：00）

日本の刑務所制度と受刑者の処遇
裁判員制度によって有罪無罪のみならず、量刑にも関与すること
になりましたが、私たちは、日本の刑務所制度についてどのくら
い知っているでしょうか。このセミナーでは、日本の刑務所制度
の特徴、受刑者の実像、受刑者に対する処遇、出所後の生活など、
様々な側面から刑務所の現状と改革の方向性について一緒に考え
てみたいと思います。

2月24日（日）
10：00～12：00

太田　一昭
九州大学
名誉教授

（10：00～12：00）

シェイクスピア劇の「詩」を解剖する
シェイクスピア劇には散文と韻文（詩）が混在していますが、中
核をなすのはブランク・ヴァース（無韻詩）と呼ばれる詩形で書
かれた台詞です。本セミナーでは、『マクベス』の台詞の一つを原
文で精読することによって、シェイクスピア劇の「詩」とはなに
かを考えてみたいと思います。シェイクスピアの英語は平易では
ありませんが、翻訳を参照し語釈を施しつつ読みますので、事前
の準備なしでも十分に理解できます。解説の中で、美空ひばりさ
んが歌ったCMソングに触れます。その歌詞とセミナーで読み解
く台詞には興味深い共通点があります。

ステップアップセミナー開催のお知らせ
2018年度　客員教員による

（1～3月開催分）

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。

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。
日　時

会　場

説明者

申　込

メールマガジンの登録はこちら
【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

2019年2月16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 301会議室）
髙橋　さとみ （放送大学専門職）
電話・メールにて受け付けます。
　※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 093-645-3201　　メール kita9-ss@ouj.ac.jp

卒業研究発表会に来ませんか?
　2018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】 2019年2月24日（日）13：00～
【場　　所】 福岡学習センター　講義室Ⅱ

2017年度卒業研究発表会の様子

おっしょい第44号
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客員教員就任のお知らせ

福岡学習センターでは、11月から新たに太田一昭先生をお迎えしています。
どうぞよろしくお願いいたします。

専門分野 英文学（16～17世紀イギリス演劇、シェイクスピア）

プロフィール
熊本県出身、熊本大学教育学部卒業、九州大学大学院文学研究科修士課程修了、九州大学教授を経て、現在
九州大学名誉教授

趣　　味 プロ野球観戦、音楽鑑賞（昭和歌謡の一部、クラシック少し）

学生への
メッセージ

長年英語と英文学の研究と教育に携わってきました。英語も英文学も骨が折れますが、学生のみなさんといっ
しょに学べるのが楽しみです。質問はどうぞご遠慮なく。大歓迎です。
現代の科学技術の進歩には目を見張るものがあります。英文学の研究もずいぶん進歩しました。進歩ではな
く変容したと言うべきかもしれません。昔はシェイクスピアの「正典」といえば、37本の戯曲と数編の詩でし
た。今はその「正典」が揺らいでいます。シェイクスピアが単独で執筆した戯曲は実は、30本もないというの
が現代の通説です。かなりのシェイクスピア劇が「共作」なのです。その「共作」の問題をいろいろと調べてお
ります。そういう研究の最前線をみなさんと共有できればと願っております。

太田　一昭（おおた　かずあき）

～新任客員教員のプロフィール～

ステップアップセミナー開催のお知らせ
2018年度　客員教員による

（1～3月開催分）

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。
日　時

会　場

説明者

申　込

メールマガジンの登録はこちら
【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

2019年2月16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 301会議室）
髙橋　さとみ （放送大学専門職）
電話・メールにて受け付けます。
　※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 093-645-3201　　メール kita9-ss@ouj.ac.jp

卒業研究発表会に来ませんか?
　2018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】 2019年2月24日（日）13：00～
【場　　所】 福岡学習センター　講義室Ⅱ

2017年度卒業研究発表会の様子

The Open University of Japan
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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」にて飲食ができます。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、各自服装で調節してください。

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「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。

重要 ※必ずお読みください！！

試験日程

通信指導添削結果・合否結果

1月26日（土）大学院

1月24日（木）大学院・看護

1月25日（金）、1月27日（日）、1月29日（火）～1月31日（木）、2月2日（土）
※1月28日（月）は閉所日、2月1日（金）、2月3日（日）は臨時閉所日

学　部

試験会場

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8日（火）、記述式（併用式の記述部分）は1月17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）」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p69～71、大学院p63～65）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。）

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）

おっしょい第44号
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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」にて飲食ができます。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、各自服装で調節してください。

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「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。

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17日（木）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、入室はできません。（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）
※原則として貸出はできませんので、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―　　○○○○

Ⓐ 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

試験日程

通信指導添削結果・合否結果

1月26日（土）大学院

1月24日（木）大学院・看護

1月25日（金）、1月27日（日）、1月29日（火）～1月31日（木）、2月2日（土）
※1月28日（月）は閉所日、2月1日（金）、2月3日（日）は臨時閉所日

学　部

試験会場

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8日（火）、記述式（併用式の記述部分）は1月17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）」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p69～71、大学院p63～65）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。）

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）

有効期限
平成＊＊年＊＊月末

The Open University of Japan
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2019年度第１学期の手続きについて

2019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：2019年２月13日（水）～２月27日（水）本部必着
Web：2019年２月13日（水）９時～２月28日（木）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p93～96）をご参照ください。

科目登録申請票

2019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：2019年２月28日（木）本部必着 郵 送：2019年３月17日（日）本部必着
Web：2019年２月28日（木）24時 Web：2019年３月17日（日）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

再試験

単位認定試験問題・解答（コメント）の閲覧

　2018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、2018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できます。）

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30年9月
30日、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９月30日

放送大学教養学部
福岡学習センター全科履修生
氏　　名　○○　○○
生年月日　昭和○○年○月○日
学生番号　○○○―○○○○○―○学生番号　○○○

月30日平成30年 月30日

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」

2017年度第2学期・2018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。
※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）

おっしょい第44号
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2019年度第１学期の手続きについて

2019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：2019年２月13日（水）～２月27日（水）本部必着
Web：2019年２月13日（水）９時～２月28日（木）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p93～96）をご参照ください。

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。

科目登録申請票

2019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：2019年２月28日（木）本部必着 郵 送：2019年３月17日（日）本部必着
Web：2019年２月28日（木）24時 Web：2019年３月17日（日）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

再試験

単位認定試験問題・解答（コメント）の閲覧

　2018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、2018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できます。）

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30年9月
30日、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９月30日

放送大学教養学部
福岡学習センター全科履修生
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」
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事務局からのお知らせ

2018年度学位記授与式開催日について
　2018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月下旬に本部から送付される文書をご確認ください。

ご希望の方は、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。
2019年3月3日（日）

①特  別  表  彰 ：2018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 ：2018年度第2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（※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。
 ※2018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。
 ※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。

受付締切

申請方法

対　象

2019年3月23日（土）11：00～ 12：00（受付10：00～）
渋谷NHKホール

本部開催

2019年3月24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）

福岡学習センター開催

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。

福岡学習センター・福岡同窓会共催『ワンコイン交流会』について
　福岡学習センター・福岡同窓会では2月9日のステップアップセミナー終了後、「ワンコイン交流会」を開催いたします。
　日頃交流の機会が少ない学生、教職員の交流の場として、簡単な飲み物と軽食をとりながら、気取らずにおしゃべり
しませんか？
 2019年2月9日（土）16：00 ～17：45（セミナー終了後）
 福岡学習センター　講義室Ⅱ
 一人500円　※ビール・ソフトドリンクと軽いおつまみ、お菓子等をご用意します。
 2019年2月５日（火）　※要申込
 同窓会会員、サークル会員等の方　→　メール
○同窓会事務局　infofukudoso@gmail.com　※お申し込み受付はメールのみとします。
　◆参加希望の方はメールのタイトルを「ワンコイン交流会」とし、下記の内容をお書きください。
　◆氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　◆連絡用メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　
その他の学生の方　→　電話
○福岡学習センター　０９２-５８５－３０３３

日　　時

 福岡学習センター　講義室Ⅱ場　　所

 一人500円　※ビール・ソフトドリンクと軽いおつまみ、お菓子等をご用意します。参 加 費

 2019年2締 　 切

交流会では、少量ですがアルコール類も用意しておりますが、飲酒運転防止のため、車でお越しの方は
アルコール類の飲食はご遠慮ください。また、準備の都合上、事前受付のみとさせていただきます。

日時:2019年2月23日（土）10：00 ～12：00
福岡学習センター 5階PC実習室
放送大学（福岡SC/北九州SS）の学生で2019年度第1学期の科目登録をシステムWAKABAで行い
たいが、パソコンの操作に自信のない方
●システムWAKABAを使った科目登録の説明をします。
●実際にパソコンを使って、科目登録を行います。
20名程度
2019年1月15日（火）～2月9日（土） ※定員に達し次第締め切ります。
電話にて先着順に受け付けます。　☎092-585-3033

日　　時

場　　所

対 象 者

内　　容

定　　員

申込期間

申込方法

科目登録パソコン説明会のご案内

合唱団メンバー募集について

図書室・視聴学習室の利用について

練習日時

練習場所

2019年1月19日(土)13時～15時、2月23日(土)13時～15時、3月16日(土)13時～15時、4月7日
(日)（予定）「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
2019年1月18日（金）まで
電話・メールにて受け付けます。※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

　福岡学習センターでは、2019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」）までに学歌及び日本の唱歌等、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。入学者の集い当日に参加できな
い方も練習には参加可能です。

お申込み期間

お申込み方法

視聴方法の変更について

　放送教材の視聴は、DVD・CDによる視聴からインターネット視聴用PC、タブレットを利用した視聴
に2018年度から順次切り替えています。
　2017年度までに開設された科目は、閉講するまでの間、DVD・CD1セットの配架を続けますので、
学習センター等で視聴することができます。

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

学期末の図書室・視聴学習室閉鎖のお知らせ
　3月22日（金）～31日（日）は、図書入れ替え作業のため、図書室・視聴学習室を閉鎖といたします。こ
の間は、貸出し・視聴ともにご利用いただけませんので、ご注意ください。

【注意事項】
●当日は、 ①『放送大学科目登録申請要項　2019年度第1学期』　②『放送大学授業科目案内　2019年度第1学期［教養学部］』
 ③学生証を必ず持参ください。　（学習センターには冊子の予備がありません）
●面接授業の科目登録をする方は、『面接授業時間割表（2019年度第1学期）』を持参ください。
●説明会には2019年度第1学期に受講したい科目を決めてから出席してください。

　2019年度から、新規開設科目のDVD・CDの配架は行いません。

おっしょい第44号
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事務局からのお知らせ

2018年度学位記授与式開催日について
　2018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月下旬に本部から送付される文書をご確認ください。

ご希望の方は、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。
2019年3月3日（日）

①特  別  表  彰 ：2018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 ：2018年度第2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（※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。
 ※2018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。
 ※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。

受付締切

申請方法

対　象

2019年3月23日（土）11：00～ 12：00（受付10：00～）
渋谷NHKホール

本部開催

2019年3月24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）

福岡学習センター開催

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。

福岡学習センター・福岡同窓会共催『ワンコイン交流会』について
　福岡学習センター・福岡同窓会では2月9日のステップアップセミナー終了後、「ワンコイン交流会」を開催いたします。
　日頃交流の機会が少ない学生、教職員の交流の場として、簡単な飲み物と軽食をとりながら、気取らずにおしゃべり
しませんか？
 2019年2月9日（土）16：00 ～17：45（セミナー終了後）
 福岡学習センター　講義室Ⅱ
 一人500円　※ビール・ソフトドリンクと軽いおつまみ、お菓子等をご用意します。
 2019年2月５日（火）　※要申込
 同窓会会員、サークル会員等の方　→　メール
○同窓会事務局　infofukudoso@gmail.com　※お申し込み受付はメールのみとします。
　◆参加希望の方はメールのタイトルを「ワンコイン交流会」とし、下記の内容をお書きください。
　◆氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　◆連絡用メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　
その他の学生の方　→　電話
○福岡学習センター　０９２-５８５－３０３３

日　　時

場　　所

参 加 費

締 　 切

交流会では、少量ですがアルコール類も用意しておりますが、飲酒運転防止のため、車でお越しの方は
アルコール類の飲食はご遠慮ください。また、準備の都合上、事前受付のみとさせていただきます。

日時:2019年2月23日（土）10：00 ～12：00
福岡学習センター 5階PC実習室
放送大学（福岡SC/北九州SS）の学生で2019年度第1学期の科目登録をシステムWAKABAで行い
たいが、パソコンの操作に自信のない方
●システムWAKABAを使った科目登録の説明をします。
●実際にパソコンを使って、科目登録を行います。
20名程度
2019年1月15日（火）～2月9日（土） ※定員に達し次第締め切ります。
電話にて先着順に受け付けます。　☎092-585-3033

日　　時

場　　所

対 象 者

内　　容

定　　員

申込期間

申込方法

科目登録パソコン説明会のご案内

合唱団メンバー募集について

図書室・視聴学習室の利用について

練習日時

練習場所

2019年1月19日(土)13時～15時、2月23日(土)13時～15時、3月16日(土)13時～15時、4月7日
(日)（予定）「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
2019年1月18日（金）まで
電話・メールにて受け付けます。※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

　福岡学習センターでは、2019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」）までに学歌及び日本の唱歌等、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。入学者の集い当日に参加できな
い方も練習には参加可能です。

お申込み期間

お申込み方法

視聴方法の変更について

　放送教材の視聴は、DVD・CDによる視聴からインターネット視聴用PC、タブレットを利用した視聴
に2018年度から順次切り替えています。
　2017年度までに開設された科目は、閉講するまでの間、DVD・CD1セットの配架を続けますので、
学習センター等で視聴することができます。

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

学期末の図書室・視聴学習室閉鎖のお知らせ
　3月22日（金）～31日（日）は、図書入れ替え作業のため、図書室・視聴学習室を閉鎖といたします。こ
の間は、貸出し・視聴ともにご利用いただけませんので、ご注意ください。

【注意事項】
●当日は、 ①『放送大学科目登録申請要項　2019年度第1学期』　②『放送大学授業科目案内　2019年度第1学期［教養学部］』
 ③学生証を必ず持参ください。　（学習センターには冊子の予備がありません）
●面接授業の科目登録をする方は、『面接授業時間割表（2019年度第1学期）』を持参ください。
●説明会には2019年度第1学期に受講したい科目を決めてから出席してください。

　2019年度から、新規開設科目のDVD・CDの配架は行いません。
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放送大学福岡学習センター・北九州サテライトスペース

  
 

 
 

放送大学福岡学習センター
〒816-0811 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）

TEL:092-585-3033

放送大学北九州サテライトスペース
〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-15-3

（コムシティ3階）
TEL:093-645-3201

ホームページ：

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/fukuoka/

放送大学福岡学習センター 検索

2019年度第1学期より面接授業が変わります!
　大学設置基準（文部科学省令）や文部科学大臣の諮問機関・中央教育審議会の答申において、「試験の上単位
を与えること」「評価に当たって客観性及び厳格性を確保すること」「講義時間に試験の時間を含めないこと」
「シラバスに受講前の準備学習等について記載すること」などが求められています。
　本学においても正規の大学としてこれらの要請に適切に対応するため、面接授業について以下のとおり変更を
行います。

◆総実授業時間(675分)を確保するため、原則として1コマの授業時間が85分から90分（2日目の第4時限目は

45分）に変更となります。

　＊各学習センターの時間割表も変更となりますのでご確認ください。

◆授業時間とは別に成績評定のための試験・レポート等＊の時間が設定されます。

　＊筆記試験、レポート、論文、口述試験、実技テスト、その他担当講師の指定する方法により実施されます。

（シラバスに記載されていますので、必ずご確認ください。）

　＊フィールドワーク等、一部の科目については試験・レポート等がない場合もあります。

◆成績評価が放送授業、オンライン授業と同じく合・否⇒A～Eの6段階に変更となります。

◆シラバスに面接授業「受講前の準備学習等」について記載されます。

　 問い合わせ先 　放送大学学園本部　TEL 043-276-5111（代表）

評定 評語 筆記試験の点数【目安】

Ⓐ 基準を大きく超えて優秀である。 100点～90点

A 基準を超えて優秀である。 89点～80点

B 望ましい基準に達している。 79点～70点

C 単位を認める最低限の基準に達している。 69点～60点

D 単位を認める最低限の基準を下回る。 59点～50点

E 基準を大きく下回る。 49点～0点

＊D、Eは不合格。3回以上欠席の場合は、評価を行わな
い（「-」と表記）。原則として全講義出席を前提。

福岡SC・北九州SSの時間割表

第1日目
　第1時限	 		9：45～11：15
　第2時限	 11：25～12：55
　第3時限	 13：40～15：10
　第4時限	 15：20～16：50

第2日目　　　　　　	
　第1時限	 		9：45～11：15
　第2時限	 11：25～12：55
　第3時限	 13：40～15：10
　第4時限	 15：20～16：50
　試験・レポート等	
	 16：05～16：50

〈福岡学習センター・北九州サテライトスペースからのお知らせ〉

2019年度第1学期から開所時間を変更します

【現行】（2018年度第2学期まで）

期　　　　間 曜　日 事務室の利用時間 図書・視聴学習室の利用時間

通常期間
4月		1日～7月26日
8月		8日～1月23日
2月		5日～3月31日 火～日

9：30～18：00 9：30～18：00

単位認定試験実施期間
7月27日～8月		5日
1月24日～2月		2日

9：00～19：00 9：00～19：00

【変更後】（2019年度1学期から）

期　　　　間 曜　日 事務室の利用時間 図書・視聴学習室の利用時間

通常期間
4月		2日～7月18日
7月30日～1月19日
1月31日～3月31日 火～日

9：30～17：45 9：30～17：45

単位認定試験実施期間
7月19日～7月28日
1月21日～1月30日

9：00～18：45 9：00～18：45

開　催　報　告

　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：2019年度第1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12月 1日（土）～ 2019年2月28日（木）
 第2回　2019年  3月 1日（金）～ 2019年3月17日（日）
☆募集要項をご希望の方は、電話でご連絡いただければ無料でお送りいたします。
　　　　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）

2019年度第1学期（4月入学）入学生を募集しています。
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学生研修旅行

新入生のための学習応援交流会

　2018年9月14日（金）に19名の学生と3名の教
職員が参加し、九州大学伊都キャンパス、伊都菜彩へ
の研修旅行を実施しました。
　九州大学伊都キャンパスのランドマークである椎木
講堂、2018年10月に全面開館した収蔵能力350
万冊を有する国内最大規模の中央図書館、国内トップ
クラスの能力を有するシステムを備えたスーパーコン
ピュータシステム“ITO”（いと）、水を媒介とした自然と

人の営みが融合したシステムについて研究、教育活動を展開している流域システム工学研究室の河川
流域実験設備や河川模型等を見学しました。
　それぞれの見学場所では九州大学の教職員の方々が施設、設備の説明を丁寧にしてくださり、また、
私たちの素朴な疑問にも答えてくださるなどとても充実した研修旅行となりました。

　10月入学の新入生を対象に学習応援交流会を
開催し、16名の方が参加されました。
　はじめに、福岡学習センター職員より放送大学の
Web活用方法について説明を行った後、先輩学生
から学習体験談が語られました。
　後半の交流会では、参加者の質問に、先輩学生と
菊川所長、客員教員の池田先生からアドバイスや情
報提供があり、盛会のうちに終了しました。

11

開　催　報　告

　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。
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　　　　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
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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）
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講堂、2018年10月に全面開館した収蔵能力350
万冊を有する国内最大規模の中央図書館、国内トップ
クラスの能力を有するシステムを備えたスーパーコン

人の営みが融合したシステムについて研究、教育活動を展開している流域システム工学研究室の河川
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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

● ◆ 

● ◆  

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月末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
2019 年度第 1 学期入学出願受付（第 2 回）開始

（教養学部、大学院修士選科生・修士科目生）
（～ 3/17）

2・3 日 教員免許更新講習修了認定試験

22 ～ 31 日 図書室・視聴学習室整理期間（利用停止）

23 日 学位記授与式（本部）

24 日 学位記授与式（福岡）

１月の行事・お知らせ

24 日 単位認定試験（大学院）、（看護資格再試験）

26 日 単位認定試験（大学院）

25・27 日 単位認定試験（教養学部）

29 ～ 31 日 単位認定試験（教養学部）

２月の行事・お知らせ

2 日 単位認定試験（教養学部）

9 日
コラボ公開講演会（福岡県立図書館）
ステップアップセミナー（福岡）
ワンコイン交流会（同窓会と共催）

10 日 オープンキャンパス（福岡・北九州）

13 日 2019 年度第 1 学期科目登録申請受付開始
（郵送～ 2/27、Web ～ 2/28）

16 日 ステップアップセミナー（福岡）
大学卒・学士（看護学）取得説明会（北九州）

23 日 科目登録パソコン説明会

24 日 ステップアップセミナー（福岡）
卒業研究発表会

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

3月

　 　閉所日　●＝面接授業（福岡）◆＝面接授業（北九州）　 　試験




