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古代日本人のルーツとHTLV-1
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あけまして
おめでとうございます

　鹿児島大学を定年退職して研究に一区切りをつ
け、趣味の世界で過ごすことを目論んだ私が、今は
まってしまった新たな興味は「古代人の移動・交
流」。意外と忙しい日々の中で、上野原や三内丸山、
西都原、出雲の遺跡を巡り、その道の権威の書物を
読みふける中で、古代の日本人はどこから来て、ど
こへ行ったのか、気候、地形は、生活は、など興味
は尽きず妄想は膨らむばかりです。そもそもの始ま
りは長年研究の対象であったヒト T リンパ球向性
ウイルス I 型（HTLV-1）に関する疫学論文を見つ
けたことにあります。
　このウイルスは母乳哺育で母から子へ伝播し、太
古から現代までヒトで感染が維持され、感染者の一
部に成人 T 細胞白血病 ATL や神経難病 HAM を引
き起こすことが知られています。感染様式の特徴か
ら感染者はカリブ海沿岸や南米、イラン、アフリカ
中西部など世界の特定の地域に分布しており、その
遺伝子亜型は古代のヒトの移動を推察する指標とも
なっています。鹿児島を含む西南日本 ､ 南西諸島は
世界有数の高侵淫地区で、三陸沿岸や北海道アイヌ
民族を含め、その分布が沿岸地域に偏在しているた
めに、縄文時代の日本人が高率に感染しており、後
に大陸から日本の中央部に入ってきた弥生人は持っ
ていなかったと考えられています。一方、日本が世
界有数の HTLV-1高浸淫地域であるにもかかわら
ず、周辺の韓国や中国では感染者はほとんどいない
とされていました。

　60歳を過ぎてそろそろ研究のまとめ、締めくく
りをと考えていた私の目にとまった論文は台湾の疫
学調査で、中国福建省の中核都市アモイとは目と鼻
で接しながら、台湾に属する金門島の住民ベースの
調査でした。HTLV-1抗体陽性率は１% 前後と日
本並みに高値で、陽性者はいずれも中国本土にルー
ツを持つ住民、さらにウイルス遺伝子の解析では世
界に広がっている大陸横断亜群に加えて28％は日
本固有の亜群も混在しているとのこと。これは中国
沿岸部、特に福建省沿岸地域にも HTLV-1感染の
流行があることを示唆します。早速、元留学生でア
モイ大学病理学教授の Xing 先生を中国側代表研究
者とする海外学術調査を申請し、採択されて共同研
究を開始しています。答えは「有りました」。
　初めて訪れたアモイで目についたのは金門島の近
さと共に、港の対岸コロンス島に立つ巨大な立像で
した。マントをつけた武将で、アモイを守る有名
な英雄とのこと。調べてみると名は「鄭成功」。な
んと近松門左衛門の「国性爺合戦」の題材になった
1600年代の武将で、父は東シナ海を股にかけて
活躍した貿易商で海賊、母は長崎県平戸、松浦藩の
家臣の娘というハーフなのです。平戸にはその記念
館があります。古来、中国の文献に出てくる「倭」
とは東シナ海を自在に行き来し ､ 交易していた海人
を指していたように思われます。そしてその倭人が
HTLV-1を持っていたのではないかと妄想する毎日
です。

客員教授
出　雲　周　二
（鹿児島大学名誉教授）



－ 2－

かいこうず
The Open University of Japan Kagoshima study center

単位認定試験に向けて
〔単位認定試験期間〕

　　　　　　大 学 院　　平成29年１月20日（金）・21日（土）
　　　　　  教養学部　　平成29年１月22日（日）～１月29日（日）
　　　　　　　　　　　　（ただし、１月23日（月）、１月27日（金）は閉所日）

　　　　　　看護師資格に資する科目　　　
　　　　　　（夏季集中型）再試験　　　平成29年１月20日（金）

ご確認ください！

9:00～19:00（図書・視聴学習室は18:45まで）

【鹿児島試験場】かごしま県民交流センター（鹿児島市山下町14-50）
【奄美ブランチ試験場】県立奄美図書館（奄美市名瀬古田町1-1）
　※試験室、試験日時等は受験票に記載されています。各自で必ず確認してください。

○単位認定試験通知（受験票）
○学生証
○筆記用具（HB の黒鉛筆）
○持込みが認められた科目の印刷教材等（持込み許可物品）

必
要
物
品
に
つ
い
て

受験票
●試験の約１週間前までに、本部から送付されます。１月 13 日（金）

になっても届かない場合は、大学本部（TEL:043-276-5111（総合
受付））に連絡してください。

学生証

●まだ受け取っていない方は学習センター事務室に来所もしくは郵送手続
きにて交付を受けてください。郵送手続きについては、10 月に機関紙
とともに送付した「学生証交付についてのお知らせ」をご参照ください。

●写真が未登録の方は学生証が発行できません。「写真票」もしくは「シ
ステム WAKABA」により早急に登録を行ってください。

持ち込み許可物品

●学習センター、キャンパスネットワークでの掲示（試験１ヶ月前～）
または受験票に同封される試験時間割で確認してください。

●印刷教材、辞書等の貸し出しは行いません。電子辞書も持ち込み不可
です。

〔試験期間の学習センター開所時間〕

〔試験会場〕

〔受験に必要なもの〕

〔注意事項〕
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単位修得

合 

格

試
験
に
つ
い
て

試験時間

●試験開始時刻 10 分前までに入室してください。（事前説明のため）
●試験開始から 20 分経過後は入室できません。
●同一時限の２科目に受験資格がある方は、当日どちらかを選択して受

験してください。

座席

●試験時は、科目ごとに座席範囲が決まっています。範囲内での座席は
自由です。試験室入口に掲示してある座席表で、ご自分の受験科目の
座席範囲を確認してから入室してください。

●受験者の多い科目は、２つの試験室で試験を行う場合がありますので、
必ず受験票で確認してください。

交通手段

●かごしま県民交流センターの地下駐車場を利用できますが、他の行事
等で込み合い駐車できない場合もあります。できるだけ公共交通機関
をご利用ください。（駐車場混雑を理由にしての遅刻は認めません。）

　また、地下駐車場ご利用の際は、必ず学習センター事務室にて駐車券
の検印を受けてください。

　今学期の試験結果については、２月下旬に「成績通知書」、「単位修得状況一覧（単位認定書）」によっ
て通知します。この通知書等は証明書ではありません。証明書の必要な方は、所定の手続きを行い、「成
績・単位修得証明書」の交付を受けてください。

〔成績について〕

〔通信指導の提出から単位修得の流れについて〕

〔解答公表について〕
㊟今学期の再試験に不合格だった方はもう一度科目登録と授業料が必要です！

通信指導

単位認定試験

　全ての科目の試験問題を２月上旬より、解答は２月下旬頃より主任講師の了承があった科目のみ公表します。
【公表方法】●キャンパス・ネットワーク・ホームページへの掲載
　　　　　 ●学習センターでの閲覧

●郵送サービスによる試験問題と解答等コピーの提供（大学本部）
　「学生生活の栞」77～78頁（学部）または72～73頁（大学院）を参照

○
できること

パソコン・紙媒体の閲覧、デジタルカメラでの撮影、
USB メモリーへの保存

×
できないこと プリンターでの出力、学習センターでのコピー

学習センターで

合 

格

未提出 or 不合格

未受験 or 不合格

【次学期学籍がある場合】
次学期に通信指導再提出→合格→再試験を受験できます

（科目登録・追加の授業料は不要）
【次学期学籍が無い場合】
継続入学の手続きが必要です（期限：３月 20 日（月））

（科目登録不要・再試験科目だけの出願は入学料のみ要）

【次学期学籍がある場合】
次学期に再試験を受験できます

（科目登録・追加の授業料は不要）
【次学期学籍がない場合】
継続入学の手続きが必要です（期限：３月 20 日（月））

（科目登録不要・再試験科目だけの出願は入学料のみ要）
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科目区分 ナンバリング
（レベル表示） 科　目　名 担当講師名 授業日 定員

導入科目：人間と文化 220（中級）島津斉彬の集成館事業（注１）

安　川　周　作 
松　尾　千　歳 
山　内　勇　輝 
小平田　史　穂

４/15、16 35 名

専門科目：心理と教育 320（中級）心理学実験１ 大　坪　治　彦 ４/15、16 40 名

基盤科目 110（初級）新・初歩からのパソコン 園　屋　高　志 ４/18、19 14 名

専門科目：生活と福祉 320（中級）認知症と高齢者のこころの病気 長　友　医　継 ４/21、28 45 名

専門科目：生活と福祉 320（中級）食の生命科学 小　城　勝　相 ４/22、23 50 名

専門科目：生活と福祉 320（中級）食の生命科学（注２） 小　城　勝　相 ４/22、23 15 名

導入科目：社会と産業 220（中級）鹿児島の新しい経済発展モデル 萩　野　　　誠 ５/ ６、７ 40 名

導入科目：社会と産業 220（中級）日本国憲法～主権・人権・平和～ 小　栗　　　實 ５/13、14 40 名

専門科目：自然と環境 320（中級）暮らしの中の放射線利用 中　村　祐　三 ５/13、14 40 名

導入科目：人間と文化 220（中級）先史・原史時代の奄美・沖縄諸島（注３） 高　宮　広　土 ５/20、21 15 名

専門科目：心理と教育 320（中級）発達障害の理解と支援 小　澤　永　治 ５/20、21 45 名

導入科目：自然と環境 220（中級）鹿児島湾洋上実習（注４）

内　山　正　樹 
山　中　有　一 
東　　　隆　文
三　橋　廷　央 

５/27、28 20 名

基盤科目：外国語　 120（中級）すべての季節のための英語 デビッド　マクマレイ ６/ ３、４ 45 名

専門科目：心理と教育 320（中級）心理学実験２ 田　爪　宏　二 ６/ ３、４ 30 名

専門科目：社会と産業 320（中級）熱帯・亜熱帯の農業と作物（注３） 遠　城　道　雄 ６/10、11 15 名

専門科目：人間と文化 320（中級）漱石解読－『門』と『彼岸過迄』 村　瀬　士　朗 ６/17、18 40 名

専門科目：生活と福祉 320（中級）レトロウイルス感染と神経難病 出　雲　周　二 ６/18、25 45 名

基盤科目：外国語　 110（初級）実用英語検定チャレンジ基礎講座 坂　本　育　生 ６/24、25 45 名

専門科目：人間と文化 320（中級）日本語の性格 滝　浦　真　人 ６/27、28 40 名

専門科目：社会と産業 320（中級）戦後日本の農業と経済 田　代　正　一 ７/ １、２ 40 名

専門科目：人間と文化 320（中級）島嶼社会の民俗学・文化人類学 桑　原　季　雄 ７/ １、２ 40 名

専門科目：心理と教育 320（中級）教育心理学基礎実験 今　林　俊　一 ７/ ８、９ 40 名

（注１）　２日目は尚古集成館での授業となります。      
（注２）　鹿児島学習センター（鹿児島市）で行う授業を Web 会議システムを利用し、県立奄美図書館（奄美市）でも

開講します。
（注３）　授業の実施会場は、県立奄美図書館になります。
（注４）　鹿児島大学附属練習船内で行う１泊２日の宿泊型授業です。 

平成29年度第１学期　　面接授業開講科目一覧

【科目登録申請期間】・・「科目登録申請票」による申請期間　２月 13 日（月） ～ ２月 27 日（月）大学本部必着
　　　　　　　　　　　システム WAKABA による申請期間　２月 13 日（月）9:00 ～ ２月 28 日（火）24:00
★１月中旬に本部より「科目登録申請要項」が送付されますので、詳細を確認ください。
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次学期の科目登録をお忘れなく !!
　１月中旬に、大学本部から科目登録申請要項や継続入学関連書類が送付されますので、内容を確認の上、
手続きを行ってください。
◆次学期も学籍が続く方
　　◎提 出 物：科目登録申請票
　　◎申請期間：（郵送の場合）２月 13 日（月）～２月 27 日（月）本部必着
　　　　　　 　  （システム WAKABA の場合）２月 13 日（月）９時～２月 28 日（火）24 時
◆しばらく科目登録をされていない方
　　◎提 出 物：科目登録申請票
　　　　　　　　・全科履修生が、科目登録（授業料納入）を連続して４学期間（２年間）行わないと除

籍になります。連続した３学期間、科目登録（授業料納入）をしていない方は登録を
お願いします。

　　◎申請期間：（郵送の場合）２月 13 日（月）～２月 27 日（月）本部必着
　　　　　　 　  （システム WAKABA の場合）２月 13 日（月）９時～２月 28 日（火）24 時
◆３月で学籍の切れる方
　　◎提 出 物：継続入学用出願票
　　　　　　　　・選科履修生・科目履修生から全科履修生へ入学する場合は、「全科履修生用出願票」に

て出願してください。
　　　　　　　　・次学期に、通信指導の再提出及び再試験のみを希望する場合は、出願票裏面の科目登

録欄は空白にし、●印の設問欄（桃色）の回答を「はい」として〇をご記入ください。
当該科目の試験に合格となった場合は、自動的に出願が無効となります。

　　◎申請期間：（郵送の場合）12 月１日（木）～３月 20 日（月）本部必着
　　　　　　 　  （システム WAKABA の場合）12 月１日（木）９時～３月 20 日（月）24 時
◆今学期で卒業見込みの方
　①卒業の場合の継続入学出願
　　◎提 出 物：継続入学用出願票
　　◎申請期間：（郵送の場合）12 月１日（木）～３月 20 日（月）本部必着
　　　　　　　   （システム WAKABA の場合）12 月１日（木）９時～３月 20 日（月）24 時

　②卒業できなかった場合の科目登録
　　◎提 出 物：科目登録申請票
　　◎申請期間：（郵送の場合）２月 13 日（月）～２月 27 日（月）本部必着
　　　　  　　　 （システム WAKABA の場合）２月 13 日（月）９時～２月 28 日（火）24 時

　継続入学をされる方で、平成 29 年度第１学期の面接授業を希望される方は、２月 13 日
（月）～２月 27 日（月）にシステム WAKABA から出願を行ってください。この期間以外で、
出願を行った場合、学期当初からの面接授業は登録することができません。
　また、学期当初からの面接授業の科目登録申請は、郵送での受付はありませんのでご注意
ください。

　全科履修生、選科履修生、修士全科生、修士選科生は、病気や長期出張、転勤等の事由により修学の継続
が困難な場合には、休学をすることができますので休学の制度を有効に利用してください。
　休学は「休学届」を大学本部へ提出した学期の次学期からとなります。
　なお、システム WAKABA での届出もできます。
　来年の１学期から休学を希望する方は、2017 年 3 月 31 日までに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：P91 ～ P92、大学院：P84）をご確認ください。

１　科目履修生、選科履修生で在学期間満了予定の方、全科履修生で期間満了予定の方、修士科目生、修士
選科生で在学期間満了予定の方、修士全科生で期間満了予定の方、除籍予定者（科目登録を４学期間し
ていない方）のように、次学期に学籍がない方は休学できません。

２　休学期間
全科履修生 通算して８学期間（４年間）
修士全科生 通算して４学期間（２年間）
選科履修生・修士選科生 通算して２学期間（１年間）

※休学すると通信指導の再提出及び単位認定試験の再試験受験ができなくなりますので、ご注意ください。

休学について



－ 6－

かいこうず
The Open University of Japan Kagoshima study center

鹿児島大学で授業を受講してみませんか？

学　部：全科履修生・選科履修生・科目履修生
大学院：修士選科生・修士科目生

《出願受付》　　　第１回：12/1（木）～2/28（火）
（大学本部必着）　第２回：   3/1（水）～3/20（月）
◇平成30年度入学の大学院修士全科生及び博士全科生の学生募集は、平成29年８月中旬から下旬の

予定です。

※今学期末で卒業あるいは在籍期間が満了となる学生の方が再入学する場合、入学料が25％割り引
かれます。ぜひ、再入学を検討してみませんか。

ご紹介ください！
皆さんの周りに放送大学に興味・関心をお持ちの方はいませんか。
募集要項等は無料でお送りしますので、事務室までお知らせ下さい。

オープンキャンパス・個別相談会　開催中
３月19日（日）まで毎日（閉所日を除く）開催中です。お友達などにぜひご案内下さい。

平成29年度第１学期（４月入学）学生募集!!

　放送大学では、平成17年５月に鹿児島大学と単位互換協定を結び、平成17年第２学期から単位互
換を実施しています。平成29年度第１学期においても「鹿児島大学特別聴講学生」として鹿児島大
学で学ぶ学生（全科履修生）を２月上旬頃募集します。

出願資格
　①全科履修生
　②本学に在学年数が１年以上の者
　③放送授業科目において30単位以上を修得した者
　④平成29年度第2学期に全科履修生として学籍のある者
注意！！
　◆選科履修生及び科目履修生の方は応募できません。
　◆編入学の方は、①②の要件を満たし、③に関し「既修得単位認定をした単位を含む」とします。
　◆鹿児島大学へ通学可能な学生
　
募集人員・単位互換科目等
　募集人員や単位互換科目の講義概要等については鹿児島学習センターの窓口で閲覧できます。
　（募集期間にならないと募集人員や単位互換科目の確認はできませんので、ご注意ください。）
　なお、鹿児島大学で取得した単位は、放送大学の面接授業の単位として認定されます。放送大学で
の修得単位の認定は、履修学期の翌学期（平成29年度第2学期）に行います。
学　費
　授業料は、１単位当たり5,500円です。入学料は必要ありません。なお、受講する科目によっては、
授業料以外にテキスト代等の費用がかかる場合があります。

※受講を希望される方は、手続きなどがありますので、詳しくは鹿児島学習センターまでお問い合
わせください。
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単位認定試験１週間前・単位認定試験期間中は利用時間が変更になります。

単位認定試験１週間前の利用時間
1/13（金）・17（火）～19（木）9:30～18:45
1/14（土）・15（日）　　　　　　9:30～17:40

単位認定試験期間中の利用時間
1/20（金）～29（日）　　　　　 9:00～18:45

☆試験前・試験期間中と試験問題・解答等の閲覧が込み合う場合がありますので、早めの閲覧をお勧
めします。

・過去の試験問題と解答等は、学生用パソコンから USB メモリ等に保存できます。
・学習室で閲覧できる試験問題・解答等は、放送大学のホームページに公開しているものと同じ
　平成27年度２学期、平成28年度１学期分のみです。
☆放送教材の室外貸出は、２月１日（水）～３月23日（木）までの期間、全ての科目を貸出しでき

ます。次学期の科目登録の参考や学習にご活用ください。
☆鹿児島市内にお住まいの方も放送教材の郵送貸出を行っておりますので、ぜひご活用ください。詳

しくは学習センターへお問い合わせください。
郵送の方法や郵送貸出申込書は、放送大学鹿児島学習センターのホームページ内でダウンロードでき
ます。【鹿児島学習センターホームページ→この学習センターについて→施設利用案内→放送教材の
郵送貸出について：郵送貸出手続き等文書（新バージョン）.pdf】
※放送教材・図書の返却期限は厳守してください。

図書・視聴学習室の利用について

期　日 時　間 場　所 テ　ー　マ・講　師 定　員

２月５日（日） 13:30 ～
16:30

鹿児島学習
センター講義室

テーマ／レトロウイルス HTLV-1 の最近の話題：中国福建
省で HTLV-1 関連疾患を探る

講　師／出雲　周二　放送大学鹿児島学習センター客員教授
　　　　　　　　　　鹿児島大学名誉教授 80 名

テーマ／明治維新と西郷南洲翁
講　師／德永　和喜　鹿児島市西郷南洲顕彰館館長

２月 26 日（日）

13:30 ～
15:00

テーマ／看護学的に対象をとらえるとは？
講　師／花井　節子　放送大学鹿児島学習センター客員教授
　　　　　　　　　　鹿児島純心女子大学看護栄養学部教授

80 名

15:15 ～
16:30

◇看護師・医療関係者のための資格取得説明会
　　　－学士（教養・看護学）の取得等について－
　　　　　　　　講師：髙橋　さとみ　放送大学広報課専門職

※詳しくは、鹿児島学習センター HP またはチラシでお知らせします。

２月の公開講演会のお知らせ 聴講無料・要予約

お知らせ

図書・視聴学習室は、3月24日（金）～31日（金）まで
次学期準備のため閉室します。
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＜編集後記＞
　新年明けましておめでとうございます。
　いよいよ単位認定試験がはじまります。過去問題等を参
考に試験対策を立てて、試験に臨んでください。
　本年も職員一同よろしくお願いいたします。
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閉所日 単位認定試験

【１月の予定】
  １日～３日　閉所日（年始休日）
20日　看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）再試験
20日～21日　大学院単位認定試験
22日～29日　教養学部単位認定試験（23日、27日を除く）
27日　臨時閉所日
31日　臨時閉所日
＊面接授業＊
 ７日（土）　　　　　　「文章表現法」
 ７日（土）・８日（日） 「中国語入門編」

【２月の予定】
 ５日　公開講演会
11日　閉所日（建国記念の日）
13日　平成29年度第１学期科目登録受付開始
　　　　　　　　（郵送2/27、Web2/28まで）
26日　公開講演会

【３月の予定】
  ４日  教員免許更新講習認定試験
  ５日  臨時閉所日
24日～31日　図書・放送教材、室内・室外貸出不可
25日　平成28年度放送大学学位記授与式（NHK ホール）
26日　平成28年度第２学期卒業証書・学位記伝達式
　　　  及び平成28年度第１学期入学者の集い

かいこうず ：鹿児島県の県木で、強烈な緑の葉と赤い花弁が鮮やかなコントラ
ストを見せる。鹿児島学習センターの学生が、深紅の情熱で勉学
にチャレンジする様を想い、機関誌のタイトルとしています。


