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1月発行

新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。皆さんは、それぞれのかたちで新年を迎えられたことと思います。昨年は、コロナ一色で

いろんな意味でメリハリの少ない一年でした。このメリハリには、私にとって行事が重要な役割を果たします。世界のどの地域で
あろうと一年を通じてさまざまな行事があり、それに地元に根付く行事やプライベートな行事も加わって一年という時間に彩り
を与えてくれます。
私の場合は、まずお正月は、屠蘇とお雑煮、近場の神社参りで始まります。正月明けはすぐにセンター試験、放送大学では単位

認定試験と慌ただしくなるも、一息ついて2月は節分で鬼を払い、大宰府では寒梅を愛でつつ春の近さを楽しむ。3月はひな祭、
卒業式、満開の花見と続き、運良ければ桜吹雪の前に入学式を迎えます。若葉のフレッシュな気分に浸りながら5月はどんたく、
端午の節句、運動会など。6月はジメジメの梅雨をぐっと我慢しつつ、法被を着た博多人がそわそわ。そして盛夏の7月は追い山
で盛り上がり、8月は帰省ラッシュで日本中が大移動。9月はコオロギの音に秋を感じながら月見に一杯、懐かしいビードロの放
生会。10月は衣替えで秋バージョンになり、11月はちらほら紅葉を見ながら人も動物も冬支度。そして12月は忘年会、年の
瀬、大掃除とバタバタとなり、お正月を迎えます。
このような行事を通じて一年はあっという間に終わります。しかし、いろんな思い出がその時そのときの行事と折り重なって長

い記憶に納まります。子供の頃母の里で“ホタル見”に行ったとき、小川からすぐ横の山の傾斜に向けて真っ暗な中で大群をなし
て登っていく光の点滅に目を奪われました。今でも鮮明な記憶に残り、そこから当時のさまざまな思い出も紐づいてよみがえって
きます。
しかし昨年は残念ながら多くの行事が中止になったり、せいぜいweb体験で終わり、メリハリの実に少ない一年でした。しか

し、重たい一年ではありましたが、これからの10年という期間でみるとこれが新たなメリハリを与えてくれるのかもしれません。
「人生楽ありゃ苦もあるさ」ですね。昨年があったから今年はいろんなかたちで新たなステップや喜びに繋げたいものです。
さて、今年の一年はどうありたいか、何をしたいか、いろいろ楽しみながら考えようと思います。皆さんも一緒にこれからの1年

にいろいろな彩りをつけましょう。
福岡学習センター所長　安河内　朗
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日　時

概　要

ご参加の方へのお願い

2021年1月31日（日）
会　場

交通アクセス 【地下鉄】箱崎宮前（徒歩4分） 【JR】箱崎駅（徒歩18分）
 【西鉄バス】箱崎浜バス停（徒歩2分）

14:00～16:00　 受付：13：30～ 

定　員 100名 参加無料（予約制） 座席は間隔をあけています。
申　込 下記の事項を記入し、Webフォーム・FAXまたはハガキでお申し込みください。

件名に「公開講演会申込」と明記ください。
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

申込先

私たちの働く環境は大きく変化しています。AIやデジタル化の導入をはじめ、働
き方改革も導入が進んでいます。こうした環境で私たちはどうすればイキイキと
働くことができるのでしょうか。本講演会では、私たちが意欲的に働くための処
方箋について、モチベーションに関する最新の理論と研究成果から紐解いて
いきます。

福岡リーセントホテル　2F　舞鶴の間
（福岡市東区箱崎2-52-1）

講　師
九州大学大学院

人間環境学研究院准教授
池田　浩 氏

Webフォーム
F A X
あ て 先

電 話

： 福岡県立図書館 申込フォーム(放送大学)   検索
： 092-641-1127
： 〒812-8651　福岡市東区箱崎1-41-12　
   福岡県立図書館総務企画室企画広報班
： 092-641-1239（平日の9時～17時）※電話での受け付けは行いません。

公開講演会のご案内

「働き方の変化とモチベーション論～働き方改革の時代に～」
福岡県立図書館＆放送大学福岡学習センターコラボ公開講演会

◇発熱や風邪の症状（せき・のどの痛みなど）がある方や体調がすぐれない方は、参加をお
控えください。◇マスクを着用されていない方の参加はお断りいたします。◇受付時の検温
に御協力ください。◇消毒液による手指の消毒をお願いします。◇接触確認アプリ
（COCOA）のダウンロード及び利用を推奨します。

締 切
2021年1月20日（水）
※定員になり次第締め切ります。

申　込

申込先

下記事項を記入のうえ、メール・FAX・または電話にてお申込みください。
①参加希望セミナー　②氏名　③氏名のフリガナ　④住所（市区町村まで）　⑤連絡先
⑥申請者属性（一般・在学生）
放送大学福岡学習センター　メール: fukuoka-koen@ouj.ac.jp(セミナー申請受付専用アドレス)
電話：092-585-3033　　FAX:092-585-3039 

職場の「心理的安全性」が注目され続けている理由
九州大学大学院人間環境学研究院　教授

山口　裕幸（専門：社会心理学、産業・組織心理学）

Essay

　近年、組織やチームに「心理的安全性」を構築する取り組みが、組織業態の違いを超えて注目を
集め続けています。この研究の第一人者であるA. C. Edmondsonによれば、心理的安全性とは、所
属する組織・チームにおいて、率直に自分の意見を伝えたときに、他のメンバーがそれを拒絶した
り、攻撃したり、対人関係が悪くなったりする心配はしなくてもよいという信念がメンバーに共有
されている状態のことです。換言すれば、メンバーの誰もが、自分の思っていることを気兼ねなく
言い合える風通しの良い組織風土のことだといえるでしょう。
　自分の本当の思いの中には、組織やチームに対する批判的なものも含まれることがあります。そ
れを上司や同僚達に率直に伝えることは、ときに仲間を傷つけることもあり、反発や攻撃を引き起
こさないか気になるのが人情です。そうした反発や攻撃は、対人関係の悪化や自分に対する評価の
低下につながることも考えられるからです。その結果、組織やチームの中では、誰もが周囲の「空
気」を読んで、色々と忖度しながら言動をとるようになりがちです。いわば、保身のために口を閉
ざす状態になるのです。
　心理的安全性が脆弱な組織やチームには、闊達な対話が見られず、新しいことに挑戦したり、創
造的なアイディアを生み出そうとしたりする前向きな姿勢が失われていきます。メンバー同士の意
見のやりとり、対話やコミュニケーションは、言ってみれば、組織の血流のようなものです。それ
が弱体化すれば、組織は硬直化し、衰退の一途を辿ることになります。
　心理的安全性の構築は、単に和気藹々とした対人的ストレスの少ない組織やチームを作ることだ
けを意味しているのではありません。むしろ、変動する組織環境や未体験の課題に挑戦的に、そし
て創造的に立ち向かう姿勢を皆で共有する基盤を作ることを意味しています。心理的安全性を構築
するには、いかなる取り組みが重要で効果的なのか、組織科学的な検討は続いています。身近な課
題として、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

ステップアップセミナー開催のお知らせ
各講師に勉強の仕方なども質問できます。
【福岡学習センター5階講義室】
※Web会議システム（Zoom）での実施に変更する可能性があります。定員16名…※先着順

開催日 時間・講師名 演題

2月13日（土）
土井　政和
九州大学名誉教授

（10：00～12：00）

裁判員裁判制度と死刑
　日本の死刑制度については情報不足もあり、死刑囚の処遇、執行に至る
過程や方法、執行後の取り扱いなどについてあまり知られていません。ま
た、再審無罪判決や上級審での最近の死刑破棄判決などに鑑みると、死刑
制度の存廃のみならず、日本の現在の死刑判決に至る手続きはこのままで
よいのか、国際的にみて妥当なのかが問われています。このセミナーでは、
裁判員裁判制度と関連させながら、死刑について考えてみます。

おっしょい第52号
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日　時

概　要

ご参加の方へのお願い

2021年1月31日（日）
会　場

交通アクセス 【地下鉄】箱崎宮前（徒歩4分） 【JR】箱崎駅（徒歩18分）
 【西鉄バス】箱崎浜バス停（徒歩2分）

14:00～16:00　 受付：13：30～ 

定　員 100名 参加無料（予約制） 座席は間隔をあけています。
申　込 下記の事項を記入し、Webフォーム・FAXまたはハガキでお申し込みください。

件名に「公開講演会申込」と明記ください。
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

申込先

私たちの働く環境は大きく変化しています。AIやデジタル化の導入をはじめ、働
き方改革も導入が進んでいます。こうした環境で私たちはどうすればイキイキと
働くことができるのでしょうか。本講演会では、私たちが意欲的に働くための処
方箋について、モチベーションに関する最新の理論と研究成果から紐解いて
いきます。

福岡リーセントホテル　2F　舞鶴の間
（福岡市東区箱崎2-52-1）

講　師
九州大学大学院

人間環境学研究院准教授
池田　浩 氏

Webフォーム
F A X
あ て 先

電 話

： 福岡県立図書館 申込フォーム(放送大学)   検索
： 092-641-1127
： 〒812-8651　福岡市東区箱崎1-41-12　
   福岡県立図書館総務企画室企画広報班
： 092-641-1239（平日の9時～17時）※電話での受け付けは行いません。

公開講演会のご案内

「働き方の変化とモチベーション論～働き方改革の時代に～」
福岡県立図書館＆放送大学福岡学習センターコラボ公開講演会

◇発熱や風邪の症状（せき・のどの痛みなど）がある方や体調がすぐれない方は、参加をお
控えください。◇マスクを着用されていない方の参加はお断りいたします。◇受付時の検温
に御協力ください。◇消毒液による手指の消毒をお願いします。◇接触確認アプリ
（COCOA）のダウンロード及び利用を推奨します。

締 切
2021年1月20日（水）
※定員になり次第締め切ります。

申　込

申込先

下記事項を記入のうえ、メール・FAX・または電話にてお申込みください。
①参加希望セミナー　②氏名　③氏名のフリガナ　④住所（市区町村まで）　⑤連絡先
⑥申請者属性（一般・在学生）
放送大学福岡学習センター　メール: fukuoka-koen@ouj.ac.jp(セミナー申請受付専用アドレス)
電話：092-585-3033　　FAX:092-585-3039 

職場の「心理的安全性」が注目され続けている理由
九州大学大学院人間環境学研究院　教授

山口　裕幸（専門：社会心理学、産業・組織心理学）

Essay

　近年、組織やチームに「心理的安全性」を構築する取り組みが、組織業態の違いを超えて注目を
集め続けています。この研究の第一人者であるA. C. Edmondsonによれば、心理的安全性とは、所
属する組織・チームにおいて、率直に自分の意見を伝えたときに、他のメンバーがそれを拒絶した
り、攻撃したり、対人関係が悪くなったりする心配はしなくてもよいという信念がメンバーに共有
されている状態のことです。換言すれば、メンバーの誰もが、自分の思っていることを気兼ねなく
言い合える風通しの良い組織風土のことだといえるでしょう。
　自分の本当の思いの中には、組織やチームに対する批判的なものも含まれることがあります。そ
れを上司や同僚達に率直に伝えることは、ときに仲間を傷つけることもあり、反発や攻撃を引き起
こさないか気になるのが人情です。そうした反発や攻撃は、対人関係の悪化や自分に対する評価の
低下につながることも考えられるからです。その結果、組織やチームの中では、誰もが周囲の「空
気」を読んで、色々と忖度しながら言動をとるようになりがちです。いわば、保身のために口を閉
ざす状態になるのです。
　心理的安全性が脆弱な組織やチームには、闊達な対話が見られず、新しいことに挑戦したり、創
造的なアイディアを生み出そうとしたりする前向きな姿勢が失われていきます。メンバー同士の意
見のやりとり、対話やコミュニケーションは、言ってみれば、組織の血流のようなものです。それ
が弱体化すれば、組織は硬直化し、衰退の一途を辿ることになります。
　心理的安全性の構築は、単に和気藹々とした対人的ストレスの少ない組織やチームを作ることだ
けを意味しているのではありません。むしろ、変動する組織環境や未体験の課題に挑戦的に、そし
て創造的に立ち向かう姿勢を皆で共有する基盤を作ることを意味しています。心理的安全性を構築
するには、いかなる取り組みが重要で効果的なのか、組織科学的な検討は続いています。身近な課
題として、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

2月13日（土）

花田　利郎
西南学院大学
人間科学部教授

（13：00～15：00）

ココロのコリとの付き合い方
　日常生活の中の些細な事が元となっても心は動かしにくく不自由になり
ます。大きな事であれば、余程割り切ることでもできない限り、尚更でしょ
う。心はモヤモヤしているのにどんなに考えても思い当たる事に辿り着け
ない時もあります。心の動きにくさ（不自由さ）を「ココロのコリ」として、
それらとの「付き合い方」を一緒に考えます。簡単なワークも行いますので、
筆記具を持参し動きやすくゆったりとできる服装でご参加ください。

【北九州会場（JR黒崎駅前コムシティ3階　大会議室）】
※Web会議システム（Zoom）での実施に変更する可能性があります。定員22名※先着順

2月6日（土）

税田　慶昭
北九州市立大学
文学部准教授

（10：00～12：00）

気になる子どもと発達支援
　保育園や幼稚園、小学校などで「落ち着きがない」「コミュニケーション
が苦手」など気になる子どもたちの報告・相談をよく耳にします。それは
性格や個性と捉えられるものもあれば、環境の影響、発達障害やその傾向
など様々な要因が考えられます。本セミナーでは発達障害を中心に就学前
支援の事例を交えながら、気になる子どもたちの早期支援について紹介し
ます。

The Open University of Japan



2020年度第2学期の単位認定試験について 
2020年度第2学期の単位認定試験につきましても新型コロナウイルス感染症対策のた
め、代替措置による自宅での受験となります。12月下旬発送の大学本部からのお知らせ
をよく読み、各自ご自宅で受験してください。

2021年1月13日（水）～1月21日（木）（消印有効）

自宅受験（自宅等で答案を作成し、郵便で提出する方法）にて実施します。
（1）試験問題の出題方法（下記の①②のいずれかの方法により試験問題を入手してください。）

①単位認定試験期間中に本学ホームページ（https://www.ouj.ac.jp/）からリンクを貼り、
科目別の試験問題を掲載いたします。ご自身のパソコン・スマートフォン等からアクセスし
閲覧してください。（URLは後日ご案内します）

　期間中は何度でも閲覧可能です。利用できるプリンターがあればプリントアウトも可能
です。

②Web上で試験問題を閲覧する環境がない方、またWeb環境はあるがプリントアウトがで
きない方については､主要コンビニエンスストア設置のコピー機端末で提供されているプリ
ントサービスを利用して試験問題を印刷してください。（有料サービス）

　セブンイレブンは「ネットプリント」、ファミリーマート・ローソン・ポプラは「ネットワークプ
リント」というサービス名称です。コンビニエンスストアの店頭に設置されているプリン
ターから試験問題を出力することができます。

（2）答案の提出方法
　試験実施期間に先立ち、12月下旬に「解答用紙（択一式マークシート・記述式解答用紙）」 
と「答案提出用封筒」を送付します。単位認定試験実施期間内に、答案を大学私書箱宛に
郵送してください。（消印有効での取り扱いとなります。必ず事前に郵便局窓口の営業時間
や、ポスト投函を利用する場合は集荷時刻および消印日付を確認してください。）

　その他単位認定試験の実施方法詳細については、別途、大学から解答用紙を送付する際に
併せてご案内いたします。
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実施方法
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再試験

単位認定試験問題・解答（コメント）の閲覧

　2020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、2020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p71～72）をご覧ください。   

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？

　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。

有効期限は、学生証の左下（写真下部）
に記載されています。（2020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
＊＊年＊＊月＊＊日

放送大学教養学部
　　　　　　　 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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2021年度第１学期の手続きについて

2021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（教務情報→科目登録申請）で登録申請を行ってください。

申請期間
郵 送：2021年２月13日（土）～2021年２月27日（土）私書箱必着
Web：2021年２月13日（土）～2021年２月28日（日）

＊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p94～97）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月に大学本部から各要項が届きます。

科目登録申請票

2021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（教務情報→継続入学申請）で出願してください。

出願締切
第1回 第2回　　
郵 送：2021年２月28日（日）私書箱必着 郵 送：2021年３月16日（火）私書箱必着
Web：2021年２月28日（日）24時 Web：2021年３月16日（火）17時

＊選科・科目履修生から全科履修生へ出願する場合は「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「継続入学用関連書類」をご確認ください。

継続入学用出願票

2021年度第1学期面接授業の授業形態について

　2021年度第1学期の面接授業は、4月16日（金）～8月1日（日）の間、全国の学習センター
で開講を予定していますが、2020 年度第 2 学期と同様に、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受け、対面授業の中止（閉講）、定員削減、Zoom 等のシステムによる Web 授業への変更、
状況次第では代替措置へ切り替え、加えてご自身の居住都道府県外に所在する学習センターでの
面接授業の越境受講禁止などの措置をおこなう可能性があります。学習センターからのお知らせや
システム WAKABA への掲示にご注意ください。（シラバス左下の「実施会場」欄に、“※不測の
事態発生時は閉講”または“※不測の事態発生時はWeb 授業で開講”と表示しています）

　以上をご理解いただき、特に卒業見込者、資格取得を主眼とした単位修得を目的とする学生にお
かれましては、放送授業やオンライン授業を積極的に受講ください。

　今般の新型コロナウイルスの影響により、放送大学でも大幅なスケジュール変更を余儀な
くされております。現在のところ決定している情報は以下のとおりです。今後も変更が生じ
ましたら、その都度、福岡学習センターホームページ「新型コロナ対応情報」にてお知らせ
します。
　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【学習センターの利用関係】
　●開所時間
　　火～日　10：00～16：30
　   ※本来の開所時間は9：30～17：45ですが、現在は開所時間を短縮しております。
　
　●開所場所
　　事務室、図書室・視聴学習室、講義室等（学生交流室等は当分の間利用できません。）

　●ご利用時のお願い
　　①館内では、マスクの着用をお願いします。
　　②入館の際は、手指の消毒や手洗いをお願いします。
　　③他の方との距離を空け、大声での発声や近接した距離での会話等をお控えください。
　　④咳・発熱・強いだるさ・息苦しさ・その他体調に不安のある方は入館をお控えください。
　　⑤窓口のビニールカーテン設置や座席の間引き、常時換気等の感染の防止にご協力をお願いします。

新型コロナウイルスに関するお知らせ
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　　④咳・発熱・強いだるさ・息苦しさ・その他体調に不安のある方は入館をお控えください。
　　⑤窓口のビニールカーテン設置や座席の間引き、常時換気等の感染の防止にご協力をお願いします。

新型コロナウイルスに関するお知らせ



　2020年度の卒業研究発表会を以下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、2月上旬に学習センターに
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
コースの方々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】2021年2月20日（土）13：00～15：00
【場　　所】福岡学習センター　講義室Ⅰ
※新型コロナウイルスの影響により中止となる場合があります。
　福岡学習センターホームページをご確認ください。

卒業研究発表会に来ませんか?

　放送大学印刷教材古本市を以下の日程で開催いたします。
【開催日時】2021年2月20日（土）12：30～15：30
【場　　所】福岡学習センター　講義室Ⅱ
主催･問合せ 放送大学福岡同窓会 
 メール：fukudoso@gmail.com　
共　   催 福岡学習センター 092-585-3033
※新型コロナウイルスの影響により中止となる場合があります。
福岡学習センターホームページをご確認ください。

【同時開催】放送大学印刷教材古本市開催のご案内

2019年度卒業研究発表会の様子

使わなくなった
印刷教材も

募集しています！

放送大学
福岡学習センター

送り先

※封筒に「古本在中」と
　明記ください。

※閉講科目OK ※返却しません

システムWAKABAパスワードの変更について
　システムWAKABAの不正利用を防ぐため、初期パスワードのままになっている方は、システム
WAKABAログイン後、トップ画面の「パスワード変更」から変更してください。
　一定期間が経過すると、ログインできなくなります。すでにログインできない場合やパスワードを忘れて
しまった場合は、福岡学習センターまたは学生サポートセンター（電話：043-276-5111）へご連絡くだ
さい。

　下記の期間は、図書入れ替え作業のため、図書室・視聴学習室を閉室いたします。

【閉室期間】2021年3月23日（火）～31日（水）

※この期間は、貸出・視聴ともにご利用いただけませんので、ご注意ください。
※郵送による図書の貸出申請は受け付けます。（放送教材の申請は不可）
※事務室は開所しています。

図書室・視聴学習室の整理期間（利用停止）について図書室・視聴学習室の整理期間（利用停止）について
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事務局からのお知らせ

2020年度学位記授与式について

特別表彰および修学勉励表彰について

対 象

受付締切
申請方法

2020年度第2学期に3コース卒業を達成する方
2020年度第2学期に修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特 別 表 彰
②修学勉励表彰

2021年3月9日（火）
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。

※①、②いずれも対象は全科履修生です。
※2020年度第1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。

　福岡学習センターの2020年度第2学期学位記授与式については、以下のとおり開催を予定し
ております。
　詳細については、2月下旬に文書を送付いたしますのでご確認ください。

2021年3月21日（日）10：30～11：30（受付10：00～）
筑紫ホール（九州大学筑紫キャンパス内）
※新型コロナウイルスの状況によっては、中止になる可能性があります。

　放送大学の学生が「福岡女子大学特別聴講学生」として福岡女子大学の科目を学ぶことができます。
　今回は、2021年度第1学期の募集を行います。履修できるのは、福岡女子大学が指定した科目
で下記の方が対象です。授業料は1科目当たり14,800円です。

　福岡学習センターでは、次の方を対象に表彰を行います。

福岡女子大学特別聴講学生募集

対 象

募集人員
受付期間

①女性
②全科履修生
③本学の在学年数が1年以上の者
④放送授業科目において30単位以上修得した者
2名
2021年1月4日（月）～2021年1月25日（月）　
※募集要項の入手、科目等詳細は事務室にお問い合わせください。
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キャンパスメール(Gmail)について

キャンパスメール（Gmail）の自動転送についてキャンパスメール（Gmail）の自動転送について
キャンパスメール（Gmail）に届いたメールを、普段ご利用の携帯メールアドレス等へ自動転送するこ
とができます。

※詳細は、システムWAKABA「キャンパスライフ→附属施設・情報システム」をご覧ください。

キャンパスメールを開く→　  「設定」→すべての設定を表示→「メール転送とPOP/IMAP」

→ 転送先アドレスを追加 →転送先のメールアドレスを入力して 次へ → 続行 → OK

→ 転送の確認メール（転送先のメールアドレスに届きます）に記載されている「確認コード」を

「メール転送とPOP/IMAP」の欄の 確認コード に入力し、 確認 をクリック→「転送を無効にする」が選択

された状態になっていますので、「受信メールを****@.**.**に転送して…」を選択→ 変更を保存

　福岡学習センターからの学習情報や行事のご案内等、各種の情報は随時キャンパスメール（学籍番
号@campus.ouj.ac.jp）に配信しています。また、Web会議システム(Zoom)利用時の連絡手段は、
キャンパスメールとなります。キャンパスメールを使用したことがない方は一度ご確認ください。

※画像はパソコンの例です。スマホやタブレットの方は、Gmailのアプリから入ってください。

放送大学HPトップ画面右の「システム
WAKABA」をクリックします。

アクセス方法

1 ログイン画面が表示されるので、ログイ
ンIDとパスワードを入力し、ログインボ
タンをクリックします。2

システムWAKABAトップ画面が表示
されるので、画面左下「キャンパスメー
ル」をクリックします。3 アカウントの切り替えや

アカウントの追加は右上の
丸いアイコンからできます。

パソコン相談は随時受け付けています。ご都合の良い日時を事前にお電話にてご予約ください。
パソコン初心者の方で、使っていて分からないことがある場合などにご相談ください。
ノートパソコン等持ち運びができるパソコンをご利用されている方はぜひお持ちください。
<今まであった主な相談内容>
　・Microsoft Officeの使い方（初歩）
　・インターネット配信の視聴方法
　・キャンパスメール(Gmail)の見方
　・システムWAKABAの科目登録申請　など

パソコン相談随時実施しています!

　放送大学では、多くの看護師・医療関係者が、学士（看護学）の学位取得、認定心理士の資格取得を
目指して、学び続けています。
　あなたも、キャリアアップや資格取得に向けて一歩踏み出しませんか?
　学習センター・サテライトスペースで学士取得など参考になるDVDをご覧いただくことができます。
DVDを見た後の個別相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

<参考DVD>
●「看護師の学び方」（2020年）…「基礎資格を有する者」に該当する学校の単位の分類方法、積み
上げ単位修得等について

●「学修成果（レポート）作成について」…【体験談】学士（看護学）取得者による学修成果（レポート）
の作成について

看護師等のための大学卒・学士（看護学）の取得説明DVDについて

　皆さんのご家族やご友人で、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：2021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　2020年11月 26日（木）～ 2021年 2月28日（日）
 第2回　2021年 3月 1日（月）～ 2021年3月16日（火）
☆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
   放送大学「入学案内」ページ https：//www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/

★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。

2021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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1 月の行事・お知らせ
13～21日 単位認定試験実施期間（自宅受験）

16日 オンライン講演会（エルガーラホール&Web）

31日 ※福岡県立図書館とのコラボ公開講演会
　（福岡リーセントホテル）

2 月の行事・お知らせ
6日 ※ステップアップセミナー（北九州）
7日 オープンキャンパス（福岡・北九州）

13日
※ステップアップセミナー（福岡）
2021年度第1学期科目登録申請受付開始
（郵送～2/27、Web～2/28）

20日 ※卒業研究発表会・印刷教材古本市

3 月の行事・お知らせ

1日
2021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）
（～3/16）

3～15日 教員免許更新講習修了認定試験期間（自宅受験）
21日 ※学位記授与式（福岡）

23～31日 図書室・視聴学習室整理期間（利用停止）

※新型コロナウイルスの影響により、中止や Zoom での実施に変更と
なる場合がありますので、福岡学習センターホームページをご確認…
ください。

　…　閉所日　●＝面接授業（福岡）

1月～3月のスケジュール

　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、単位認定試験が始まります。
　寒さも厳しくなり、コロナ禍でもありますので体調管理に気をつけて受験してください。
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