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2021年度第1学期単位認定試験について
　2021年度第1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。6月末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。

日程 送付物

6月末 解答用紙・返送用封筒・受験方法詳細の案内を発送

6月末 受験票発送

7/13（火）〜7/20（火）
単位認定試験実施期間（試験問題を大学ホームページに掲載、答案を受付）
※7/19（月）は福岡学習センター・北九州サテライトスペース閉所

8月下旬〜 成績通知発送（予定）

実施スケジュール

　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。
　なお、Web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。

試験問題の出題方法

　2021年度第1学期に登録した放送授業科目で【通信指導…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、2021年度第1学期末で学籍が切れる方は、継続入学の手続き（4ページ参照）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p75、大学院p72）をご覧ください。

再試験
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コロナ禍にも活きるナイチンゲールの教え

九州大学大学院医学研究院 教授

橋口　暢子（専門：基礎看護学、人間工学）

Essay

　毎日、新型コロナウイルス感染症のニュースを耳にしない日はないまま1年と半年が過ぎて
います。看護師が、防護服を着用し、重症患者の看護に従事している様子や、最近では、自宅療
養者に対する訪問診療や訪問看護などの現状についての報道も時々目にします。これほどまで
に、看護師の仕事がクローズアップされたことはなかった1年半だったように思います。
　近代の看護を築いたとされるのは、世界的にもよく知られるフローレンス・ナイチンゲール

（Nightingale, F, 1820-1910）です。ナイチンゲールは、1853年に勃発したクリミア戦争に従軍し
献身的に看護をおこなったことが知られていますが、彼女が生涯で看護師として現場で働いて
いたのは、実は3年弱しかなく、クリミア戦争から帰還後は、そのほとんどをベッド上で生活し
ていたと言われています。しかし、今日まで、近代看護の祖と称えられるのは、それまで、必ず
しも評価されていなかった看護という行為を、学校を設立し、教育を前提とした専門職に確立
させる礎を築いたこと、そして、彼女の代表的著作の1つ「看護覚え書き—本当の看護とそうで
ない看護」の中で、初めて看護の本質を提唱するなど多くの功績を残しているからです。本書で、
ナイチンゲールは、病気は回復過程と捉え、看護の本質は、生命力の消耗を最小にするように、
新鮮な空気、陽光、暖かさ、清潔さ、静かさなどを適切に整えることが、看護であると定義して
います。この思想は、今日の看護活動にも息づいています。とりわけ、換気の大切さ、部屋の清
潔を保つこと、ベッドの間隔を空けることなど、時を超えた今、コロナ禍にも通じる普遍的見解
が残されており、ナイチンゲールの偉大さがより再認識されます。新型コロナウイルス感染症
のパンデミックが起きた昨年2020年、ナイチンゲール生誕200年を迎えました。ナイチンゲール
は、世界で活躍している看護師をきっと誇らしく感じていることと思います。

おっしょい第54号
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【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。各定員16名※先着順…

開催日 時間・講師名 演題

8月22日（日）
10：00～15：00

坂上　康俊
九州大学名誉教授

（10：00～12：00）

日本律令格式の淵源を探る
　7世紀後半～8世紀初め、日本は唐の律令を手本に律令法典を編纂し、律令国家
を形作ることに成功しました。その後、8～9世紀を通じて、さまざまな単行指令や
官府の事例が積み重ねられ、やがてそれらは唐にならって格式という法典にまと
められました。ただ、律令は言うまでもなく、格式においても唐と類似した面と異
なる面とがあります。
　このことを、唐の律令格式法典の復元研究の現段階を踏まえて解説し、意義を考
えます。

藤村　直美
九州大学名誉教授

（13：00～15：00）

社会基盤としてのネットワークの仕組みと活用
　インターネットが広く普及し、日々の生活はますます便利になっています。し
かし、インターネットとそこで提供される様々なサービスを安心・安全・有効に活
用するためには、それなりの理解と経験が必要です。ここでは社会基盤としての
ネットワークとその活用方法について、教育・学習、電子メール、公開鍵暗号、ブ
ラウザ、セキュリティ、社会制度などを例に紹介します。

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。

The Open University of Japan

福岡学習センター窓口または電話にて受け付けます。電話：092-585-3033
※申込時に氏名、学籍番号、連絡先をお知らせください。
7月21日（水）～8月11日（水）

申　込

受付期間

大学院入試のための英語ゼミのご案内

　太田一昭先生による英語ゼミ「放送大学大学院入試問題の英文を読み解く」を下記日程で開催いたします。
受講対象者は放送大学福岡学習センター・北九州サテライトスペース所属の学生です。（定員17名※先着順）

日　　時 ゼ　ミ　内　容

第1回　8月18日（水）
第2回　9月　8日（水）
時間：13時30分～15時30分

　放送大学の大学院入学試験問題の中から太田先生が厳選した英文を精読し
ます。
　実際に受験する方だけでなく、学術的な英文の読解に興味のある方の受講も
歓迎します。受講申込者には、キャンパスメールに教材資料をお送りしますので、
印刷して、事前に目を通しておいてください。

※…新型コロナウイルスの影響により中止またはZoomを使った開催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必ずご確認ください。
　また、開催当日は必ずマスクを着用いただき、手指消毒や咳エチケットにご協力願います。
　もし、咳や発熱などの症状がある場合は、ご参加をお控えください。

申　込：7月22日（木）より受付を開始し、定員になり次第締め切ります。
… 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名　②申込者氏名　③氏名のフリガナ　④住所（市区町村まで）
… ⑤連絡先（℡）　⑥申込者属性（在学生・一般）
申込先：放送大学福岡学習センター
… メール:…fukuoka-koen@ouj.ac.jp（セミナー申込受付専用アドレス）
… 電話：…092-585-3033　　FAX：…092-585-3039



4

2021年度第2学期の手続きについて

2021年10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8月15日（日）～2021年8月30日（月）私書箱必着
Web：2021年8月15日（日）～2021年8月31日（火）

＊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7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7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。
　再入学をご希望される場合は「継続入学関連書類」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。

2021年9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（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8月31日（火）私書箱必着 郵 送：2021年9月14日（火）私書箱必着
Web：2021年8月31日（火） Web：2021年9月14日（火）17：00

＊選科・科目履修生から全科履修生へ出願をする場合は「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7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。

おっしょい第54号
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①特  別  表  彰 2021年度第1学期に3コース卒業を達成する方
②修学勉励表彰 2021年度第1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、②いずれも対象は全科履修生です。
 ※2020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。
2021年9月10日（金）
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、福岡学習センターにお問い合わせください。

対　　象

受付締切

申請方法

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。

事務局からのお知らせ

The Open University of Japan

　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。

● 9月10日（金）に予定しておりました学生研修旅行は中止となりました。

●  大学院修士・博士全科生入学希望者ガイダンス（2022年度入学志願者向け）が中止のため、代替措置として以
下のページにガイダンスの資料が掲載されていますのでご参照ください。

　放送大学HP→入学案内→修士課程→入学希望ガイダンスご案内

●  卒業研究履修ガイダンス（2022年度履修者向け）が中止のため、代替措置としてシステムWAKABAにガイ
ダンスの資料が掲載されていますのでご参照ください。

　システムWAKABA→キャンパスライフ→学内関連→学習案内→002_01卒業研究履修ガイダンス
　※「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しています。

行事関係

● 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。

学習センターの利用関係

新型コロナウイルスに関するお知らせ
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　放送大学の学生が「九州大学特別聴講学生」として九州大学の科目を学ぶことができます。
　今回は、2021年度第2学期の募集を行います。履修できるのは、九州大学基幹教育科目の指定さ
れた科目で下記の方が対象です。授業料は1単位当たり14,800円で1科目2単位の科目を受講する
場合は29,600円です。

九州大学特別聴講学生募集

対　象

募集人員

受付期間

① 全科履修生
② 本学の在学年数が1年以上の者
③ 放送授業科目において30単位以上修得した者
5名
2021年7月1日（木）～8月1日（日）　
※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。

　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2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6月24日（木）～7月27日（火）　
※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。

おっしょい第54号

　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。

2021年度第2学期（10月入学）入学生を募集しています

　募　　集： 2021年度第2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　2021年6月10日（木）～2021年8月31日（火）
 第2回　2021年9月　1日（水）～2021年9月14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
 ＊放送大学ホームページからも資料請求ができます。
 　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。



7

　放送大学の学生が「九州大学特別聴講学生」として九州大学の科目を学ぶことができます。
　今回は、2021年度第2学期の募集を行います。履修できるのは、九州大学基幹教育科目の指定さ
れた科目で下記の方が対象です。授業料は1単位当たり14,800円で1科目2単位の科目を受講する
場合は29,600円です。

九州大学特別聴講学生募集

対　象

募集人員

受付期間

① 全科履修生
② 本学の在学年数が1年以上の者
③ 放送授業科目において30単位以上修得した者
5名
2021年7月1日（木）～8月1日（日）　
※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。

　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2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6月24日（木）～7月27日（火）　
※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。

＜重要＞キャンパスメール（Gmail）について

＜重要＞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。

　「キャンパスメール」は、Webブラウザを利用した電子メールシステムで、学生全員にメールアドレス
が割り振られます。福岡学習センターから修学関連の連絡を随時いたしますので、定期的にキャンパ
スメールを確認して頂きますようお願いいたします。

The Open University of Japan

アクセス方法
※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。

①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。

②�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。

③�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。

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。
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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

Twitterホームページ

おっしょい第54号

7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

7 月の行事・お知らせ

11日 オープンキャンパス（福岡・北九州）
ステップアップセミナー（福岡）

13日〜20日 単位認定試験実施期間（自宅受験）

8 月の行事・お知らせ

14日 大学院修士全科生・博士全科生（2022年度）
出願受付開始（〜8/25）

15日
2021年度第2学期科目登録申請受付開始
（郵送〜8/30、Web〜8/31）
※博士全科生の科目登録申請は郵送受付のみ
　（〜8/30）

22日 オープンキャンパス（福岡・北九州）
27日 教員免許更新講習修了認定試験（自宅受験）（〜9/9）

9 月の行事・お知らせ

1日
2021年度第2学期入学出願受付開始（第2回）
（教養学部、大学院修士選科生・修士科目生）
（〜9/14）

26日 学位記授与式（福岡）

※新型コロナウイルスの影響により、予定は変更となる場合があります。
　最新の情報は福岡学習センターホームページにてご確認ください。

9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）　

8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 　 　

●

● ◆

●

7月～9月のスケジュール

● ◆


