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大分学習センター

　昨年4月から、放送大学大分学習センターの客員教員を務めることになりましたO'Connor　

Tomás（オカナトマース）です。よろしくお願いします。私が日本に来た経歴を少し述べたい

と思います。

　アイルランド共和国出身ですが、南部のコーク市に位置するユニバーシティ・カレッジ・

コーク大学文学部で二重専攻（歴史学・スペイン語及びスペイン文学）を経て、平成12年に文

部科学省が実施する「語学指導等を行う外国青年招致事業」の参加者として大分県の中学校の

教師を務めるために日本に来ました。

　日本に来たきっかけですが、その理由が大学生活に遡ります。大学2年生の夏休みをニューヨークで過ごしたの

ち、交換留学のためにスペインのビルバオ市へと旅立ちました。留学先で歴史・スペイン語およびスペイン文学を

勉強しながら世界各地の国々の大学生と交流し、とても充実した、人生を変えるような留学でした。そして4年生

を過ごすために再びアイルランドに戻りました。私はいつの間にか歴史・語学・旅の虜になっていました。就職活

動中にアイルランド在住日本大使館の職員が大学に来て外国青年招致事業の説明会を行いました。参加したら日本

への関心がわき、迷わず応募しました。

　仕事、旅行、そして語学もできると思い日本に来ました。きれいな自然、おいしい食事、そして優しい大分県民

に囲まれた私は教師の任期が終えても大分を離れたくなくなっていました。いずれ歴史の研究も続けたかったの

で、日本政府（文部科学省）大使館推薦奨学金留学生制度に応募するために一旦アイルランドに戻りました。そし

てこれに合格した結果、5年間に渡り別府大学大学院文学研究科で沖縄返還交渉の研究をすることができました。

　仕事と研究を合わせて、おおよそ10年文部科学省の事業に携わってきました。現在所属は別府大学文学部国際言

語・文化学科です。大分大学工学部と別府医療センター付属大分中央看護学校でも非常勤講師をしています。放送

大学では昨年度から初めて面接授業を担当させてもらいましたが、学生の意欲と受講態度の質の高さに感心しまし

た。昨年の4月から英語学に関する学習相談、また夏からオープンカフェも開催しています。月に1度行うカフェで

は発音練習、歌を使った空所補充、時事問題の記事読み、ロールプレイで会話練習などといった活動をしていま

す。平成28年4月から新しい試みとして、カフェの時間に「おもてなしの英語」を取り入れる学習を計画していま

す。これは、大分も開催地のひとつになっている「2019年ラグビーワールドカップ」に向けての企画で、少しでも

「英語でおもてなし」ができるよう、様々な場面を想定した会話をグループやペアで実践練習を行っていくつもり

です。英語で「おもてなし」のことを「hospitality」といいます。その言葉の意味には「訪問者にやさしいふるま

いや態度」が含まれています。訪問者に接する際に役に立つ表現を身に付けることで、自発的に声をかける自信を

築けたらと思います。そして、日本や大分のすばらしさをぜひ英語で紹介してほしいと思います。

　学習相談、面接授業、オープンカフェでお会いできることをお待ちしています。

気軽に足を運んでください。

客員教員　オカナ・トマース（別府大学　専任講師）
巻 頭 言　「世界から大分、大分から世界へ」
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教務担当より教務担当より

平成28年度も、県立図書館と看護協会の共
催で公開講座を開催します。

「ラグビーの魅力を探る」
講師：島田　義生
　　　（県ラグビー協会会長・
　　　　　　大分大学名誉教授）
場所：県立図書館
　　　視聴覚ホール

参加費
無 料

放送大学公開講演会のお知らせ

13：30～15：00
4月16日（土）

「地方創生時代を切り拓く
 大分県からの挑戦」（仮題）
講師：広瀬　勝貞
　　　（大分県知事）
場所：県立図書館
　　　視聴覚ホール

11：00～12：00
6月18日（土）

「禁煙する人も
　　禁煙支援する人も、
　　　　　　　楽しく♪」
講師：伊藤　裕子
　　　（薬剤師）
場所：大分県看護研修会館

14：00～16：00
7月9日（土）

　学習センター所長に着任して2年目、2016年度の「抱負」と「目標」を立てました。
　基本は学生満足度を高めることと、地域におけるセンターのブランド力や知的存在感を高めるこ
との「両面作戦」を展開できればと思っています。尚、「各事業」の詳細についてはセンター内掲示板
で後日お知らせします。

○放送大学附属図書館所蔵コレクション展の開催（6/16～19）、　○地域の「リーダー」による公開
講演（大分県立図書館共催）：6/18　広瀬大分県知事、4/16島田大分県ラグビー協会長　など
○大分県立美術館、大友氏館遺跡での面接授業　
○地域のビッグ事業（ラグビー・ワールドカップ、国民文化祭）への参加：ボランティア

所長からのメッセージ
着任2年目の『挑戦』

1．地域に根ざしたユニークな活動を通して『知的存在感』・情報発信を強化します。

○ワークショップスタイルの活用等で面接授業の充実　　○卒業研究の推奨と支援：発表会（構想・
中間・最終）の開催や、他大学との連携（「卒業論文」の製本化、発表会の傍聴）○『自分史集』の編集
をめざしてスタート
○オンライン授業対応の準備、パソコン学習支援

2．学生に対する教育ほか諸活動の支援

○連携教育拡充の課題の推進：看護専門学校との連携、その他（鍼灸師会、理学療法士会等、情報関
係）との連携に向けて再挑戦
○「所長表彰」の充実：表彰制度（成績優秀賞、功労賞）の準備と表彰対象の拡大
○運営改善に向けた職員・学生の協力拡大：「所長への提案」箱の設置、所長カフェの増設

3．運営上の改善等について

生き生きしたセンターづくりをめざして、皆様のご協力をお願い致します！

所長より

広報より

― 7 ―― 2 ―



　前所長の五十嵐先生からお誘いいただいて大分学習センターに就任してから、もう5年が過ぎてしまいました。

この間、学習相談、面接授業、講習会、カフェ等で多くの方々との出会いがありました。

　学習相談においては相談室の前が休憩室であったこともあり、何人かの方とは休憩室でざっくばらんに相談し

たことが思い出されます。面接授業、講演、カフェでは「道州制」を取り上げ、大分県の立場から問題点を指摘しまし

た。面接授業を受講された方は熊本県の方が多く、私の講義に不満をもたれた方が多かったのが印象に残っていま

す。

　政府が「道州制」から「地方創生」に転換してからのカフェでは、私が都市社会学会の選定委員をしていたことも

あって「単著の部」の候補作品から地方都市を取り上げた作品を購読したり、「地方創生」に関する文献購読を行っ

たりしました。カフェでは横道にそれることも多かったのですが、80歳を超える受講生からは、敗戦時のさまざま

な体験をお聞きし、私のほうが教えられました。

　このほか、新しい教科書作成の最終段階で目通しする作業にも二度携わりました。そのうちの一つが2015年か

ら始まった『グローバル化と私たちの社会』です。この教科書には元都市社会学会会長の森岡清志先生が『都市社会

の構造的分化』と題して執筆されており、極めて質の高い最先端の教科書になっているのが印象的でした。

　放送大学の5年間は、大分大学を定年退職するなど私の人生が大きく転換した時期でもありました。来年度から

放送大学に通うことが出来ないと思うと寂しい思いがしますが、受講生と同様に80歳までは学びの心を忘れず、

元気に過ごしたいと思っています。大分学習センターのますますの発展と学生及び職員の皆様のご多幸を心より

祈念致します。

奥田 憲昭 先生

平成27年度をもちまして、客員教員の先生が退職されました。退任のご挨拶

よろしくお願いいたします。

山下　茂 先生

今年度より新しく客員教員に着任されました先生をご紹介します。

専門分野：教育工学、情報教育、理科教育　　現職：大分大学　特任教授

新任の教員ご紹介

放送大学　オリジナルピンバッジができました

①放送大学オリジナルバッジ
②イメージキャラクター“まなぴー”バッジ

セット内容

セット価格▶１，０００円

卒業・修了・入学の
記念にぜひどうぞ。

事務室にて
発売中
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ご卒業おめでとうございます!
平成28年3月27日（日）に、別府大学大分キャンパス文化ホールにおいて、平成27年度
第2学期学位記授与式が行われました。教職員一同、心よりお祝い申し上げます。

・生活と福祉コース 2名
・心理と教育コース 14名
・社会と産業コース 3名
・人間と文化コース 5名
・自然と環境コース 0名
・情報 1名

計　25名 累計　534名

大分学習センター卒業者・修了者数

～　謝　　辞　～

前田所長を囲んで記念撮影

　本日は私たち卒業生のためにこのような立派な卒業証書・学位記授与式を開いて頂きましてありがとうございました。
　お忙しい中ご隣席いただきました諸先生方ご来賓の皆様には心より感謝申し上げます。
　二年半前の秋、一人息子が県外の大学へ行き、ぽっかりあいた心の穴をどうしようと考えていたとき、前々から頭をよぎっ
ていた「大学で学びたい」という気持ちがふつふつとわきあがってきました。説明会に飛び込んだのが放送大学との最初の
出会いです。
　十代の頃、私は無気力で目標を持てずただただ時間の過ぎてゆくのを待つだけのような学生生活を送っていました。今思
えばもったいない限りですが、この年齢になってからこそわかること。当時は気付くことができませんでした。いまなら楽
しみながら挑戦できるのではないかと。
　入学をきっかけに私の生活は、大変忙しいものとなりました。仕事をしながらですので多少の無理は必要でしたが全く苦
になりませんでした。むしろその忙しさが生活に張りをもたせました。
　家庭学習だけではくじけると思い、当初できるだけ学習センターへ通いました。
　そこには同じように学習に励む姿がたくさんみられ、科目選択で迷っていると「好きなことから取り組めばいいのよ」と
アドバイスをいただいたり、試験勉強に頭を抱えているとノートや資料を貸していただいたり、周りに励まされ、支えられ
ての日々でした。
　学校行事はできるだけ参加しました。研修旅行で訪れた広瀬淡窓の咸宜園では、江戸から明治にかけて多くの学生が集っ
た建物を前に当時の学生たちに思いを馳せました。
　大好きなマヤの歴史に触れるために参加した佐藤先生のカフェ、今では私が苦手とする英語で世界中の歴史を学ぶ事とな
りました。。
　二十数年ぶりにテニスも始めました。誘っていただいたのをきっかけにサークルへ入会、またラケットを振る日が来るな
んて考えもしませんでした。
　テニスの顧問の島田先生からかけられた言葉があります。夏の暑い日でした。「こんな炎天下でも、テニスができること
の幸せを感じて下さい」と。体力・気力・そしてなにより家族の協力なくしてはありえません。
　学習も同じことだと思いました。学べることの幸せ、全てに感謝の気持ちでいっぱいです。
　私たちは、それぞれの思いや目標をもち、学習に励んできましたが今日で卒業します。
　新たな道へ進むもの、またこの大学で他のコースや大学院へ進むものもおりますが、皆思うことは同じではないでしょう
か。
　「この大学で学べてよかった」と。

　最後に放送大学大分学習センターのご発展と、ご臨席の皆様のご健勝とご活躍をお祈りいたしまして卒業生を代表してお
礼の言葉とさせていただきます。

教養学部

平成二十八年三月二十七日
放送大学　教養学部　人間と文化コース
卒業生代表　　原田　由美
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面接授業追加登録のお知らせ
　面接授業とは、教員から直接指導を受ける授業で、教養学部生のみが履修できます。85分の授業を 8回
実施し、出欠状況と担当教員から出される課題・レポートの提出及び学習状況により評価を行い、合格者
には 1単位が認定されます。申請方法等は授業を開設する各学習センターにお問い合わせください。

通信指導について

■通信指導送付時期
通信指導問題は、印刷教材と一緒に郵送されます。（一部の新規開設科目については別に送付する場合が
あります。）
5月6日（金）までにご自宅に届かない場合や、科目登録した科目と異なる科目の問題が届いた場合、又は落
丁等があった場合は大学本部（℡：043-276-5111（総合受付））に連絡してください。

■提出期間　
郵送：5月24日（火）～　6月7日（火）必着
※提出期限を過ぎて到着したものは受理できませんので、余裕をもって送付してください。
Web　：5月17日（火）10：00　～　6月7日（火）17：00　まで
　　※利用するパソコン及びネットワーク環境によるトラブルにより提出が間に合わなかった場合でも、
未提出扱いとなりますので、余裕をもって提出（送信）してください。

■添削結果
当該科目の担当教員が添削を行い、1科目ごとに返送されます。
＜添削結果返送時期＞
平成28年7月上旬～7月19日（火）までに届かない場合は、大学本部に連絡してください。）

■追加登録日程
＜空席発表＞4月16日（土）12時
　　　　　　【キャンパスネットワークホームページと大分学習センター掲示版でお知らせします。】
＜登録期間＞科目ごとに定められた追加登録受付期限日　
　　　　　　【4月22日（金）から科目毎に決められた追加登録受付期限日（原則開講日の1週間前）まで】

■追加登録申請方法
　追加登録初日（4月22日（金））…定員人数を超えた科目は抽選を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　それ以外の科目は先着順に随時登録します。
　　　　　　　　　≪ 対 象 者 ≫ 　・抽選日当日朝10時までに来所された方
　　　　　　　　　　　　　　　  　・郵送にて4月20日（水）までにセンターに必要書類が到着した方

＝来所による申請について＝　以下のものを必ず持参して下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　追加登録受付初日以前に窓口での受付はできません。
　　　　　　　　　　　　　　 【追加科目登録申請書・学生証・授業料（1科目：5,500円）】

＝郵送による申請について＝　申請の前に空席状況を確認し、以下の書類を現金書留にてお申し込みください。
　　　　　　　　　　　　　　　郵送による申請は現金書留のみでの受付となります。
　　　　　　 　【追加登録申請書・授業料・学生証の写し・返信用封筒（長3サイズ・　切手貼付・宛名明記）】

※期限内に郵便が届かなかった場合や、郵便が届いた際すでに空席がなかった場合、あるいは、申請内容に不備がある
場合は、返送にかかる経費（現金書留郵便代）を授業料から差し引いた金額を返送いたしますので予めご了承ください。

通信指導を提出し合格しないと、単位認定試験を受験できません。

教務担当より教務担当より 教務より
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図書・視聴学習室からのお知らせ図書・視聴学習室からのお知らせ図書・視聴学習室からのお知らせ図書・視聴学習室からのお知らせ

＜館内での視聴貸出＞
◆図書室・視聴学習室ご利用の際には、学生証を提示してください。
◆１回につき１巻ずつ受付を行ってください。
　（視聴が終わりましたら、ヘッドホンと放送教材を受付までお持ちください）

＜館　外　貸　出　＞
◆貸出範囲・・・科目登録している科目
◆貸出本数・・・放送教材　1回につき3巻まで（大分学習センターの学生のみ）
　　　　　　　　図　　書　1回につき　学部生4冊まで　大学院生6冊まで
◆貸出期間・・・放送教材　1週間　（期限厳守でお願いします！）
　　　　　　　　図　　書　1ヶ月

▶郵送による貸出も行っています
　申込書・学生書のコピー・切手が必要です。（返送には送付された封筒をご使用ください）
　　　　（ＨＰより印刷可）

＊返却が長期間遅れますと貸出が出来ない場合があります。

自宅からキャンパスネットワー
ク・ホームページに接続可能な
学生を対象にテレビ科目は<舞
台芸術への招待（’11）＞の科目
を除く全ての科目をラジオ科目
は全ての科目をインターネット
で配信しています。

図書・視聴学習室利用時間 

貸出について

曜　日 利用時間

月曜日・祝日

通 常 期 間

単位認定試験期間

閉 館 日

火～日

火～日

9：30～18：00

9：00～19：00

図書室には、開講中の全ての科目のＣＤ・ＤＶＤが配架されています！
（新設科目は、一部配架が遅れます。）

図書室のその他の利用について♪

～～～ お 知 ら せ ～～～

☆図書室内ではインターネットに接続できる「学生パソコン」の利用ができます。
☆今年度開講中の全科目の印刷教材の閲覧ができます。
☆過去１年間の試験問題と解答の閲覧ができます。（ネット上でも公開しています。）
☆通信指導の閲覧ができます。
☆本部図書館や全国の学習センターに所蔵されている図書資料を取り寄せることが
できます。

☆放送教材・図書資料等の時間外返却用のブックポストを設置していますので、ご
利用ください。

≪新設科目の教材配架について≫
宇佐分室・日田学習室の放送教材の配架は、４月下旬になりますのでご了承ください。

【インターネット配信】

図書・視聴学習室より
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大分学習センターで行われている学習相談についてお知らせします。
前年度から曜日が変更になっている先生もいらっしゃいますので、ご注意ください。

学習相談のお知らせ

上野　徳美　先生

岡田　清　先生

オカナ　トマース　先生

佐藤　孝裕　先生

高見　博之　先生

山下　茂　先生

先　生 学習相談　　13:00 ～ 16:00

随時

第 2･4 金曜日

毎週土曜日

1学期…毎週火曜日　2学期…毎週金曜日

毎週木曜日

毎週日曜日

毎週水曜日

前田　明　先生
（大分学習センター所長）

※日程は都合により変更となる場合がありますので、詳しくはセンター掲示板にてご確認ください。

●第15回グラウンドゴルフ大会
　　日　時：4月25日（月）　9：00～
　　場　所：別府大学大分キャンパス　グラウンド
　　参加費：無料
　　締　切：4月20日（水）

●第40回ボウリング大会
　　日　時：7月4日（月）　10：00～
　　場　所：未　定
　　参加費：未　定
　　締　切：6月25日（土）

●第7回テニス大会
　　日　時：5月12日（木）　12：00～　
　　場　所：別府大学大分キャンパス
　　　　　　テニスコート
　　参加費：500円
　　締　切：5月6日（金）

2/24 囲碁大会………… 帆足 要一郎さん
2/29 ボウリング大会… 職員 浜田健次
3/7   親睦ゴルフ大会… 小野 充永さん

※行事に参加されたい方は事務室窓口・またはお電話にてお申し込みください。
　はじめての方でもお気軽にご参加いただけます！　TEL.097－549-6612今後の学生行事予定

2月14日(日)実施の公開講演会の様子がＮＨＫで放送されます。

講　師：花宮　廣務（元大分気象台台長）
「その時に備える～南海トラフ巨大地震」

放送日
6月26日（日）　21：00～22：00

【再】7月2日（土）　6：00～7：00NHKラジオ第2放送　
「文化講演会」にて放送予定！！

教務（学生）係より

お知らせ

学生行事報告　大会優勝者
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今後の予定（4月～7月）
塗りつぶしは閉所日です

 9日 ゆふ会総会
 16日 面接授業空席発表（12時～）
 16日 公開講座「ラグビーの魅力を探る」
　　　　　　　　　　　　（場所：大分県立図書館）
 16.17日 面接授業「心理学実験1」
  　　　　「大分音楽今昔物語」
 22日 面接授業追加登録開始
 23.24日 面接授業「フィールドワークと人類学入門」
 25日 グランドゴルフ大会
 30.5/1日 面接授業「スポーツと近現代社会」

 4/30.1日 面接授業「スポーツと近現代社会」
 7.8日 面接授業「自然の姿から学ぶ環境学習」
 12日 テニス大会
 14.15日 面接授業「実用英語」
 21.22日 面接授業「カウンセリングの理論と実際」
 28.29日 面接授業「東洋医学と鍼灸」
 ＊17～6/7日 通信指導提出期間（Web：～17：00）
 ＊24～6/7日 通信指導提出期間（郵便：必着）

 2.3日 面接授業「初歩からのパソコン」
 4日 ボウリング大会
 8日～ 館外貸出停止（～7/31）
 9日 公開講座「禁煙する人も
　　　　　　　　　　　　　　禁煙支援する人も、楽しく♪」
　　　　　　　　　　　　（場所：大分県看護研修会館）
 22.23日 単位認定試験（大学院）
 24～31日 単位認定試験（大学）
　　※25日と29日は試験期間ですが閉所日となります。

 4.5日 面接授業「日常に活きる楽しい禁煙支援」
 　　　　　　　　　　　　「心理学実験3」
 11.12日 面接授業「産業・組織心理学」
 18日 公開講座【仮題】「地方創生時代を切り拓く
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分県からの挑戦」
　　　　　　　　　　　　（場所：大分県立図書館）
 18.19日 面接授業「初級フランス語でパリ発見」
 25.26日 面接授業「都市のヒートアイランドと熱環境」
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