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新年のご挨拶

2022年、明けましておめでとうございます。皆さんは新年をどのように迎えられたでしょうか。もうすぐ単位認定試験があるので、
準備に余念がないことでしょう。さて試験といえば、次の年度、2022年度からの単位認定試験ではweb通信指導に準じたシステム
を用い、より公平性を配慮して実施されます。この「おっしょい」新年号でも紹介がありますが、今後ウェブサイト、キャンパスメール
（Gmail）、郵送物等での案内に注意しておいてください。
さて、本号では社会脳についてお話します。人類がここまで繁栄できたのは、ヒトの脳が大きくなり高い知能をもったからといわれ

ます。しかし、人類繁栄の真の源は社会脳といわれています。人が集まって社会をつくり、個々の知がネットワークを形成してできる
社会脳は個人の知性をはるかに上回る威力を発揮することになります。
もちろん個人の高い知性があるから、いろんな知識を獲得できます。しかし、言語の出現や文字の発明によって個々人が得た知識

を伝承や文字記録で次世代に残し、のちの人類がこれらを既存の知識として次なる知識を積み上げるという流れが生じると、知識や
技術の進展は特段に速くなります。そして伝承や記録は、時間（世代）という縦のつながりだけでなく、人と人のネットワークや媒体を
通して空間的にも同時に広がります。社会脳とは、このような時空間におけるあらゆる分野の情報のネットワークで個人よりもはるか
に高い知性を生み出します。そして今やインターネットで瞬時に空間的な広がりをみせ、したがって時間的にも知識や技術の蓄積は一
気に加速されています。
立花隆氏の紹介によると、20世紀前半に活躍したテイヤール・ド・シャルダンというフランス人（カトリック司祭、古生物学者）は、ま

だインターネットやコンピュータのない時代に、集団における知的ネットワークが脳の神経細胞間のネットワークのように働き、地球
的規模で知的創発を生むだろうと予測しました。創発とは、次元を超えた能力を生み出すことです。脳内の単なる電気信号のネット
ワークが意識という次元を超えた現象を生むように。つまり脳にみたてた地球的規模の知的ネットワークの数や密度の高まりが巨大
な脳と化すことが予測されるわけです。
ちょっと話がSF的になりましたね。さて、皆さんはこれまで社会や大学を通して多くの知識や経験を積まれてきました。これまで

の学習は単に自分のためだけではなく、ネットワークの構成員としてみたとき、身のまわりの人たちや社会のためにも大いに貢献でき
るものと思います。この貢献には年齢は関係しません。ぜひともコミュニティを先導するお一人としても、今後とも生き甲斐をもって
学びを続けられることを祈念いたします。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

福岡学習センター 所長　安河内 朗
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私たちは文明社会で快適で便利に暮らしています。

しかし、人類が生物として適応してきた環境とは？と考え

ると、それは今の環境とは全く異なる狩猟採集時代の環境

です。この違いが、気づかないうちに私たちの健康にどん

な影響を及ぼしているかを、皆さんと一緒に考えていきま

しょう。

中国は世界の太陽電池の8割近くを供給し、風力発電機も

世界の上位企業に複数の中国企業が名を連ねるなど、高い

競争力を誇る。

本報告は再エネ大国に躍進した中国の成功要因について分

析する。他方、日本は2050年カーボンニュートラル目標に

向け、再エネ導入を今後大幅に拡大する計画だが、その成否

をどう評価すべきか。中国の戦略と対比して考える。

講師：放送大学福岡学習センター所長　安河内 朗
九州大学名誉教授（生理人類学、人間工学）

講師：九州大学大学院 経済学研究院 准教授　堀井 伸浩 氏

北九州市民カレッジ公開講座＆放送大学コラボ講演会
「文明の利器と健康影響」

概　要

概　要

令和4年1月29日 （土） 13：30〜15：30（受付：13：00〜）日　時

北九州市立生涯学習総合センター　3階ホール（小倉北区大門1- 6- 43）場　所

100名（参加無料）どなたでも参加できます。

※事前申込みが必要になります。

※定員になり次第締め切りとなります。

令和4年1月4日（火）〜令和4年1月21日（金）電話にて受付

北九州市立生涯学習総合センターTEL：093-571-2735（平日9：00〜17：00）

※ 新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止または変更となることがあります。
　 その場合は、北九州市ホームページでお知らせします。（個別の連絡はいたしません）

福岡県立図書館総務企画室企画広報班　　電話:092-641-1239（平日9:00〜17:00）

場　所

申　込

問合せ

申　込

福岡県立図書館＆放送大学コラボ講演会
【YouTubeによる動画配信：令和4年2月1日（火）〜令和4年2月15日（火）】

「再エネ大国・中国の競争力確立の経緯」
―中国のカーボンニュートラル戦略から日本が学ぶべきこと―

Webフォームでお申し込みください（無料）　※電話での受付は行いません。

https://www2.lib.pref.fukuoka.jp/?page_id=1052

申込締切　令和4年1月24日（月）

（限定配信のため、お申し込みいただいた方のみ視聴できます）
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メール・FAX・または電話のいずれかの方法にて、以下の6項目をお知らせください。
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）

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

※定員になり次第締め切ります。
※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。

申 込 方 法

申 込 方 法

開催日 時間・講師名 演　題

2月5日（土）
10：00〜12：00

税 田　慶 昭
北九州市立大学
文学部准教授

乳幼児期の子どものこころと言葉の発達
子どもたちは成長と共に大きく変化し、また子どもを取り巻く関わ
りも変化していきます。臨床心理士としての乳幼児健診や子育て相
談などの経験も踏まえて､乳児期から幼児期の子どもの発達的基盤
や親子関係、言葉の獲得などをテーマに子どものコミュニケーショ
ン発達について紹介します。

開催日 時間・講師名 演　題

2月6日（日）
10：00〜15：00

田 淵　浩 二
九州大学大学院
法学研究院教授

（10：00〜12：00）

刑事司法の担い手たち
犯罪、捜査、裁判といった刑事司法の分野は社会生活とも馴染みが深
く、警察、検察、裁判所、弁護士といった刑事司法の担い手がテレビ
ドラマの主役として登場することも少なくありません。そこで、実際
にこれらの担い手たちはいかなる組織の中で、どういう役割を果た
すことが期待されており、それをどうやって果たそうとしているか
について、最新版の白書や裁判官の著作物などを読みながら、少し詳
しく学んでみましょう。

橋 口　暢 子
九州大学大学院
医学研究院教授

（13：00〜15：00）

室内の温熱環境と健康障害
現在人間は生活を快適なものにするために、環境を変化させること
ができるようになりました。しかし、人が生活を豊かにするために作
り上げた環境が原因となり、健康障害が引き起こされることもあり
ます。本セミナーでは、環境の中でも、特に、室内の温度や湿度など
の温熱環境要因がもたらす人の健康への影響について実験データを
紹介するとともに、健康に過ごすための対策についてみなさんと一
緒に考えていきたいと思います。

各講師に勉強の仕方なども質問できます。

【北九州サテライトスペース…コムシティ3階…大会議室】
　※参加申込受付：先着順→定員22名

【福岡学習センター５階…講義室】
　※参加申込受付：先着順→各定員１６名
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2021年度第2学期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。

●12月末……………………………… 解答用紙・返送用封筒・受験方法詳細の案内発送
●12月末……………………………… 受験票発送
●1/14（金）〜1/21（金）……………単位認定試験実施期間

（1/17（月）は福岡学習センター・北九州サテライトスペース閉所）

●1/21（金）（消印有効）………………答案提出期限
●2月下旬〜…………………………… 成績通知発送（予定）

単位認定試験期間中に本学ウェブサイト（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。（システムWAKABAへのログインは不要です）

※試験問題公開URL・閲覧パスワードは、12月末発送の大学本部からのお知らせでご確
認ください。

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）

※プリントサービスの名称
セブンイレブン… … ⇒「ネットプリント」
ファミリーマート・ローソン・ポプラ　⇒「ネットワークプリント」

2021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、2021年度第2学期末で学籍が切れる方は、継続入学の手続き（6ページ参照）により
学籍を継続させる必要があります。
※再試験については、「学生生活の栞」（学部p75、大学院p72）をご覧ください。

2022年1月14日（金）〜1月21日（金）（消印有効）

実施スケジュール

試験問題の出題方法

再　試　験

単位認定試験期間
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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。

※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。

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。

①放送大学ウェブサイトトップ画面右の
　「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。

「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
り振られています。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。

キャンパスメール（Gmail）について

アクセス方法
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次学期の継続入学・科目登録のため、対象者には1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。

2022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、システムWAKABA（教務情報→科目登録申請）、
または郵送（科目登録申請票を送付）で科目登録申請を行ってください。

申請期間
郵…送…：…2022年2月13日（日）… 〜…2022年2月27日（日）【私書箱必着】
Web…：…2022年2月13日（日）9時〜…2022年2月28日（月）【24時】

※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。

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「募集要項等」を取り寄せ、期間内に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。

2022年3月末で学籍が切れる方

※郵送による出願は、本部から1月中旬に送付される「出願票他提出書類セット」の「出願票（新規出願者同様）」
で出願してください。
※郵送での出願は「面接授業」の当初登録は行えませんので、ご注意ください。
※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。

■継続入学手続き■
引き続き継続して入学をご希望される場合は、システムWAKABA（教務情報→継続入学申請）
からスムーズに出願が行えます。

出願締切
第 1 回 第 2 回
郵…送…：…2022年2月28日（月）…【私書箱必着】
Web…：…2022年2月28日（月）…【24時】

郵…送…：…2022年3月15日（火）…【私書箱必着】
Web…：…2022年3月15日（火）…【17時】
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2022年度第1学期の面接授業は、4月16日（土）〜7月31日（日）の間、全国の学習センター等で開講を予定
していますが、前学期と同様に新型コロナウイルス感染症対応としての定員削減や、対面授業の閉講または
Web（Zoom等）授業への変更、状況次第では代替措置への切替え、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行う可能性があり、状況により返金対応となる場合があ
ります。学習センター、本学ウェブサイト、システムWAKABAにてお知らせいたしますので、定期的にご確
認ください。

◆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”　と表示していますので、これらの措置が実施される可能性があることをご理解いただき、面接授
業の科目登録をご検討ください。

◆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方は、放送授業やオンライン授業を積極的に受
講してください。

【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。
※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来所をお控えください。
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。
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福岡学習センターの2021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。

日　　時：2022年3月27日（日）10：30〜（1時間30分程度）
※受付は10時から開始します

場　　所：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感染状況によっては、中止になる可能性があります。

対　　象　2021年度第2学期に取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）

※対象は全科履修生です。
※2021年度第1学期以前に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を確認してください。

受付締切　2022年3月9日（水）

申請方法　ご希望の方は福岡学習センターおよ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。

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、2022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

対　　象　…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

募集人員　2名

受付期間　2022年1月4日（火）〜　2022年1月21日（金）　
※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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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資料（動画等）をご覧いただくことが
できます。

個別相談も受け付けておりますので、お問い合わせください。

※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。
※郵送による本部図書の貸出申請は受け付けます。（放送教材の貸出申請は不可）
※事務室は開所しています。

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。

閉室期間：2022年3月22日（火）〜31日（木）

＜参考資料（動画等）＞

今まであった主な相談内容

●「看護学士の学び方」（2021年版）
●「看護師キャリアアップ講演会」
●「学修成果レポートの作成について」

●Microsoft…Officeの使い方（初歩）　
●キャンパスメール(Gmail)の見方
●インターネット配信の視聴方法
●システムWAKABAの科目登録申請…など

 ご都合の良い日時を 事前にお電話にてご予約ください 

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

パソコン相談を随時受け付けています



来年度2022年度第1学期 単位認定試験の実施方法が変わります予 告

10
おっしょい第56号

1. 2022年度第1学期 実施方法概要

Web受験方法

実施方法は「Web受験方式」が基本です。
各科目の実施方法・出題形式（択一式・記述式・併用式）は、「2022年度第1学期授業科目案内」に記載
されていますので、2022年度第1学期は、実施方法・出題形式も考慮の上、科目登録してください。

◎…自宅等から、インターネットを通じてWeb単位認定試験システムにアクセスし、
問題閲覧・解答提出（送信）を行います。

◎…1科目50分の制限時間があります。（一時停止不可、1回のみ受験可能）

◎…科目ごとに「択一式」「記述式」「（択一式と記述式の）併用式」のいずれかの形式で出題されます。
●択一式問題⇒選択肢をクリックして解答します。…
●記述式問題⇒解答記入欄に文字入力して解答します。

◎…試験期間中、いつでも自宅等から受験できますが、「授業科目案内」に記載の試験日・時限が同一
の科目を重複して科目登録することはできません。

◆…実施についての詳細は、2022年5月中旬頃、郵便物及びウェブサイト等でお知らせする予定です。

※一部の科目（正多面体と素数（‘21）、日本美術史の近代とその外部（‘18）、量子化学（‘19））のみ
「郵送受験方式」での実施です。（7月上旬ごろ大学本部から送られる問題用紙・解答用紙・提出用
封筒を用いて、郵送で解答を提出します。試験時間の制限は行いません。出題形式は「記述式」ま
たは「併用式」です）…

2. 2022年度第1学期 試験日程

◎ Web受験方式（試験期間）　2022年7月15日（金）9:00〜7月26日（火）17:00
◎ （一部科目のみ）郵送受験方式（提出期間）2022年7月15日（金）〜7月26日（火）【必着】

　2022年度第1学期単位認定試験は、自宅等からインターネットを通じ
て問題閲覧・解答提出（送信）を行うWeb受験方式で実施されます。実施方
法や試験日程が以下のとおり変更となりますのでご注意ください!!!
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3. Web単位認定試験体験版について

4. 2022年度第1学期 自宅等でのWeb受験が困難な方へ【要申請】

5. 心身等に障がいのある方で、自宅等でのWeb受験が困難な方への配慮について
（修学上の特別措置）

2021年12月下旬から、システムWAKABAにおいて、Web単位認定試験システムの体験版が利用可能
です。受験に使用する予定のパソコン等から、2022年度第1学期単位認定試験期間前までに必ず体験版
の操作を行ってください。
なお、自宅での操作体験が困難な方は、2022年2月以降、学習センター等（以下、学習センター等とは、福
岡学習センターまたは北九州サテライトスペースを指します）において個別に操作説明を行います。
希望される方は、学習センター等まで事前予約をお願いいたします。

［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］

2022年度第1学期単位認定試験において、ご自宅等にインターネット環境がない、またはパソコンの操
作が困難等のご事情により自宅等でのWeb受験が困難な方は、下記の方法により申請を行うことで、単
位認定試験を学習センター等で受験することができます。その場合、以下のことにご注意ください。

「Web受験方式」の科目を学習センター等で受験する場合、「授業科目案内」及びシステム
WAKABAに記載の試験日・時限に受験する必要があります。

学習センター等で受験する場合においても、原則として「試験問題の閲覧」及び「択一式の
解答」は、学習センター等のパソコンを用いてご自身で行っていただきます。（記述式の解
答のみ解答用紙で行います。）

「郵送受験方式」の科目は、パソコン等は使用しないため、学習センター等での単位認定試
験は実施しません。

学習センター等で受験希望の方は、申請様式にご記入の上、申請期間内に下記宛先に郵送
により申請してください。

●申請様式 学習センター受験申請書（2022年度第1学期の印刷教材等に同封されます。
印刷教材の発送がない方の場合「学生生活の栞」等に同封されます。）

●申請期間 2022年4月1日（金）〜2022年5月23日（月）【必着】

●申請宛先 〒261-8586 千葉市美浜区若葉2-11 
放送大学 学務部学生課 単位認定試験係 行

学習センター受験申請者について、2022年6月上旬〜7月上旬の間に、学習センター等
で操作体験会を実施します。大学本部より、各学習センターまたはサテライトスペースに
おける実施日程が通知されますので、学習センター等での受験申請の方（上記3の個別の
操作説明を受けられていない方）は必ずご参加ください。

修学上の特別措置は、希望される方ご自身と本学（所属学習センター）とが相談・協議の上、決定されるもの
です。
詳細は大学ウェブサイトをご参照いただくか、学習センターまでご相談ください。



12
おっしょい第56号

1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 2279 28 29

30 31

1 月の行事・お知らせ
9日 オープンキャンパス　

14〜21日 単位認定試験（自宅受験）

29日 北九州市民カレッジとのコラボ公開講演会
（北九州市立生涯学習総合センター）

2 月の行事・お知らせ

1日 福岡県立図書館とのコラボ公開講演会
YouTube配信〜2/15まで

5日 ステップアップセミナー（北九州）

6日 ステップアップセミナー（福岡）
オープンキャンパス

13日 2022年度1学期科目登録申請受付開始
（郵送〜2/27…Web〜2/28）

3 月の行事・お知らせ

1日 2022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　〜3/15）

3〜15日 教員免許更新講習修了認定試験期間（自宅受験）＜予定＞
27日 学位記授与式（福岡）

22〜31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、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ウェブサイトにてご確認ください。

3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
　…　閉所日

2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 　 　

1月～3月のスケジュール

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 :…2022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　2021年11月26日（金）〜…2022年…2月…28日（月）

第2回　2022年… 3月……1日（火）〜…2022年…3月…15日（火）

☆パンフレット等をご希望の方は、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

*放送大学ウェブサイト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★（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。

放送大学福岡学習センター・北九州サテライトスペース
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2022年度第1学期（4月入学）入学生を募集しています


