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放送大学

大分学習センター

　今，高等教育はいろいろな変革の時期となっています。昔の大学教育とは大きく様変わりし
ていると思われます。少し振り返りながら見ていきましょう。大学改革の動きとしては，大学
紛争以後の臨時教育審議会により検討され，1987年（昭和62年）に設置された大学審議会
（2001年まで）が1991年（平成3年）に答申した，いわゆる「大学設置基準等の大綱化」が大
きな節目であると思います。教養教育の改革，セメスター制，学生による授業評価，教員の組
織的研修等の努力義務化が示されました。2000年（平成12年）には時代の変革も見据えて「グ
ローバル化時代に求められる高等教育の在り方について」が，その後の中教審大学分科会によ
り，「大学の質の保証」に係る答申が出され，評価制度の導入などが謳われました。この質に関しては，現在の改
革の中核となる指針として，2008年（平成20年）に「学士課程教育の構築に向けて」の答申が出され，グローバル
化，ユニバーサル段階等へ対応すべく，学士課程教育が共通して目指す学習成果として，『学士力』として掲げま
した。これは大きなインパクトを与えたといえます。この背景には，欧州での人の移動が当たり前になってきてい
る中で，ボローニャ・プロセスの整備が進められ，それぞれの国での高等教育における学位認定の質と水準を，同
レベルのものとして扱うことができるようにする動きがあり，我が国の学位の水準を明確にしておく必要が今後重
要になってくるということではないでしょうか。これらの流れは今後，チューニング（Tuning：調律，調整，調
和）といわれる，大学間で教育課程や学習内容，それらにより身に付けるべきコンピテンシーや到達目標等の共通
性を整えようとするもので，専門科目を中心とした科目の中身や単位，学位の国際通用性を図る動きにつながって
くると思われます。そしてこの答申を受けて，「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」（2012年
（平成24年））が打ち出されている。生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学教育が求められ，主体的な
学習を促す授業への「質的転換」として「アクティブ・ラーニング」が強く掲げられました。本丸ともいえる大学
教育の実質化への取り組みといえるでしょう。ある意味で学生が勝手に育っていってくれた時代から，学生が学ん
で成長したいということへの支援する手立てを整え，そして社会に向けて個々の大学が，自分の大学はどの様な学
生を育てるのかを示して，学生を集めるようになってきています。
　この様に変化してきた今の大学では，この学習環境，教育環境を支えるインフラにICTは不可欠な状況になって
きています。板書と教科書だけでなく新しい授業スタイルとして，eラーニングを活用し反転授業や，授業での学
習過程をリアル分析して授業を進める教員に学生の学習状況を示し，学生の理解度を把握しながらすすめる授業な
ど，この様な教育方法を取り入れている国立大学も現れています。この様にして身に付けるべきコンピテンシーや
到達目標等を評価できるようにして，学位にふさわしい学生を育てようとしています。これから第4次産業革命と
もいわれる時代を迎え，IoT，そして人工知能（AI）など，これらによって職場環境，生活環境が大きく変わり，
特にAIが人類を越えると言われる2045年問題がクローズアップされる中，我々もそれに対応していくような状況が
もうすぐ目の前にやってきそうです。このような世の中で，社会の担い手となる学生を育てていくことが求めら
れ，学校教育で言われてきている「生きる力」からを受けて，大学で「生き抜く力」を身に着けてもらうことが大
学教育に求められるでしょう。このような社会では，仕事を続けるには絶え間ない学習が必要とされてきて，生涯
学習は避けて通れない時代となると思われます。この時，大学生としては多くの社会人が学ぶ様になり，そのよう
な学生の学びにも対応してくために，まだ大学は変革していくでしょうし，放送大学と共にその役目を担っていく
時代となってくるでしょう。

客員教員　山下　茂（大分大学特任教授）
巻 頭 言　「大学の今とこれからの大学」
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教務担当より教務担当より

所長からのメッセージ
～生き生きした学習センターづくりを目指して～

所長より

◇平成29年度第1学期も特色ある『面接授業』を開講します！

　他の学習センターと同様に、大分でも「面接」の特色を生かした個性的な授業をいっぱい並べています。実
地体験やワークショップ形式で行う一連の講義に加えて、ユニークな「資格」の取得につながる授業を29年
度第1学期にも計画しています。
　『日常に活きる楽しい禁煙支援』では日本禁煙科学会の「禁煙支援士」がゲットできます。昨年度も何名か
がめでたく資格を取得されました。新たに開講する『温泉マイスター基礎』は、「おんせん県大分」にぴったり
の授業で、「温泉マイスター」の資格がゲットできます。是非、『面接授業時間割表』をしっかりとご覧になっ
てください。

◇「肩のこらない卒業研究発表会」、いよいよ最終報告へ！

　この一年間、卒業研究に熱心に取り組まれてこられた大久保瞳さん、佐藤朋子さん、豊田幸恵さん、山
田容子さんたち 4名の方の最終報告会を 2月 19日午前 9時半よりセンター合併教室で開催いたします。
同時に開かれる放送大学同窓会九州・沖縄地区交流会 in 大分のプログラムの一つでもあります。発表会
には、これまで通りに客員教員、学外の卒業研究指導教員の先生方にもご出席を依頼して貴重な助言等を
頂戴する予定でいます。卒業研究に関心がある学生の皆さんの参加をお待ちしております。

◇「パソコン相談ラウンジ＆パソコン活用ワークショップ」いよいよ始動！

　放送大学ではオンライン授業が増えてきて、パソコン技能の向上についての需要がどんどんと高まって
います。この動向を踏まえて年度計画に「パソコンサークルづくりを目指す」ことを掲げましたところ、当セ
ンター客員教授の山下茂先生が11月30日に、パソコンやインターネットなどでの様々な疑問に対応する
オープンユニバーシティカフェを開設してくださいました。山下先生は、「・・・初心者も、そうでない方も、
皆さんで活動しながら教わったり、教えたりもしながら楽しくICTを使えるようになろう。」と仰っています
ので、多くの皆様の参加を期待します。

◇講演「マチュピチュ村を創った日本人の物語と古代アンデス文明」の開催！

　同時に郵送しております『案内』の通り、マチュピチュ村初代村長野内与吉のお孫さんである野内セサ
ル良郎氏（日本マチュピチュ協会長）と、文化人類学者の稲村哲也放送大学教授による講演会（当センター
主催）が、1月 8日大分県立歴史博物館で開催されます。めったにない企画です、この機会を逃さず聴講
をお勧めします。

◇別府大学保育科（大分キャンパス）の移転に伴う大分学習センターの状況

　すでに新聞報道等でご存知の通り、当学習センターが設置されております別府大学大分キャンパス校（保
育科）の統合移転に伴い、本館や食堂等の施設が今年度をもって閉鎖されます。現在、学習センターの移
転計画等の将来計画について放送大学本部で検討中ですが、少なくとも 29年度は現在地で運営すること
で別府大学法人と確認しております。これらと関り、現在の食堂を講義室に改装することをはじめ、ライ
フラインの工事などが 2月末から開始される予定です。食堂の営業が終了するなどの不便をおかけします
が、職員が一丸となって、教育・学習環境の維持など、教育サービスの低下を防止するよう努力いたしま
すので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
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H28-2単位認定試験について

試験日程

試験時間

センター開所時間

時間割・試験室

通信指導の結果

受験に
必要なもの

大学院 １月２０日（金）、２１日（土）

１月２２日（日）、１月２４日（火）～１月２９日（日）
※１月２7日（金）は臨時閉所

受験票に記載の時限・試験室で行います。

学　部

単位認定試験通知
（受験票）

持ち込み許可物品
受験票に同封されている「単位認定試験に関しての注意事項」
に記載されています。また、内容は試験の一か月前にキャンパ
ス・ネットワーク・ホームページ及び、学習センター視聴学習室に
て公表しております。

試験日１週間前までに送付されてきます。１月１３日（金）になっ
ても届かない場合は、大学本部へお問い合わせください。

学生証

第１時限

第２時限

第３時限

第４時限

第５時限

第６時限

第７時限

第８時限

通信指導の添削結果は科目ごとに返送されます。
単位認定試験開始５日前までに届かない場合は、放送大学本部へお問い合わせください。
（総合受付　ＴＥＬ：０４３－２７６－５１１１）

大分学習センターで発行しており、窓口でお渡しします。
顔写真登録の手続きがお済みでない方は至急手続きを行って
ください。（「学生生活の栞」にある用紙を入学受け付けグルー
プに送付）※試験期間中はセンター窓口が込み合いますので
お早めにお受け取りください。
≪受け取りに必要なもの≫
【新入生】…入学許可証、【在学生】…有効期限切れの学生証
上記が無い方は運転免許証など顔写真付きの身分証明書

  9：15～10：05
10：25～11：15
11：35～12：25
13：15～14：05
14：25～15：15
15：35～16：25
16：45～17：35
17：55～18：45

９：００～１９：００

筆記用具
（ＨＢの黒鉛筆・消しゴム）

回答用紙への記入の際は、必ずＨＢの黒鉛筆を使用して記入し
てください。（シャープペンシル・ボールペン・サインペン不可）

教務担当より
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合　格

不合格

Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
D
E

100～90点
  89～80点
  79～70点
  69～60点
  59～50点
  49～   0点

受験に際して
の注意事項

全ての教室に座席が指定してあります。各教室に掲示してあ
る座席表に従って座ってください。
１階学生控室、食堂、教室４を控室と致します。教室４について
は、試験室としても利用しますので、教室前にあります掲示板
で控室としての利用時間を確認してください。試験期間中は
学生控室のテレビは使用できません。予めご了承ください。
施設内では１階学生控室、食堂のみ飲食が可能です。他の場
所では一切の飲食ができません。食堂の営業時間は１１：００～
１４：００です。１４：００以降、食事の提供はできません。
天災、交通機関のトラブル、その他受験生の責任に帰さないや
むを得ない事態により試験時間に遅れたり、受験不可能になっ
た場合は必ずセンターへご連絡ください。
※ただし、自家用車等使用時の事故、交通渋滞等は不測の事
態とは認められません。

喫煙は決められた喫煙所でのみ行ってください。喫煙所はセ
ンター内に掲示してあります。喫煙所以外は敷地内での喫煙
は一切認められません。ご了承ください。

・試験開始時刻１０分前には入室してください。
 （事前説明があります）

・試験開始後、２０分を過ぎると入室できません。

・試験時間５０分です。

・１時限に１科目しか受験できません。

座席指定について

控室について

飲食について

不測の事態への対応

喫煙について

試験について

成績評価

試験結果は２月下旬に「成績通知書」によって
通知されます。尚、それまでに修得した授業科
目の成績と単位数が記載されている「単位修
得状況一覧（単位認定書）」も一緒に送付され
ます。この通知書は証明書ではありませんの
で、証明書が必要な場合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。

再試験について

駐 車 場

そ の 他
（ 重 要 ）

新規に科目登録した学期に単位を修得できなかった場合、次の学期に限り（休学中を除
く）科目登録を行わなくても再試験を受験できます。

無料駐車場があります。（約３００台）
校内には車で入れません。
学習センター横の駐車場は原則禁止となっております。
特別な理由で駐車を希望される方は事務室に申請をしてください。
（許可証を発行いたします）　　　　　　
単位認定試験最終日の１月２９日（日）は別府大学大分キャンパスにてTOEICの試験が
行われます。それに伴い、試験会場は大分学習センター合併教室、別府大学大分キャン
パス研究棟会議室及び大分大学医学部看護学科校舎棟２１１号室で試験を行います。
通常と異なる会場での試験となります。必ず事前に「単位認定試験試験通知(受験票)」
で試験場を確認してください。また、当日は移動時間などを考慮しつつ行動してください
ますようお願い致します。
※１月２９日（日）は別府大学大分キャンパス講義棟は立ち入り禁止となります。

※システムＷＡＫＡＢＡからも成績を
　確認できます。

教務担当より
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【大分大学医学部挾間キャンパス】　住所：大分県由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地

教務担当より

【重要】　１月２９日　２限目・５限目センター外の単位認定試験場について
　1月29日（日）の2限目『特別支援教育総論（'15）』及び5限目『特別支援教育基礎論（'15）』を受験す
る学生（1、3限に受験する科目がある者は除く）は大分大学医学部看護学科校舎棟211号室（大分大学
医学部挾間キャンパス）で試験を行います。

　なお、上記以外の試験場は、すべて大分学習センター（別府大学大分キャンパス内）です。
　試験場は 「単位認定試験通知（受験票）」で必ず確認してください。
【試験場の例】
◆当日『特別支援教育総論（'15）』を受験する学生は、大分大学医学部211号室
◆当日『特別支援教育総論（'15）』を受験する学生（1、3限受験する科目がある者）は、大分学習センター
◆当日『特別支援教育基礎論（'15）』を受験する学生の試験場は、大分大学医学部211号室

◆大分大学医学部試験場211号室は、バス停「学園台」下車徒歩2分程度
◆2限目を大分大学医学部試験場で受験する学生は、「学生証」を試験場211号室でお渡し致します。
◆受験に必要なもの「単位認定試験通知（受験票）」、学生証、筆記用具（HBの黒鉛筆・消しゴム）等
◆大分大学医学部の駐車場は、有料で台数に限りがありますので、原則利用禁止とします。また、キャンパス
　内は禁煙で喫煙所はありません。ゴミはすべて持ち帰りください。
◆試験終了後は忘れ物がないか確認してください。

【問合せ】　放送大学大分学習センター　　TEL 097－549－6612
　　　　　大分市野田380（別府大学大分キャンパス内）

至湯布院 至大分市街地
医大バイパス

●バス停

●バス停「学園台」
トキハインダストリー大分銀行

支店〒

創生の里創生の里
のだ山幼稚園のだ山幼稚園

無料駐車場

大分学習センター
（別府大学大分キャンパス内）
大分学習センター
（別府大学大分キャンパス内）

大分大学医学部
（挾間キャンパス）

グランド

生花店

管理棟管理棟
図書館

駐車場
（有料）

正門

玄関
教職員専用
駐車場

看護学科校舎棟

単位認定試験場
２階211号室

講義棟

ローソン

受験者は、大分学習センターの
無料駐車場を利用してくださ
い。大分大学医学部試験場まで
徒歩15分程度かかります。
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館外貸出停止期間

1月  6日（金）～1月29日（日）　＊郵送貸出は1月5日（木）申込書到着分まで
　◎館内貸出は通常通りです。
3月18日（土）～3月31日（金）　＊郵送貸出は3月17日（金）申込書到着分まで

館内貸出停止期間

3月25日（土）～3月31日（金）

文献複写受付停止期間
1月20日（金）～1月29日（日）

◎単位認定試験問題・解答のコピーも受付けられません。

単位認定試験期間中利用時間

1月20日（金）～1月29日（日）　9：00～19：00
◎単位認定試験問題・解答はWebで閲覧可能ですが図書室でも閲覧可能（過去1年分）です。

・一人1ブースのご使用をお願いします。（大きな荷物はロッカーへお願いします）
・印刷教材・辞書・文房具等を持ち出さないで下さい。

単位認定試験時のご注意

＊12月29日（木）～1月3日（火）　・　1月27日（金）は閉館とさせていただきます。

廃棄図書を学生の皆さんに無償でお譲りします！
希望される方は、3月1日（水）～3月15日（水）の間に
学生控え室に取りに来てください。
　＊ 予約などはお受けできません。
〈例〉　文藝春秋・Newton.・経済セミナー・臨床心理学
　　　NATIONAL　GEOGRAPHIC・婦人公論・食生活…

『大友宗麟の戦国都市　豊後府内』　シリーズ「遺跡を学ぶ」－056　
玉永光弘・坂本嘉弘／著　新泉社

アジア各地に雄飛して南蛮貿易をすすめ、ヨーロッパ人を迎えキリスト教を手厚く遇し、自らも洗礼を受け
た北部九州の戦国大名・大友宗麟。室町幕府が潰えていくなか、豊後府内（現・大分市）
につくりあげようとした＜地域王国＞の姿を発掘調査から明らかにする。
カラー写真が豊富でわかりやすく書かれています。郷土の歴史を勉強しましょう！

お知らせ

― お薦めの本 ―

図書・視聴学習室より
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●第12回 囲碁大会
日　　時：2月15日(水)13：00～
場　　所：センター2階合併教室
参 加 費：無料
締　　切：2月9日(木)

●第3回学生が講師を務める講演会
日　　時：2月26日(日)10:00～
場　　所：センター2階合併教室
参 加 費：無料
締　　切：当日参加もできます

●第41回ボウリング大会
日　　時：3月6日(月)
場　　所：タワーボウルわさだ
参 加 費：1,000円
締　　切：2月26日(日)

今後の学生行事予定

学生行事の報告

※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

その他今後の行事…●第26回親睦ゴルフ大会　　●H28-2学位記授与式・H29-1入学者の集い

第4回「放送大学同窓会九州・沖縄地区交流会in大分」のご案内
この度、平成29年2月18日（土）・19日（日）の2日間、放送大学同窓会九州・沖縄地区交流会が大分にて開催される運
びとなりました。会の中で講演会を予定しておりこちらはどなたでもご参加可能となっております。つきましては下記
日程にて開催いたしますので、皆さまのご参加をお待ちしております。
また、2日目はセンターにて卒業研究最終発表会を開催いたします。どちらも参加無料です。お申し込みは事務室まで。

日時：平成29年2月18日（土）15：45～17：15
場所：ホルトホール大分　408会議室
講師：大分大学教育学部理数教育准教授　大上　和敏先生
演題：「おんせん県おおいた」

日時：平成29年2月19日（日）
　　　9：30～11：00（9：15より受付）
場所：大分学習センター
　　　2階合併教室

講演会 卒業研究発表会

この他にも親睦ゴルフ大会、忘年会などさまざまな行事を実施しました。

10/10｢自然探勝と食味の会｣
秋空の下、楽しく調理しお腹いっぱい秋の味覚を堪能しました。

湯布院の野山を散策しながら食材探求。

11/3｢学生研修旅行｣
今年の旅行はのんびり大分県臼杵市へ。城下町散策と臼杵石仏見学では地
元ガイドの詳しい説明を聴き新たな発見がたくさんありました。味噌作り
体験は九州最古の味噌･醤油屋となる｢カニ醤油｣さんにて。簡単な行程で
出来上がり、3ヵ月後の完成が待ち遠しい限りです。

教務（学生）係より
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今後の予定（1月～4月）
塗りつぶしは閉所日です

 6日 館外貸出停止※29日まで
 8日 放送大学大分学習センター公開講演会
  「マチュピチュ村を創った日本人の物語と
  古代アンデス文明」
  （場所：大分県立歴史博物館）
 20.21日 単位認定試験（大学院）
 22～29日 単位認定試験（学部）
  ※23日・27日は閉所日です。

 15日 第12回囲碁大会
 18日 公開講座
  「今日の経済問題を経済学から読み解く」
  （場所：大分県立図書館）
 18.19日 放送大学同窓会九州・沖縄地区交流会in大分
 19日 卒業研究最終発表会
 26日 第3回学生が講師を務める講演会
 27日 H29.1科目登録申請締切（郵送：本部必着）
 28日 H29.1科目登録申請締切（WEB：24：00）

 9日 ゆふ会総会
 15日 面接授業空席発表
 17日 グラウンドゴルフ大会
 21日 面接授業追加登録開始

 4日 公開講座「メンタルヘルスの向上
  ～ストレスとの上手な付き合い方～」
  （場所：大分県看護協会看護研修会館）
 6日 第41回ボウリング大会
 13日 第26回親睦ゴルフ大会
 18日 館外貸出停止※31日まで
 25日 館内貸出停止※31日まで
 26日 学位記授与式・入学者の集い
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