
10 月に入学された皆さん、誠におめでとうございます。また在学の皆さんは気分
も新たにさらなる前進をめざしましょう。

さて、猛暑が落ち着く 9 月は夏から秋への移行期といえます。昼と夜の時間が同じ
になる秋分の日がそれを象徴しているようです。そして 10 月になるといよいよ秋の
到来です。気候も過ごしやすくなり、つい秋の夜長を楽しみたくなります。一日の仕
事が終わってひと息つくとき、月見に一杯がもう一杯、もう一杯と進みそうです。

ここでタイトルにある私のリズムですが、これは私たち人間だけでなくバクテリア
までも含めたほとんどすべての生物にある概日リズム（サーカディアンリズム）とい
うものです。一日の明暗の周期に合わせた概日リズムがあることで、私たちのからだ
の諸機能は、日中は活動的に夜間は休息状態になって、私たちの日常の生活行動のリズムに寄りそったからだのリズムになり
ます。この概日リズムは主として光の明暗に合わせて調整されているので、秋の夜長を楽しみ過ぎるとその分照明光を長く浴
びて概日リズムの位相は遅い方へズレてしまいます。これによって就寝時刻も遅くなりがちになり、これを繰り返せばだんだ
ん夜型人間になってしまいます。“遅い方へズレる（リズムの位相が遅延する）”というのは、例えばある人の体温が最低にな
るのが通常朝の 4 時頃とすると、この時刻が 5 時とか 6 時の方向へ遅くなっていくことを意味します。体温だけでなく、か
らだ全体の諸機能のリズムが遅い方へズレることになります。諸機能のピーク時刻はそれぞれ異なりますが、例えば一般には、
腸の活動は 8 時半頃から上昇し、22 時半頃から低下します。思考力がピークを迎えるのは午前中の後半で、反応時間は 15
時半頃がピークです。また、筋力や持久力が求められる作業成績は午前より昼過ぎから夕方までが高くなるようです。ここに
示す時刻はあくまでも目安で個人差があります。

自分の概日リズムと生活リズムとの一致の程度は、ウィークデイの起床時刻と休日の自然な目覚めによる起床時刻との差で
おおまかに知ることができます。この差は「社会的時差ぼけ」といわれています。10代後半の概日リズムの位相は50代に比べ、
2 時間ほど遅いと言われています。したがって、同じ職場でも若い人の方が社会的時差ぼけの程度が大きいといえます。欧米
のいくつかの学校では始業時刻を遅くして、子供たちの睡眠時間の確保と学業成績の向上を狙って成果をあげているようです。

一方、オリンピック東京 2020 の早朝マラソンでは、選手のリズムを無視していましたね。米国の放映権を重視したため
の猛暑期開催になってしまい、それを前提に選手の熱中症を防ぐための早朝実施になったのですが、どっちが大事？といいた
いところです。

さて、社会的時差ぼけが長期にわたると、記憶や集中力などの精神性作業能力が落ちるほか、イライラや気分の不安定をも
たらし、さらには睡眠不足やうつ、糖尿病や心臓血管系の障害などを引き起こすリスクにもいたります。ここまで極端でなく
ても、私のリズムが生活のリズムにうまく合わなくなってしまうと、自分の日頃の能力を発揮しづらくなってしまい、とても
損ですね。ということで、秋の夜長もほどほどに、特に冬にかけては概日リズム調整に関わる光への感度が高まるので、夜更
かしは要注意です。

さて、10 月から始まる勉学の秋をより実りあるものにするための一つの試みとして、本来の私のリズムと生活のリズムを
一致させた健康な日々を、今日から目指してみてはいかがでしょう。

ごあいさつ　私のリズムと生活のリズム
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「心理検査（心理テスト）を学ぶ」ということ

西南学院大学人間科学部心理学科教授

花田　利郎（専門：臨床心理学）

Essay

客員教員として毎月第1・3金曜日の10－14時に勤務しますとともに、1学期と2学期に
「心理検査法基礎実習」の面接授業を担当しています。
心理テストというと雑誌やネットにあり、占いと同じようなものだと思っている人が

多いのではないでしょうか。しかし、それらは心理ゲームと呼ばれるべきもので、心理テ
ストと呼ぶべきではないと私は考えています。大学で紹介される心理検査（心理テスト）
はそれらとは全く別物であり、ある程度客観的なデータを踏まえて基準が作成されたも
のとなります。
さて、「心理検査を学ぶ」ということはどういうことでしょう。本務校の同等科目の履

修生の初回レポートを読むと、授業の目的を「心理検査を使って自分を分析（理解）する
こと」と思っている人がとても多いです。しかし、自分を知ることだけでは学びとは言え
ません。「性格検査を学ぶ」ということは「性格を学ぶ」こと、「知能検査を学ぶ」というこ
とは「知能を学ぶ」こと、「発達検査を学ぶ」ということは「発達を学ぶ」ことであり、「心
理検査についての理解を深めること」「人間の心理についての理解を深めること」が目的
です。心理検査を体験し、自分について分析し、その過程で自己理解が深まることはあっ
ても、それが授業の主目的とはなりません。
心理検査を学ぶ際の最も貴重な学びは、検査を受ける人がどんな体験をしているのか

を知ることであると私は考えています。これは、心理検査について詳しく勉強する前に
しか体感することができません。まずはじっくりと検査に取り組んでください。実際の
授業では、演習的な課題にも取り組んでもらい、各検査がどういう風に作られているか（検
査の構造及び検査の考案者の意図）について考えてもらいます。解釈については簡単に
知ろうとするのではなく、検査のマニュアルにあたることが重要であると考えています。
ここまで読まれて面白そうだなと思った方、是非とも受講してください。少しがっか

りされた方、「思っていたのと違う」と感じられた方も是非受講してみてください。「面倒
くさそう」と感じられた正直な方、実際レポート課題も多くその通りの授業です。ただ、
学問とは面倒くさいものです。ご一緒できることを楽しみにしております。

ステップアップセミナー開催のお知らせ
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【福岡学習センター５階 講義室】
※参加申込受付：11月4日（金）から開始（先着順→各定員３０名） 

開催日 時間・講師名 演題

12月3日（土）

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。

小山内　康人
九州大学名誉教授

（13:00 〜15:00）

地震と火山の地球科学
　地球は約46億年前に誕生し、超大陸の分裂や衝突など大規模な変動を繰り返
して現在の姿になりました。世界各地で頻発する巨大地震や火山噴火も、変動す
る地球の営みの一つにすぎません。このセミナーでは、地球環境や地球の構造、
また46億年におよぶ地球の歴史について学ぶとともに、地震や火山噴火の発生
メカニズムを理解し、防災・減災意識を一層高めることに役立てて欲しいと思い
ます。

【福岡学習センター５階 講義室】
※参加申込受付：12月8日（木）から開始（先着順→各定員３０名） 

開催日 時間・講師名 演題

1月8日（日）

花田　利郎
西南学院大学
人間科学部教授

（10:00 〜12:00）

ココロのコリとの付き合い方
　日常生活の中の些細な事であ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。心がモヤモヤ
している時、どんなに考えても思い当たることに辿り着けない場合もあります。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。

堀井　伸浩
九州大学大学院

経済学研究院准教授

（13:00 〜15:00）

経済学で社会問題を斬る
－農業政策、地球温暖化、新型コロナ対策－
　経済学を学ぼうと思うが、どうにも敷居が高い、そう思う方もいるかもしれま
せん。経済学の視点から具体的な社会問題の構図を整理し、解決策を考えること
で経済学が実際に役立つ学問であることを実感してもらうことを講義の目的と
します。経済学的な見方をすることでメディアで語られる問題の見方が変わる
こと請け合いです。なお、講義では統計データを用いますが、数式を使った説明
はせず分かりやすい説明を心がけます。

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。

申込方法：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）
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
 ※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。
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面接授業の追加登録について

追加登録申請について

【現金書留での郵送申請（福岡学習センターでのみ受付）】申 請 方 法

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。

●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。
●2022年度第2学期に福岡学習センターで開講する面接授業については、居住地等による受講
　制限は行いません。

●空席発表は10月15日（土）正午から放送大学ウェブサイト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20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。

●10月18日（火）17時45分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20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18日（火）17時45分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。

※申請書は以下の方法で入手可能です。 　
①福岡学習センターウェブサイトよりダウンロード　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。

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！

！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。
※10月18日（火）17時45分までに到着した

申請のうち、定員を超える申込みがあった
ものは10月20日（木）10時頃に「抽選」 を
します。それ以降は先着順です。

※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。
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２０２２年度第2学期面接授業開設科目一覧

※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15日（土）〜10月23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、面接授業時間割表冊子または放送大学ウェブサイトをご覧ください。

福
岡
学
習
セ
ン
タ
ー

日　　程 科　目　区　分 科　目　名 担　当　講　師

10月15日（土） 10月16日（日） 基盤科目：外国語 英語で読む日本の企業 鈴木　右文

10月15日（土） 10月22日（土） 専門科目：心理と教育 心理学実験３ 分部　利紘

10月15日（土） 10月16日（日） 専門科目：心理と教育 心理学的思考法 (Web授業） 妹尾　武治

10月15日（土） 10月16日（日） 専門科目：自然と環境 微生物と暮らし 土居　克実

10月22日（土） 11月5日（土） 基盤科目 レポート作成の基本２０２２ 渡邊　淳子

10月22日（土） 10月23日（日） 総合科目 社会物理学と歴史文学の視座
(Web授業） 谷本　潤

10月23日（日） 10月30日（日） 専門科目：社会と産業 エネルギー・環境経済学 堀井　伸浩

10月29日（土） 11月5日（土） 基盤科目 新・初歩からのパソコン 多川　孝央

10月29日（土） 10月30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29日（土） 10月30日（日） 専門科目：心理と教育 犯罪心理学概論 大上　渉

11月12日（土） 11月13日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 金子　周平

11月12日（土） 11月13日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験１ 山本　健太郎

11月12日（土） 11月13日（日） 専門科目：自然と環境 自然災害と防災 笠間　清伸　他６名

11月16日（水） 11月17日（木） 導入科目：人間と文化 大宰府出土の木簡
（九州歴史資料館等において実施） 進村　真之　他３名

11月19日（土） 11月20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19日（土） 11月26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19日（土） 11月20日（日） 総合科目 創造の思考法 池田　美奈子

11月24日（木） 11月25日（金） 専門科目：人間と文化 博物館を学ぶ
（九州国立博物館において実施） 河野　一隆　他７名

11月26日（土） 11月27日（日） 専門科目：情報 情報化社会における図書館 渡邊　由紀子

12月10日（土） 12月11日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験２ 藤村　まこと

12月10日（土） 12月11日（日） 専門科目：心理と教育 リーダーシップの心理学 池田　浩

12月17日（土） 12月18日（日） 専門科目：社会と産業 市民生活と保険法 李　鳴

12月17日（土） 12月18日（日） 専門科目：人間と文化 大宰府の成立２ 坂上　康俊

12月17日（土） 12月18日（日） 専門科目：情報 ＤＸデザイン 富松　潔

北
九
州
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス

10月15日（土） 10月16日（日） 専門科目：生活と福祉 建築と環境 福田　裕美

10月29日（土） 10月30日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 税田　慶昭

11月12日（土） 11月13日（日） 専門科目：社会と産業 近代日本経済史 鷲崎　俊太郎

11月26日（土） 11月27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



　2022年9月25日（日）に福岡学習センターで2022年度第1学期卒業証書・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教養学部81名の方が卒業され
ました。おめでとうございます。

生活と福祉コース......................................16名
心理と教育コース......................................35名
社会と産業コース......................................14名

人間と文化コース......................................... 7名
情報コース ...................................................... 4名
自然と環境コース......................................... 5名

ご卒業おめでとうございます

卒業生からのメッセージ
社会と産業コース　中川　登之

放送大学を選んだ理由は亡き父との約束を果すため（いつでもいいから出来る時が来
たら勉強すればよい）と妻の介護をして居る時のこと、人間何時かは寿命が来るその時、後悔はしたく
ないと考えたこと、今となっては苦手な入学試験がないので放送大学を選ぶことにした。18年勤めた某
電機メーカーを35歳になった日に、退社をその朝決断し妻を悲しませるだろうと家に帰りにくかったが、
貴方が全力でやるなら、私も応援するとのことで当初5年は会社時代に取得した技術を生かした商売を5
年間やりましたが以後コンピュータソフト中心とした会社に転換しました。3年間無我夢中でビジネス
ソフトを作り現在に至り現在は息子が経営しています。会社時代には色々経験をしましたが私には原理
は当時全く理解できていなかったです。それで無償の顧問が2人いましたので大きな失敗もなく感謝い
たしております。この3つが放送大学情報コースを10年掛けて卒業するつもりだったのです。これで寿
命を全うする予定でした。　

福岡学修センターで85歳の女性が5回の卒業ですと目がかがやいてた。
又、中津から車椅子を自分で漕いで電車を乗り継ぎ電話しておけば駅員さんがサポートしてくれま

すが私にとっては強い刺激となりました。これで全15年終活の一部にしたのです。現在3コースで9年掛
かっています。

これまで自分の会社の事しか頭になかった。妻との約束で此れからは人の為になる事もやって欲しい
と言うことで①男の料理研究会②そば打ち会③自治会会計④安全防災⑤春日市消費者の会⑥学びすと
春日⑦元会社福岡南幹事⑧春日市図書館委員会をやっています。

漢字が書けなくなりました。記憶が全くダメです。空から一杯知識が降ってくる。ずぶ濡れになった
服にその欠けらが少しでも残れば成功とする心境です。

やりたいことは全部終わり（あと6年認知症と寿命に打ち勝てるかそれだけが心配です。）今年キャン
ピングカーの趣味を辞めました。大型ですので電信柱のあしばのボルトに引っかかったために止めました。
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卒業生からのメッセージ

生活と福祉コース　60代女性

子供が幼稚園のころ、主人が急にいなくなりました。自
分の両親の介護もすでにしており、4人の育児と介護が一
気に私の肩にかかりました。必死にそれを乗りこえ、「私、
これからどうしよう」と思った時、「そうだ、行きたかった大
学に行こう」と決心しました。仕事が3交代勤務のため、
夜勤明けと次の日の公休日に集中して勉強しました。きつ
かったけど、“学ぶ”ということはたのしかったです。卒業
が決まった時、すべてを見てきていた子供から「おかあさ
ん、夢が一つかなったんだね」と言われて、何か報われた
気持ちになりました。ありがとうございました。

人間と文化コース　40代女性

卒業するのに18年、長い長い時間を費やした。
この間、自分の興味、気になる事、知りたい事が変わっ

ていき、でもそれに対応出来る教科が放送大学にはある、
その時々での学びが自身を豊かにしてくれたと思う。

面接授業では沢山生徒さんがいる事が分かり、励まさ
れた。その間、各 の々先生が放送大学での講義は楽しい
と言われていた。講義を聞きながら、ふと横や前を見ると
各 の々生徒が、うなずきながら又は目を輝かせて学んでい
た。確かに楽しい。18年間ありがとうございました。

心理と教育コース　20代男性

継続する力と仕事と勉強の両立する力を身につけるこ
とができました。勉強するのは苦痛ではなかったのですが、
とても苦労をしました。入学してさて勉強を始めるも、まず
どのように勉強を進めていくべきかスケジュール立てして
いくべきかがわからなくて混乱していた事を昨日のことのよ
うに鮮明に覚えています。しかし諦めずに試行錯誤して
いくうちにスムーズに勉強を進めることができ同時に勉強
の楽しさを知ることができました。

そんな中で卒業ができたことをとても満足しております。
重ねて学習の機会を提供して下さった放送大学には感
謝しております。

社会と産業コース　60代女性

十三年もの歳月をかけ、無事卒業する事が出来、嬉し
く思っています。最初はボケ防止の為にと軽い気持ちで
一科目ずつ勉強しておりましたが、卒業迄頑張ろうと言う
思いになりました。外国語が苦手で苦労しましたが、自分
なりに頑張って合格した時のうれしかった事が忘れられま
せん。

これからも、別の形にはなりますが、目標を持って勉強
を続けて行きたいと思っております。大変お世話になりま
した。どうもありがとうございました。

人間と文化コース　60代男性

現在、私は心理と教育コース、生活と福祉コース、人間
と文化コースの3つのコースを修了しています。今、社会
と産業コースに挑戦中です。このコースに苦戦しています。
最終的には、6つの全コースの修了をめざしています。目
標が、具体的にあると、学びにも力が入ります。毎日を充
実したものにする精神的エネルギーになっています。

私は、心理学、経営学に興味・関心があり、それに関す
る科目を中心に学んでいます。どの学問もとても奥が深く、
何もわかっていない自分に気づく毎日です。

心理と教育コース　30代女性

精神障害者の私でも、自分のペースで学習できた。きち
んと単位を取り卒業できた事で少し自信もついたし、心理
と教育で学んだ事は自身の病と向き合う事にも役に立った。

情報コース　60代男性

日頃、自分の興味で勉強していると、時々、枝葉中心で
木ばかり見ていて、つい、森を見忘れていることに気付くこ
とがあります。
トータル的に学ぶことにより、できるだけ、日常的に全体的

視点も視野に入れて考えていきたいものだと思っています。

自然と環境コース　60代　男性

知識や学力だけではなく、学ぶことで過去を振り返り、
内省する力が身に付いたように感じます。老いや社会的
活動の狭まりを自覚しつつも、今後の学びの連続性を大
切にしていきたいと思います。

生活と福祉コース　40代女性

衛生看護専攻科の卒業後、看護師となり、18年ずっと
臨床でした。学びたいと思っても、どこでどう学ぶべきなの
か?時間、費用など考えると、一時的な研修参加だけで
終わり、迷っていた。

専攻科卒で3年次への編入が可能となり、入学を決心
した。卒業できるのか?と不安でしたが、新しい仕事とのバ
ランスを考えながら、勉強できた。又、他分野のこともTV
やラジオ等で垣間見ることもでき、おもしろかった。卒業と
いう形で1コの区切りができ、達成感がある。次の大学院
への入学、研究後の看護学士への意欲にもなることがで
きた。コロナのため集まることはひかえたが、面接授業を
受けたかった。のんびりと学ぶにもよい大学なので、マイ
ペースに学んでいきたい。ありがとうございました。これか
らもよろしくお願いします。

心理と教育コース　30代女性

初めは保育士の受験資格を得る為の単位修得が目的
で入学しました。無事保育士試験に合格し、保育士とし
て勤務しておりましたが、特例制度で幼稚園教諭免許を
取得することができると知り、どうせ取るなら一種免許を取
得したいと考え、学位取得を目的に再入学しました。

最終目標は学位取得でしたが、その目的の為に履修す
る教科はとても面白く興味深く、今後の人生で何か壁に
直面した時に、物事を多面的に考察する為の知識を多く
学ばせて頂きました。仕事に育児に頑張りながら無事卒
業でき、感無量です。本当にお世話になりました。
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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。
　なお、顔写真が未登録の場合、学生証は発行できません。システムWAKABAまたは郵送により手続きを行ってください。
（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」（P31）および「学生生活の栞」（教養学部P125～127、大学院P115～
116）をご覧ください。

学割証について

　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。

通信指導の提出について

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15日（火）～11月29日（火）大学本部必着　　 [Web] 11月8日（火）10時 ～11月29日（火）17時

＊詳しくは「学生生活の栞」（教養学部　P65～68、大学院　P64～67）をご覧ください。
【大学本部連絡先】 ☎ 043-276-5111（総合受付）

　福岡学習センター・北九州サテライトスペースでは、学習の方法や進め方、修学上の相談などを所長や客員教員、事務職員
（相談内容により担当が決まります）がお受けしております。相談を希望される場合は、福岡学習センターのウェブサイトに掲
載された「学修相談票」またはお電話により、お気軽にお申し込みください。

学修相談について

　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、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、九州産業大学に受け入れていただいています。
　今年度も全国各地から学生さんが参加され、若い学生さんとともに学んでいるところです。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取り組む活動が多く、交流を深める良い
機会となっています。
　現在検討中ですが、2023年度も実施する場合は12月頃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。

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

【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。

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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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。

電話番号のおかけ間違いにご注意下さい
　お問い合わせの際に、間違い電話が多数発生しており、電話のかかったご家庭に多大なご迷惑をおかけしております
ので、福岡学習センターの電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

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。

電話番号のおかけ間違いにご注意下さい
　お問い合わせの際に、間違い電話が多数発生しており、電話のかかったご家庭に多大なご迷惑をおかけしております
ので、福岡学習センターの電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

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。

電話番号のおかけ間違いにご注意下さい
　お問い合わせの際に、間違い電話が多数発生しており、電話のかかったご家庭に多大なご迷惑をおかけしております
ので、福岡学習センターの電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

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福岡学習センターウェブサイトトップ画面右の「シ
ステムWAKABA」をクリック。

②�ログインをクリックします。

③�ログインIDとパスワードを入力。 ④�システムWAKABAトップ画面

　左下「キャンパスメール」をクリック。
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所長及び客員教員の        推薦図書のご紹介

① ブループリント（上・下）
② ２１ Lessons
③ サピエンス全史（上・下）
④ ホモ・デウス（上・下）
⑤ 交雑する人類
⑥ 動的平衡　生命はなぜそこに宿るのか
⑦ 動的平衡2　生命は自由になれるのか

⑧ 動的平衡3　チャンスは準備された心に
のみ降り立つ

⑨ 腸と脳
⑩ サピエンスの未来　伝説の東大講義
⑪ 体内時計のミステリー

⑫
発達心理学 周りの世界とかかわりながら
人はいかに育つか（第２版） （いちばんは
じめに読む心理学の本）

⑬ 子どもの発達格差: 将来を左右する要因は何か
⑭ なぜヒトは学ぶのか 教育を生物学的に考える

②

⑫
⑬ ⑭

安河内　朗　所長①〜⑪
（九州大学名誉教授）

推　薦

税田　慶昭　先生⑫〜⑭
（北九州市立大学准教授）

推　薦

⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑪⑩

④③ ⑤

①

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いますので、日ごろの
学習にお役立てください。
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所長及び客員教員の        推薦図書のご紹介

⑮ 入門刑事法（第8版）
⑯ 裁判員制度の10年
⑰ 法医学者の使命
⑱ 裁判の非情と人情

⑲ バーンズ&グローブ 看護研究入門 原著（第7版） ―評価・統合・
エビデンスの生成

⑳ 黒田裕子の 看護研究 Step by Step （第5版）
� 語りかける身体 看護ケアの現象学

� ナイチンゲールと「三重の関心」病をいやす看護、健康をまも
る看護 

� ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか

� 現代中国経済　新版
� 環境経済学をつかむ　（第4版）
� 入門起業の科学
� マンキュー入門経済学　(第3版)

⑮ ⑯

⑰ ⑱

田淵　浩二　先生⑮〜⑱
（九州大学大学院教授）

推　薦

橋口　暢子　先生⑲〜�
（九州大学大学院教授）

推　薦

堀井　伸浩　先生�〜�
（九州大学大学院准教授）

推　薦

�

��

�

⑲ ⑳

� �

�
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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
※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

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

ウェブサイト：

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/fukuoka/

放送大学福岡学習センター 検索

Twitterウェブサイト

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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〒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

ウェブサイト：

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/fukuoka/

放送大学福岡学習センター 検索

Twitterウェブサイト

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
20日 面接授業追加登録受付開始

11 月の行事・お知らせ

26日 2023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）

29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

3日 ステップアップセミナー

※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。

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

　 　閉所日　●＝面接授業（福岡）◆＝面接授業（北九州）　

11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

●

●● ●

●

● ● ●

●

●●

●

● ◆

●

10月～12月のスケジュール

● ◆

● ◆

● ◆

● ◆

● ◆

● ◆

● ◆


