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2020年度第1学期単位認定試験について
　2020 年度第 1学期の単位認定試験は試験会場での実施は行わず、代替措置として自宅での受験となります。　
7/1（水）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。

↑緑色のバナーをクリック
またはURLを入力 https://www.ouj.ac.jp/shiken/
単位認定試験問題の閲覧可能期間：2020 年 7月 14日（火）10：00〜 7月 21日（火）23：59
試験問題公開ページで試験問題を閲覧する際は、ID・パスワードが必要です。
※ ID・パスワードは 7/1（水）発送の解答用紙一式に同封する文書に記載しています。

　2020 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、2020 年度第 1学期末で学籍が切れる方は、継続入学の手続（4ページ参照）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 p74〜 75、大学院 p71〜 72）をご参照ください。

実施スケジュール

単位認定試験問題公開ページ

再試験

放送大学ホームページトップ
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インターネットを活用した教育
九州大学名誉教授

藤村　直美（専門：情報工学）

Essay

　大学の教育の有り様（講義室での集合授業）は長い間変わっていないように思う。そうした中で、2020 年早々に新型コロナ
ウイルスが出現し、感染防止のために従来型の集合授業ができなくなった。その結果、多くの大学で突然インターネットを活用
する遠隔授業が始まった。実技・実験・実習系科目以外は、遠隔講義で代替可能という判断であろう。しかしながら遠隔講義を
円滑に行うためには、オンデマンド型にしろ、リアルタイム型にしろ、いくつかの条件を満たす必要がある。
1）管理システム（LMS）の準備
	 	学習用教材を提供する LMS	（Learning	Management	System）が必要である。全学規模で LMS を使うにはそれなりの性能が
要求される。特に授業開始のログイン時に大きな負荷がかかるなど、教育用システムは独特の特徴があるので、システムの
設計・運用が難しい。突然のシステム増強などは技術的にも事務手続き的にも難しい。

2）教材の再構築
	 	ICT を活用する授業では上手に対応できると、従来の方法よりも時間的な効率や教育効果を改善できる。そのためには授業
方法や教材を再構成する手間が必要である。個人的な経験では、ICT を活用した授業では、学生の質問が増える、情報共有
を円滑に行える等、従来型の講義室に比べて利点も多い。

3）学生の学習環境
	 	遠隔講義を受講するための端末を持っていない学生への対応が必要である。また学生が従量課金の回線で遠隔授業を受講す
ると経済的な負担が大きい。

　教育方法を大きく変更することは必ずしも容易ではないが、ICT を活用する教育には例えば次のような利点もあるので、旧来
の教育方法に固執せず、これを機会に新しい学習様式に向かう一歩を踏み出したいものである。
	 • 上手に行うと効率良く教育効果を高められる。
	 • 講義内容が第 3者の目に晒されるので、より良い教材を準備する動機付けになる。
	 • オンデマンド型の授業では、何時でも、何処でも、自分のペースで、自由に学習できる。そのため、例えば特別な配慮が必			
　　要な学生も気兼ねなく、自分の都合に合わせて学習できる。

おっしょい第50号

福岡学習センター窓口または電話にて受け付けます。電話　092－585－3033
※申込時に氏名、学籍番号、連絡先をお知らせください。
7月22日（水）～8月12日（水）

申　込

受付期間

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。

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 17 名※先着順）

日　　時 ゼ　ミ　内　容
第1回　8月19日（水）
第2回　9月　9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「2018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、「2020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（1）および（2）、「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。

※…新型コロナウイルスの影響により中止となる場合がございますので、ご参加にあたっては福岡学習センター
ホームページを必ずご確認ください。また、開催当日は必ずマスクを着用いただき、手指消毒や咳エチケッ
トにご協力願います。
　もし、咳や発熱などの症状がある場合は、ご参加をお控えください。
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【福岡会場（福岡学習センター5階講義室）】定員16名※先着順…
開催日 時間・講師名 演題

8月29日（土）
10：00～15：00

橋口　暢子
九州大学大学院

医学研究院
教授

（10：00 ～12：00）

家庭内における不慮の事故の現状と対策
　近年、家庭内の不慮の事故による死亡者数は増加し、その数は、交通事故によ
る死者数より多いことが厚労省より報告されています。その原因として多いのは、
窒息、転倒転落、溺死溺水で、これら事故は死に至らずとも重症化につながるケー
スも多いのが特徴です。本セミナーでは、安全と考えられる家庭内で発生してい
る事故の現状について紹介するとともに、事故防止のための対策について受講生
のみなさんと一緒に考えたいと思います。

坂上　康俊
九州大学大学院
人文科学研究院

教授

（13：00 ～15：00）

古代末期福岡平野における集落の変貌
　福岡平野では、8 世紀初頭に爆発的に発展した集落が、9 世紀に入る前後に
急速に衰退していきます。この現象は、全国的に見たときにはどのように位置
づけられるのでしょうか？そして、そもそも何が原因でこうした現象が生じて
しまったのでしょうか。この問題を、福岡市内の御笠川両岸での集落・水田遺
構の発掘調査と、観世音寺文書などの文献史料とに基づいて検討してみようと
思います。

8月30日（日）
10：00～15：00

谷本　潤
九州大学大学院

総合理工学研究院
教授

（10：00 ～12：00）

数値流体解析（CFD）と マルチエージェントシミュレーション（MAS）
の融合による新たな環境予測手法
　シミュレーションという言葉を聞いたことがありますか？シミュレーションと
は「まねる」というラテン語起源の造語で 20 世紀の天才物理学者フォン・ノイ
マンが使い出したとされています。現在のシミュレーション科学の先端技術に
Computed Fluid Dynamics（CFD）；数値流体力学とMulti Agent Simulation（MAS）
があります。この講演では CFD と MAS がどんな概念なのか、そして身近な環境
を予測する最新研究の一端を分かり易く紹介します。

藤村　直美
九州大学名誉教授

（13：00 ～15：00）

社会基盤としてのネットワークとその活用
　インターネットが広く普及し、日々の生活はますます便利になっています。
しかし、インターネットとそこで提供される様々なサービスを安心・安全に活
用するためには、それなりの理解と経験が必要です。ここでは社会基盤として
のネットワークとその活用方法について、教育・学習、社会制度、電子メール、
WWW、暗号化通信、セキュリティなどを例に紹介します。

ステップアップセミナー開催のお知らせ
2020年度　客員教員による

（7～9月開催分）

各講師に勉強の仕方なども質問できます。

The Open University of Japan

福岡学習センター窓口または電話にて受け付けます。電話　092－585－3033
※申込時に氏名、学籍番号、連絡先をお知らせください。
7月22日（水）～8月12日（水）

申　込

受付期間

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。

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 17 名※先着順）

日　　時 ゼ　ミ　内　容
第1回　8月19日（水）
第2回　9月　9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「2018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、「2020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（1）および（2）、「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。

※…新型コロナウイルスの影響により中止となる場合がございますので、ご参加にあたっては福岡学習センター
ホームページを必ずご確認ください。また、開催当日は必ずマスクを着用いただき、手指消毒や咳エチケッ
トにご協力願います。
　もし、咳や発熱などの症状がある場合は、ご参加をお控えください。

申　込：7月30日（木）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　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）
… ※ご注意：受付開始前の申込は一切受け付けません。
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



4

2020年度第2学期の手続きについて

2020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：2020年8月15日（土）～2020年8月30日（日）本部必着
Web：2020年8月15日（土）９時～2020年8月31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。
　再入学をご希望される場合は「継続入学関連書類」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p94～97）をご参照ください。

科目登録申請票

2020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：2020年8月31日（月）本部必着 郵 送：2020年9月15日（火）本部必着
Web：2020年8月31日（月）24時 Web：2020年9月15日（火）17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。

継続入学出願票

事務局からのお知らせ

大学院修士全科生入学希望者ガイダンスについて

　新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、「2021年度大学院修士全科生入学希望者ガイ
ダンス」が開催中止となったことによる代替措置として、以下のページにガイダンスの資料が掲載されてい
ますので、入学を検討されている方は、ご参照ください。
（放送大学ホームページ　>　大学院（文化科学研究院） >　放送大学大学院修士全科生入学希望者ガイダ
ンスの実施について（2021年度4月入学希望者向け））

卒業研究ガイダンスについて

　新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、「卒業研究ガイダンス」が開催中止となったこと
による代替措置として、システムWAKABAに卒業研究ガイダンスの資料が掲載されていますので履修を
検討されている方は、ご参照ください。 
（ システムWAKABA　>　キャンパスライフ　>　学内関連　>　学習案内　 >　002_01卒業研究履
修ガイダンス ）
※「卒業研究履修の手引」と「申請書」を福岡学習センター及び北九州サテライトスペースで配布していま
　す。なお、「申請書」の提出期限は8月14日（金）～8月20日（木）大学本部必着です。

7月以降の福岡学習センター・北九州サテライトスペースのご利用について

　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防止のため7月1日以降も
以下のように一部制限させていただきます。今後も変更が生じましたら、その都度、福岡学習センターホー
ムページ「新型コロナ対応情報」にてお知らせします。

おっしょい第50号
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　 ＊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「継続入学関連書類」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p94～97）をご参照ください。

科目登録申請票

2020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：2020年8月31日（月）本部必着 郵 送：2020年9月15日（火）本部必着
Web：2020年8月31日（月）24時 Web：2020年9月15日（火）17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。

継続入学出願票

事務局からのお知らせ

大学院修士全科生入学希望者ガイダンスについて

　新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、「2021年度大学院修士全科生入学希望者ガイ
ダンス」が開催中止となったことによる代替措置として、以下のページにガイダンスの資料が掲載されてい
ますので、入学を検討されている方は、ご参照ください。
（放送大学ホームページ　>　大学院（文化科学研究院） >　放送大学大学院修士全科生入学希望者ガイダ
ンスの実施について（2021年度4月入学希望者向け））

卒業研究ガイダンスについて

　新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、「卒業研究ガイダンス」が開催中止となったこと
による代替措置として、システムWAKABAに卒業研究ガイダンスの資料が掲載されていますので履修を
検討されている方は、ご参照ください。 
（ システムWAKABA　>　キャンパスライフ　>　学内関連　>　学習案内　 >　002_01卒業研究履
修ガイダンス ）
※「卒業研究履修の手引」と「申請書」を福岡学習センター及び北九州サテライトスペースで配布していま
　す。なお、「申請書」の提出期限は8月14日（金）～8月20日（木）大学本部必着です。

7月以降の福岡学習センター・北九州サテライトスペースのご利用について

　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防止のため7月1日以降も
以下のように一部制限させていただきます。今後も変更が生じましたら、その都度、福岡学習センターホー
ムページ「新型コロナ対応情報」にてお知らせします。

The Open University of Japan

業務のご連絡と注意事項

利…用…時…間 10:00～16:30

閉　所　日
月曜日、国民の祝日、臨時閉所日
※ …2020年度第1学期の単位認定試験は自宅受験となりますので、通常どおり7
月23日（木）祝日は閉所し、7月25日（土）・26日（日）は開所いたします。

再…開…場…所
事務室、図書室・視聴学習室
※学生交流室は当分の間使用できません。
※サークル等活動での施設利用は当分の間できません。

ご利用時のお願い

①館内では、マスクの着用をお願いします。…
②入館の際は、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をお控えくださ
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館をお控えくだ
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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①特  別  表  彰 2020年度第1学期に3コース卒業を達成する方
②修学勉励表彰 2020年度第1学期に修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。）
 ※①、②いずれも対象は全科履修生です。
 ※2019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。
 ※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。
2020年9月10日（木）
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。

対　　象

受付締切

申請方法

特別表彰および修学勉励表彰について
　福岡学習センターでは、次の方を対象に表彰を行います。

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
2020年7月1日（水）～8月1日（土）　
※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。

対　　象

募集人員

受付期間

九州大学特別聴講学生募集

　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、2020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。

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
2名
2020年7月3日（金）～2020年8月3日（月）
※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。

対　　象

募集人員

受付期間

福岡女子大学特別聴講学生募集

　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、2020年度第2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。

システムWAKABAのパスワードの変更について
　システムWAKABAの不正利用を防ぐため、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。

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。

学生研修旅行参加者募集

日　時

集合場所

対　象

定　員

見学場所

費　用

申　込

受付期間

留意事項

2020年9月11日（金） 　8:45 福岡学習センター 出発
    17:00頃 福岡学習センター 到着
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
20名　※申込期間内先着順
（予定）小石原焼伝統産業会館、秋月城跡、大刀洗平和記念館、キリンビール福岡工場
※見学場所の詳細は、後日、福岡学習センターホームページにてお知らせいたします。
無料　※昼食は秋月城跡で各人にて自由にとっていただきます。
福岡学習センター窓口・電話にて受け付けます。
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。

電話　092-585-3033
7月31日（金）～8月27日（木）
参加申込が10名以下の場合は中止となりますので、ご了承ください。

おっしょい第50号
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対　象
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見学場所

費　用

申　込
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留意事項

2020年9月11日（金） 　8:45 福岡学習センター 出発
    17:00頃 福岡学習センター 到着
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
20名　※申込期間内先着順
（予定）小石原焼伝統産業会館、秋月城跡、大刀洗平和記念館、キリンビール福岡工場
※見学場所の詳細は、後日、福岡学習センターホームページにてお知らせいたします。
無料　※昼食は秋月城跡で各人にて自由にとっていただきます。
福岡学習センター窓口・電話にて受け付けます。
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。

電話　092-585-3033
7月31日（金）～8月27日（木）
参加申込が10名以下の場合は中止となりますので、ご了承ください。

The Open University of Japan

　別添のとおり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： 2020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　2020年6月10日（水）～8月31日（月）
 第2回　2020年9月　1日（火）～9月15日（火）
☆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。
　放送大学ホームページからも資料請求ができます。
　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「入学案内」ページ https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/

★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。

2020年度第2学期（10月入学）入学生を募集しています。

※…新型コロナウイルスの影響により中止となる場合がございますので、ご参加にあたっては福岡学習センター
ホームページを必ずご確認ください。また、開催当日は必ずマスクを着用いただき、手指消毒や咳エチケッ
トにご協力願います。
　もし、咳や発熱などの症状がある場合は、ご参加をお控えください。
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※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。

おっしょい第50号

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

7月〜9月のスケジュール

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 31

　いよいよ本格的な夏を迎えました。
　今年は例年に比べ熱中症のリスクが高いと言われていますので、水分補給など
体調管理に気をつけてコロナ禍の夏を乗り越えましょう。

編集
後記

9月の行事・お知らせ

1日 2020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月15日）

6日 オープンキャンパス（福岡・北九州）

11日 学生研修旅行

27日 学位記授与式（福岡）

7月の行事・お知らせ

5日 オープンキャンパス（福岡・北九州）

14日～21日 単位認定試験実施期間（自宅受験）

8月の行事・お知らせ

15日

2020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（2021年度）
　出願受付開始（～8/26）

29日・30日 ステップアップセミナー（福岡）

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

　…　休館日


