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第２学期のご挨拶
～福岡県立図書館との連携協定を結ぶことになりました。～

　第2学期が始まりました。９月29日には学位記授与式を実施し、54名の方がご卒業を
迎えられました。6頁に感想をお寄せいただいています。また、１０月６日には、500名を
超える新たな学生さんをお迎えしています。
　放送大学は、優れたカリキュラムとネット等でも学べる利便性が特徴ですが、放送授業
とともに面接授業やサークル活動、研修旅行、学芸員実習など、各自求めれば交流の機会
も充実しています。福岡県内には約2600名の放送大学生がおられますが、年齢は１０代
から最高齢は90歳まで、多様な目的で学んでいらっしゃいます。新入生の方々、学位や資
格の取得、キャリアアップ、健康や生きがいづくりに、どうぞ放送大学を縦横にご活用ください。
　ところで、来年１月に、福岡県立図書館と連携協定を結ぶことになりました。福岡市東区箱崎にある福岡県
立図書館の１階に「放送大学コーナー」が設けられ、放送大学・大学院の全ての印刷教材(教科書)が配架される
ことになります。福岡県立図書館は県内の市町村立図書館等と相互貸借をしていますので、最寄りの図書館等
で印刷教材を借りられるようになるのが大変有難いことです。提携記念に下記の通り講演会が開催されますが、
詳細はネットその他で逐次お知らせいたしますので、どうぞお出かけください。

福岡県立図書館・放送大学提携記念講演会
日　時 令和２年1月18日（土）　14時～16時（受付13時30分～）
会　場 福岡県立図書館地下1F　レクチャールーム
講　師 放送大学附属図書館長　近藤成一教授
講演題　中世の博多

福岡学習センター
所長　菊川律子

The Open University of Japan
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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し込みができます。

10月25日（金）15時からは、システムWAKABAで空席の状況をリアルタイムで確認いただけます。

空席状況の発表 10月19日（土） 12時
＊放送大学ホームページ、福岡学習センター及び北九州サテライトスペース窓口で発表します。

申請受付開始日

申 請 方 法

10月25日（金）
＊原則として、開講日の１週間前まで申し込みを受け付けます。ただし、受付期日前であっても定員に達し次第、
　受付を締め切ります。

（１）福岡学習センター及び北九州サテライトスペース窓口での申請

①学生証（新入生は入学許可書でも可）
②授業料（１科目につき 5,500円）
③追加登録申請書

必要なもの ※希望者が定員を超えた場合は、受付初日
（10月25日（金））10時までに来所の方
を対象に抽選を行います。

（２）郵送（現金書留）での申請（福岡学習センターでのみ受付）

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。

※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

※郵送申請者（10月23日（水）までに到着分）については、落選者のみ、当日中（昼頃）に電話連絡をします。
　当選者には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。

※空席状況は、検索された時点のものです。学習センターで申請される際には、
　空席状況が変わっている場合もありますので、予めご了承ください。

※追加登録申請受付開始日前は、窓口での受付・お預かりはできません。
※科目登録申請期間に登録済みの科目と日程が重複する科目は追加登録申請できません。
※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。

※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。

システムWAKABA

放送大学トップページ → 在学生の方へをクリック → システムWAKABAへログイン → 教務情報
→ 「科目登録申請」→ 「空席照会」をクリック → 希望の科目を検索

［ログイン方法］

※10月23日（水）までに到着したものは、受
付初日来所者と同等の扱いとし、希望者が
定員を超えた場合は抽選にて登録します。
それ以降は先着順です。

空席状況の確認について

面接授業の追加登録について

（＊10時までに窓口で受付を済ませてください。）

それ以降は先着順です。

面接授業の追加登録について
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　2018年3月末、九州大学を定年退職するに際して、研究室の法学・刑事政策関係の図
書や資料を片づけることになりました。自宅へ持ち帰るものはなるべく少なくしようと
断腸の思いで処分したものも多いのですが、それでも段ボール200箱以上を自宅へ運
びました。何とか書籍だけは自宅の書棚に整理したものの、ファイルや資料の入った80
個ほどの段ボール箱は書斎の土間に山積みになったままでした。
　妻からの催促にようやく重い腰を上げ、このお盆頃に、汗だくになりながら1週間ほど
かけてその整理をしたのですが、その時に「高齢者犯罪」という古いファイルを見つけま
した。今から30年ほど前、まだ今日ほど高齢者犯罪が注目されていなかった頃のもの
です。当時日本では高齢者による犯罪認知件数は少なく、刑事施設に収容されている高
齢者も少数だったのですが、職員は彼らの処遇に困っていたようです。大学の先輩でもあったある刑務所長
の勧めもあって、諸外国の状況について犯罪統計や文献を調べてみたのですが、全くと言っていいほど関連
資料が見つかりませんでした。犯罪の多い年代は20～30代の青年層で、60歳以上の高齢者による犯罪は
極めてまれというのが当時の刑事政策学の常識でしたから、無理からぬことでした。見つかったファイルには、
高齢受刑者に関する3篇ほどの内外の文献や統計資料とメモ書きが編綴されていましたが、当時の私には特
殊な個別テーマとしての関心しかなく、やがてファイルの存在も忘れてしまっていました。
　今日、日本の刑事施設には65歳以上の高齢受刑者が、全被収容者の10％を超える割合で収容されており、
施設によっては20％を超えるところもあります。彼らの犯罪の80％以上が万引きなどの窃盗犯で、しかも
累犯です。高齢者による介護殺人や子殺など親族に対する殺人も社会問題化しています。他方では、高齢者
に対する詐欺事件等の被害も多発しています。これらの高齢者による犯罪や被害の背景には、社会的孤立
や生活不安など深刻な社会的実態があります。一冊の古い「高齢者犯罪」のファイルは、私に、若い頃の初心
に立ち返り、定年後の自分自身を含めた高齢者の犯罪と被害について研究することの重要性をあらためて喚
起してくれました。皆さんにも是非関心を持って学んでいただきたいと思います。

日　時 令和元年11月24日（日）
会　場

※駐車場を利用の方は、春日門（春日公園３丁目）の信号からお入りください。

13：30～15：30（受付：13：00～）

定　員 200名 参加無料（予約制） 
お申込 放送大学のホームページ又は電話にてお申し込みください。

受付期間：令和元年10月19日（土）～11月18日（月） ※定員になり次第締め切ります。
ホームページＵＲＬ：https://www.ouj.ac.jp/（トップページ「公開講座・講演会」）
電話：092－585－3033（福岡学習センター）

　本年４月30日に天皇と皇后が退位し、５月１日に新天皇と新皇后が即位して、元号が平成から令和に変わりました。
　天皇や皇室から見て、平成とは一体いかなる時代であったのか、そして令和は平成とどこで連続し、どこで断絶
しているのかを、新天皇と新皇后のほか、上皇と上皇后、皇嗣と皇嗣妃の動きにも注意しながら客観的に考えてみ
たいと思います。象徴天皇のあり方を考えることは、主権者である私たちの責務だからです。
　参考書として「平成の終焉 退位と天皇・皇后（岩波新書）」を挙げておきます。

九州大学筑紫キャンパス　筑紫ホール （春日市春日公園6－1）

「平成から令和へ～いま天皇制を考える～」

高齢者犯罪に関する一つの古いファイル

講　師

原　武史 氏
 （放送大学教授）

客員教員リレーエッセイ

公開講演会のご案内

九州大学名誉教授
（専門：刑事政策）
土井　政和

参加無料
要予約
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※追加登録受付初日は、抽選を実施したり、多数の方が来所するため混雑が予想されます。
　登録までに時間を要しますので、何卒ご了承願います。
※追加登録受付初日の９時30分～11時の時間帯は、追加登録受付事務を優先させていただきます。
　「学割証発行」、「証明書発行」、「学生証交付」等は、11時以降にお願いします。

・郵送申請受付開始
※窓口での受付・お預かりはできません。10月19日（土）12時

空席発表

・受付を一度締め切ります。10時

・10時以降に来所された方の追加登録受付を開始します。11時頃（予定）～

・抽選対象科目がある場合は、１科目ずつ抽選を行います。10時10分頃～

・窓口、郵送どちらでも受け付けます。
・申請者数が空席数より多い科目については、
抽選を行います。

・抽選対象科目以外は先着順です。

10月25日（金）
9時30分～

追加登録受付開始日

＜抽選対象者＞
①10月23日（水）までに郵送にて到着したもの
②追加登録受付初日（10月25日（金））の10時までに来
所された方

・10時までに来所された方の科目登録（授業料納
入手続き）を受付順に開始します。

抽選終了後
（10時30分頃予定）

※抽選対象科目とそれ以外の科目を整理します。
※10時以降に来所された方については、10時までに来所された
方の登録がすべて終了した後、受付開始します。（11時頃予定）

※抽選対象にならなかった科目の申請希望者は、抽選終了後、
受付順にお呼びするまで待機をお願いします。

※科目登録（授業料納入手続き）については、抽選終了後、受付順
に行っていきますので、それまで待機していただくことになります。
何卒ご了承願います。

・・

・ ・

空席発表から追加登録受付初日までの流れ

（＊10時までに窓口で受付を済ませてください。）
※福岡学習センターについては、平日の九州大学筑紫キャンパス内の駐車場は利用
　できません。

（郵送は福岡学習センターでのみ受付）
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※追加登録受付初日は、抽選を実施したり、多数の方が来所するため混雑が予想されます。
　登録までに時間を要しますので、何卒ご了承願います。
※追加登録受付初日の９時30分～11時の時間帯は、追加登録受付事務を優先させていただきます。
　「学割証発行」、「証明書発行」、「学生証交付」等は、11時以降にお願いします。

・郵送申請受付開始
※窓口での受付・お預かりはできません。10月19日（土）12時

空席発表

・受付を一度締め切ります。10時

・10時以降に来所された方の追加登録受付を開始します。11時頃（予定）～

・抽選対象科目がある場合は、１科目ずつ抽選を行います。10時10分頃～

・窓口、郵送どちらでも受け付けます。
・申請者数が空席数より多い科目については、
抽選を行います。

・抽選対象科目以外は先着順です。

10月25日（金）
9時30分～

追加登録受付開始日

＜抽選対象者＞
①10月23日（水）までに郵送にて到着したもの
②追加登録受付初日（10月25日（金））の10時までに来
所された方

・10時までに来所された方の科目登録（授業料納
入手続き）を受付順に開始します。

抽選終了後
（10時30分頃予定）

※抽選対象科目とそれ以外の科目を整理します。
※10時以降に来所された方については、10時までに来所された
方の登録がすべて終了した後、受付開始します。（11時頃予定）

※抽選対象にならなかった科目の申請希望者は、抽選終了後、
受付順にお呼びするまで待機をお願いします。

※科目登録（授業料納入手続き）については、抽選終了後、受付順
に行っていきますので、それまで待機していただくことになります。
何卒ご了承願います。

・・

・ ・

空席発表から追加登録受付初日までの流れ

（＊10時までに窓口で受付を済ませてください。）
※福岡学習センターについては、平日の九州大学筑紫キャンパス内の駐車場は利用
　できません。

（郵送は福岡学習センターでのみ受付）
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日　　程 科　目　区　分 科　目　名 担　当　講　師

10月19日（土） 10月20日（日） 基盤科目：外国語 ゼロからスタート韓国語会話 李　相穆

10月19日（土） 10月20日（日） 専門科目：生活と福祉 住居計画 松野尾　仁美

10月19日（土） 10月20日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験3 分部　利紘

10月26日（土） 11月9日（土） 専門科目：心理と教育 発達と動作の臨床心理学 井上　久美子

10月26日（土） 10月27日（日） 専門科目：自然と環境 微分積分と差分和分 石崎　克也

10月30日（水） 10月31日（木） 導入科目：人間と文化 大宰府争乱史 酒井　芳司　他４名

11月6日（水） 11月13日（水）
導入科目：人間と文化 楽しい合唱入門 宮﨑　憲子

11月20日（水） 11月27日（水）

11月9日（土） 11月10日（日） 専門科目：生活と福祉 食品のリスクと対策 宮本　敬久

11月9日（土） 11月10日（日） 専門科目：心理と教育 心理検査法基礎実習 花田　利郎

11月10日（日） 11月17日（日） 専門科目：社会と産業 ビジネス実務 藤村　やよい

11月10日（日） 11月17日（日） 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16日（土） 11月17日（日） 専門科目：心理と教育 チームワーク発達の社会心理学 山口　裕幸

11月30日（土） 12月1日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験1 中村　知靖

11月30日（土） 12月1日（日） 専門科目：心理と教育 臨床心理学実習 佐藤　仁美

11月30日（土） 12月1日（日） 専門科目：社会と産業 日本経済の現状と課題 塚崎　公義

11月30日（土） 12月1日（日） 専門科目：自然と環境 魚類の性と生殖 松山　倫也

12月5日（木） 12月6日（金） 専門科目：人間と文化 博物館を学ぶ 小泉　惠英　他７名

12月7日（土） 12月14日（土） 導入科目：生活と福祉 はじめての看護研究 橋口 暢子　松尾 和枝

12月14日（土） 12月15日（日） 基盤科目 新・初歩からのパソコン 仁科　エミ

12月14日（土） 12月15日（日） 専門科目：心理と教育 人の発達と文化的営み 當眞　千賀子

12月14日（土） 12月15日（日） 専門科目：情報 音響学概論 山内 勝也　河原 一彦

12月21日（土） 12月22日（日） 導入科目：自然と環境 材料科学の基礎 中島　英治

12月21日（土） 12月22日（日） 専門科目：心理と教育 心理学実験2 三上　聡美

12月21日（土） 12月22日（日） 専門科目：社会と産業 知識マネジメントの基礎 永田　晃也

1月11日（土） 1月12日（日） 専門科目：人間と文化 ゲーテ『ファウスト』を読む 武田　利勝

1月11日（土） 1月12日（日） 専門科目：人間と文化 大学博物館への招待４ 岩永　省三　他５名

北
九
州
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス

10月19日（土） 10月20日（日） 専門科目：心理と教育 変わる道徳教育 堺　正之

10月26日（土） 10月27日（日） 専門科目：社会と産業 日本の刑罰制度改革プラン 土井　政和

11月16日（土） 11月17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

11月30日（土） 12月1日（日） 基盤科目：外国語 シェイクスピアを通して学ぶ英語 太田　一昭

12月14日（土） 12月15日（日） 専門科目：生活と福祉 おいしさの食品科学 金田　弘挙

1月11日（土） 1月12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

※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 19 日（土）～10 月 31日（木）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。

2019年度第2学期面接授業開設科目一覧
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　2019年9月29日（日）に福岡学習センターで2019年度第1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54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......................................15名
心理と教育コース......................................18名
社会と産業コース..........................................4名

人間と文化コース......................................10名
自然と環境コース..........................................4名
情報コース ..................................................　3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

教養学部　心理と教育コース　20代女性

私は体調面での心配があり放送大学に入学
しました。入学当初は通信なので授業について
いけるか心配でしたが、講義は分かりやすく為
になることばかりで安心して単位取得をすること
ができました。面接授業では理解が深まるだけ
でなく、様々な年代の方 と々の交流ができ有意
義な時間を過ごすことのできる良い機会でした。

教養学部　心理と教育コース　30代男性

入学当初の目標は、大学の学位を取得する
事でしたが、心理学を系統的に学ぶことの面白
さ、自身の仕事と直接関わる内容（交通心理学
など）について学ぶことにより、学ぶ事そのものに
夢中になり人生で初めて勉強が楽しいと感じま
した。
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　2019年9月29日（日）に福岡学習センターで2019年度第1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54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......................................15名
心理と教育コース......................................18名
社会と産業コース..........................................4名

人間と文化コース......................................10名
自然と環境コース..........................................4名
情報コース ..................................................　3名

ご卒業おめでとうございます 教養学部　人間と文化コース　30代女性

面接授業で学んだ内容が雑談もふくめて楽し
かったです。

教養学部　人間と文化コース　60代女性

学位取得の目的で入学しましたが、大変、有
意義で時代に即した内容であったため、楽しく
興味深く学ぶことができました。年齢を重ねても
このような形で学び続けることができる時代と環
境に、そして放送大学を運営されている皆様に
感謝しています。

教養学部　心理と教育コース　80代男性

全科履修生として歴史や心理学関係を中心
に学習した。その他、「パレスチナ問題」や「古
事記と万葉集」など幅広く学び、面接授業では
シニア割引を活用して「三内丸山の縄文文化」
等を受講した。更にエキスパートも3プラン取得
できた。学ぶ楽しさは益々強くなり、再度再入学
させて頂きたく思っている。

教養学部　生活と福祉コース　50代女性

学位を目標に身近な内容である科目（生活と
福祉）を選択し今迄の学校教育では学ぶ事ので
きなかった内容等、特に面接授業においては直
接、短時間で興味のある科目を幅広く、楽しく学
ぶ事ができました。

教養学部　人間と文化コース　70代女性

私が放送大学に入学したきっかけは、旅行を
より楽しく充実したものにするために歴史の知識
を得たいという単純な理由でした。そして、ヨー
ロッパ史・日本史とやっていくうちに、知らないこと
の多さに愕然としたり、なるほどと感激したりする
中でやりがいを感じるようになっていきました。「そ
れは、試験があったからです」。勉強をするとい
うことが、私の日常に組み込まれ、大変ながらも
楽しいこととなりました。卒業など考えていなかっ
た私が、先輩の励ましもあり卒業することができ、
充実した10年間を過ごせたことは、本当に幸せ
でありました。ありがとうございました。そして、こ
れからもよろしくお願いいたします。

教養学部　社会と産業コース　50代男性

放送大学は、全国にキャンパス（学習セン
ター）があるので転勤族の私でも4年間で学位
を取得する事が出来ました。また、あきらめず最
後までやりとげた事で自身の強みとなりました。

教養学部　生活と福祉コース　70代男性

長いようで短かかったように感じられ、この後、
また何かに挑戦してみようと思っています。仕事
を終えて寝る前に教科書を読んでいて寝入った
事もあり、泣き笑いの7年間でした。でも楽しくも
あり、自分の人生に大いに役立てると思います。
ご指導いただきました先生方、職員の方々に
大変感謝しています。本当にありがとうござい
ました。

教養学部　心理と教育コース　40代女性

高校時代、もう勉強したくないと就職しました。
12年前に子供が不登校になった経験もあり、不
登校親の会を立ち上げる時に協力していただい
たSCの勧めで放送大学に入学しました。正直、
本を読むのは苦手で、毎回テストの時は苦労しま
したが「知らない事を知る」ことが楽しくなり、な
んとか卒業までこぎつけました。

教養学部　自然と環境コース　60代男性

放送大学で学ぶようになって、昔買った本
（1970~1980年代）を読み直したりして、本の良
さを今になってわかったりした。宇宙論や生命の
起源論、あるいは地域を学ぶなどの特別講座も
やってほしい。その際にはレベルを下げることなく
必要であればプレ講座で数学の必要事項を話
すなどして、大学生向けの話として行ってほしい。
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事務局からのお知らせ

学生証の交付・更新について

　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。
　単位認定試験の際、学生証が必要になります。単位認定試験までに、必ず学生証の交付を済ませてく
ださい。詳しくは、「学生生活の栞」、教養学部はP18～20、大学院はP24～28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　P67 ～ 71、大学院　P62 ～ 66）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） 2019年11月15日（金）～ 11月29日（金） 大学本部必着
（Web） 2019年11月　8日（金）10時～ 11月29日（金）17時

提出期限

通信指導の提出について

講　師

日　時

場　所

主　催

共　催

世界文化遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

西谷　正 氏　（海の道むなかた館　館長／九州大学名誉教授）

2020年2月1日（土）14：30～16：30　（受付14：00～）

※事前申込不要、参加料無料。

海の道むなかた館（福岡県宗像市深田588番地）

放送大学福岡同窓会

メール fukudoso@gmail.com

放送大学福岡学習センター　電話092-585-3033

放送大学福岡同窓会20周年記念講演のご案内

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

　2017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（3単位）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、交流も深まっています。
　2020年度も実施いたしますので、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。

国際ソロプチミスト「夢を生きる賞」募集のご案内

　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にチャ
レンジして大学教育をうけている女性を支援するため、「夢を生きる賞」を募集します。昨年度は、北九
州サテライト所属の学生さんがクラブ賞とリジョン賞を受賞されました。

○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。
○クラブ賞　　　   12万円　＊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
2枚程度の定められた様式の書類申請が必要です。1名のみ選考します。
2019年10月20日（日）
　　 「国際ソロプチミスト福岡―やよい」☎092-585-7800　

「夢を生きる賞」を受賞して
私は二人の子供を持つシングルマザーですが、心理学を学びたいという思いから放送大学に入
学しました。そんな折、思いがけずこの度「夢を生きる賞」を受賞させていただきました。応
募の際には、これまでを振り返り改めて未来への思いを強くし、授賞式では、不遇な状況の中
でも力強く生きる女性達にお会いし勇気を得ることもできました。卒業後は、放送大学で得た
資格を生かし、女性や子供を支援する仕事がしたいという夢を叶えたいです。

北九州サテライト・心理と教育コース所属（2016 年 4 月入学）

【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。

対　象

賞　金

選　考
応募期限
申込み・問合わせ

おっしょい第47号
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事務局からのお知らせ

学生証の交付・更新について

　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。
　単位認定試験の際、学生証が必要になります。単位認定試験までに、必ず学生証の交付を済ませてく
ださい。詳しくは、「学生生活の栞」、教養学部はP18～20、大学院はP24～28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　P67 ～ 71、大学院　P62 ～ 66）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） 2019年11月15日（金）～ 11月29日（金） 大学本部必着
（Web） 2019年11月　8日（金）10時～ 11月29日（金）17時

提出期限

通信指導の提出について

講　師

日　時

場　所

主　催

共　催

世界文化遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

西谷　正 氏　（海の道むなかた館　館長／九州大学名誉教授）

2020年2月1日（土）14：30～16：30　（受付14：00～）

※事前申込不要、参加料無料。

海の道むなかた館（福岡県宗像市深田588番地）

放送大学福岡同窓会

メール fukudoso@gmail.com

放送大学福岡学習センター　電話092-585-3033

放送大学福岡同窓会20周年記念講演のご案内

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

　2017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（3単位）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、交流も深まっています。
　2020年度も実施いたしますので、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。

国際ソロプチミスト「夢を生きる賞」募集のご案内

　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にチャ
レンジして大学教育をうけている女性を支援するため、「夢を生きる賞」を募集します。昨年度は、北九
州サテライト所属の学生さんがクラブ賞とリジョン賞を受賞されました。

○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。
○クラブ賞　　　   12万円　＊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
2枚程度の定められた様式の書類申請が必要です。1名のみ選考します。
2019年10月20日（日）
　　 「国際ソロプチミスト福岡―やよい」☎092-585-7800　

「夢を生きる賞」を受賞して
私は二人の子供を持つシングルマザーですが、心理学を学びたいという思いから放送大学に入
学しました。そんな折、思いがけずこの度「夢を生きる賞」を受賞させていただきました。応
募の際には、これまでを振り返り改めて未来への思いを強くし、授賞式では、不遇な状況の中
でも力強く生きる女性達にお会いし勇気を得ることもできました。卒業後は、放送大学で得た
資格を生かし、女性や子供を支援する仕事がしたいという夢を叶えたいです。

北九州サテライト・心理と教育コース所属（2016 年 4 月入学）

【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。

対　象

賞　金

選　考
応募期限
申込み・問合わせ

【参考】
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

The Open University of Japan
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所長及び客員教員の推薦図書のご紹介

■菊川所長セレクト

① 「自分の時間」
アーノルド・ベネット著

② 「世界がわかる理系の名著」
鎌田浩毅著

③ 「定年後のお金」
野尻哲史著

■経営等

⑨ 「なぜ心を読みすぎるのか : みきわめと対人関係の心理学」
唐沢 かおり著

⑩ 「GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代」
アダム グラント著

⑪ 「悪いヤツほど出世する」
ジェフリー・フェファー著

⑫ 「採用学 新潮選書」
服部 泰宏著

⑬ 「性格がいい人、悪い人の科学」
小塩真司著

⑭ 「イノベーション戦略の論理ー確率の経営とは何か」
原田勉著

⑮ 「ワークショップー新しい学びと創造の場」
中野民夫著

⑯ 「ルポ　児童相談所ー 一時保護所から考える子ども支援」
慎泰俊著

⑰ 「科学は誰のものかー社会の側から問い直す」
平川秀幸著

■外交史・刑罰制度

④ 「日米安保体制史」
吉次公介著

⑤ 「わかりやすい刑罰のはなし」
永田憲史著

⑥ 「刑務所しか居場所がない人たち」
山本譲司著

⑦ 「裁判員のための刑事法ガイド」
村井敏邦著

⑧
「少年法適用年齢引き下げは何をもたらすか」
刑事司法及び少年司法に関する教育・学術研究推進
センター編著

菊川　律子 所長
推　薦

土井　政和 先生
（九州大学名誉教授）

推　薦

2019 年度に新しく配架した所長及び客員教員の
推薦図書 66 冊のうち 36 冊をご紹介します。

4 階図書室に配架しておりますので、
日ごろの学習に是非お役立てください。

池田　浩 先生 ⑨～⑬
（九州大学人間環境学研究院准教授）

永田　晃也 先生 ⑭～⑰
（九州大学経済学研究院教授）

推　薦

①

④

② ③

⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨

⑫

⑮

⑩

⑬

⑯

⑪

⑭

⑰



11
The Open University of Japan

所長及び客員教員の推薦図書のご紹介

■文学

⑱ 「閉鎖病棟」
帚木蓬生著

⑲ 「三たびの海峡」
帚木蓬生著

⑳ 「守教（上）」
帚木蓬生著

� 「守教（下）」
帚木蓬生著

� 「思考の整理学」
外山滋比古著

� 「英文翻訳術」
安西徹雄著

� 「シェイクスピア」
河合祥一郎著

� 「与謝野晶子評論集」
鹿野政直・香内信子編

� 「18 歳からの民主主義」
岩波新書編集部編著

� 「知の古典は誘惑する」
小島毅編著

■心理

� 「不登校の子どもに何が必要か」
増田健太郎編著

�
「思春期・青年期の発達障害者が
「自分らしく生きる」ための支援」
小島・田中・井沢・田中編著

� 「ある臨床心理学者の自己治癒的がん体験記」
山中寛著

�
「いじめを生む教室　子どもを守るために
知っておきたいデータと知識（PHP 新書）」
荻上チキ著

■医療

� 「脳が壊れた」
鈴木大介著

�
「脳は回復する
高次脳機能障害からの脱出」
鈴木大介著

�
「睡眠の科学・改訂新版 
なぜ眠るのか なぜ目覚めるのか」
櫻井 武著

■暗号技術

� 「暗号解読＜上＞」
サイモン・シン著；青木 薫（翻訳）

� 「暗号解読＜下＞」
サイモン・シン著；青木 薫（翻訳）

中村　知靖 先生
（九州大学人間環境学研究院教授）

推　薦

藤村　直美 先生
（九州大学特任教授・名誉教授）

推　薦

針塚　進 先生 �、�
（筑紫女学園大学特任教授・九州大学名誉教授）

菊池　悌一郎 先生 �、�
（九州工業大学学生総合支援室准教授）

推　薦

樗木　晶子 先生 ⑱～�
（九州大学医学研究院教授）

太田　一昭 先生 �～�
（九州大学名誉教授）

高山　倫明 先生 �～�
（九州大学人文科学研究院教授）

推　薦

�

�

⑱

�

�

�

�

⑲ ⑳

�

�

� � �

�
�

� � �
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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
6 日 入学者の集い　※北九州サテライト閉所日

19 日 面接授業空席発表
25 日 面接授業追加登録受付開始

 教員免許更新講習生受付開始 ( ～ 11/22)

11 月の行事・お知らせ
2 日 新入生のための学習応援交流会

24 日 公開講演会（福岡）

26 日 2020 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）（～ 2/29）

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
　 　
　 　
　 　

＊詳しいスケジュールは「利用の手引き」をご覧ください。

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）

2019年度「利用の手引き」訂正とお詫びについて
2019年度「利用の手引き」について誤りがございました。訂正しお詫びいたします。

〇5ページ
1月24日（金）臨時閉所日　福岡・北九州閉所

〇6ページ
2月23日（日）天皇誕生日　福岡・北九州閉所

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

● ◆ ● ◆

● ◆


