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第　８０　号
平成２７年１０月発行

～発行所～
放送大学

大分学習センター

　本年4月から大分学習センターの客員教員になりました上野です。どうぞよろしくお願いし
ます。
放送大学とはこれまで何度かご縁がありました。平成2年から数年間、テレビ授業（「行動科
学Ⅱ」）の一部を担当させていただいたり、大分に赴任してからは当センターで面接授業を
行ったりしました。今回は客員教員ということになり、学習相談の他にオープン・ユニバーシ
ティ　カフェ（オープンカフェ）も担当しています。6月から学生の皆さんと一緒に「現代社
会とストレスについて考える」というテーマでお話をしたり、自由にディスカッションをしたりしています。7，8
名という人数は、意見や質問が出やすく、双方向のコミュニケーションができるので、楽しくオープンカフェをや
れそうです。

　放送大生の皆さんの年代や背景、在籍年数はさまざまですが、皆さんどなたも熱心で積極的で、若さを感じま
す。モティベーションや問題意識の高さにも感心させられます。この印象は、以前の面接授業の際にも感じまし
た。学生の皆さんの知的好奇心や学習意欲の高さに驚きますが、皆さんを勉学へとつき動かす力は一体何だろうか
とふと考たりします。もちろん入学の動機や目的は人それぞれでしょうが、忙しい生活の中で時間のやりくりをし
ながら、受講して単位を取得していくというのはかなりエネルギーを要することだと思います。知の喜びや楽しさ
が得られるのはもちろんでしょうが、自分で具体的な目標を設定し（明確な目標）、仕事や生活や学習の時間を管
理し（時間管理）、自分で自分を律していく気持ち（自律心、セルフコントロール、継続の意志）が強いというこ
とでしょうか。あるいは、皆さんを支えてくれる周りの人たちの力（ソーシャルサポート）も大きいのでしょう
か。おそらく、放送大生の皆さんは、チェレンジする気持ちや困難に対処する力が強いのでしょう。そのような印
象を抱いています。学生の皆さんと接していると、「人は新しいことを始めることさえ忘れなければ、いつまでも
若くある」（M．ブーバー）という言葉を思い出します。皆さんを見習って、そのうち私も何か新しいことを始め
ようかと密かに考えたりしています。

　江戸時代後期の儒学者・思想家に佐藤一斎という人がいます。この人の著した『言志四緑』（この中の『言志晩
録』）に「少にして学べば、則ち壮にして為すこと有り、壮にして学べば、則ち老いて衰えず、老いて学べば、則
ち死して朽ちず」という著名な言葉があります。学問の力というのは、生涯の宝となるということですが、どのよ
うなことであれ、生涯にわたって学びの気持ちを持ち続け、それを実践するというのは、“言うは易く行うは難
し”です。放送大生の皆さんは好奇心やチャレンジする心が旺盛で、まさに上の言葉を体現している人たちではな
いでしょうか。ちなみに、佐藤一斎は佐久間象山や横井小楠をはじめ、勝海舟、西郷隆盛、吉田松陰など、幕末か
ら明治維新にかけて活躍した儒学者、指導者たちに多大な影響を与えた人としてつとに有名です。これから、学生
の皆さんと交流を深めていきたいと思っています。

客員教員　上野　德美（大分大学医学部教授）
巻 頭 言　老けた「新任」教員の抱いた放送大生の印象
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教務担当より教務担当より

ご卒業おめでとうございます
平成27年9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1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。

　教養学部　

　・発達と教育専攻 １名

　・心理と教育コース ３名

　・社会と産業コース ３名

　・人間と文化コース ２名

　　計　９名　累計 ５０９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

　本日は私達卒業生のためにこのような盛大なる式典を挙行して頂き誠にありがとうございます。
　お忙しい中ご臨席頂いた諸先生方、ご来賓の皆様には心より感謝申し上げます。
　65歳にて退職後は野菜作りや本を読んでの日々を過ごしたいと図書館通いをしていた時に放送大学を知りました。
入学試験も無く、学費は安いし、多くの課題があり面白そうだと思い、選科履修生として入学致しました。
　大分学習センターは緑あふれる林の中にあり美しい庭と春には桜並木、夏には暑さも忘れる深緑、秋には紅葉、冬
は暖かい学習室。勉強するにはすばらしい環境にいつしか1科目から始めた勉強もエキスパートに挑戦していまし
た。3年目になるころには単位も半分くらいとなり、全科履修生の話しもあり3年への編入計画で申請を致しました。
　そのころより会社勤めも再開し自治会活動もあって勉強が進まない時でもあり1単位不足にて2年への編入となり計
6年間の学園生活を送ることとなりましたが今思えば最高の結果であったと思います。仕事をしながら残りの単位修
得、苦手な外国語をクリアすることはなかなか出来なかったでしょう。
　6年間は夢の様に過ぎました。自然探勝と食味の会、学生研修旅行、納涼会、明日を語る交流の集い、公開講座、
多くの行事に参加させていただきました。第1回のテニス大会ではパートナーのおかげで優勝することが出来、楽し
い思い出です。面接授業では直接先生のお顔を見ながら勉強が出来る事、旅行をかねて他県の面接授業を受ける楽し
みもありました。放送大学大分学習センター開設20周年記念講演会にも参加させて頂いた事も思い出です。
　心の健康と若い気持ちを保つ最良の薬は勉強を続けることだと思います。人生80才の時代、残り少ない人生です。
私には今が青春です。
　　青春とはいかばかりかうるわし
　　されどはかなく消え去り行く
　　楽しからんものは楽しめ
　　明日の日は確かならん　　　　　　ヘルマンヘッセの詩集の1節が思い浮かびます。いつまでも若く青春を楽し
む為に再入学を致します。まだ楽しい学園生活を続けますのでご指導よろしくお願い致します。
　最後に今日までご指導くださった諸先生方、大学事務職員の皆様に改めて御礼申し上げます。そして放送大学大分
学習センターの更なる発展と臨席の皆様の健勝と益々ご活躍をお祈り致しまして謝辞とさせて頂きます。

　　　　　　　　平成27年度9月27日　　　　　　卒業生代表　　秋篠　誠司　
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　「知識という翼を」という放送大学のキャッチコピーにふさわしく、大分学習センターも
スタッフ一同が連携して生徒の皆さんと共に生き生きと『放送大学での学び』を前進させて
いきたいと願っています。

　6月28日と7月12日に「卒業研究ガイダンス」「大学院ガイダンス」を開きました。前者では大学本

部から加藤浩先生がお越し下さって「卒業研究を進めるうえでの心構えと要点」についてご説明を

頂き、後者では卒業研究経験者である羽明さん（在校生）と芦刈さん（九大大学院所属）に卒業研究を

通して学んだ貴重な経験について話して頂き、出席者と活発に意見交換しました。当日は前客員教

員で「恩師」でもある高橋靖夫先生（心理学）も駆けつけて下さいました。

　このような甲斐があってか、5名以上の方が来年度の卒業研究に「挑戦」することを表明されてい

ます。この通りであれば過去最高の実績となります。我々もしっかり応援しますし、皆様からの支援

もよろしくお願いします。

　大分学習センターから車で5分ほど走ったと

ころに、「ゆの杜　竹泉」（097-583-4088）と

いう温泉があります（写真）。　旅の広報誌「じゃ

らん」で「秘湯　露天風呂」と紹介されています。

　この度、ご主人（大津隆治さん）のご厚意によ

り、放送大学の学生は一割引（露天風呂、貸切露

天風呂、露天ぶろ付き内湯のどれも）で利用でき

ることになりました。受付で放送大学の学生証

を出して下されば結構だそうです。「美人の湯」

で有名な嬉野温泉以上の泉質だそうです。「学び」と「癒しの湯」でみ（身）もこころ（心）もより美しく

なりませんか。

　尚、ポスターも作成しましたので、宣伝にご利用下さい。

所長からのメッセージ

1．卒業研究がんばれ！

2．情熱の学びの後は、癒しの「湯」でゆったりと。

　もう皆様はご覧になりましたか。放送大学学園の方針を受けて、大分では地元テレビ局のOBS大

分放送、OAB大分朝日放送のスポット広告を利用して、放送大学への入学を勧誘中です。多くの友

人・知人から「コマーシャル観たよ。」と声をかけられています。広告をご覧になった感想をお寄せ

下さることと、周りの人たちにも放送大学における「学びの素晴らしさ」を広くお知らせくださるこ

とをお願いします。

3．テレビスポット広告で知名度をさらにアップ。
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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。
■追加登録日程
　＜空席発表＞10月17日（土）12時
　　　　　　　【キャンパスネットワークホームページと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
　　　　　　　【10月23日（金）から12月開講の授業の間】
■追加登録申請方法
　追加登録初日（10月23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10月21日（水）までにセンターに必要書類が到着した方（必着）

＝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、追加登録受付初日以前に窓口
での受付・お預かりはできません。
【追加登録申請書・授業料・学生証コピー・返信用封筒（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、印刷教材と一緒に発送します。（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。）
11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：11月16日（月）～11月30日（月）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：11月9日（月）10：00 ～ 11月30日（月）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。

■評　価
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1月中旬（1月15日（金）までに届かない場合は、大学本部に連絡してください。）

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。

教務より
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教務担当より教務担当より 図書・視聴学習室より

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
【インターネット配信】

　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の一部の科
目を除いてインターネットで配信
しています。配信不可科目につい
てはネットにてご確認ください。

図書・視聴学習室利用時間 

貸出について
＜館内での視聴貸出＞

☆学生証を提示の上、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
　　　　　　　　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（放送教材のみ　貸出期間：９日間）
　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）

《年末年始の閉館日》 《停止期間》
○館外貸出停止期間
　1月8日（金）～1月31日（日）　
　※郵送貸出は７日(木)申込書到着分まで

○文献複写受付停止期間
　1月22日（金）～1月31日（日）

12月28日（月）～2016年1月4日（月）
※12月27日（日）は、午前12時に閉館します。 
※年末年始は返却ポストをご利用いただけません。
　ご注意ください。

※1月29日（金）は閉所日です。

♡♡♡　新　刊　案　内　♡♡♡
「日本語は親しさを伝えられるか」 滝浦真人 著　2013　岩波書店

「心理療法論考」 河合隼雄 著　2013　創元社

「教師のための気になる・困った行動から読み解く子ども支援ガイド」 藤原義博・平澤紀子 編　2011　学苑社

「ホーキング、宇宙と人間を語る」 スティーヴン・ホーキング 他著　2011

「必ず＜望む結果＞を引き出せる！ハーバード流交渉術」 ロジャー・フィッシャー・ウィリアム・ユーリー 著

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
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教務（学生）係より

●学生研修旅行

 日　　時：11月3日（月）
 場　　所：佐賀方面　吉野ヶ里歴史公園、
　　　　　　 キリンビアパーク
 参 加 費：2,500円（予定）
 締　　切：10月23日（金）

●第23回親睦ゴルフ大会
 日　　時：11月7日（月）8:30集合
 場　　所：大分サニーヒルゴルフ倶楽部
 参 加 費：1,500円＋プレー代
 締　　切：11月1日（日）

●第6回テニス大会
 日　　時：11月12日（木）
 場　　所：別府大学大分キャンパステニスコート
 参 加 費：未定
 締　　切：11月5日（木）

●明日を語る交流の集い
 日　　時：12月5日（土）
 場　　所：未定
 参 加 費：未定
 締　　切：未定

今後の行事予定 ※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。

同窓会（ゆふ会）の紹介

学生団体入会者募集

　放送大学での同窓会は通常の大学の同窓会とはいろいろな点で異なっています。
　同窓会の多くの会員が依然として現役の学生であり一般社会人の方々が多くおられると言うことです。
　通常の大学での活動は大半がキャンパスを中心として行われますが、放送大学での学習は基本的には自
宅でラジオ、テレビで行うことが出来ます。面接授業はありますが、そこで仲間ができなければ授業が終わ
れば帰宅するだけです。このような環境の中、在学生と共に学ぶ環境を作っていきキャンパスライフの活
性化を同窓会は目標にしていますので是非皆さんの御入会をお待ち致しております。 （川野）

都合により行き先が変更となりました。

　学習センター職員、大分学習
センター同窓会と一緒に学生行
事を盛り上げませんか？？
　活動内容は学習センターで
行っている行事をよりよくする
ため、学生行事を学習センター
職員、学習センター同窓会と一
緒に企画・運営等してくれる学
生さんを募集しています。

学生自治体　よらん会
平成27年度新設！！

優しい元客員教員島田先生の指導
の下、現在約20名の会員が「ワイ
ワイ、ガヤガヤ」楽しく活動中です。
毎週木曜日16時から別府大学大
分キャンパスのテニスコートにて
楽しく練習をしています。また年に
2回学習センター、ゆふ会、よらん
会主催のテニス大会にも参加して
います。興味のある学生の皆様、気
軽にテニスを楽しみませんか？

テニスサークル
初心者の方も大歓迎です！！

まずは、気軽に見学してみませんか？

　グラウンドゴルフに興味があ

る方はいらっしゃいませんか？

　学習センター行事のグラウン

ドゴルフ大会に年３回参加して

います。昨年は日田学習セン

ターにて親睦グラウンドゴルフ

大会も行うことができました。

　お気軽にお問合せください。

グラウンドゴルフサークル
初心者の方も大歓迎！！
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広報担当よりお礼・お願い
　平成27年度2学期学生募集では、ご友人の紹介やオープンキャンパスの呼びかけ等、
広報活動にご協力いただき感謝いたします。ありがとうございました。
　学生の皆様には引き続き、平成28年度第1学期の募集にもご協力いただけたらと思
います。下記のとおり、出願受付がはじまります。いま一度、周囲の方々に声をかけてい
ただき、放送大学の事を広報していただくようにお願いします。
　まだ放送大学の良さを知らない方々に、何とか周知出来るよう職員一同も出来る限
りの広報活動に頑張ります。
　ご協力よろしくお願いします。

第４回　平成27年10月10日（土）13：30～15：00
 「大分の小説の舞台を歩く」
 講 師　山田　繁伸　先生 (大分高等専門学校教授）

第５回　平成27年12月12日（土）13：30～15：00
 「成年後見制度について」
 講 師　藤村　賢訓　先生（大分大学経済学部准教授）

参加費
無 料

◎ 平成28年度第1学期願書受付期間

★上記の日程で公開講座を開催いたします。一般の方も参加可能です。
　職場の方や周囲の方々に声をかけて一緒に参加してください。
　電話・ＦＡＸにてお申し込みください。当日参加も受け付けております。

出願受付：平成27年11月15日（日）～平成28年2月20日（土）
※放送大学のHPからも簡単な操作で出願することができます！！

大分県立図書館との共催講演会のお知らせ
平成27年度も年６回の予定で、県立図書館との共催で公開講座を
開催します。場所は県立図書館２階視聴覚ホールです。
ふるって参加して下さい。
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今後の予定（10月～1月）
※塗りつぶしは閉所日です

 10日 公開講座（大分県立図書館にて実施）
  　　　　「大分の小説の舞台を歩く」
 12日 自然探勝と食味の会
 17・18日 面接授業「パターン認識入門」
  　　　　「こころとストレス」
 24・25日 面接授業「書のあゆみ―四千年の文字の変遷」
 31・11／1日 面接授業「水彩画の描き方」
  　　　　「初級韓国語」

 10／31・1日 面接授業「水彩画の描き方」
 3日 学生研修旅行
 7・8日 面接授業「地球史と地球システム」
  　　　　「イスラムとはなにか？」
 9日 通信指導提出開始（Web）10時～  ※30日17時まで
  第23回親睦ゴルフ大会
 12日 第6回テニス大会
 14・15日 面接授業「市民と法」
  　　　　「ミクロの目が捉える人体のふしぎ」
 16日 通信指導提出開始（郵送）※30日まで
  第14回グラウンドゴルフ大会
 21・22日 面接授業「百合若大臣と豪古襲来」
 28・29日 面接授業「心理学実験2」

 8日 館外貸出停止  ※1／31まで
 22・23日 単位認定試験（大学院）
 24～31日 単位認定試験（学部）
  ※25日・29日は閉所日

 5日 明日を語る交流の集い（忘年会）
 5・6日 面接授業「非行臨床心理学」
 12日 公開講座（大分県立図書館にて実施）
  　　　　「成年後見制度について」
 12・13日 面接授業「初歩からのパソコン」
  　　　　「楽しく学ぶ英会話」
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