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公開講演会のご案内
参加無料
要予約

日　時

概　要

受付：9：30～2019年８月31日　  10：00～12：00
講　師

会　場 北九州市立生涯学習総合センター（北九州市小倉北区大門1-6-43）

お申込 7月16日（火）より、北九州市立生涯学習総合センターで、電話（093-571-2735）にて
受け付けます。（平日9：00～17：00）

土

放送大学福岡学習センターおよび県内各地で講演会を開催します。
参加無料で、本学学生・一般の方どなたでもご参加いただけます。
皆さまのお越しをお待ちしています。

私たちは天の川銀河（あるいは銀河系）という、ひとつの銀河に住んでいます。大きさは
10万光年、太陽のような星の数が約2000億個、つまり、巨大で、重たいシステムです。
現在の宇宙の年齢は138億歳ですが、銀河の種は宇宙年齢が2億歳の頃生まれたと考
えられています。したがって、天の川銀河の年齢はだいたい136億歳になります。
綺麗な渦巻銀河に育った天の川銀河ですが、このまま安泰というわけにはいきません。
今から数十億年後には隣にあるアンドロメダ銀河と合体して、ひとつの巨大な丸い銀河
になってしまいます。驚くべきことですが、天の川が消える日がやってくるのです。
皆さんと一緒に銀河の来し方と行方について考えてみることにしましょう。

谷口　義明 氏 （放送大学教授） 

天「 天「 天「 天「 の川が消える日「 天「 天「 天「 天「 天「 天「 天「 天天天「 天「 天天天天「 天「 「 天「 天天天天の天天天天天天天天「 天「 「 天「 天天天のの「 天「 「 天「 川のの天天「 天「 天天天の川のの川天天の川天天の川天天の天天 川天天天 川の天 川川川の川天天天天 川天 川天 川天 川の川川天 川川川天のの 消のののの天の川の川川の 消の ががの川がががが川川 消川が消川川川が川 消がががが消川川が消がが川川がが消消川 消が川が消が川川が消川川がが川 消消が消ががががが え消え消川 消が消川 えが消が消 るええ消が るが ええ消え消え消消消ええ 日ええ消消消 日え 日日消 日消え消 るるえる日るるえる日えるるえ消え 日日るえ 日えええええ消 る日日るるえ 日ええるえるるえ 日日る日るえ 日る日日日る日日る日日る日日日日日日日日日

になってしまいます。驚くべきことですが、天の川が消える日がやってくるのです。

北九州市民カレッジ公開講座＆放送大学コラボ公開講演会
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「 　　　　　」
福津市郷育カレッジ開講式公開講座&放送大学コラボ公開講演会

日　時

概　要

（第1部：開講式典　13：00～13：50　　第2部：公開講座　14：00～15：30）
※表彰者多数の場合など、第1部の時間を延長し、第2部の時間が繰り下がる場合があります。

2019年7月6日　  14：00～15：30

講　師

会　場 福津市中央公民館（福津市手光2222）
お問い合わせ先 福津市教育部郷育推進課（電話：0940-62-5078）　※予約不要

土

豊臣秀吉がおこなった天正15年（1587）の九州平定によって、旧筑前国にも新しい時代
がやってきます。講演では、秀吉や家康の下で、この地域を治めた小早川隆景・秀秋、石田
三成、黒田如水らの遺した歴史資料を通して、その時代の歴史に迫りたいと思います。

中野　等 氏　（九州大学大学院比較社会文化研究院院長・教授）

「 　　　　  」
太宰府市教育講演会&放送大学コラボ公開講演会

日　時

概　要

2019年8月21日　  13：30～15：30
講　師

会　場 プラム・カルコア太宰府（中央公民館）市民ホール（太宰府市観世音寺1丁目3-1）
※駐車スペースが限られていますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

お申込 太宰府市教育委員会　学校教育課（電話：092-921-2121）　※要予約

お申込 7月31日（水）まで、福岡学習センター窓口または電話にて受け付けます。
※申込時に氏名、学籍番号、連絡先をお知らせください。

水

愛着（アタッチメント）とは、子どもが安全や安心を求めて主な養育者（親）に対し抱く親密
な絆のことであり、この絆のある関係を愛着関係といいます。この絆は親の子どもへの気
持ちや対応で作られ、子どもの発達に極めて重要です。親は子どもとどのように「絆」を
作っていけばよいのでしょうか。

針塚　進 氏　（九州大学名誉教授　筑紫女学園大学特任教授）
受付：13：00～
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おっしょい第46号

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 SC/ 北九州 SS所属）の学生です。
できる限り両日程受講してください。
太田先生の英語ゼミ「放送大学大学院入試問題の英文を読み解く」（定員30名※先着順）

日　　　　時 ゼ　　ミ　　内　　容

第1回　8月　7日（水）
第2回　9月　4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から選定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を歓迎します。受講者
は、放送大学HPの「過去問題一覧」に掲載されている「平成 30年度大学院修
士全科生入学者選考筆記試験問題」の「人間発達科学プログラム」第 1問、「平
成 31年度筆記試験問題」の「人間発達科学プログラム」第 1問、「社会経営科
学プログラム」第1問、「人文学プログラム」第2問の英文をプリントアウトし、
事前に目を通しておいてください。
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「 　　　　　」
福津市郷育カレッジ開講式公開講座&放送大学コラボ公開講演会

日　時

概　要

（第1部：開講式典　13：00～13：50　　第2部：公開講座　14：00～15：30）
※表彰者多数の場合など、第1部の時間を延長し、第2部の時間が繰り下がる場合があります。

2019年7月6日　  14：00～15：30

講　師

会　場 福津市中央公民館（福津市手光2222）
お問い合わせ先 福津市教育部郷育推進課（電話：0940-62-5078）　※予約不要

土

豊臣秀吉がおこなった天正15年（1587）の九州平定によって、旧筑前国にも新しい時代
がやってきます。講演では、秀吉や家康の下で、この地域を治めた小早川隆景・秀秋、石田
三成、黒田如水らの遺した歴史資料を通して、その時代の歴史に迫りたいと思います。

中野　等 氏　（九州大学大学院比較社会文化研究院院長・教授）

「 　　　　  」
太宰府市教育講演会&放送大学コラボ公開講演会

日　時

概　要

2019年8月21日　  13：30～15：30
講　師

会　場 プラム・カルコア太宰府（中央公民館）市民ホール（太宰府市観世音寺1丁目3-1）
※駐車スペースが限られていますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

お申込 太宰府市教育委員会　学校教育課（電話：092-921-2121）　※要予約

お申込 7月31日（水）まで、福岡学習センター窓口または電話にて受け付けます。
※申込時に氏名、学籍番号、連絡先をお知らせください。

水

愛着（アタッチメント）とは、子どもが安全や安心を求めて主な養育者（親）に対し抱く親密
な絆のことであり、この絆のある関係を愛着関係といいます。この絆は親の子どもへの気
持ちや対応で作られ、子どもの発達に極めて重要です。親は子どもとどのように「絆」を
作っていけばよいのでしょうか。

針塚　進 氏　（九州大学名誉教授　筑紫女学園大学特任教授）
受付：13：00～

The Open University of Japan

ステップアップセミナー開催のお知らせ
（７月～９月開催分）

2019年度　客員教員による

各講師に勉強の仕方なども質問できます。早めにご予約ください。各講師に勉強の仕方なども質問できます。早めにご予約ください。

お申込 下記事項を、メール・FAX・または電話にてお知らせください。
①参加希望セミナー　②氏名　③氏名のフリガナ　④住所（市区町村まで）　⑤連絡先　⑥申請者属性（一般・在学生）

申込先 放送大学福岡学習センター
メール：fukuoka-koen@ouj.ac.jp（セミナー申請受付専用アドレス）
電話：092-585-3033　　FAX：092-585-3039

　2019年5月18日（土）に20名の学生が参加して、九州大学筑紫キャン
パスツアーを実施しました。
　このキャンパスツアーは、九州大学筑紫キャンパス開放の一環として実施されたもので、普段は関係者以外
入ることのできない実験・研究棟の内部を見学させていただき、実際に研究を行っている九州大学の先生や大
学院生の方に研究内容の説明をしていただきました。

　応用力学研究所・地球大気動態シミュレーション実験棟では、風レンズ風車
について、開発された大屋九州大学名誉教授に説明していただき、日頃見慣れ
ている風車の「?」にお答えいただきました。
　応用力学研究所・高温プラズマ理工学研究センターのQUEST実験棟では、
花田応用力学研究所長から核融合炉の実現を目指す最先端の研究について説
明していただき、充実したキャンパスツアーとなりました。

開催報告

九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー九州大学筑紫キャンパスツアー

【会場：福岡学習センター5階講義室】定員60名

開催日 時間・講師名 演題

8月3日（土）
10：00 ～15：00

宮本　敬久
九州大学大学院
農学研究院教授

10：00～12：00

どうして起きる食中毒、その原因と対策
食品は種類が多く、その構成も複雑です。日本では、毎年、約 2万人の食中毒患者の発
生が公式に発表されていますが、その実数は数十倍と推定されています。食べ物とともに
災いを口から入れないようにするためには、食中毒菌等の外から食品を汚染する要因があ
ることや食品は時間と共に劣化することを理解して食品を取り扱うことが大事です。食に
よる健康被害防止には、まず、健康被害をもたらす食中毒細菌など、相手を知る必要があ
ります。食に起因する健康被害の事例について、家庭で実践できる対策について一緒に考
えていきます。

永田　晃也
九州大学大学院
経済学研究院教授

13：00 ～15：00

変革型リーダーシップとは何か
―内村鑑三『代表的日本人』に学ぶ―
近年、激変する経営環境の中で企業を先導できる「変革型リーダー」の出現が待望されて
います。本セミナーでは、まず経営学のリーダーシップ論を踏まえて「変革型リーダーシッ
プ（Transformational Leadership）」の概念を捉え直し、さらに具体的なリーダー像を内
村鑑三『代表的日本人』の中で取り上げられた上杉鷹山や二宮尊徳の中に見出し、その役
割を論じます。
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客員教員リレーエッセイ

子育てと家族心理学
九州工業大学学生総合支援室　准教授

菊地悌一郎（専門：臨床心理学）

　3歳になる息子の子育て中です。保育園の送り迎え、家事、休みの日にはお出かけと、共働きの家内と共に悪

戦苦闘の毎日です。私が専門とする心理学には「家族心理学」という家族を研究対象にした分野があります。

また家族そのものを相談支援の対象とする「家族療法」という心理療法もあります。家族心理学・家族療法は、

家族を対象にした心理学の基礎と臨床（応用）というウラオモテの関係にあると言えます。

　さて家族心理学・家族療法では、子育て中の家族について、どのようなことが言われているのでしょうか。家

族心理学のテキスト（中釜ら（2008）家族心理学　有斐閣ブックス）によれば、子育てにおいて、家族（夫婦）

が直面する課題が挙げられています。①子どもの世話と家事を夫婦がどのように分担するのか、②仕事と家庭

のバランス、③拡大家族の問題（祖父母の誕生）、④夫婦としての親密さを回復すること、⑤お互いの子育て観

を理解し共有すること。このように「子育てにはさまざまなストレスがあり、夫婦は数えきれないほどの課題に

日 直々面している」という記述もありました。また子どもの発達を促進する親の機能として、母親の存在、役割も

重要ですが、父親が子育てに関わる意義も述べられており、その中には「父親自身の人格発達」という項もあり

ます。このことは子育て中の父親である私自身がまさに実感するところです。親が子どもの人格発達にどのよう

な影響を与えるかだけでなく、子育てを通した親の人格発達にも生涯発達という視点から関心が高まっている

ようです。さらに、引きこもりや虐待、発達障害など、昨今、新聞やニュースで取り上げられる問題についても家

族心理学・家族療法は深く関わっています。

　子育てといった身近な経験から様 な々社会的問題までも含む家族心理学・家族療法は、発達心理学と臨床

心理学のクロスロードとも言われる分野ですので、これらに興味のある方は勉強されてみてはどうでしょうか。

　4月27日（土）の午後開催し、約40名の方々が参
加されました。Webの使い方の説明や4人の先輩の
学生さんの体験談が披露されました。
　仕事に行くのに印刷教材を持ち歩く、教材を確認
してから受講科目を決める、過去問を前学期から印
刷するなど手に入れる工夫をする、試験は1日2科
目以内にすると疲れない等、実践的なアドバイスに、
参加者の皆さんは熱心に耳を傾けていました。

開催報告

新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会新入生のための学習応援交流会

おっしょい第46号

試験日程

通信指導添削結果・合否結果

７月19日（金）・７月20日（土）大学院

７月21日（日）、７月23日（火）～7月25日（木）、7月27日（土）～7月28日（日）
※７月22日（月）は閉所日、7月26日（金）は臨時閉所日

学　部

試験会場

福岡会場

単位認定試験について

福岡学習センター
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）
☎092-585-3033
◆JR大野城駅西口から徒歩約７分
◆西鉄白木原駅から徒歩約20分
※『利用の手引』裏面をご確認ください。

●通信指導の添削結果が、択一式科目（併用式の択一部分）は7月8日（月）、記述式科目（併用式の記述部分）は7月19日
（金）までに届かない場合は大学本部まで連絡してください。〈電話（代表）：043-276-5111〉

●通信指導の合否結果は、添削結果と同時期に送付される「単位認定試験通知（受験票）」によって通知されます。（「単
位認定試験通知（受験票）」は、添削結果より前に届くことがあります。）合格の場合は、当該科目の試験日時が記載さ
れています。未提出または不合格の場合は受験できません。

　放送大学「学生生活の栞」（学部p70～72、大学院p65～67）をもう一度ご確認ください。

※福岡会場は座席指定となっています。
　試験室の入口の掲示板で座席番号を確認してく
ださい。

北九州サテライトスペース（北九州サテライトスペース所属学生）北九州会場

北九州サテライトスペース
北九州市八幡西区黒崎３-15-３
コムシティ ３階
☎093-645-3201
◆JR黒崎駅隣接
※『利用の手引』裏面をご確認ください。

＊ いずれの試験会場も放送大学の駐車場はありません。公共交通機関等をご利用ください。
　（福岡学習センターでは、土日に限り九州大学筑紫キャンパス内の駐車場を利用できますが、試験では多く

の学生が来所しますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。ご協力をお願いいたします。）

7月19日（金）から単位
認定試験が始まりま
す。持ち物など確認
してください。

放送大学福岡学習センター５階（福岡学習センター所属学生）
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九州工業大学学生総合支援室　准教授

菊地悌一郎（専門：臨床心理学）

　3歳になる息子の子育て中です。保育園の送り迎え、家事、休みの日にはお出かけと、共働きの家内と共に悪
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また家族そのものを相談支援の対象とする「家族療法」という心理療法もあります。家族心理学・家族療法は、

家族を対象にした心理学の基礎と臨床（応用）というウラオモテの関係にあると言えます。

　さて家族心理学・家族療法では、子育て中の家族について、どのようなことが言われているのでしょうか。家

族心理学のテキスト（中釜ら（2008）家族心理学　有斐閣ブックス）によれば、子育てにおいて、家族（夫婦）

が直面する課題が挙げられています。①子どもの世話と家事を夫婦がどのように分担するのか、②仕事と家庭

のバランス、③拡大家族の問題（祖父母の誕生）、④夫婦としての親密さを回復すること、⑤お互いの子育て観

を理解し共有すること。このように「子育てにはさまざまなストレスがあり、夫婦は数えきれないほどの課題に

日 直々面している」という記述もありました。また子どもの発達を促進する親の機能として、母親の存在、役割も

重要ですが、父親が子育てに関わる意義も述べられており、その中には「父親自身の人格発達」という項もあり

ます。このことは子育て中の父親である私自身がまさに実感するところです。親が子どもの人格発達にどのよう

な影響を与えるかだけでなく、子育てを通した親の人格発達にも生涯発達という視点から関心が高まっている

ようです。さらに、引きこもりや虐待、発達障害など、昨今、新聞やニュースで取り上げられる問題についても家

族心理学・家族療法は深く関わっています。

　子育てといった身近な経験から様 な々社会的問題までも含む家族心理学・家族療法は、発達心理学と臨床

心理学のクロスロードとも言われる分野ですので、これらに興味のある方は勉強されてみてはどうでしょうか。

　4月27日（土）の午後開催し、約40名の方々が参
加されました。Webの使い方の説明や4人の先輩の
学生さんの体験談が披露されました。
　仕事に行くのに印刷教材を持ち歩く、教材を確認
してから受講科目を決める、過去問を前学期から印
刷するなど手に入れる工夫をする、試験は1日2科
目以内にすると疲れない等、実践的なアドバイスに、
参加者の皆さんは熱心に耳を傾けていました。

開催報告

新入生のための学習応援交流会

The Open University of Japan

試験日程

通信指導添削結果・合否結果

７月19日（金）・７月20日（土）大学院

７月21日（日）、７月23日（火）～7月25日（木）、7月27日（土）～7月28日（日）
※７月22日（月）は閉所日、7月26日（金）は臨時閉所日

学　部

試験会場

福岡会場

単位認定試験について

福岡学習センター
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）
☎092-585-3033
◆JR大野城駅西口から徒歩約７分
◆西鉄白木原駅から徒歩約20分
※『利用の手引』裏面をご確認ください。

●通信指導の添削結果が、択一式科目（併用式の択一部分）は7月8日（月）、記述式科目（併用式の記述部分）は7月19日
（金）までに届かない場合は大学本部まで連絡してください。〈電話（代表）：043-276-5111〉

●通信指導の合否結果は、添削結果と同時期に送付される「単位認定試験通知（受験票）」によって通知されます。（「単
位認定試験通知（受験票）」は、添削結果より前に届くことがあります。）合格の場合は、当該科目の試験日時が記載さ
れています。未提出または不合格の場合は受験できません。

　放送大学「学生生活の栞」（学部p70～72、大学院p65～67）をもう一度ご確認ください。

※福岡会場は座席指定となっています。
　試験室の入口の掲示板で座席番号を確認してく
ださい。

北九州サテライトスペース（北九州サテライトスペース所属学生）北九州会場

北九州サテライトスペース
北九州市八幡西区黒崎３-15-３
コムシティ ３階
☎093-645-3201
◆JR黒崎駅隣接
※『利用の手引』裏面をご確認ください。

＊ いずれの試験会場も放送大学の駐車場はありません。公共交通機関等をご利用ください。
　（福岡学習センターでは、土日に限り九州大学筑紫キャンパス内の駐車場を利用できますが、試験では多く

の学生が来所しますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。ご協力をお願いいたします。）

7月19日（金）から単位
認定試験が始まりま
す。持ち物など確認
してください。

放送大学福岡学習センター５階（福岡学習センター所属学生）
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飲食等について

当日持参物

・九州大学学生食堂 ： 月～土　　・九州大学売店（生協）及び喫茶室 ： 月～金　
・自動販売機 ： 福岡学習センター 5階エレベーター近く、九州大学Ｅ棟１階玄関ロビー、売店入口前など 

　福岡学習センター５階の「学生交流室Ⅰ」・「学生交流室Ⅱ」にて飲食ができます。また、九州大学の以下の施設も利用
できます。

 （＊営業時間については「利用の手引」p35参照）
● 控室は準備しています。試験日、時限によって異なります。掲示でご確認ください。
● 北九州会場でも控室を設けます（飲食不可）。掲示にて案内いたしますので、ご確認ください。
● 試験室内は空調していますが、各自服装で調節してください。

成績通知

　試験結果は、8月下旬に大学本部から「成績通知書」によっ
て通知されます。
　なお、システムWAKABAの「教務情報→履修成績照会」で
も成績を確認することができます。

＊放送大学「学生生活の栞」（学部p74～75、大学院p69～
70）をご覧ください。

重要 ※必ずお読みください！！

① 単位認定試験通知
　（受験票）

「受験票」及び「単位認定試験に際しての注意事項」は、試験開始日の1週間前
までに大学本部から送付されます。7月12日（金）になっても届かない場合、
あるいは紛失した場合は、大学本部学生課単位認定試験係まで連絡してくだ
さい。
〈電話（代表）：043-276-5111〉

② 学生証 学生証の交付を受けていない方、有効期限が切れている学生証をお持ちの方は、
所属の福岡学習センター及び北九州サテライトスペースの事務室で交付を受
けてください。
試験当日受取りの方は早めにお越しください。
※試験開始20分経過後は、入室はできません。（受験不可）

③ 筆記用具 解答には、必ずHBの黒鉛筆を使用してください。
（シャープペンシルは不可）
※原則として貸出はできませんので、ご注意ください。

④ 持込許可物品 科目によっては印刷教材等の持込が認められます。また、単位認定試験の出
題形式は択一式・記述式・両者併用式があります。これらの情報は、試験の1ヶ
月前から学習センター掲示板及びシステムWAKABA「キャンパスライフ→
学内連絡」に掲載されます。また、受験票送付時に同封される試験時間割にも
記載されています。

単位認定試験通知

福岡学習センタ―　　○○○○

Ⓐ 100～90点

合 格
A 89 ～ 80 点

B 79 ～ 70 点

C 69 ～ 60 点

D 59 ～ 50 点
不合格

E 49 ～  ０点

有効期限
平成＊＊年＊＊月末

再試験

単位認定試験問題・解答（コメント）の閲覧

　2019年度第1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、2019年度第1学期末で学籍が切れる方は、継続入学の手続（次頁参照）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p75～76、大学院p70～71）を、もう一度ご覧ください。   

全科履修生で有効期限切れの学生証をお持ちの方はいませんか？

単位認定試験には学生証が必要となりますので、試験までに必ず学生証の交付を受けてください。
（＊単位認定試験の際、早めに来て交付を受けることもできます。）

有効期限は、学生証の左下（写真下部）
に記載されています。（平成31年3月
31日、またはそれ以前の方は更新が必
要です。）

学生証

有効期限
平成31年3月31日

放送大学教養学部
福岡学習センター全科履修生
氏　　名　○○　○○
生年月日　昭和○○年○月○日
学生番号　○○○―○○○○○―○

学生証の交付・更新について

【交付場所】

福岡学習センター所属

福岡学習センター
↓

北九州サテライトスペース所属

北九州サテライトスペース
↓

【交付時に必要なもの】

新規及び継続入学者

「入学許可証」
↓

全科履修生で
有効期限切れの方

「旧学生証」
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飲食等について

当日持参物

・九州大学学生食堂 ： 月～土　　・九州大学売店（生協）及び喫茶室 ： 月～金　
・自動販売機 ： 福岡学習センター 5階エレベーター近く、九州大学Ｅ棟１階玄関ロビー、売店入口前など 

　福岡学習センター５階の「学生交流室Ⅰ」・「学生交流室Ⅱ」にて飲食ができます。また、九州大学の以下の施設も利用
できます。

 （＊営業時間については「利用の手引」p35参照）
● 控室は準備しています。試験日、時限によって異なります。掲示でご確認ください。
● 北九州会場でも控室を設けます（飲食不可）。掲示にて案内いたしますので、ご確認ください。
● 試験室内は空調していますが、各自服装で調節してください。

成績通知

　試験結果は、8月下旬に大学本部から「成績通知書」によっ
て通知されます。
　なお、システムWAKABAの「教務情報→履修成績照会」で
も成績を確認することができます。

＊放送大学「学生生活の栞」（学部p74～75、大学院p69～
70）をご覧ください。

重要 ※必ずお読みください！！ 再試験

単位認定試験問題・解答（コメント）の閲覧

　2019年度第1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、2019年度第1学期末で学籍が切れる方は、継続入学の手続（次頁参照）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p75～76、大学院p70～71）を、もう一度ご覧ください。   

全科履修生で有効期限切れの学生証をお持ちの方はいませんか？

単位認定試験には学生証が必要となりますので、試験までに必ず学生証の交付を受けてください。
（＊単位認定試験の際、早めに来て交付を受けることもできます。）

有効期限は、学生証の左下（写真下部）
に記載されています。（平成31年3月
31日、またはそれ以前の方は更新が必
要です。）

学生証

有効期限
平成31年3月31日

放送大学教養学部
福岡学習センター全科履修生
氏　　名　○○　○○
生年月日　昭和○○年○月○日
学生番号　○○○―○○○○○―○学生番号　○○○

月31日平成31年 月31日

学生証の交付・更新について

【交付場所】

福岡学習センター所属

福岡学習センター
↓

北九州サテライトスペース所属

北九州サテライトスペース
↓

【交付時に必要なもの】

新規及び継続入学者

「入学許可証」
↓

全科履修生で
有効期限切れの方

「旧学生証」

2018年度第1学期・2018年度第2学期
試験問題・解答　　公表の方法 試験問題 解答

（コメント）
①閲覧 
（福岡学習センター学生交流室Ⅰ（５Ｆ）、北九州サテライトスペース）
②デジカメ撮影
（福岡学習センター学生交流室Ⅰ（５Ｆ）、北九州サテライトスペース）
③システムWAKABA「単位認定試験問題・解答等」
④郵送サービス（有料）

全科目 全科目

※詳細は、「学生生活の栞」（学部p76～79、大学院p71～74）をご覧ください。
※公表する解答等の閲覧期間は約1年間です。

学生の種類 全科履修生 選科履修生 科目履修生
学生証の有効期限 ２年間 １年間 半年間（１学期間）
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事務局からのお知らせ

看護師等のための大学卒・学士（看護学）取得説明会のご案内

2019年9月8日（日）14：00 ～15：30　★終了後、個別相談会を実施します。 
福岡学習センター 5階　講義室 
髙橋　さとみ（放送大学専門職） 
電話・メールにて受け付けます。
　※メールでお申込みされる際は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
　　　　　電話 092-585-3033　　メール fukuoka-sc@ouj.ac.jp

　放送大学に入学し、どのように学習していくのか、また学士（看護学）の取得について詳しくご説明します。
　在学生以外の方もご参加いただけますので、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

日　時

会　場

説明者

申　込

2019年9月1日（日）13：30 ～15：30 （受付13：00 ～）
福岡学習センター 5階　講義室
大場 登 氏(放送大学教授、公認心理師教育推進室室長（臨床心理士、公認心理師））
波田野 茂幸 氏 (放送大学准教授、公認心理師教育推進室副室長（臨床心理士、公認心理師））
学生および一般の方、70名を予定
2019年7月20日（土）～ 8月24日（土）

日　時

会　場

説明者

対　象

受付期間

メールマガジン登録はこちら
【一 般 の 方 向け 】 https://krs.bz/u-air/m/nurse-mail_new
【在学生の方向け】 https://krs.bz/u-air/m/nurse-mail_student

公認心理師資格対応カリキュラム説明会のご案内

　2017年9月15日、公認心理師法が施行されました。日本における初めての心理職の国家資格です。放送大
学でも、2019年度第1学期には学部段階での公認心理師対応カリキュラムを開始しました。今回の説明会では、
公認心理師の特徴についてお話ししながら、放送大学における対応カリキュラム、受講にあたっての留意点など
についても説明いたします。
　カリキュラム受講にあたっての皆さんの疑問を解消することも目的としていますので、参加者の皆さんからの
説明会内でのご質問も歓迎です。関心をお持ちの方はどなたでもどうぞ奮ってご来場ください。

　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、2019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

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
2019年7月1日（月）～ 8月1日（木）　
※募集要項や科目等詳細は事務室にお問い合わせください。

対　象

募集人員

受付期間

申し込み方法は、放送大学福岡学習センターのホームページで、後日お知らせいたします。

おっしょい第46号

2019年度第2学期の手続きについて

2019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（インターネット）で登録申請を行ってください。

申請期間
郵 送：2019年8月15日（木）～ 8月30日（金）本部必着
Web：2019年8月15日（木）９時～ 8月31日（土）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。
　再入学をご希望の場合は「継続入学関係書類」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p95 ～ 98）をご参照ください。

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。

科目登録申請票

2019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（インターネット）で出願してください。

出願締切
第1回 第2回　　
郵 送 ：2019年8月31日（土）本部必着 郵 送 ：2019年9月20日（金）本部必着
Web ：2019年8月31日（土）24時 Web ：2019年9月20日（金）24時

＊選科・科目履修生が全科履修生への出願をする場合は「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。

継続入学用出願票
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事務局からのお知らせ

看護師等のための大学卒・学士（看護学）取得説明会のご案内

2019年9月8日（日）14：00 ～15：30　★終了後、個別相談会を実施します。 
福岡学習センター 5階　講義室 
髙橋　さとみ（放送大学専門職） 
電話・メールにて受け付けます。
　※メールでお申込みされる際は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
　　　　　電話 092-585-3033　　メール fukuoka-sc@ouj.ac.jp

　放送大学に入学し、どのように学習していくのか、また学士（看護学）の取得について詳しくご説明します。
　在学生以外の方もご参加いただけますので、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

日　時

会　場

説明者

申　込

2019年9月1日（日）13：30 ～15：30 （受付13：00 ～）
福岡学習センター 5階　講義室
大場 登 氏(放送大学教授、公認心理師教育推進室室長（臨床心理士、公認心理師））
波田野 茂幸 氏 (放送大学准教授、公認心理師教育推進室副室長（臨床心理士、公認心理師））
学生および一般の方、70名を予定
2019年7月20日（土）～ 8月24日（土）

日　時

会　場

説明者

対　象

受付期間

メールマガジン登録はこちら
【一 般 の 方 向け 】 https://krs.bz/u-air/m/nurse-mail_new
【在学生の方向け】 https://krs.bz/u-air/m/nurse-mail_student

公認心理師資格対応カリキュラム説明会のご案内

　2017年9月15日、公認心理師法が施行されました。日本における初めての心理職の国家資格です。放送大
学でも、2019年度第1学期には学部段階での公認心理師対応カリキュラムを開始しました。今回の説明会では、
公認心理師の特徴についてお話ししながら、放送大学における対応カリキュラム、受講にあたっての留意点など
についても説明いたします。
　カリキュラム受講にあたっての皆さんの疑問を解消することも目的としていますので、参加者の皆さんからの
説明会内でのご質問も歓迎です。関心をお持ちの方はどなたでもどうぞ奮ってご来場ください。

　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、2019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

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
2019年7月1日（月）～ 8月1日（木）　
※募集要項や科目等詳細は事務室にお問い合わせください。

対　象

募集人員

受付期間

申し込み方法は、放送大学福岡学習センターのホームページで、後日お知らせいたします。

The Open University of Japan

2019年度第2学期の手続きについて

2019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（インターネット）で登録申請を行ってください。

申請期間
郵 送：2019年8月15日（木）～ 8月30日（金）本部必着
Web：2019年8月15日（木）９時～ 8月31日（土）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。
　再入学をご希望の場合は「継続入学関係書類」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p95 ～ 98）をご参照ください。

科目登録申請票

2019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（インターネット）で出願してください。

出願締切
第1回 第2回　　
郵 送 ：2019年8月31日（土）本部必着 郵 送 ：2019年9月20日（金）本部必着
Web ：2019年8月31日（土）24時 Web ：2019年9月20日（金）24時

＊選科・科目履修生が全科履修生への出願をする場合は「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。

継続入学用出願票
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　福岡学習センターでは、次の方を対象に表彰を行います。

申請の際は、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。
ご不明の場合は、学習センターにお問い合わせください。

　皆さんの家族や友人で、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：2019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　2019年6月15日（土）～ 8月31日（土）
 第2回　2019年9月  1日（日）～ 9月20日（金）
☆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
★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。（10:00 ～17:00）

2019年度第2学期（10月入学）入学生を募集しています。

特別表彰および修学勉励表彰について

①2019年度第1学期に3コース卒業を達成する方
②2019年度第1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
福岡学習センター窓口または電話にてお申し出ください。
所定の申請用紙をお渡し（または郵送）します。
2019年9月7日（土）
※2018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。
※②については、対象者は全科履修生で、既修得単位を認定された編入学者は除きます。

対　象

受付締切

申請方法

放送大学福岡学習センターTwitter をはじめました。
放送大学福岡学習センター・北九州サテライトスペースのホームページの更新情報などを発信します。
下記URLで閲覧できますので、ぜひご確認ください。フォローをすると、ホームページ更新の通知を
受け取ることができます。

【放送大学福岡学習センターTwitter】
URL：https://twitter.com/fukuokacenter
アカウント：@fukuokacenter

【フォロー方法】
①上記URLより放送大学福岡学習センターの
　Twitterにアクセス
②アカウントをお持ちの方はログイン、
　お持ちでない方はアカウントを作成し、「フォローする」をクリック

合唱団募集について

　当センターでは、昨年度から学生の皆様のご協力を
得て、「入学者の集い」で新入生の方を学歌でお迎え
する取組を行ってきましたが、この度、参加メンバー
で同好会「みどりの風」も結成されました。
　第2学期の「入学者の集い」において、「みどりの風」
メンバーの方々と、学歌を歌う学生さんを募集してい
ます。下記の通り練習を行いますが、指導は今まで
と同じ宮﨑憲子先生、ピアノ伴奏は福岡学習センター
OGの稲葉美津子さんです。
　10月6日当日は都合つかないけれど練習は参加し
たい方、全部の練習に参加できない方等も参加可能です。歌がお好きな方はどうぞお申し込みください。

（「みどりの風」メンバーの方は、申込不要です。）
　なお、宮﨑先生には、11月に合唱の面接授業をお願いしています。

学歌を歌うメンバーを募集しています。
第2学期「入学者の集い」で

練習日時 8月17日（土）    14時から
9月  7日（土）    14時から
9月22日（日）    14時から 

　学生相互の交流と職員との親睦を目的として学生研修旅行を開催いたします。

学生研修旅行「令和のふるさとめぐり」参加者募集

2019年9月13日（金）　　8：30 ～12：00
福岡学習センター　8：30集合　※時間厳守
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
30名　※申込期間内先着順

無料
福岡学習センター窓口・電話にて受け付けます。　電話　092-585-3033（福岡）　
お申込みの際は、氏名・電話番号（必ず当日連絡がとれる携帯番号など）をお知らせください。
7月31日（水）～ 8月31日（土）

見学コース（予定）
バスで福岡学習センターを出発 → 国特別史跡水城跡見学 → バスで移動　
→ 大宰府展示館・大宰府政庁跡・坂本八幡宮・戒壇院・観世音寺（国宝梵鐘・宝蔵）等見学（徒歩で移動）
→ 希望により、バスで西鉄大宰府駅までお送りします。（現地解散）
※見学には、当センター客員教員の九州大学高山倫明教授が同行し、令和の出典の万葉集を軸に、史跡等に
　ついても解説くださる予定です。

日　時

集合場所

対　象

定　員

費　用

申　込

受付期間

おっしょい第46号
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　福岡学習センターでは、次の方を対象に表彰を行います。

申請の際は、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。
ご不明の場合は、学習センターにお問い合わせください。

　皆さんの家族や友人で、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：2019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　2019年6月15日（土）～ 8月31日（土）
 第2回　2019年9月  1日（日）～ 9月20日（金）
☆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
★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。（10:00 ～17:00）

2019年度第2学期（10月入学）入学生を募集しています。

特別表彰および修学勉励表彰について

①2019年度第1学期に3コース卒業を達成する方
②2019年度第1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
福岡学習センター窓口または電話にてお申し出ください。
所定の申請用紙をお渡し（または郵送）します。
2019年9月7日（土）
※2018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。
※②については、対象者は全科履修生で、既修得単位を認定された編入学者は除きます。

対　象

受付締切

申請方法

放送大学福岡学習センターTwitter をはじめました。
放送大学福岡学習センター・北九州サテライトスペースのホームページの更新情報などを発信します。
下記URLで閲覧できますので、ぜひご確認ください。フォローをすると、ホームページ更新の通知を
受け取ることができます。

【放送大学福岡学習センターTwitter】
URL：https://twitter.com/fukuokacenter
アカウント：@fukuokacenter

【フォロー方法】
①上記URLより放送大学福岡学習センターの
　Twitterにアクセス
②アカウントをお持ちの方はログイン、
　お持ちでない方はアカウントを作成し、「フォローする」をクリック

合唱団募集について

　当センターでは、昨年度から学生の皆様のご協力を
得て、「入学者の集い」で新入生の方を学歌でお迎え
する取組を行ってきましたが、この度、参加メンバー
で同好会「みどりの風」も結成されました。
　第2学期の「入学者の集い」において、「みどりの風」
メンバーの方々と、学歌を歌う学生さんを募集してい
ます。下記の通り練習を行いますが、指導は今まで
と同じ宮﨑憲子先生、ピアノ伴奏は福岡学習センター
OGの稲葉美津子さんです。
　10月6日当日は都合つかないけれど練習は参加し
たい方、全部の練習に参加できない方等も参加可能です。歌がお好きな方はどうぞお申し込みください。

（「みどりの風」メンバーの方は、申込不要です。）
　なお、宮﨑先生には、11月に合唱の面接授業をお願いしています。

学歌を歌うメンバーを募集しています。
第2学期「入学者の集い」で

練習日時 8月17日（土）    14時から
9月  7日（土）    14時から
9月22日（日）    14時から 

　学生相互の交流と職員との親睦を目的として学生研修旅行を開催いたします。

学生研修旅行「令和のふるさとめぐり」参加者募集

2019年9月13日（金）　　8：30 ～12：00
福岡学習センター　8：30集合　※時間厳守
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
30名　※申込期間内先着順

無料
福岡学習センター窓口・電話にて受け付けます。　電話　092-585-3033（福岡）　
お申込みの際は、氏名・電話番号（必ず当日連絡がとれる携帯番号など）をお知らせください。
7月31日（水）～ 8月31日（土）

見学コース（予定）
バスで福岡学習センターを出発 → 国特別史跡水城跡見学 → バスで移動　
→ 大宰府展示館・大宰府政庁跡・坂本八幡宮・戒壇院・観世音寺（国宝梵鐘・宝蔵）等見学（徒歩で移動）
→ 希望により、バスで西鉄大宰府駅までお送りします。（現地解散）
※見学には、当センター客員教員の九州大学高山倫明教授が同行し、令和の出典の万葉集を軸に、史跡等に
　ついても解説くださる予定です。

日　時

集合場所

対　象

定　員

費　用

申　込

受付期間

The Open University of Japan
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８月の行事・お知らせ
3日 ステップアップセミナー（福岡）

15日 2019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（～8/31）
大学院修士全科生・博士全科生（2020年度）
出願受付開始（～8/26）

21日 コラボ公開講演会（プラム・カルコア太宰府（中央公
民館）市民ホール）

24・25日 教員免許更新講習修了認定試験

31日 コラボ公開講演会（北九州市立生涯学習総合センター）

7月～9月のスケジュール

７月の行事・お知らせ
6日 コラボ公開講演会（福津市中央公民館）

7日 オープンキャンパス（福岡・北九州）

19・20日 単位認定試験（大学院）

21・23日 単位認定試験（教養学部）　

24・25日 単位認定試験（教養学部）　

27・28日 単位認定試験（教養学部）

単位認定試験が近づいてまいりました。暑い日も続きますので、お体に気を付けて試験当日をお
迎えください。今号では、講演会やゼミ、研修旅行などいろいろな催しを掲載しています。今後も随
時ホームページや機関紙で情報発信をしますので、たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

編集
後記

９月の行事・お知らせ
1日 2019年度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）（～9/20）
公認心理師資格対応カリキュラム説明会（福岡）

8日 看護師等のための大学卒・学士（看護学）取得説明会
（福岡）／オープンキャンパス（福岡・北九州）

13日 学生研修旅行

27・28日 単位認定試験（看護師資格）

29日 学位記授与式（福岡）

詳しいスケジュールは「利用の手引」をご覧ください。

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

● 

◆ ● 

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

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

9月

●＝面接授業（福岡）◆＝面接授業（北九州）
　 　閉所日　　 　試験


