
かれる学生さんもおられます。そのような方も放送大学の
教材が最新の科学的知見で構成される、スタンダードな
教材であることに惹かれ、そのまま全科生になられる方も
多くいらっしゃいます。勉強が続けにくいなあと感じられた
ときや手続きがわからないと思われたときは、所長や客員
教員によるセンターの学習相談や事務室の窓口を是非ご
利用ください。

来月から新たな「令和」の時代が始まりますが、少子
高齢化や経済の課題を克服しつつ、平和な時代が続くよ
う願うばかりです。放送大学の今年度のキャッチコピー
は、「学ぶ教養　生かす教養」です。これからの時代、
個人にとっても社会にとって
も、学びは、「それぞれの花
を大きく咲かせる」生きるた
めの必須の同伴者となること
でしょう。
学生の皆様のご精励を心

から祈念申し上げます。
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この 4月、福岡学習センターでは約 716 名の新入生をお
迎えしました。福岡学習センターや北九州サテライトスペー
スでは、在学生が増えており、大変嬉しく思っております。
昨年度、福岡学習センターにおきましては、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」を実施
するとともに、センター内ではステップアップセミナーとして、
学生さん用に質疑時間を長くして開催しましたが、今年度も
同じ方法を踏襲することとしています。既に決まっている取
組もあり、この機関紙や同封チラシに一部紹介しております
ので、どうぞご予定にお入れください。情報は、福岡学習
センターのホームページを更新していきますので、まずホー
ムページを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、2018 年度第
2 学期の卒業・修了生は教養学部 83 名、大学院 7名でし
た。8ページの卒業生の皆様の心温まる軌跡をどうぞご一
読ください。
放送大学の学生さんは、学ぶ目的、年齢等非常に多様

です。学位取得のために入学される方がおられる一方、資
格取得やキャリアアップのために半年や1年間だけ席を置

2019 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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客員教員交代のお知らせ

おっしょい第45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名の客員教員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。

客員教員のご紹介

針塚　進　先生
（九州大学名誉教授）

臨床心理学専　門

第２・４金曜　午後出勤日

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１・３土曜　午後出勤日

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

山口　裕幸　先生
（九州大学大学院教授）

社会心理学、
産業・組織心理学

専　門

第２・４火曜　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２・４火曜　午後出勤日

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水曜　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２・４水曜　午後出勤日

（九州大学大学院教授）

基礎看護学、人間工学専　門

第３土曜　午前出勤日

橋口　暢子　先生

太田　一昭　先生
（九州大学名誉教授）

英文学専　門

第１・３水曜　午後出勤日

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　午前出勤日
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（九州大学名誉教授）

刑事政策専　門
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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樗木晶子先生、中村知靖先生をお送りし、この4月
からは新たに橋口暢子先生、山口裕幸先生をお迎えします。樗木先生、中村先生には、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 社会心理学、産業･組織心理学

プロフィール
鹿児島県出身、九州大学大学院教育学研究科博士課程単位修得満期退学、博士（教育心理学）、現在、九州
大学大学院人間環境学研究院・教授

趣　　味 スポーツ（軽登山、テニス等）、スポーツ観戦（ラグビー、アメリカンフットボール、サッカー、野球等）、読書

学生への
メッセージ

私は、学部を卒業後、企業に就職し、5年間、営業職に従事しました。当時、業績不振の組織の中で、どうす
れば生き生きと働く集団にしていけるのかと悩み、思い切って大学院に入り直し、研究の道に転じました。
それ以来、チームワークやリーダー行動をはじめとして、集団で活動するときの様々な心理学的現象の特徴
を研究しています。生き生きとした集団づくりについて皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。

専門分野 基礎看護学、人間工学

プロフィール
熊本大学教育学部特別教科（看護）教員養成課程卒業、九州芸術工科大学にて博士（芸術工学）取得。現在
は、九州大学大学院医学研究院保健学部門にて、主に基礎看護学領域の教育、研究を行っています。

趣　　味 週末は子供の野球の応援に頑張っています。

学生への
メッセージ

私は、現在、看護教育に携わっておりますが、それまでは、大学院で、環境人間工学教室で、人と環境をテー
マに研究を続けておりました。看護学においても、「人」と「環境」は重要概念です。この「人」と「環境」につ
いて、工学的視点も含めて、再考することで、自身の看護に対する考えを深める機会を得ることができました。
医療をとりまく環境は劇的に変化しています。今回、放送大学で、学生のみなさんと一緒に、様々な視点から、
人の健康、環境、看護について考えていけたらと願っております。

山口　裕幸（やまぐち　ひろゆき）

橋口　暢子（はしぐち　のぶこ）

九州大学大学院人間環境学研究院教授

九州大学大学院医学研究院教授

～新任客員教員のプロフィール　～



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19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13日（土） 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

4月19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19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（長形3号･82円切手貼付･宛名明記） 
＊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17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」→ 「空席照会」をクリック → 希望の科目を検索

［ログイン方法］

※4月17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

4

日　　時　　２０１９年５月１８日（土）　10:00～12:00　
集合場所　　福岡学習センター　５階講義室　
定　　員　　３０名　※先着順となります。
対　　象　　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
見学場所　　九州大学筑紫キャンパスの施設等

※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。
費　　用　　無料　※昼食は各人で学食にてとっていただきます。
申　　込　　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）　
受付期間　　4月13日（土）～5月10日（金）

　2019年5月18日（土）に福岡学習センターが所在する九州大学筑紫キャンパスのオープンキャン
パスが実施されます。日頃見ることができない九州大学の施設、実験装置や研究室をご案内しますの
で、奮ってご参加ください。

（ ）九州大学大学院医学研究院教授
樗木　晶子

（ ）

おっしょい第45号

中村知靖先生よりメッセージ
この度、客員教員としての任期を終えることになりました。任期中、客員教員として活動が
できましたのも、ひとえに学生・職員の皆様のご支援の賜物と感謝しております。ありがとう
ございます。
九州大学の教員でありながら、筑紫キャンパスには馴染みがありませんでしたが、客員教員

として勤務するようになり、緑豊かなキャンパスを歩くことが楽しみとなり、筑紫キャンパス
が身近な存在になりました。
放送大学に関しては非常勤講師として長年面接授業を担当しておりましたが、客員教員から

みた大学はまた違った風景でした。学習相談や卒業研究指導における学生さんとの関わり、面接授業やセミナー…・
シンポジウム企画における職員の方々との関わりを通じて、生涯学び続けることの大切さを実感いたしました。
今後は、面接授業の非常勤講師として福岡学習センターと関わる予定です。また皆様方とお目にかかれるのを
楽しみにしております。

樗木　晶子先生よりメッセージ
私にとっての放送大学
私自身が、学ぶ時間と環境を十分に与えられていた学生時代は、「何とか卒業し、国家試
験に合格するために知識を詰め込んでは忘れる」を繰り返す勉強。卒業後は、「医師として
責任を持って診断治療をするために必要な知識を細切れに限られた時間で学ぶ勉強」。これ
まで、その様な勉強しかしてこなかった私にとって、放送大学で特に名誉学生といわれるよ
うな生徒さんの学びを拝見できた事は大変貴重な体験でした。人としての「知りたい」「知っ
て楽しい」が学びの本質であるはずですが、本業の保健学科での教育は、一種の職業訓練
ですので、その様な機会を与え難い教育環境です。それでも、放送大学での経験を活かして、なにか、保健学科
の生徒さんにも学ぶ喜びを得てもらえないだろうかと工夫するきっかけを放送大学の皆様からいただきました。
5 年間の貴重な経験に心から御礼申し上げます。
今は、JR 大野城駅の入り口から登ってゆく途中にあるとっぽりとした空間に紅白、ピンクの梅の花の良い匂い

が漂っています。あとひと月もすると反対の下り坂の桜並木の桜アーチ、夏は青々燃え上がるような貝塚息吹の巨
木の下で涼み、秋はポプラ並木の紅葉と、四季折々美しい筑紫キャンパスの自然も楽しませて頂きました。皆様
方にはまた、どこかでお会いすることがあるかもしれません。私自身も錆びないように精進してゆきたいと思います。
ありがとうございました。

九州大学大学院人間環境学研究院教授
中村　知靖

九州大学筑紫キャンパスツアーのご案内
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必要なもの ※希望者が定員を超えた場合は、受付初日
（4月19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（長形3号･82円切手貼付･宛名明記） 
＊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17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」→ 「空席照会」をクリック → 希望の科目を検索

［ログイン方法］

※4月17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

5

日　　時　　２０１９年５月１８日（土）　10:00～12:00　
集合場所　　福岡学習センター　５階講義室　
定　　員　　３０名　※先着順となります。
対　　象　　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
見学場所　　九州大学筑紫キャンパスの施設等

※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。
費　　用　　無料　※昼食は各人で学食にてとっていただきます。
申　　込　　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）　
受付期間　　4月13日（土）～5月10日（金）

　2019年5月18日（土）に福岡学習センターが所在する九州大学筑紫キャンパスのオープンキャン
パスが実施されます。日頃見ることができない九州大学の施設、実験装置や研究室をご案内しますの
で、奮ってご参加ください。

The Open University of Japan



※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13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19日（金）
9時30分～

追加登録受付開始日

＜抽選対象者＞
①4月17日（水）までに郵送にて到着したもの
②追加登録受付初日（4月19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）

※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）

6
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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13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19日（金）
9時30分～

追加登録受付開始日

＜抽選対象者＞
①4月17日（水）までに郵送にて到着したもの
②追加登録受付初日（4月19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）

※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）
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日　　程 科　目　区　分 科　目　名 担　当　講　師

4月13日（土） 4月14日（日） 基盤科目：外国語 原書と映画で学ぶ英語  志水　俊広

4月13日（土） 4月14日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 花田　利郎

4月13日（土） 4月14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 武内　謙治

4月20日（土） 4月21日（日） 専門科目：生活と福祉 歴史にみる子どもの世界  野々村　淑子 

4月20日（土） 4月21日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験2 三上　聡美

4月20日（土） 4月21日（日） 専門科目：人間と文化 朱子学の世界  柴田　篤

5月11日（土） 5月12日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 菊池　悌一郎 

5月11日（土） 5月12日（日） 専門科目：社会と産業 近世日本経済史  鷲崎　俊太郎 

5月11日（土） 5月12日（日） 専門科目：情報 eラーニングコース制作演習  森本　容介

5月18日（土） 5月25日（土） 基盤科目 新・初歩からのパソコン 多川　孝央

5月18日（土） 5月19日（日） 専門科目：生活と福祉 口腔ブレインサイエンス：口と脳 武　洲

5月18日（土） 5月19日（日） 専門科目：心理と教育 発達障害の理解と支援 田中　真理

5月25日（土） 6月　8日（土） 基盤科目 レポート作成の基本2019 渡邊　淳子

5月25日（土） 5月26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　渡辺…美穂

5月25日（土） 5月26日（日） 専門科目：社会と産業 老後に向けた資産形成のあり方  塚崎　公義

6月……8日（土） 6月……9日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験1 中村　知靖

6月……8日（土） 6月……9日（日） 専門科目：自然と環境 太陽系の科学入門  野口　高明 

6月15日（土） 6月16日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験3 分部　利紘

6月15日（土） 6月16日（日） 専門科目：人間と文化 短歌の鑑賞と実作  桜川　冴子 

6月15日（土） 6月16日（日） 専門科目：自然と環境 グリーンインフラと農ある暮らし 藤田　直子

6月22日（土） 6月23日（日） 専門科目：生活と福祉 建築・インテリアデザイン概論  小泉　隆 

6月22日（土） 6月23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22日（土） 6月23日（日） 専門科目：心理と教育 リーダーシップの心理学  池田　浩

6月27日（木） 6月28日（金） 専門科目：人間と文化 西洋芸術の歴史と理論  青山　昌文

7月……6日（土） 7月……7日（日） 専門科目：生活と福祉 加工食品の開発・生産の実際  米満　宗明

7月……6日（土） 7月……7日（日） 専門科目：心理と教育 日本近代大学史 折田　悦郎

7月……6日（土） 7月……7日（日） 専門科目：自然と環境 材料研究のための電子顕微鏡入門  波多　聰 
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5月11日（土） 5月12日（日） 専門科目：心理と教育 学校における危機予防  窪田　由紀 

5月25日（土） 5月26日（日） 専門科目：人間と文化 清代中国と18・19世紀の世界  則松　彰文

6月……8日（土） 6月……9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

6月15日（土） 6月16日（日） 専門科目：人間と文化 日本語の清濁について  高山　倫明

6月22日（土） 6月23日（日） 基盤科目：外国語 基礎からの中国語  秋吉　收

6月30日（日） 7月……7日（日） 専門科目：生活と福祉 心臓と血管から健康を考える 井手　友美

※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、4月13日（土）〜4月21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。

2019年度第1学期面接授業開設科目一覧
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卒業生からのメッセージ

　平成31年3月24日（日）に福岡学習センターで平成30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83名、大学院7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......................................12名
人間と文化コース..........................................8名
自然と環境コース..........................................9名
情　　　報コース..........................................2名

人間発達科学プログラム............................１名
社会経営科学プログラム.............................2名
人文学プログラム..........................................3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45号

20 代男性　生活と福祉コース

修士全科生への進学を希望していましたが、不合格
となり、卒業研究など行っていないことを後悔しました。
そのため看護学士を次は目指し、レポートの作成を通し
て、少しでも修士全科生へのステップにつなげたいとい
う考えを抱き、学ぶことの意味を、放送大学で見出せた
ように感じます。

30 代男性　社会と産業コース

私は以前専門卒でした。しかし100％満足とはいえま
せんが、大卒になったことにより、少しでも自信が持てる
ようになりました。あの日、あの時、勇気をもって入学し
て本当によかったと感じています。よくやった。自分。

50 代男性　心理と教育コース

卒業までの4年間で履修してきた科目を振り返ってみ
て、全く知らなかった世界がこんなにもたくさんあったこ
とに改めて驚き、きっと、この何十倍も知らない世界がま
だ待ち受けているのだと思うとワクワクします。単位認
定試験やレポートは楽ではありませんが、新しい学期に
どの科目を履修してみようかと迷いながら考える時間の
楽しい気持ちを持ち続けるために、再入学して新しい
学びを続けていきたいと思います。

30 代女性　心理と教育コース

放送大学で学んだ2年間は本当にあっという間でし
た。教員陣はとても素晴らしく、面接授業は毎回楽し
みにしていました。また、自分のペースで勉強が出来る
ので、仕事と子育てとなんとか両立する事ができました。
中でも卒論に取り組める機会、環境を与えてくださった
事に、大変感謝しております。ありがとうございました。

40 代女性　人間と文化コース

放送大学に入学したきっかけは学位取得のためでした
が、人間と文化コースで様 な々科目を学ぶにつれて、学ぶ
ことの面白さ、大切さが分かりました。一見関係のないよ
うな科目の間にも関連するような所があり、それが分かっ
た事はとても良かったと思います。また再入学し、少しず
つでも学んでいけたらいいなあと思っています。

40 代男性　情報学プログラム

放送大学、大学院にて学び、修学に際してまず、自ら
を律する事を学びました。ほぼ自学自習となる通信制に
おいて、しかし、それでも放送大学大学院が必要である
事は、長い期間の修学によって少しですが、明らかにな
りました。本でしかお会いする事のできない教授陣との
実際のコミュニケーション、そして、それらの専門的学を
身につける、とはどういう事であるかを体現されている有
り様を知る事。又、それらによって広がる視野を用い、正
に巨人の肩を借りる、体験が出来る事。そして、学びが
日常となる事、これが私の修学体験となりました。
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　平成31年3月24日（日）に福岡学習センターで平成30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83名、大学院7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......................................12名
人間と文化コース..........................................8名
自然と環境コース..........................................9名
情　　　報コース..........................................2名

人間発達科学プログラム............................１名
社会経営科学プログラム.............................2名
人文学プログラム..........................................3名
情報学プログラム.........................................１名

ご卒業おめでとうございます

名誉学生からのメッセージ
教養学部 自然と環境コース   山根　智

平成10年4月選科履修生として入学、当時学生数は、10万人を超えていて全科には入学できま
せんでした。放送大学との関わりは、学位授与機構で専門学位をとるために放送大学での単位認定が有
効である事を知った事に始まります。教養学部で学ぶ事21年。この度名誉学生になりました。この機会に
日頃考えていることの一端を述べさせていただきます。
リカレント・モデル
平成11年2月に山口県庁視聴覚室でリカレント教育推進フォーラムがあり、山口学習センターの大学生

代表として、シンポジストとして参加しました。
リカレント教育構想は、1970年代前半にOECDの教育研究革新センターから提言されています。これ

は、教育機会を個人の生涯に亘って、仕事や余暇、引退などとの関連で分散させようとするもので、有給
教育休暇などとも同様の考え方です。ここでは労働と余暇と教育との配分が、それぞれ個人の必要や
希望に応じて調整できることをねらいとしています。産業社会において、私たちの人生は、（1）子ども期、 

（2）教育期、（3）仕事期、（4）引退期の4つの時期を一方的にたどるものとされてきました。リカレント教育
論では、フロント・エンド・モデルとよばれるC → E → W → Rというパターンを変革し、EとWとR、つまり教育
と社会と引退の三つを必要に応じて自由に繰り返すことを可能にするような、リカレント・モデルとよばれる新
しいライフパターンの創出が目指されています。
放送大学の一般教養科目選択の意義
西洋中世における＜七自由学科＞、いわゆる三学四科とは、言論に関する学である文法・修辞学・論理

学の三学、数に関する学である算術・幾何学・天文学・音楽の四科で特定の職能に関する知識ではなく、
そうした職能上の必要から開放されて純粋に知を追求する「知的自由人」にとっての必須の学問を意味
します。中世の学問体系では、そうした知的自由人は、この七自由学科を修めてから哲学に、さらには神
学の研究に赴くものとされていました。今日の「教養」の理念は、この＜七自由学科＞の考え方に基づくも
のです。

アメリカの 学 位を調 べているうちに、その 名 残を垣 間 見る事 ができた。すなわち、学 芸 学 士
（B.A:Bachelor of Arts）, 科学学士（B.S:Bachelor of Science）の種別に見ることが出来る。
結語
このような機会を頂きありがとうございます。この拙文が後輩達に励みになれば幸いです。

The Open University of Japan

60 代男性　自然と環境コース

退職して社会との関連が薄くなるのは、ボケの第一
歩と感じ、仕事を半分趣味を半分と思って放送大学に
入学しましたが、久しく、学問から離れていたので、最
初はとても難しく感じていて、やめようかな!と思っていま
した。でも、やめなくて良かったと今では感じ、生涯学
習と言うものを少しずつ感じています。

80 代男性　心理と教育コース

定年退職後、産業カウンセラーとして活動していると
き、もっと心理学の基礎や専門分野を学びたいと入学
した。自分の関心度の高い発達心理学、精神分析な
どを学ぶうち、社会心理学、認知行動療法ほか多角
的に学ぶことが出来、認定心理士の資格取得を目標
にすることが出来た。放送大学での学びは、私の場合、
パソコン、ラジオ、iPhoneと時間に制約されないこと、そ
れに面接授業は、本当に充実した時間でした。講師の
先生方ありがとうございました。

70 代女性　生活と福祉コース

パート・ボランティアをしながら卒業できました事、家族、
友人の支えがあって取得出来ました。同じ学びの場で
若い方々共、交流ができた事や社会、現状等多くの知
識を学ぶ場を与えてくださり、人生、後半において最大
の体験でき感謝しております。お金では買えない大切な
宝を得ました。命のある限り学びたい気持ちです。

60 代女性　心理と教育コース

有意義な４年間でした。当初は卒業をめざしていませ
んでしたが、徐々に勉強することが楽しくなり、心理学か
ら福祉へと興味がうつっていきました。卒業後は福祉の
専門学校に行くつもりです。面接授業で「なりたい自分
になるのに遅すぎることはない」「いくつになっても学びな
おせる」ことを教わりました。嬉しくなりました。これからも
学び続けようと思っています。感謝の気持ちで一杯です。
ありがとうございました。

〜平成 30 年度第 2学期 6コース卒業〜
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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P130～132、大学院P114～115）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　P67～71、大学院　P62～66）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） 2019年5月21日（火） ～ 6月4日（火） 大学本部必着
（Web） 2019年5月14日（火）10：00 ～ 6月4日（火） 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（金）～8月22日（木）必着です。

6月29日（土）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（水）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。

6月29日（土）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（水）10：00～申　込

お知らせメールについて

サークル・同好会紹介

　福岡学習センターからの学習情報や行事のご案内等、各種の情報は随時、学生メール（G-mail）に
配信しています。学生メール（Gmail）は、Webブラウザを利用した電子メールシステムで、学生全員に
割り振られます。緊急的事象等の連絡を行う場合もあります。定期的に学生メールを確認していただ
きますようお願いします。

＜学生メール（Gmail）利用方法＞

方法1：放送大学HPトップ／在学生の方へのメール（Gmail）を選択→<ログインID>と<パスワード>
を入力

方法2：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→
 左側メニューのGmailのボタンをクリック

おっしょい第45号
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 ワード>を入力→
 左側メニューのGmailのボタンをクリック

The Open University of Japan

　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。

　2018 年度設立同好会

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>福岡学習センター5F…小会議室

私書箱「福岡同窓会」
　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>待鳥　信昭
<連絡先>…
　Email：machidori.n@gmail.com
　福岡学習センター5F…小会議室
　私書箱「情報交換クラブ･ing」

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5F…小会議室

私書箱「那ノ津読書会」

同好会名 活動内容 活動日時 代表者名・連絡先

ひらき研究会

ディスカッションを通じて学生相互によ
る勉強会を開催します。アクティブ・ラー
ニング等の学習方法を通じて様々なテー
マでグループディスカッション等を行い
ます。

毎月末日曜日
10時…〜…12時

＜代表者＞トーマス　ジュリアン
＜連絡先＞福岡学習センター5F…小会議室

私書箱「ひらき研究会」

みどりの風

音楽（合唱）を通して、在学生、卒業生間
の交流を図りながら、心身の健康をさら
に向上させることを目的としています。
4月、10月の入学者の集いの会場におい
て、学歌を合唱し入学者を迎えます。

各「入学者の集い」の前に
3回程度練習

＜代表者＞森田　富久美
＜連絡先＞
　Email：sunshine-dora@san.bbiq.jp

マイコン同好会

現在急速に発達、普及している、すべての
物がネットワークを通じて、情報が収集
できるIoT（Internet…of…Things）の仕
組みと技術の理解を深める、勉強を行う
のを目的とします。実際のマイクロコン
ピューターを操作し、データをクラウド
に収集し、可視化し、IoTを実感したいと
予定しています。

毎月第1・3木曜日
（変更の場合あり）

＜代表者＞坂井　精一
＜連絡先＞
　Email：sakai@qa2.so-net.ne.jp

写真と吟行の
クラブ

自然と接し、豊かな心を涵養することを
目指しています。2ヶ月に1度例会を開
いて、会場周辺での写真やスケッチ等の
作品の制作を行い、その後互いの作品を
さらによくするための意見交換を行いま
す。

2ヶ月に1回
＜代表者＞…金崎　　厚
＜連絡先＞
　Email：kanesaki.atsushi@silk.plala.or.jp

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５０５)
６,９,１２月(年３回)
第１日曜日
午後２時〜４時

＜代表者＞竹上　秋光
＜連絡先＞福岡学習センター5F…小会議室

私書箱「あすなろ」
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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
司書〔郵送〕〜5/31
看護〔郵送〕〜5/31

〔インターネット〕5/7〜6/3

21日 通信指導提出開始
（Web提出は、5/14　10：00〜）

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

7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）

13日 面接授業空席発表

19日 面接授業追加登録受付開始

27日 新入生のための学習応援交流会

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２名、事務職員は３名（福岡２名、北九州１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が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」及び福岡学習
　センターのホームページをご覧ください。

６月の行事・お知らせ

1日
ステップアップセミナー
午前（高山倫明教授）
午後（藤村直美教授）

4日 通信指導提出期限

15日

2019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）

23日 コラボ公開講演会（宗像市ユリックス）

29日 卒業研究履修・大学院修士全科生入学希望者ガイダンス

30日 公開講演会（福岡）

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）

● ◆ 

● ◆ 

● ◆ 

● ◆ 

● ◆

● ◆

◆

● ●


