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ごあいさつ　絆

　昔は地域ごとに寄り合いや子供会があり、また七夕など四季を通じたお祭り、あるいは地引網や山菜とりな
どいろんな行事がありました。またうっかりお米や醤油が足りなくなったときお隣さんに分けてもらったもの
です。ご近所で子どもが無作法すれば叱られたり、良いことをすればご褒美をもらいました。一方ではプライ
バシーは丸裸に近くなり、窮屈な思いもしばしばでした。こういったコミュニティ内で人と人とのつながりが
でき、互恵的精神が育まれていったと思います。このような絆は対面のコミュニケーションで築かれます。
　対面の重要性は、相手の表情や声音やしぐさなどでその人がどういう状態にあるのか、つまり喜んでいるの
か機嫌が悪いのか、本能的にある程度細かいところまで読み取ることができることです。相手の情動反応に
よって自分自身に生じる情動反応から共感という働きが生まれます。共感はペットの犬や猫にもあり、ペット
と主人の間でも双方向に共感が働き、お互いが相手の喜怒哀楽をある程度理解できるのは経験的にもわかるとおりです。このような
共感によって人と人とのつながりができ、互恵的な社会を促してきました。こうしてできた仲間の存在が心身のストレスを軽減するこ
とも知られています。これは社会的緩衝作用と呼ばれ、同様の現象が動物実験でも確かめられています。オキシトシンというホルモ
ンが親子の絆や他者とのつながりに重要な役割を果たしています。またこのホルモンは、ストレスを感じたときに生じる視床下部―下
垂体―副腎系の活性を抑制する働きもあり、社会的緩衝作用に一役買っています。
　さて、現在の日本社会はどうでしょう。昔のような隣組や子供会はなく、お隣さんの顔も知らない集合住宅が多くなり、また個人情
報の保護によりプライバシーは社会的に堅く守られるようになりました。さらにネット社会の普及はコミュニケーションのかたちを大
きく変えています。今回のコロナ禍はネット社会の深化に拍車をかけ、対面の機会を大きく減じることとなりました。ポストコロナも
この傾向は続くでしょう。しかし、インターネットは時間と空間を問わず、言語や文化を超えて一度に大勢の人と対話できるというか
つてない特徴をもっています。確かなネット媒体を選び、web映像や音声などの感覚刺激を駆使して新たな絆のあり方を探っていく
ことが重要でしょう。人は大なり小なりさまざまなストレスを抱えて生きていかねばなりません。しかし、いろんな繋がりをもって生き
ていくことで、人生をより楽しく内容あるものにしていけると思います。社会性動物としての進化の道筋を踏まえて、対面と併せてネッ
トによる新たな絆づくりの文化をつくっていくことが、より良い仲間や社会を築くために重要だと思うこのごろです。
　皆さんの新たなスタートを祝福するとともに、新たな絆づくりも含めて大いにチャレンジされることを期待しています。福岡学習セ
ンターはいつでも皆さんのご期待に応えられるようお待ちしております。

福岡学習センター
所長　安河内 朗

The Open University of Japan
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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

藤村　直美　先生
（九州大学名誉教授）

情報工学専　門

第２・４土曜　午後出勤日

太田　一昭　先生
（九州大学名誉教授）

英文学専　門

第２・４木曜　午後出勤日

田淵　浩二　先生
（九州大学大学院教授）

刑事法専　門

第１・３日曜　午後出勤日

佐藤　匡央　先生
（九州大学大学院教授）

栄養化学専　門

第１・３土曜　午前出勤日

谷本　潤　先生
（九州大学大学院教授）

人間-環境-社会システム学専　門

第２・４土曜　午前出勤日

花田　利郎　先生
（西南学院大学教授）

臨床心理学専　門

第１・３金曜　午前出勤日

橋口　暢子　先生
（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

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　午後出勤日

税田　慶昭　先生（北九州）
（北九州市立大学准教授） 

発達心理学専　門

第２土曜　午前
第４土曜　午後

出勤日

（九州大学大学院准教授）

産業経済論、
中国エネルギー・環境分析

専　門

第２・４火曜　午後出勤日

堀井　伸浩　先生

坂上　康俊　先生
（九州大学名誉教授）

奈良平安時代史専　門

第２・４火曜　午後出勤日

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

新型コロナウイルスに関するお知らせ
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　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。

行事関係

面接授業関係

学習センターの利用関係

○ガイダンス、ステップアップセミナー等の各種行事については、開催中止となる場合がございますので、
ご参加にあたっては福岡学習センターホームページをご確認ください。

【追加登録申請について】
〇福岡学習センター・北九州サテライトスペースの面接授業の追加登録申請は郵送のみ受け付けます。
〇原則として越境受講は禁止されていますが、福岡県に隣接する県に居住している方は申請を受け付け
ます。他の学習センターが開設する面接授業に申請をお考えの方は、当該学習センターに申請可否を
ご確認ください。

【開所時間】
１０：００〜１６：３０(閉所日を除く)
※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。
※ただし、面接授業を受講される方は9：30から入室することができます。
※学生交流室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、サーモカメラでの検温をお願いします。
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。

 　単位認定試験関係

　2021年度第1学期単位認定試験については、引き続き、国内の新型コロナウイルス感染症をめぐる国内状況
に鑑み、代替措置として自宅受験方式にて実施いたします。

1．単位認定試験期間
当初予定していた日程を変更し、以下の日程で実施いたします。
2021年7月13日（火）〜7月20日（火）（消印有効）
※2021年度第1学期授業科目案内やシステムWAKABAの時間割等は、変更前の日程で記載されていますので、
期間をお間違えのないようご注意ください。

2．単位認定試験実施方法
　実施方法については、2020年度に準じた方法（自宅で答案を作成し、郵便で提出する方法）にて実施予定です。
　自宅受験では答案作成に必要な書類を郵便でお送りいたします。学籍に登録している住所が誤っている場合、
受験票や解答用紙等、郵便物の未着や遅延が発生いたします。登録住所に誤りや変更がないか、事前にご確認いた
だきますようお願いいたします。
　詳しくは、今後、本学ホームページや受験予定者宛の送付物等で案内が行われますので、よろしくお願いします。
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客員教員交代のお知らせ

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土井政和先生、永田晃也先生をお送りし、この４月
からは新たに田淵浩二先生、堀井伸浩先生をお迎えします。土井先生、永田先生には、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 産業経済論、エネルギー・環境経済論、中国産業分析

プロフィール

大阪に大学入学まで19年、その後関東圏に18年いた後、福岡にやって来て14年になります（2021年現
在）。慶応義塾大学大学院法学研究科修士課程を修了後、アジア経済研究所の研究員を経て（途中2年半、
中国・清華大学で客員研究員もやってました）、2007年から九州大学経済学研究院で中国経済やエネル
ギー・環境問題を産業分析の視点から研究しています。

趣　　味
株式投資（マクロ経済の動向分析と個別企業の研究は結構本業に好影響です。損失は勉強料と思って気にし
ないことにしてます）

学生への
メッセージ

研究テーマは大きく2つに分けることができます、ひとつは中国経済の構造と動向の研究で、もうひとつはエ
ネルギー・環境問題の研究です。いずれも産業という視点から分析します。中国の高度成長を知るには成長
をけん引してきた製造業や近年急速に発展しているサービス業の実態を知ることが有益です。エネルギー・
環境問題もエネルギーを消費し、環境汚染を排出するのは産業が大きいですし、具体的な解決策を実行に移
すのも産業です。面接授業はこの2つのテーマを交互に講義提供していくつもりです、乞うご期待！

堀井　伸浩（ほりい のぶひろ） 九州大学大学院経済学研究院准教授

4

専門分野 刑事訴訟法

プロフィール
出身は香川県坂出市です。香川大学法学部、大阪市立大学大学院法学研究科博士課程を経て、静岡大学人
文学部、香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科で教鞭をとり、現在は九州大学大学院法学研究
院の教授として教育にあたっています。

趣　　味
趣味というわけではありませんが、社会的問題に関する論議に参加するのが好きで、時間があるときはSNS
で投稿したりネット記事にコメントを投稿したりしています。後はオンライン配信で本を閲読したり、映画や
ドラマを鑑賞して過ごしています。

学生への
メッセージ

はじめまして。専門は刑事訴訟法で、犯罪の捜査や刑事裁判、刑事弁護に関する法的ルールの在り方を研究
しています。九州大学では主に法曹を目指す学生を指導していますが、九州大学に赴任する以前の大学では
夜間主教育も受け持ち、特に社会人学生が熱心に授業に参加されていたことに好印象を持っています。放送
大学には多様な経験を持つ学生さんがおり、客員教員として学生とより多くの交流機会を持てることを楽し
みにしています。

田淵　浩二（たぶち　こうじ） 九州大学大学院法学研究院教授

～新任客員教員のプロフィール　～
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客員教員交代のお知らせ
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永田先生よりメッセージ
2021年 3 月末をもって客員教員としての 5 年の任期を終えることになりました。この間、

毎年の面接授業やステップアップ・セミナーは、真摯な学習意欲に溢れた受講生の皆さんの
お陰で楽しく実施させて頂きました。個別の学習相談をお受けしたことはありませんでしたが、
博士学位論文の副査を担当させて頂くこともできました。ただ、最終年度は新型コロナウイル
ス感染防止対策のため、面接授業等がオンラインでの実施となり、受講者の皆さんと直接お
会いすることが叶いませんでした。面接授業は、その面接という実施形態により放送大学の教育プログラムを補
完する重要な役割を担うものと理解してまいりましたので、この点は誠に残念でした。一方、コロナ禍の下でのオ
ンライン授業の普及が、結果的にメディアを活用した教育システムの可能性を拡張したことも事実であり、それは、
この教育システムを先導してきた放送大学にとって新たな発展の機会になるのではないかと思われます。放送大
学と、そこで学習される皆さんの今後益々の発展を祈念いたします。ありがとうございました。

退任の先生からのメッセージ

土井先生よりメッセージ
2021年 3 月末をもって 5 年間の客員教員の任期を終えることになりました。所長はじ

め事務職員の皆様、そして学生の皆様には大変お世話になりました。心から感謝申し上げ
ます。任期中には、豪雨災害やコロナ禍など、円滑な教育学習環境に支障をもたらす事態
が発生しましたが、学生の皆様は向学心を失うことなく、真摯な学習態度を貫かれ、その
熱意には感服いたしました。とくに面接授業や学習相談などを通じて、社会生活に根差した
鋭いご質問やご意見をいただき、私にとっても得難い貴重な経験を積むことができました。
コロナ禍が早く終息し、学生の皆様が面接授業などを通じて心おきなくお互いの人的交流を深め合う日が来ること
を願っております。また、本学で学ばれたことが開花、発展し、皆様の今後の人生がより豊かなものになることを
祈念しています。

九州大学名誉教授
土井　政和（ 　　　）

九州大学大学院経済学研究院教授
永田　晃也（  　　　　　）



福岡学習センター・北九州サテライトスペースでは、新型コロナウイルス感染症対策のため、
申請は郵送のみとします。窓口での申請は一切受け付けません。

申 請 方 法 【現金書留での郵送申請（福岡学習センターでのみ受付）】

 ！注意！ 

北九州サテライトスペース開講科目への申請をご希望の場合も福岡学習センターへ郵送して
ください。

 ！注意！ 

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（84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。

※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。

※４月２０日（火）１６時半までに到着した申
請のうち、定員を超える申込みがあったも
のは４月２２日（木）１０時頃に「抽選」をし
ます。それ以降は先着順です。

追加登録申請について

※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
※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。

面接授業の追加登録について

●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込みができます。

●空席発表は４月１６日（金）正午から放送大学ホームページまたは福岡学習センター・北九州
サテライトスペース窓口で発表します。４月２２日（木）１５時以降は、システムWAKABA（シス
テムWAKABAへログイン→教務情報→科目登録申請→空席照会）で空席状況をリアルタイ
ムでご確認ください。

●４月２０日（火）１６時半までに福岡学習センターへ郵送で到着した申請のうち、定員を超える
申込みがあったものは４月２２日（木）１０時頃に「抽選」をします。
※落選者のみ、当日中（昼頃）に電話連絡をします。
※当選者には後日、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。

●４月２０日（火）１６時半以降に福岡学習センターへ郵送で到着した申請は「先着順」に受付し
ます。（抽選には付されません。）
※原則として、開講日の１週間前まで申込みを受け付けます。
※ただし、定員に達し次第、受付を締め切ります。
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日　　程 科　目　区　分 科　目　名 担　当　講　師

4月17日（土） 4月24日（土） 専門科目：心理と教育 発達障害の理解と支援 田中　真理 

4月17日（土） 4月18日（日） 専門科目：人間と文化 室町戦国期大内氏の世界をさぐる 伊藤　幸司

4月17日（土） 4月18日（日） 専門科目：情報 スーパーコンピュータ入門 南里　豪志

4月24日（土） 5月　8日（土） 基盤科目 新・初歩からのパソコン 多川　孝央

4月24日（土） 4月25日（日） 専門科目：心理と教育 視覚心理学が明かす名画の秘密 三浦　佳世

4月27日（火） 4月28日（水） 専門科目：生活と福祉 交流分析に基づくカウンセリング 倉成　宣佳

5月　7日（金） 5月19日（水）
導入科目：人間と文化 楽しい合唱入門２ 宮﨑　憲子

5月12日（水） 5月26日（水）

5月　8日（土） 5月　9日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 花田　利郎

5月　8日（土） 5月　9日（日） 専門科目：心理と教育 特別支援教育の実際 久野　隆裕 

5月15日（土） 5月16日（日） 導入科目：生活と福祉 はじめての看護研究 橋口　暢子　他１名

5月15日（土） 5月16日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験２ 三上　聡美

5月15日（土） 5月16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

5月22日（土） 5月23日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験３ 分部　利紘 

5月22日（土） 5月23日（日） 専門科目：心理と教育 集団心理学 山口　裕幸

5月22日（土） 5月23日（日） 専門科目：自然と環境 人間・建築を中心とした環境概論 伊藤　一秀 

6月　5日（土） 6月　6日（日） 専門科目：心理と教育 臨床心理学実習 佐藤　仁美

6月　5日（土） 6月　6日（日） 専門科目：社会と産業 高齢者犯罪－犯罪白書を読む 土井　政和 

6月　5日（土） 6月　6日（日） 専門科目：人間と文化 大学博物館への招待５ 前田　晴良　他３名

6月12日（土） 6月13日（日） 基盤科目：外国語 シェイクスピアで学ぶ英語 太田　一昭 

6月12日（土） 6月13日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験１ 山本　健太郎

6月12日（土） 6月13日（日） 専門科目：心理と教育 犯罪心理学概論 大上　渉

6月19日（土） 6月20日（日） 専門科目：生活と福祉 環境生理学 前田　 享史

6月19日（土） 6月20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

6月19日（土） 6月20日（日） 専門科目：人間と文化 言語文化と日本語史 高山　倫明

7月　3日（土） 7月　4日（日） 基盤科目：外国語 基礎からの中国語 秋吉　收

北
九
州
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テ
ラ
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4月17日（土） 4月18日（日） 専門科目：社会と産業 企業の社会的責任 平野　琢

4月24日（土） 4月25日（日） 専門科目：生活と福祉 栄養化学 佐藤　匡央

5月　8日（土） 5月　9日（日） 専門科目：人間と文化 『源氏物語』への道 辛島　正雄

6月　5日（土） 6月　6日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 税田　慶昭

6月12日（土） 6月13日（日） 専門科目：人間と文化 短歌の鑑賞と実作 桜川　冴子 

※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１７日（土）〜４月２８日（水）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。

２０２１年度第１学期面接授業開設科目一覧



２０２１年３月２１日（日）に福岡学習センターで２０２０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１36名、大学院９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

【修士課程】【博士後期課程】生活と福祉コース............ 33名
心理と教育コース............ 53名
社会と産業コース............ 15名
人間と文化コース............22名
自然と環境コース................4名
情　　　報コース................9名

生活健康科学プログラム..... 2名
人間発達科学プログラム..... 2名
臨床心理学プログラム ......... 1名
社会経営科学プログラム..... 1名
人文学プログラム.................. 1名
情報学プログラム.................. 1名

社会経営科学プログラム..... 1名

ご卒業おめでとうございます
　本部主催の学位記授与式につきましては、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、幕張メッ
セでの式典は中止し、放送番組として挙行されました。
　学位記授与式（放送番組）では、福岡学習センターで初の博士後期課程修了者、西村文亨さんが総代になり
謝辞を述べられました。

２０２０年度放送大学学位記授与式について

【放送日時】
２０２１年３月２０日（土）
午前１１時００分～１２時００分

【放送日時】
ＢＳ２３１ch

【式次第】（放送時間６０分）
１．開式の辞
２．国歌演奏
３．卒業証書・学位記授与
４．学長式辞
５．祝辞

６．卒業生・修了生謝辞
７．学長表彰
８．学歌
９．閉式の辞

田口雅博さんの卒業研究は、放送大学で 「優秀な卒業研究」に選出され、システムWAKABAに掲載されます。
（システムWAKABA→授業サポート→卒業研究資料）

「卒業研究を振り返る」 教養学部 社会と産業コース

田口　雅博 さん
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従事している対人援助職に役立てたいと思い、放送大学の心理と教育コース、生活と福祉コースで学位を修得しました。そして、
さらに仕事で得られた経験や知識を体系化したく考え、社会と産業コースにおいて卒業研究にチャレンジしました。

自分の「考え」を人が理解できる形にまとめ上げるのが論文の役割だと思いますが、しかし、基礎知識も国語力も無い上に、
衰えた記憶力では「考え」がまとまらず、担当の池田浩先生にすがる思いで Zoom ミーティングを重ねました。おかげさまで先
生の常に優しくも的確なご指導で、迷うことなく書き進めることができました。

研究に没頭するうちに、行政のあり方、制度上の矛盾点などに気付き、さらに高齢、障害、反社会勢力、一人親家庭、世代間
連鎖等など触れるべき問題も膨らむ一方でしたが、期限のあることゆえに、「これからの職務の中で大いに悩もう」と泣く泣く
自分を納得させました。こうして我が「論文」は、これまで受講した数々の講座の経験・知識を総動員し、巨人の肩に乗ってよ
うやく秋に完成しました。

苦しいようで楽しかった日々の思いを込めて、本部に発送した時の清々しさは今も忘れられません。また、毎日の就労支援の
仕事の中でも、対象者の方の笑顔が増えたことや行動の変化に気付けるようになり、真理を探求するとこういうご褒美があるの
か、と実感する次第です。

卒論執筆の楽しさをもう一度！と思い、今春からは人間と文化コースで勉強します。まずは、放送授業で我が日本語の拙さを
改善し、さらに文化的基盤を補強して次の卒論に備えようと考えています。今度は何をテーマに卒論を書こうかな♪とワクワク
しながら待つ今日この頃です。

学習センターの職員の皆様にはこれからも何かとお世話になることと思います。今後とも宜しくお願いいたします。
放送大学で一年間、卒業研究を通して一つの考えを深めるという得難い経験をさせて頂いたことに感謝いたします。ありがと

うございました。 

福岡学習センターでの記念撮影の様子



２０２１年３月２１日（日）に福岡学習センターで２０２０年度第２学期学位記授与式が行われました。
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されました。おめでとうございます。
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人文学プログラム.................. 1名
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ご卒業おめでとうございます
　本部主催の学位記授与式につきましては、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、幕張メッ
セでの式典は中止し、放送番組として挙行されました。
　学位記授与式（放送番組）では、福岡学習センターで初の博士後期課程修了者、西村文亨さんが総代になり
謝辞を述べられました。

２０２０年度放送大学学位記授与式について

【放送日時】
２０２１年３月２０日（土）
午前１１時００分～１２時００分

【放送日時】
ＢＳ２３１ch

【式次第】（放送時間６０分）
１．開式の辞
２．国歌演奏
３．卒業証書・学位記授与
４．学長式辞
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８．学歌
９．閉式の辞

謝　辞
僭越ですが、博士後期課程修了者を代表いたしまして、感謝の意を述べさせていただきます。
本日は、新型コロナウイルスの感染が収まらないなか、学位記授与式を開催して頂きまして大変

ありがとうございます。
一堂に会しての式典とはなりませんでしたが、新たな試みとなる式典をご準備いただきました関

係者の皆さまに心より感謝申し上げます。
博士後期課程修了者は、それぞれの研究分野において、その研究成果となる博士論文を完成さ

せました。
その研究過程においては、放送大学の教員の皆さま、事務の皆さまをはじめ、多くの方々の熱心なご指導と温かいご

支援があったかと思います。この場をお借りいたしまして、心より感謝申し上げます。
また、研究活動においては、様々な機関に調査のご協力を頂くなど、お世話になった方々も多くいらっしゃいます。さらに、

蛍雪のときに力を与えてくれた家族もいます。全ての方々に感謝したいと思います。

私たち本日の修了者は、それぞれのバックグラウンドをもち、これまでも学問を続けてきた方や、この機会に学問の道
を歩み始めた方など、さまざまかと思います。しかしながら、同じ学び舎である本学において、自らの研鑽に加え、諸先
生方からのご教授により、大きく成長できたものと思います。

特に博士後期課程は、「専門性の深化を図り、高度社会人研究者や高度教養知識人の養成」を目的としており、その
講義や研究指導の内容は極めて高度なものであります。そして、言うまでもなく素晴らしい先生方に恵まれ、学生の専
門分野に限らず、実に多岐にわたる分野の知識を得ることができる場であります。

それゆえに、私たちは壁に突き当たることも多かったわけですが、諸先生方のお導きで乗り越えることができました。
また、学習過程の中で、あらためて「学ぶ楽しさや充実感」を得られたと思います。

本学は、英語表記「The Open University」のとおり、国民に開かれた学び舎であります。年齢、職業、住所地な
どを問わず、平等に教育の機会が得られる日本一の教育機関です。私も本学とのご縁を得たおかげで、還暦を迎えても、
仕事を続けながらも、九州の地において博士後期課程を修了することができました。

新型コロナウイルス感染症は、私たち人類に大きな脅威を与えたとともに、新常態の構築という課題を突き付けました。
大学・大学院教育の分野において、ポストコロナ時代の在り様の指針となりうるのが、まさしく本学であります。今後益々
の本学のご発展を祈念申し上げる次第であります。

ドイツの哲学者であるヘーゲルが、学問に関して「ミネルヴァのフクロウは、迫り来る黄昏に飛び立つ」との言葉を残し
ていますが、われわれ「若葉のフクロウたちは、朝陽を浴びても飛び立てる」ように、本学での教えを糧に、時代と社会
を切り開く英知を創出していけるよう、さらなる成長をお誓い申し上げまして、私たちの感謝の言葉とさせて頂きます。

本当にありがとうございました。
令和３年３月２０日

大学院文化科学研究科博士後期課程
社会経営科学プログラム

西村文亨
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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P128～130、大学院P115 ～116）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　P66 ～ 70、大学院　P63 ～ 67）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）　２０２１年５月１４日（金）～５月２８日（金） 大学本部必着
（Web） 2021年5月7日（金）10：00 ～ 5月28日（金） 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お持ちの
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13日（金）～８月19日（木）（必着）です。

６月２７日（日）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１０日（木）１０：００～　申　込

大学院修士全科生に興味・関心をお持ちの方を対象に開催します。

６月２７日（日）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１０日（木）10：00～申　込

同窓会・サークル紹介

キャンパスメールについて

システムWAKABA

　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(学生番号
@campus.ouj.ac.jp）に配信しています。面接授業
に関するお知らせや臨時閉所の連絡を行う場合もあり
ますので、定期的にご確認ください。

　学習センターおよびサテライトスペースにおいて、Wi-Fiをご利用いただけます。Wi-Fiの利用には申請が必要です。
　詳細は、「利用の手引」（P10）または福岡学習センターのホームページの施設利用案内「福岡SC・北九州SSにおける
Wi-Fiの利用について」をご覧ください。

Wi-Fiの利用について

　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を目指して、大学教育をうけ
ている女性を支援するプログラム「夢を生きる賞」の募集を行っています。(2019年、本センターよりクラブ賞＋リジョン賞
の受賞実績あり)

国際ソロプチミスト「夢を生きる賞」募集予告

対　　象：○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。

賞　　金：○クラブ賞　　　　10万円　*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

選　　考：３枚程度の申請書類と推薦書が必要です。１名のみ選考します。

　以下は昨年度募集時の参考情報です。今年度の正式な応募要項は７月頃に発表されます。下記「夢を生きる賞」ホーム
ページをご覧ください。「おっしょい」１０月号でもお知らせします。
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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P128～130、大学院P115 ～116）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　P66 ～ 70、大学院　P63 ～ 67）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）　２０２１年５月１４日（金）～５月２８日（金） 大学本部必着
（Web） 2021年5月7日（金）10：00 ～ 5月28日（金） 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お持ちの
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13日（金）～８月19日（木）（必着）です。

６月２７日（日）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１０日（木）１０：００～　申　込

大学院修士全科生に興味・関心をお持ちの方を対象に開催します。

６月２７日（日）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１０日（木）10：00～申　込

同窓会・サークル名 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>学習センターのメールボックス
　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> 
　HP:http://ingfukuoka.blog.fc2.com/
　学習センター私書箱へ

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「おくのほそ道」「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

私書箱「那ノ津読書会」

同窓会・サークル紹介

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。

キャンパスメールについて

システムWAKABA

　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(学生番号
@campus.ouj.ac.jp）に配信しています。面接授業
に関するお知らせや臨時閉所の連絡を行う場合もあり
ますので、定期的にご確認ください。

　学習センターおよびサテライトスペースにおいて、Wi-Fiをご利用いただけます。Wi-Fiの利用には申請が必要です。
　詳細は、「利用の手引」（P10）または福岡学習センターのホームページの施設利用案内「福岡SC・北九州SSにおける
Wi-Fiの利用について」をご覧ください。

Wi-Fiの利用について

　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を目指して、大学教育をうけ
ている女性を支援するプログラム「夢を生きる賞」の募集を行っています。(2019年、本センターよりクラブ賞＋リジョン賞
の受賞実績あり)

国際ソロプチミスト「夢を生きる賞」募集予告

対　　象：○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。

賞　　金：○クラブ賞　　　　10万円　*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

選　　考：３枚程度の申請書類と推薦書が必要です。１名のみ選考します。

　以下は昨年度募集時の参考情報です。今年度の正式な応募要項は７月頃に発表されます。下記「夢を生きる賞」ホーム
ページをご覧ください。「おっしょい」１０月号でもお知らせします。

申込み締め切り：２０２１年１０月２０日（クラブ締め切り）
問合わせ先：「国際ソロプチミスト福岡－やよい」
MAIL：kyouko_k@csf.ne.jp
☎０９２－５０１－１２１９ 「夢を生きる賞」QR コード
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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

４月の行事・お知らせ

4 日 入学者の集い　
※北九州サテライト閉所日

9 日 教員免許更新講習生受付開始（〜 5/12）
16 日 面接授業空席発表
22 日 面接授業追加登録受付開始

５月の行事・お知らせ

1 日 司書教諭夏季集中科目履修生受付・在学生科目登録開始
（〜 6/7）

2 日 新入生のための学習応援交流会
14 日 通信指導提出開始 (Web 提出は、5/7　10：00 〜 )
28 日 通信指導提出期限

６月の行事・お知らせ

10 日 2021 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）

27 日 卒業研究履修・大学院修士入学希望者ガイダンス
新型コロナウイルス感染症の影響により、予定は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。

6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

　 　閉所日　●＝面接授業（福岡）◆＝面接授業（北九州）　

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 31 　 　

● ◆● 

● ◆

● ◆ ●

●

●

●●

●

●

●

●

●

● 

● 

● ◆

● ◆

● ◆

● ◆

4月～6月のスケジュール

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、客員教員と事
務職員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

● ◆

● ◆


