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所長あいさつ　適応と学び

　皆さん、ご入学誠におめでとうございます。放送大学に初めて入学された方々にとっては、これから“学び”
の新たな環境に適応していく必要があります。再入学された方々にとっては、次なる“学び”へのチャレンジに
なります。　
　さて、日常的に使う「適応」という言葉は、おおよそ「馴染む」という意味を含んでいます。一方、生物学的には、
単に馴染むだけでなく、集団としてその環境で生きて繁殖できることを指します。外敵から身を守り、必要な
食糧が手に入り、パートナーを見つけて家族が生活していければ、例え極寒の地でも南海の孤島でも、その環
境に適応しているといえます。私たちには、たくましく生きるためのDNAが受け継がれているのです。
　現存するあらゆる生物は、自然選択という網の目をくぐって生き延びてきました。自然選択とは、生物にあ
る変異が生じてそれが生存に有用な資質につながれば、その資質をもつ個体がその集団内に多く保存される、ということです。自然
選択によって集団（種）の適応力が向上するわけです。私たちホモ・サピエンスには20万年に渡って、そういった有用な資質が脈々とヒ
ト集団に受け継がれてきました。そういった資質の中に学びの能力があります。さらに、遠い祖先がアフリカの地から未知の大陸へ
出たように、私たちにはパイオニアの精神も受け継がれています。したがって強い好奇心をもち、新たな技能やさまざまな知識を獲得
し、それによってただ生き延びるだけでなく、生きがいをもってよりたくましく生きる能力を私たちはもっています。その根源が学び
の能力です。
　学びは模倣に始まります。チンパンジーも模倣しますが、私たちヒトには模倣を通して相手の目的や意図や心まで読み取る能力が
あります。それがコミュニケーションを発達させ、高度な社会を構成しているといえます。近年、模倣の神経生理学的な基盤としてミ
ラーニューロンが注目されています。他人の行動を見ていると、自身があたかも同じ行動をとっているような、つまり鏡のように反応
をする神経細胞あるいは神経ネットワークの存在が発見され、ミラーニューロンと呼ばれています。模倣を通して学び、それを自分の
ものにして、さらにそれに磨きをかけて人に伝えていくという資質は、まさに人類に脈々と受け継がれたDNAに依拠しているわけです。
このような学びの連鎖が農耕や牧畜の文化を生み、やがて文明の萌芽に繋がっていきました。人類の叡智とは、ヒト一個人の知能と
いうより、学びの連鎖で築かれた集団脳に向けて表現されるものでしょう。
　私たち一人ひとりには異なる人生があり、異なる生活環境があります。しかし、どんな状況においても、今のようなコロナ禍の非日
常下でも、学んで生きがいをもって生きようとする意欲は人類の本能なのです。毎日少しずつでも、この本能を満たしてあげれば、私
たちの心も満たされ、集団脳のさらなる向上にも繋がっていくでしょう。そうやって、人類はこれからもさまざまな困難を乗り越えて
いけると信じています。

福岡学習センター
所長　安河内 朗

The Open University of Japan
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　イギリスの作家ダニエル・デフォーは、『ロビンソン・クルーソー』の作者として有名です。
しかし彼の作品で今一番読まれているのはおそらく『ロビンソン・クルーソー』ではなく、
『ペスト』（1722）でしょう。フランスの作家カミュの『ペスト』（1947）も広く読まれて
いるようですが、これはもちろん、新型コロナウイルスが流行しているからでしょう。
　デフォーの『ペスト』は、1665年にペストに襲われたロンドンの惨状を克明に描き出
したフィクションです。フィクションですが、17世紀半ばの疫病猖獗を生き延びた人物
によって語られるルポルタージュ風の物語です。デフォーは、これを執筆するために多く
の史料を利用しています。その一つが当時発行された、一枚刷の統計資料「死亡年報」で
す。年報には、1664年12月20日から翌1665年12月19日までの1年間のロンドン
の教区別・死因別埋葬者数（死者数）、男女別受洗者数（出生者数）、男女別埋葬者数が記載されています。
1665年のロンドンの人口は約46万と推定されていますが、年報によれば、当年のロンドンの埋葬者数は
97,306です。そのうちペストによる死者数は、68,596（人口の約15パーセント）です。これに熱病
（5,257）と肺病（4,808）が続きます。ロンドンの130教区およびペストハウス（隔離病院）における
1665年の埋葬者増加数は、79,009です。ペストによる死者が「超過死亡」に圧倒的に寄与しているのは
瞭然としています。2020年の福岡市の人口は約160万です。15パーセントの人が感染症の犠牲になると
すれば、24万人が亡くなることになります。初期近代イギリスの疫病がいかに猛威を振るったかがわかりま
す。死亡年報には、受洗者数（9,967）に加えて、乳幼児死者数（1,258）、死産数（617）と産褥死者数
（625）も記されています。妊産婦の約5～6パーセントが出産の床で亡くなるというのは、今日の感覚から
すると衝撃的です。新型コロナ感染症が今後どのように展開するのか私には予測できませんが、現代医療の
発達とコロナ禍の最前線で日々奮闘しておられる関係者には感謝しかありません。

2020年のコロナ禍と1665年ロンドンのペスト

客員教員リレーエッセイ

九州大学名誉教授
（専門：英文学）
太田　一昭

ステップアップセミナー開催のお知らせ

【福岡学習センター5階講義室】※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。定員16名※先着順…
開催日 時間・講師名 演題

12月5日（土）
10：00～15：00

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。

永田　晃也
九州大学大学院

経済学研究院教授

（13：00 ～15：00）

日本の科学技術イノベーション政策
― コロナショック以後の課題をめぐって
　本講では、政府の科学技術基本計画を中心に、日本における科学技術イノベー
ション政策の沿革と課題を概観します。第 5 期科学技術基本計画で提唱された

「Society 5.0」というコンセプトは企業の経営ビジョンなどにも影響を及ぼし
てきました。本年度中に策定される第 6 期計画が目指す方向はいかにあるべき
かを、コロナショック後の経済社会を見据えながら論じてみたいと思います。

各講師に勉強の仕方なども質問できます。

申　込：11月1日（日）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）
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
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　今般の新型コロナウイルスの影響により、放送大学でも大幅なスケジュール変更を余儀なくされ

ております。現在のところ決定している情報は以下のとおりです。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。

　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 　行事関係

○10月4日（日）「入学者の集い」は中止することといたしました。

これに伴い、10月4日（日）北九州サテライトスペースは通常どおり開所いたします。

○11月8日（日）「新入生のための学習応援交流会」は実施しないことといたしました。

 　単位認定試験関係

○2020年度第2学期の単位認定試験は、試験会場では実施せず、自宅受験となります。

これに伴い、1月29日（金）・31日（日）福岡学習センター・北九州サテライトスペースは通常ど

おり開所いたします。

○試験期間は当初の日程から2021年1月13日（水）〜1月21日（木）（消印有効）に変更となります。

○実施方法等の詳細は郵便や大学ホームページ等で順次お知らせします。

 　学習センターの利用関係

【開所時間】10：00～16：30（閉所日を除く）

※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。

【開所場所】事務室、図書室・視聴学習室（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。

 　面接授業関係

○福岡学習センター・北九州サテライトスペースでの2020年度第2学期開講の面接授業は、対面

　では実施しないことになったため、閉講またはZoom（LIVE）によるWeb形式で実施します。

面接授業に当選された方には別途書面にてお知らせしていますのでご確認ください。

The Open University of Japan



空席状況の発表 10月17日（土） 12時
＊放送大学ホームページまたは福岡学習センターホームページで確認いただけます。

申請受付開始日 10月23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、定員に達し次第、
　受付を締め切ります。

10月23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。

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］

空席状況の確認について

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。

面接授業の追加登録について

面接授業の追加登録について

申 請 方 法
＊申請方法は空席状況発表の際に、福岡学習センターホームページ、キャンパスメール等で
　お知らせします。

福岡学習センターと北九州サテライトスペースが第2学期に開講する面接授
業は、対面では実施せず全てWeb形式で実施します!!

4
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日　　程 科　目　区　分 科　目　名 担　当　講　師

10月17日（土） 10月18日（日） 総合科目 社会物理学と歴史文学の視座 谷本　潤

10月24日（土） 10月25日（日） 基盤科目：外国語 原書と映画で学ぶ英語その2 志水　俊広

10月24日（土） 10月25日（日） 専門科目：生活と福祉 住居計画 松野尾　仁美

10月24日（土） 10月25日（日） 専門科目：情報 基礎からわかるデジカメ画像処理 浅井　紀久夫

10月31日（土） 11月1日（日） 専門科目：人間と文化 律令制の成立と家族・村落 坂上　康俊

11月14日（土） 11月21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21日（土） 11月22日（日） 専門科目：生活と福祉 人間工学 村木　里志

11月21日（土） 11月22日（日） 専門科目：心理と教育 高齢期の健康心理学 古賀　聡

11月21日（土） 11月22日（日） 専門科目：社会と産業 科学技術イノベーション政策入門 永田　晃也

11月28日（土） 11月29日（日） 専門科目：社会と産業 犯罪と刑事裁判 田淵　浩二

11月28日（土） 11月29日（日） 専門科目：自然と環境 時間スケールでみる古気候変動 桑原　義博

12月12日（土） 12月13日（日） 専門科目：人間と文化 『リア王』を読み直す 太田　一昭

12月19日（土） 12月20日（日） 専門科目：心理と教育 臨床心理学実習 佐藤　仁美

1月9日（土） 1月10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

1月9日（土） 1月10日（日） 専門科目：人間と文化 陽明学の世界 柴田　篤

北
九
州
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス

10月25日（日） 11月1日（日） 専門科目：心理と教育 心理学研究法 高橋　秀明

11月21日（土） 11月22日（日） 導入科目：社会と産業 民法（財産法）入門 田中　教雄

11月28日（土） 11月29日（日） 専門科目：生活と福祉 ヒトの理解とデザイン 安河内　朗

12月12日（土） 12月13日（日） 基盤科目：外国語 ゼロからジャンプ韓国語会話 李　相穆

12月19日（土） 12月20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

※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17日（土）〜10月31日（土）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、今学期は Zoom（LIVE）によるWeb 授業となります。
※詳しい授業概要は、放送大学ホームページをご覧ください。

※Web 授業ですので会場では実施しません。

2020年度第2学期面接授業（Web授業）開設科目一覧
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名誉学生からのメッセージ
教養学部 心理と教育コース   下川　辰彦

「古稀までにグランドスラムを目指そうか！」と「おっしょい」（2014年10月）に投稿して早6年、この
度、無事目標を達成することができた。

放送大学学生の始まりは、お付き合い（職場研修）から、千葉学習センターを皮切りに、福岡に在籍した
まま転勤に伴い熊本、山口、兵庫、佐賀と試験地を巡って30年に及ぶ。

土日中心の試験日を選択してきたので全科履修生となって最初の卒業まで10年半を有してしまった。もっ
ぱら「印刷教材」のみの学習でここまできたが、近年はインターネット配信も活用している。試験日当日は、
朝早く起床し通信指導問題、過去問を頭に入れ、試験時間の前半に集中。その後は頭に残っていない。

なんとなく過ごした30年であるが、修得した単位数から計算すると150万円以上の投資となっている。こ
の間、職員として３年間の勤務歴もあり、当時、戦争の影響で思うように勉学ができなかった悔しさを「勉
強が楽しいんです。」といって毎日通われる方。６０歳の定年を機に卒業を目指す人など、多くの老青年が
目を輝かせながら学ばれていた姿がとても印象的であった。職員、学生としての長い間のお付き合いで、
北海道から沖縄学習センターと多くのセンターを訪れる機会をいただいたことに感謝したい。今後は、選
科履修生として興味ある科目を中心に生涯学び続けたいと考えている。

今年（2020年）は、本来であれば東京オリンピックも開催され記念すべき年の卒業となるところであった
が、コロナ禍の中、自宅受験となり問題用紙の配られる教室での緊張感がなく最後の試験を終えたことは
残念であった。

グランドスラムを達成したら東京での卒業式に参列するのが夢であったが、このコロナ禍の中、叶うのは
難しくなったようだ。

〜グランドスラムを達成して〜

2019 年度第 2 学期学位記授与式 2020 年度第1学期学位記授与式

　2019年度第2学期・2020年度第1学期学位記授与式が九州大学筑紫ホールで、9月27日（日）
に行われました。2019年度第2学期の学位記授与式は新型コロナウイルスの影響で半年前に中止
となっており、今回の開催となりました。

生活と福祉コース......................................22名
心理と教育コース......................................27名
社会と産業コース..........................................9名

人間と文化コース..........................................8名
自然と環境コース..........................................6名
情報コース .......................................................3名

ご卒業おめでとうございます
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卒業生からのメッセージ

生活と福祉コース　50 代女性

心理と教育コース　60 代男性

生活と福祉コース　60 代男性

私が看護を志した時代は専門学校が主流で
看護大学は国内で2校ぐらいでした。時代と共
に医学も科学も進歩し、今では県内には看護大
学が多数。資格取得の為には大学卒業程度
の修得が必要であり、仕事と両立しながらできる
放送大学を選びました。7年と半年長い期間を
要しましたがあきらめず続けて良かったと思いま
す。

目標を10年と長い目で決めてはみたものの、
最初は自信がなかった。しかし、周りの学生さん
たちの姿を見るとみんな、生き生きと勉学に励ん
でおられる。勉強時間といえば通勤バスの中で
教科書を広げる毎日で短い時間であるが、10
分、20分もあればその中に大事なことが見つか
る。その積み重ねが、いつの間にか10年の月日
となった。有意義な事であり、このことをこれから
の人生の励みとして、また新たな人生の一歩を
踏み出したいと思います。

最初、心理学に興味・関心があって入学しま
したが、学んでいるうちに他コースの内容にも関
心をもつようになりました。今、学ぶ楽しさを実感
しています。生涯に亘って、無理なく自分のペー
スで、いつでも、どこでも学ぶことができます。ま
さに、生涯学習の時代にぴったりです。働きなが
ら学んでいますので、身につけた知識がすぐに
実践に生かすことができます。知識と実践を繰
り返しながら、より理解を深めることができるのも
魅力的です。

社会と産業コース　20 代女性 心理と教育コース　30 代女性

社会と産業コース　50 代男性

人間と文化コース　50 代女性

自然と環境コース　60 代男性

社会と産業コース　70 代女性

校歌にある「見えない友」と励ましあいながら、
学位取得まで至ることができたのは、この情勢で
も学びを進み続けられた放送大学のシステムの
凄さだと感じました。此処での学びは一生もの
の財産です。引き続き再入学を致します。今ま
でお世話になりました。今後ともよろしくお願い申
し上げます。

五年間在籍いたしました。仕事との両立でき
つい時もありましたが、あきらめなくて良かったで
す。心理学のエキスパートを目指してまず大学
院の修士選科生に入学します。大学で基本的
な事を学べたので、今後は仕事にも役立ててい
きたいです。最初は通信だから、毎日通うより楽
だと思っていましたが、さぼろうと思えばさぼれて
しまうので、自分との戦いの5年間でした。

2012年12月に放送大学に入学しました。入
学から8年の年月を費やし、この度、無事卒業を
迎えることができました。長女が大学に進学した
のを契機に私も放送大学の門を叩き、在籍中に
は二度の転勤も経験しましたが、今はやり遂げ
ることができた自分を褒めてやりたい気持ちです。
放送大学には心より感謝申し上げます。

私は興味を持った事について、学びたいと思
いながらも継続できませんでした。そんな時、職
場の先輩で放送大学の卒業生に放送大学を
勧められました。授業を通勤中にスマホで視聴
できる事と面接授業でみんなと勉強できる事が
魅力でした。卒業という目標のため継続でき、学
士号を取得する事ができました。ありがとうござ
いました。

人は今でも、様々なことについて、文系か理系
かという分け方で話題にすることがよくあります。
ところが、小さな子供たちは文系理系など意識
することなく、日々 成長しています。将来に向けて
視野を広げるには文系理系のバリアを外し、各
コースにある『総合科目』のような視点も、また必
要ではないでしょうか。

入学の頃に知った「あせらず 休まず あきら
めず」。この言葉が卒業まで引っぱってくれたよ
うな気がする。ずいぶん時間はかかったが「知
る」「解かる」はこの上ない快感で、又認定テス
トの不安とドキドキ感は私にとって得難い貴重な
年月だった。放送大学で学んだ多様なエッセン
スを生活の中で活かしていきたい。先生方のご
指導に感謝いたします。

心理と教育コース　40 代女性

「子育ての正しい知識を得たい」と入学しまし
た。途中、病気療養のため半年間休み、学びを
リ・スタート。単位取得が生きる自信をくれました。
子育てや病の深い知識を得、勇気をもらいまし
た。卒業の今、認定心理士や4つのエキスパー
トを申請でき、達成感でいっぱいです。これから
も学び続けていきたい。感謝！　



　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　P66～70、大学院　P63～67）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） 2020年11月17日（火）～ 12月　1日（火） 大学本部必着
（Web） 2020年11月10日（火）10時～12月　1日（火）17時

提出期限

通信指導の提出について
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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

　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、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、交流が深まっているご様子でした。九州産業大学においては、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受け入れていただいています。
　現在関係者と検討中ですが、2021年度も実施する場合は12月に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。

【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。

事務局からのお知らせ

　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。
（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。）

学生証の交付・更新について

　全科履修生及び修士全科生・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。
　詳細は、福岡学習センター発行の「利用の手引」（P30）および「学生生活の栞」（学部P128～129、
大学院P115～116）をご覧ください。

学割証について

　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。
対　　象：○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。

賞　　金：○クラブ賞　　　　10万円　*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

選　　考：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。
応募期限：2020年10月15日（木）

国際ソロプチミスト「夢を生きる賞」募集のご案内　　　＜締切間近＞

　放送大学が学生に付与しているメール（学籍番号@campus.ouj.ac.jp）の名称を「キャンパスメール」
とすることとなりました。これまで、「学生メール（Gmail）」、の名称で案内しておりましたが、一般的に
広く使われているGmailと混乱し、問い合わせの対応の際、説明に支障をきたしていたことから、今後
は新名称である「キャンパスメール」を使用することとなりました。冊子等については、次版作成の際に
改称してまいります。

お知らせメールについて

キャンパスメール
緊急時のお知らせや面接授業(Zoomの招待URL)等、
大事なお知らせを配信します。

おっしょい第51号
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【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

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。

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

■外交史・刑罰制度

① 「「司法と福祉の連携」の展開と課題」
刑事立法研究会編・土井政和他編集代表

② 「刑事政策学」
武内謙治・本庄武著

③ 「リベラル・デモクラシーの現在」
樋口陽一著

④ 「アメリカ人のみた日本の死刑」
デイビッド・ジョンソン著

■心理

⑤
「組織行動の心理学 : 組織と人の相互作
用を科学する」
角山剛編

⑥
「集合知とは何か : ネット時代の「知」
のゆくえ」
西垣通著

⑦
「心理学の 7 つの大罪 : 真の科学である
ために私たちがすべきこと」
クリス・チェインバーズ著； 大塚 紳一
郎 （翻訳）

⑧
「オーセンティック・リーダーシップ」
ハーバード・ビジネス・レビュー編集
部編

⑨ 「アタッチメントの精神医学」
山下洋著

⑩ 「子どものこころに寄り添う営み」
村瀬嘉代子著

■看護・生涯学習等

⑪
「心理学の実践的研究法を学ぶ （臨床心理学研究法 
第 1 巻）」
下山晴彦・能智正博編

⑫ 「不登校・ひきこもりに効くブリーフセラピー」
坂本真佐哉・黒沢幸子著

⑬ 「現実はいつも対話から生まれる」
ガーゲン , ケネス・J. 他著

⑭ 「みらいめがね それでは息がつまるので」
荻上チキ・ヨシタケシンスケ著

⑮
「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」
Susan K. Grove, Nancy Burns, Jennifer 
R. Gray 著 ; 黒田 裕子ら （監訳）

⑯ 「看護理論家の業績と理論評価」
筒井真優美著

土井　政和 先生
（九州大学名誉教授）

推　薦

2020 年度に新しく配架した福岡学習センター前所長
および客員教員等による推薦図書のご紹介です。4 階図書室に

配架しておりますので、日ごろの学習にお役立てください。

菊池　悌一郎 先生 ⑪〜⑭
（九州工業大学学生総合支援室准教授）

橋口　暢子 先生 ⑮〜⑲
（九州大学大学院医学研究院教授）

菊川　律子 先生 ⑳〜�
（放送大学福岡学習センター前所長）

推　薦

池田　浩 先生 ⑤〜⑧
（九州大学人間環境学研究院准教授）

針塚　進 先生 ⑨、⑩
（筑紫女学園大学特任教授・九州大学名誉教授）

推　薦

①

④

②
③

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨

⑮ ⑯

⑫ ⑬⑪

⑭

⑩
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所長及び客員教員  の推薦図書のご紹介

■看護・生涯学習等
⑰ 「看護における研究　第 2 版」

南裕子、野嶋佐由美著

⑱
「実践者の語りで理解する「生活を支え
る看護」」
一般社団法人 生活を支える看護師の会
編

⑲
「認知症の語り」
健康と病いの語りディペックス・ジャ
パン編

⑳
「50 歳までに「生き生きした老い」を
準備する」
ジョージ・E・ヴァイラント著

� 「平成の経済」
小峰隆夫著

� 「海馬」
池谷裕二、糸井重里著

■心理

⑤
「組織行動の心理学 : 組織と人の相互作
用を科学する」
角山剛編

⑥
「集合知とは何か : ネット時代の「知」
のゆくえ」
西垣通著

⑦
「心理学の 7 つの大罪 : 真の科学である
ために私たちがすべきこと」
クリス・チェインバーズ著； 大塚 紳一
郎 （翻訳）

⑧
「オーセンティック・リーダーシップ」
ハーバード・ビジネス・レビュー編集
部編

⑨ 「アタッチメントの精神医学」
山下洋著

⑩ 「子どものこころに寄り添う営み」
村瀬嘉代子著

■情報学・経営等
� 「福岡はすごい」

牧野洋著

� 「代替医療解剖」
サイモン・シン他著

�
「世界一やさしいフリーランスの教
科書 1 年生」
高田ゲンキ著

� 「科学者の社会的責任」
藤垣裕子著

� 「対話で創るこれからの「大学」」
大阪大学 CO デザインセンター著

� 「雨夜譚」
渋沢栄一著

� 「貞観政要」
呉兢編

� 「大学教育について」
J.S. ミル著

■文学

� 「アフガニスタンで考える――国際貢献と憲法九条」
中村哲著

� 「和本のすすめ――江戸を読み解くために」
中野三敏著

� 「ハングルの誕生　音から文字を創る」
野間秀樹著

高山　倫明 先生
（九州大学人文科学研究院教授）

推　薦

藤村　直美 先生 �〜�
（九州大学名誉教授）

永田　晃也 先生 �〜�
（九州大学経済学研究院教授）

推　薦

�
�

�

⑰ 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
17日 面接授業空席発表

23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（〜11/20）

11 月の行事・お知らせ

26日 2021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）

12 月の行事・お知らせ
1日 通信指導提出期限（郵送：本部必着、Web：17時まで）
5日 ステップアップセミナー
8日 オープンキャンパス

＊予定は変更となる場合がありますので福岡学習センターホームページを
　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）　※Web授業

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

● ● 

● 

● 

　新学期がスタートしました。新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。今号では、今年
度新しく配架した推薦図書をご紹介しています。過ごしやすい季節にもなってまいりましたので、
学習センターにお越しいただき、お手にとっていただければと思います。新型コロナ感染対策
については、随時ホームページや機関誌で発信していきますのでご確認ください。

編集
後記

● ◆

● ◆


