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所長あいさつ　視野を広げるために

　10月にご入学された皆さん、おめでとうございます。また在学生の皆さん、学びの秋を迎え
て気分も新たにさらに前進しましょう。さて、今回は視野について考えたいと思います。
　学ぶということは、知識や経験を増やすだけでなく、それらを有効に活用して自分の人生を豊
かにすることだと思います。大学での学びをきっかけに生涯にわたって知識や経験の活用力を
養うことが重要でしょう。そのためには、学びや経験を通してものの見かたや視野そのものを
広げる必要があります。
　ものの見かたを邪魔するものに常識があります。常識は当たり前という思い込みのために無
意識のうちに自分をその枠内に閉じ込めてしまいます。

　犬の鳴き声は「わんわん」、しかし米国人は「bow wow」という、いずれもが常識と思っているんでしょうね。天動説という常識が地動
説に代わったとき、ものの見かたが大きく変わったことは容易に想像できます。また、私たち人間の五感は、その一つひとつの感覚器の
能力に限りがあり、それらの範囲内で世界を捉えていますが、この世界も当たり前と思いこんでいます。ヒトの不可視光領域が見える
蝶や20000Hz以上の音が聞こえるネコやコウモリとは違う世界をみています。「常識」に気づき、常に問い続ける姿勢が必要です。
　さらに私たちは五感の情報のすべてを意識化していないことも視野の見落としにつながっています。五感への情報はすべて脳に入力
されますが、ある情報に注意を向けるとそこから外れる感覚情報は意識下に入ってしまいます。講義に集中しているときに、メガネや腕
時計の重さや触覚を感じないように。みる世界はそのときの関心事によって変わります。病気でしかたなくベッドから見上げる天井に、
それまで気づかなかったシミを見てとれた経験はないでしょうか。
　先だって残念なことに他界された立花隆さんの本「サピエンスの未来」の中では先人の知恵が多く紹介されていました。そのひとつに
視野を広くする方法として“べき乗の感覚”というのがありました。私たちは通常、原子の世界や宇宙のかなたは現実の世界とは別もの
として考えがちです。それは私たちの感覚スケール上にないという思い込みからくるのではないでしょうか。彼が紹介するべき乗のス
ケールでみると、例えば水素原子の大きさは10-10m、ウイルスは10-7m、東京―ニューヨーク間の距離は107m、230万光年離れたア
ンドロメダ星雲までは1022mほどとなるそうです。このように、べき乗にするとすべての世界を連続するひとつのスケールでみることが
できる、私もなるほどなと思いました。そうすると、これまで度外視していた世界を積極的に見てみようとする気が出てきます。
　動的平衡論を展開する福岡伸一さんは、昨日と今日の私の身体は同じではないといいます。見た目は常に同じに見えますが、時々刻々
と細胞が壊されると同時に細胞が合成されるので、常に身体は新しくなっています。地球上の酸素濃度はいつも20.93%一定ですが、
これは吸収される酸素と排出される酸素が平衡状態にあるからです。この視点があって地球環境問題が浮上してきます。月の裏側は見
えないことを知ると、見える表だけで月の世界としてしまわずに、表裏一体でものをみる必要性に気づかされます。
　文学、哲学、社会学、経済学、法学、医学、理学、工学、芸術学、・・・とあらゆる分野でさまざまな先人たちがそれぞれの視野から築き残し
てきた智慧を引き継ぎつつ、それらを学んだ人たちが新たな視野をもって次なる見解を付け加えていくという流れが人類をここまで繁
栄させてきた大きな要因です。つまるところ、学びは自分個人だけでなく、人類の生活をも豊かにします。皆さんもその役割を担う一員
として、視野を広げつつさらなる学びに挑戦していきましょう。

福岡学習センター所長　安河内 朗

撮影：全科履修生　森田 富久美さん
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大学で歴史学を学ぶということ

九州大学名誉教授

坂上　康俊（専門：奈良平安時代史）

Essay

　今、放送大学の教材『古代中世の日本』（現行は『日本の古代中世』）の古代部分を執筆中です。
現行版は佐藤信・佐々木恵介両先生が書いていますが、その改定版ということで2023年度か
ら番組とともに提供される予定です。来年度は番組の収録に追われるでしょう。
　大学で歴史学を学ぶとはどういうことか、その一端に触れられるように工夫するつもりです。
具体的には、次の二つのリクツを大事にしたいと思います。一つは、それが実際どうあったの
かということを証拠に基づいて決めていくという、その論証のリクツです。たとえば倭の五
王の時代を描くには日本、朝鮮、中国の文献史料（出土文字史料を含む）、そして考古学の成果
を組み合わせて考えなければなりません。「こうでありました」という結論ではなく、「こう組
み合わせるとこう考えざるをえない」という過程を示すことを大事にしたいと思います。
　もう一つのリクツは因果関係の設定です。歴史には因果関係が網の目のように張りめぐら
されていて、因果関係をたどることでモノガタリになります。しかし、「これこれこういう次
第なのです」と史料に書いてあるからといって、それをそのまま信じて良いわけではありま
せんし、実際には史料には因果関係が書いてないことの方が普通です。現在でも、当事者には
分からない背後の事情がいくらでもあるでしょう。しかしモノガタリとして納得していただ
くには、ある事実（事件や現象）を他の事実と因果関係で結び、歴史の流れを上手に説明する
必要があります。たとえば和銅開珎は平城遷都の2年前に発行されましたが、この二つを必然
として結びつけるリクツは組み立てられるのでしょうか。それとも偶然、あるいは機運といっ
た説明に留めるしかないのでしょうか。こうした類の議論を紹介しつつ、政策史として日本
古代史を綴ることに努めたいと思います。
　唯一気がかりなのは、今まで教科書を使う授業をしたことがない、ということでしょうか。
まあ、教材はそれとして読んでいただき、番組はそれとして楽しんでいただければよろしい
かなと。

おっしょい第55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

12月5日（日）
10：00～15：00

佐藤　匡央
九州大学大学院
農学研究院教授

（10：00～12：00）

現代栄養学までの道のり
　歴史的に栄養学は「食べなくてはいけないもの」つまり必須性を追求してきまし
た。3大栄養素、食物繊維、ビタミン、ミネラルであります。
　現代栄養学はエネルギー論から始まり、体調調節バランス、生活習慣病予防まで、
幾多の議論（積み上げ、置き換わり）を経て成り立っています。本セミナーでは栄
養学の歴史を皆さんと辿ってみたいと思います。

山口　裕幸
九州大学大学院
人間環境学研究院

教授

（13：00～15：00）

職場の「心理的安全性」醸成に関する社会心理学
　社会環境の変化に適応して組織が発展に持続して行くには、創造的な取り組
みが必要になります。ところが、組織や職場を変革に導くことは容易くはありま
せん。その壁を越えるには、職場のみんなで仕事を通して情報や知恵を共有して
いく「学習する組織」の取り組みが大事なのですが、その鍵を握るのが職場の「心
理的安全性」です。職場の「心理的安全性」はいかにして醸成していくと良いのか、
社会心理学的見地から論じます。

ステップアップセミナー開催のお知らせ

新型コロナウイルスに関するお知らせ

各講師に勉強の仕方なども質問できます。

The Open University of Japan

申　込：11月5日（金）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

●  2021年度第2学期の単位認定試験につきましても自宅での受験となります。
　※試験期間：2022年1月14日（金）〜1月21日（金）（消印有効）
　　実施方法の詳細につきましては、12月末頃、本学ホームページ及び郵送にてお知らせいたします。

【単位認定試験関係】

● 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。
　※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。

●  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室内では、マスクの着用をお願いします。
　…②入室の際は、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はお控えください。
　…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室をお控えください。
　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】
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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（長形3号・84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。

※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。

※10月19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10月２1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福岡学習センターホームページよりダウンロード　②面接授業冊子巻末付録　③窓口
※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。
　※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、福岡県内又は近距離移動圏内に居住する方のみ
　　受講可能です。

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。

●空席発表は10月15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。10月21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。

●「心理学実験（Web）」は追加登録を行いません。
　登録申込等の詳細につきましては、放送大学ホームページをご確認ください。

●10月19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10月21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。

●10月19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。

●「同時双方向Web授業」は追加登録を行いません。

おっしょい第55号
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日　　程 科　目　区　分 科　目　名 担　当　講　師

10月16日（土） 10月30日（土） 基盤科目 レポート作成の基本2021 渡邊　淳子

10月16日（土） 10月17日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 花田　利郎

10月16日（土） 10月17日（日） 専門科目：情報 デジタルメディアと社会 青木　久美子

10月23日（土） 10月24日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 森田　理香

10月23日（土） 10月24日（日） 専門科目：心理と教育 心理学的思考法 妹尾　武治

10月23日（土） 10月24日（日） 専門科目：自然と環境 実習で学ぶ宇宙・地球・環境 大森　聡一

10月24日（日） 10月31日（日） 専門科目：社会と産業 中国経済論 堀井　伸浩

10月30日（土） 11月　6日（土） 基盤科目 新・初歩からのパソコン 多川　孝央

10月30日（土） 10月31日（日） 総合科目 社会物理学と歴史文学の視座 谷本　潤

11月　2日（火） 11月10日（水）
導入科目：人間と文化 楽しい合唱入門3 宮﨑　憲子

11月17日（水） 11月24日（水）

11月13日（土） 11月14日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験1 山本　健太郎

11月13日（土） 11月14日（日） 専門科目：心理と教育 変わる道徳教育 堺　正之

11月13日（土） 11月20日（土） 専門科目：情報 社会基盤としてのネットワーク 藤村　直美

11月18日（木） 11月19日（金） 導入科目：人間と文化 大宰府史跡指定100年 一瀬　智（他4名）

11月20日（土） 11月21日（日） 専門科目：生活と福祉 生活習慣病の予防にむけて 樗木　晶子

11月20日（土） 11月21日（日） 専門科目：心理と教育 運動・スポーツ心理学 内田　若希

11月27日（土） 11月28日（日） 基盤科目：外国語 原書と映画で学ぶ英語その3 志水　俊広

11月27日（土） 11月28日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験3 分部　利紘

11月27日（土） 11月28日（日） 専門科目：社会と産業 事例から学ぶ刑事法入門 田淵　浩二

12月　2日（木） 12月　3日（金） 専門科目：人間と文化 博物館を学ぶ 河野　一隆（他7名）

12月11日（土） 12月12日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験2 三上　聡美

12月11日（土） 12月12日（日） 専門科目：心理と教育 モチベーションの心理学 池田　浩

12月18日（土） 12月19日（日） 専門科目：心理と教育 傾聴の基礎を学ぶ 波田野　茂幸

12月18日（土） 12月19日（日） 専門科目：人間と文化 大宰府の成立 坂上　康俊

北
九
州
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス

10月23日（土） 10月24日（日） 専門科目：生活と福祉 ヒトの理解とデザイン 安河内　朗

10月30日（土） 10月31日（日） 導入科目：社会と産業 民法（財産法）入門 田中　教雄

11月　6日（土） 11月　7日（日） 専門科目：心理と教育 発達心理学 税田　慶昭

11月27日（土） 11月28日（日） 専門科目：人間と文化 ハムレットの独白を精読する 太田　一昭

※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、10月16日（土）〜10月31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。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止または Zoom を使った開催となる場合がございます。
※詳しい講義概要は、放送大学ホームページをご覧ください。

2021年度第2学期面接授業開設科目一覧

The Open University of Japan
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ご卒業おめでとうございます

おっしょい第55号

名誉学生からのメッセージ
教養学部 情報コース　山田　芳江

福岡学習センター所長　安河内　朗

1998年に九大の箱崎キャンパスで入学式があり、それから四半世紀近く放送大学の学生です。
こんなに長く学生生活がおくれたのは、家族の理解もありましたが勉強するのが楽しかったからです。
年に2回の単位認定試験も生活に緊張感が持て、勉強する時間を確保するために生活のリズムも工夫し

ました。
人生の後半になって、勉強するのが楽しいと思えたのには理由があります。私の生まれた時期は、団塊

の世代とよばれいつも競争にさらされていました。中学3年生の時、周りと競争の中で試験に追われちっ
とも勉強が楽しくありませんでした。進学校を希望していましたが、これから先も競争が続くのかと思うと
苦痛でした。先生の説得にも耳を貸さず、進路を商業高校に変えました。

そこからは、マイペースで勉強しました。この時期、高度経済成長期だったので商業高校には、たくさん
の求人がありました。皮肉なことに、同級生が大学を卒業するころには就職活動も大変になっていました。

やがて、家庭を持ち親の介護も終わり気持ちにゆとりが出来ると、あの高校受験の前に目標から逃げた
自分に後ろめたさを感じ始めました。あちこちの大学の公開講座を受け、今からでも取り戻せるかなと思
いました。そして放送大学に出会いました。入学試験もなかったし、人と競争することもなかったので、楽
しく勉強が続けられました。あの時進学校を受験していたら、競争に疲れ果て大人になって楽しく学ぶ機
会もなかったと思います。

23年間の学生生活の中で、多方面から物事を見たり考えたり、高さを変えて視野を広げる事も学び、人
生が豊かになった気がします。これからも、選科履修生として生涯学習を続けたいと思います。

今まで関わってくださった多くの方々に感謝いたします。

令和3年度第1学期に学位記を取得された皆さん、誠におめでとうございます。多くの困難を乗り越え
てここまで到達されたことを心よりお慶び申し上げます。未だに続く新型コロナウイルス感染の影響で、
このたびの学位記授与式が中止になりましたことは大変残念です。申し訳ありません。

さて、ここではお祝いのメッセージとして「コミュニケーション」についてお話いたします。
例えば、同じ朝食をとった複数の人がいます。個別にどんな朝食でしたか？と尋ねると、メニューの

内容は同じでも、言葉の選び方や表現、口調などがすべて異なるでしょう。また同じ風景をスケッチを
させると、構成、色使い、絵のタッチなどもろもろ違うでしょう。これらは個性と言ってしまえばそうで
すが、ここでは感性と表現します。みる対象が同じでも、なぜこんなにも個人個人の感性が違うのか、で
もこれが面白い。だからいろんな人が集まれば、いろんなアイデアがでてきます。それらがもとになっ
てブレークスルーにもつながります。

一方、自分自身にとっては、何かを説明するとき、自分の言葉や表現で十分に伝わると思います。しか
し個々人の感性が異なれば、言葉の受け取り方、そこから構成されるイメージも異なります。そういう
意味で、相手の意図や気持ちを読み取りながら、コミュニケーションをとることが重要です。そのため
には、やはり対面でのコミュニケーションが非常に重要になります。

それまで得られた知識や経験を自身や社会のために活かすには、自分の意図がちゃんと相手に伝わっ
ているか、同時にその逆もそうですが、それらを気遣うこともひとつ頭の隅に入れて、今後さらなるご
活躍をされることを心から祈念しています。改めて、おめでとうございます。
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卒業生からのメッセージ

The Open University of Japan

人間と文化コース　40代女性

単位認定試験に向けて学習計画を立てても
順調に進まず、苦戦した事の方が多くて大変で
したが、何とか5年で卒業できました。学ぶ楽し
さと充実感を得られる貴重な時間でした。再入
学後もがんばります。

自然と環境コース　50代男性

大学・大学院は文学部専攻でした。これから
は文理融合の時代と感じ、理系の科目を勉強し
たく入学し卒業に至りました。とても興味深く学
べました。ありがとうございます。これからも勉強
を続けていく決意です。

心理と教育コース　50代女性

仕事・家事・主人の介護（若年性認知症）をし
ながら学ぶことができたのは放送大学ならでは
だと感謝しております。井出先生の「認知症と生
きる」や福祉の事等、幅広く知識や情報を得る
ことができました。ありがとうございました。

生活と福祉コース　50代女性

10年前、「学位取得」といういささか安易な
理由で入学しました。最初は心理学を学ぼうと

「心理と教育」コースに入学しましたが、心理学
を学んでいるうちに、社会学に興味を持ち始め、
コース変更で「生活と福祉」コースに移りました。
主婦業と仕事との両立はけっこうしんどく、1学期
に3科目と面接授業を1つか2つ取るのがやっとで
したが、家族、とくに夫の支えがあって、この度
やっと卒業することになりました。とりたい科目を
とって、自分のペースでやってきたので、何も参
考にしてもらえることはありませんが、コツコツ続
けていけば、必ずゴールにたどりつけます。後輩
の皆さん、頑張ってください。

人間と文化コース　60代女性

私は、今回2コース目を卒業します。今回は、
ヨーロッパの歴史について、4つの科目を通じて
学びました。（都市から見るヨーロッパの歴史等）
何度かレポートを書くなかで、自ら問題意識を持
ち、調べることのおもしろさを味わうことができま
した。いずれは卒業研究に取り組みたいと思い
ます。

生活と福祉コース　60代女性

最初はとりあえず3科目を選びましたが、どうす
れば良いのか分からず1学期が終わり、2学期を
迎えて面接授業を取り入れ、友達ができ、会話
することによって放送大学での学び方、多くの事
を知ることができました。ひとりで学ぶ楽しみ、ま
た面接授業などで学友との会話は勉強になりま
した。再入学の予定です。これからもよろしくお
願い致します。

社会と産業コース　70代女性

2年前「人間と文化コース」を卒業できたとき、
卒業が寂しく再入学いたしました。今回の「社
会と産業コース」は不得意な科目もあり不安なま
ま始まりましたが、日常生活で役立つ多くの知識
を習得することができ、また今回の学習で社会
福祉についての関心が強くなりましたので「生活
と福祉コース」に再入学して学びたいと思って
います。しかしながら、学ぶことが目標になってき
ているのではないかという心配もあります。自分
の実生活や周りの人々にも役だてられるように問
題意識をもって学びたいと思っています。

情報コース　70代女性

放送大学では、試験があるので生活に緊張
感がありました。日々の孤独な学習から、年に数
回の面接授業では仲間と出会い頑張ろうという
気持ちになりました。この大学に入学して、体育
実技で水泳をとりクロールが泳げるようになりまし
た。国際政治や中東の政治、数学にも興味を
持ち今までとは違った景色が見えるようになり、実
り多き学生生活でした。

心理と教育コース　20代女性

7年半在籍しました。この7年半の間、2人の
子供を授かりましたが、自分のペースで取り組む
ことができ感謝しています。面接授業ではいろ
んな人に出会い、いろいろな考え方に触れること
ができました。幅広い年齢の人がいるため、他
の大学ではできない学びがあったと思います。 
ありがとうございました。

情報コース　30代男性

教養から専門まで幅広い科目があり、教科書
も多く、やりがいがありました。基礎疾患があり、
通学スタイルの授業はきついので、ここ通信制で
の学びは大変ありがたかったです。論文は苦手
で少々苦労しましたが、今となってはそれはそれ
で充実していたのだと思っています。ありがとう
ございました。



8

事務局からのお知らせ

　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。
（福岡学習センター所属の方は福岡学習センターで、北九州サテライトスペース所属の方は北九州サテライトスペースでの交付となります。）
　新規及び継続入学の方は「入学許可書」を、全科履修生で有効期限切れ更新の場合は、「旧学生証」を提示してください。
（詳しくは、「学生生活の栞」、教養学部はP18～19、大学院はP24～28をご覧ください。）

学生証の交付・更新について

　全科履修生及び修士・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。なお、交通機関によって発行できる条件、割引率等が異なります。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」（教養学部P128～130、大学院P115～116）をご覧ください。

学割証について

　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。
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（通信教育も可）。

賞　　金：○クラブ賞 （地元地域） 10万円　※1名のみ選考します
○アメリカ連盟賞 （世界20の国と地域） *南リジョン内クラブ賞受賞者の中から
  1位5千ドル…1名
  2位3千ドル…3名

○南リジョン賞 （九州・沖縄地区8県）アメリカ連盟賞に続く20名　-1人20万円-
○未来へつなぐ賞 （九州・沖縄地区8県）リジョン賞に続く10名 　-1人10万円-

応募期限：2021年10月24日（日）

国際ソロプチミスト「夢を生きる賞」募集のご案内　＜締切間近10/24＞

　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。

　平成29年度から実施されています九州産業大学と連携した博物館実習は、今年度も福岡県、九州を中心に20名近い学生さんが
参加され、若い学生さんとともに学んでいらっしゃるところです。プログラムは月に2回程度講義や実習、視察が行われるというハー
ドな内容ですが、九州産業大学の学生さんと共に取り組む活動が多く、交流が深まっているご様子でした。
　九州産業大学においては、放送大学生を対象に「博物館実習（3単位）」を科目等履修生として受け入れていただいています。
　現在関係者と検討中ですが、2022年度も実施する場合は12月に募集となりますので、受講希望の学生さんは放送大学本部や
福岡学習センターのホームページにご留意ください。

通信指導の提出について

学芸員資格取得のための九州産業大学連携博物館実習について

提出方法
提出期限

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）
[郵 送] 11月16日（火）～11月30日（火）大学本部必着　　 [Web] 11月9日（火）10時 ～11月30日（火）17時

＊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）

【お問合せ先】
放送大学本部連携教育課資格取得支援係
☎043-276-5111（総合受付）
※九州産業大学への問い合わせ等は
　ご遠慮いただきますよう、お願いいたします。

申込み・問合わせ　「国際ソロプチミスト福岡-やよい」　担当 すやま　☎ 092-573-6460

おっしょい第55号

法令上の科目 単位数 放送大学における対応科目

生涯学習概論 2 単位 生涯学習を考える（'17） 
生涯学習の新たな動向と課題（'18）〔大学院科目〕 

博物館概論 2 単位 博物館概論（'19） 
博物館経営論 2 単位 博物館経営論（'19） 
博物館資料論 2 単位 博物館資料論（'18） 
博物館資料保存論 2 単位 博物館資料保存論（'19） 
博物館展示論 2 単位 博物館展示論（'16） 
博物館教育論 2 単位 博物館教育論（'16） 
博物館情報・メディア論 2 単位 博物館情報・メディア論（'18）
博物館実習 3 単位 九州産業大学で履修
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＜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

　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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① ②

⑤

③ ④

⑪ ⑫

⑤
「株式会社ウチらめっちゃ細かいんで」
佐藤啓著
あさ出版　2020 年

所長及び客員教員  の推薦図書のご紹介

2021 年度に新しく配架した福岡
学習センター所長および客員教員に
よる推薦図書のご紹介です。
4 階図書室に配架しておりますで、
日ごろの学習にお役立てください。

①
「文化がヒトを進化させた」
ジョセフ・ヘンリック著； 今西康子 ［訳］
白揚社　2019 年

②
「福岡伸一、西田哲学を読む」
池田善昭・福岡伸一著　
明石書店　2017 年

③
「生理人類学 - 人の理解と日常の課題発見のために -」
安河内朗・岩永光一編著
理工図書　2020 年

④
「感性を科学する」
佐藤方彦著　
丸善　2011 年

⑪
「英国ルネサンス演劇統制史〜検閲と庇護」
太田一昭著
九州大学出版会　2012 年

⑫
「二歩進んだシェイクスピア講義」
ショーン・マッケヴォイ著
太田一昭・古屋靖二・村里好俊訳
大阪教育図書　2004 年

藤村　直美 先生⑤
（九州大学名誉教授）

推　薦

安河内　朗　所長①〜④
（九州大学名誉教授）

推　薦

太田　一昭 先生⑪、⑫
（九州大学名誉教授）

推　薦
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The Open University of Japan

⑭

⑮

⑬

所長及び客員教員  の推薦図書のご紹介

⑥
「モチベーションに火をつける働き方の心理学」
池田浩著
日本法令　2021 年

⑦
「組織と職場の社会心理学」
山口裕幸著
ちとせプレス　2020 年

⑧
「社会心理学・再入門」
ジョアンヌ・R・スミス、S・アレクサンダー・
ハスラム編
新曜社　2017

⑨
「なぜ「やる気」は長続きしないのか」
デイヴィッド・デステノ著； 住友進 ［訳］
白揚社　2020

⑩
「自制心の足りないあなたへ」
尾崎由佳著
ちとせプレス　2020

⑬
「Sociophysics Approach to Epidemics」
谷本潤著
Springer　2021 年

⑭
「Evolutionary Games with Sociophysics : 
Analysis of Traffic Flow and Epidemics」
谷本潤著
Springer　2018 年

⑮
「Fundamentals of Evolutionary Game 
Theory and its Applications」
谷本潤著
Springer　2015 年

谷本　潤 先生⑬〜⑮
（九州大学総合理工学研究院教授）

推　薦

池田　浩 先生⑥〜⑩
（九州大学人間環境学研究院准教授）

推　薦

⑨ ⑩

⑥ ⑦

⑧
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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55号

10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

10 月の行事・お知らせ
15日 面接授業空席発表
21日 面接授業追加登録受付開始
25日 教員免許更新講習生受付開始（〜11/22）

11 月の行事・お知らせ

26日 2022年度第1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）（〜2/28）

30日 通信指導提出期限（郵送：本部必着、Web：17時まで）

12 月の行事・お知らせ

5日 ステップアップセミナー
オープンキャンパス

※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。

12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
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