
10月

2016

８日
11:00～15:30 10:00～15:00

９日
日土

Newsletterちばがく 第１５号

第 15 号
平成28年１０月

愛と知の環
つながりの学びを広げよう！つながる中で自己の思索を深めよう！

人類は、そうして文化を創造し続けてきた！
さあ、わたしたちもその仲間に加わろう（M.M.）

ちばがく
THE OPEN UNIVERSITY OF JAPAN／ CHIBA STUDY CENTER

【編集発行】

放送大学
千葉学習センター

〒261-8586 
千葉市美浜区
若葉2丁目11番地

TEL.043(298)4367    
FAX.043(298)4386

（初刷）



Newsletterちばがく１５号 ［２］

Newsletter ちばがく１５号 目次

第８回千葉学習センター
幕張祭実行委員長 保坂 武志（教養学部全科履修生／人間と文化コース）

千葉学習センター所長 宮野 モモ子

ごあいさつ

○目次／平成28年度10月公開講演会お知らせ ----------

○ごあいさつ ----------

○第８回幕張祭実行委員会企画 ----------

○幕張祭出展一覧 ----------

○幕張祭学習センターフロア案内図 ----------

○千葉学習センター企画 ----------

○幕張祭出展者のご紹介 ----------

○千葉学習センターから

◆学生証の発行と面接授業追加登録について ----------

◆通信指導と単位認定試験について ／平成２８年度学生研修旅行～笠間・大洗 ----------

○食事について／卒業研究・修士論文発表会 ----------

２

２

３

４

５

６

７

１４

１５

１６

平成２８年度１０月公開講演会のご案内

フィギュア・スケート 審判の目
平成２８年１０月３０日（日）13 : 30 ～ 15 : 00
放送大学附属図書館３階AVホール （定員100名 事前申込み制）

フィギュア・スケートを見ていて、採点の結果に疑問を持ったことはありませんか？
同じスケーターの同じ演技を見ていても、立場によって視点は異なります。審判は何
を見て、どう評価しているのかについて解説します。

吉 岡 伸 彦
千葉大学国際教養学部
教授

リオデジャネィロ・オリンピック、日本選手の活躍は我々に大いなる感動を与えてくれました。８年
前の北京オリンピックの翌年に始まりました幕張祭、８回目の今年は、◆学び つながる 世代を超え
て◆ をテーマに開催します。
若者から高齢者までの幅広い年代を超え、多種多様な経験を積まれた方々が集うことの出来る数少な

い場として、年一度の秋祭りを盛大に開催致したく、多くの方のご参加を期待しております。
防災コーナー、放送大学在校生、ならびに外部講師による講演会、学外サークルの協力出演、１０店

を超えるフリーマーケット及び学内２０サークルの出展企画が用意されております。学生諸君、ご家族
、知人、多くの方々がつながる、歓喜に満ちた幕張祭にしましょう!

ようこそ幕張祭にお越しくださいました。
幕張祭はこの学習センターの学生の文化です。日頃センターで学生が創り出している活動も,

学外の多様な活動とのつながりがあることにより幅広く豊かになり、学びの深まりももたらさ
れます。今後、さらに千葉学習センターが地域の皆様とともに発展し続ける学びの文化の場と
なるよう、幕張祭において学生達が、それらの成果をご参加の方々と共有できるよう工夫いた
しました。学生主体で作り上げました幕張祭です。遠慮なく学生たちにお声かけいただき、会
話を楽しみながら、どうぞごゆっくりとお過ごしくださいませ。
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第８回幕張祭実行委員会企画

フリーマーケット ～お楽しみフリマの広場～

時間・場所／８日（土）・９日（日）とも秋祭り開催時間中
フリーマーケットスペース

煎餅・べっこう飴・鉢植え花・手芸品・手作り皮製品・幼児服

８日（土）はいすみ市観光協会による販売もあります

●防災コーナー

◆ 体験は備えの一助です 起震車で地震の体験
時間・場所／９日（日）11:00～1５:00

学生ホール横

◆ 備え有れば！ 展示・相談コーナー
時間・場所／８日（土）11:00～15:30

９日（日）11:00～15:00

第３講義室

家具転倒防止器具・災害備蓄品・簡易トイレ

特別講演会
パテントコンテスト最優秀賞

「だれでもトイレ」特許取得そして将来の夢
講師：床井 励（全科履修生／心理と教育コース）

時間・場所／８日（土）13:00～14:30
２階 大講義室

特別講演会

「スペイン語」と「ラテン世界」
講師：柳沼 孝一郎（神田外語大学副学長）

時間・場所／９日（日）10:00～12:00
２階 大講義室

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipu8CqsuvOAhXFW5QKHWUIBAUQjRwIBw&url=https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/labo/volunteer/about/message.html&bvm=bv.131286987,d.dGo&psig=AFQjCNF-YF1vAeJFMDACr0ABbbdQ8Lo2jA&ust=1472723915463916
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipu8CqsuvOAhXFW5QKHWUIBAUQjRwIBw&url=https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/labo/volunteer/about/message.html&bvm=bv.131286987,d.dGo&psig=AFQjCNF-YF1vAeJFMDACr0ABbbdQ8Lo2jA&ust=1472723915463916
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幕張祭出展一覧

出展者名 出展内容 ８日（土） ９日（日）

軽音楽部 ｢みんなで歌おう会｣＝歌謡喫茶
13:00～15:30

公開リハーサル

10:30・12:45
14:30

スペイン語友の会
活動の写真等展示

クイズで楽しむスペイン語

12:00～15:30
―

10:00～15:00
13:00～14:30

古典詩歌を味わおう会
漢詩、和歌、詩人、歌人パネル、

詩吟朗詠

11:00～15:30
12:00～13:00

10:00～15:00
―

木彫サークル 仏像展示と仏像づくりの実演、作品販売 11:00～15:30 10:00～15:00

シニアライフ研究会 研究会、活動報告展示、談話コーナー 12:00～15:30 10:00～15:00

空気をみるかい（絵画）
参加型絵画制作

絵画作品展示
11:00～15:30 10:00～15:00

干葉コンピュータユーザーズ
名刺作成、パソコン画面のコピー・印刷方法

年賀状作成

13:00～14:30      
―

―
13:00～14:30

テニスサークルテイクバック
テニスサークル親善試合

初心者・子供テニス体験

13:00～15:00
13:00～15:00

10:00～15:00
10:00～12:00

縄文村 縄文土器展示 11:00～15:30 10:00～15:00

ソフトボールクラブ
体力測定（遠投げ、ベースランニング、キャッ
チボール）

11:00～15:30 10:00～15:00

書道クラブ「翠乃会」 会員作品・色紙展示、書の体験 11:00～15:30 10:00～15:00

古文書を読む会 臼杵藩士の日記を紹介 12:00～15:30 10:00～15:00

カウンセリング研究会 人間関係力、性格テストの体験 12:00～15:30 10:00～14:30

中南米研究会 中南米諸国の文明・文化の紹介 11:00～15:30 10:00～15:00

干葉同窓会
叢書・大学バッジ即売、活動放映

着付け舞・他

11:00～15:30
―

10:00～15:00
10:30～、13:30～

干葉囲碁クラブ 初心者歓迎入門講習、囲碁対局 11:00～15:30 10:00～15:00

翠空茶会［茶道研究会］
おもてなしの心！抹茶とお菓子
300円×50枚

12:00～15:30 ―

まなぴー・ちばサポート
構内ツアー
歓談・喫茶・2017カレンダー販売・バザー

12:00・14:40
11:00～15:30

―
10:00～15:00

フランス語同好会 図書館ツアー
11:30・12:30
13:30・14:30

―

千葉合唱サークル
一緒に歌おう！「歌声喫茶」

幕張祭コンサート
13:00～15:30 13:00～15:00

坂口洋講師 学生相談室 14:30～15:30 ―

日本防災士会
災害備品展示
起震車による大地震の体験（9日のみ）

11:00～15:30 11:00～15:00

ギター演奏とお話
明徳短期大学 明石現教授によるギター演
奏と高森智子助教のお話

― 11:45～12:45

特別講演会 床井励氏

柳沼孝一郎客員教授

「だれでもトイレ特許取得と将来の夢」

「スペイン語とラテン世界」

13:00～14:30
―

―
10:00～12:00

学生、サークルによる活動とイベント
出展時間は変更する場合があります
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EV

【幕張祭開催時間】
８日（土）11：00～15：30
９日（日）10：00～15：00

建物出入り口 トイレ EV エレベーター

自動販売機

【グランド】

受付
案内

【中庭】

EV 起震車
（駐車場）

【放大テニスコート】

【メディア
テニスコート】

１階

フリーマーケット

学習センターフロア案内図

メインラウンジ
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千葉学習センター企画
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千葉学習センター幕張祭特別演奏会

ギター独奏
明石 現

手話合唱
「ことばと生命」「朱い花」

歌 ：千葉明徳短期大学学生
ギター：明石 現

朗読&ギター
朗 読：髙森 智子
ギター：明石 現

１０月９日（日）
放送大学千葉学習センター
メインラウンジ
１１：４５～１２：４５

千葉
センター学習

テニスコート

東管理棟

放送・研究棟

西管理棟

附属
図書館

西研究棟

若葉
会館

正門

北
門
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幕張祭出展者のご紹介

軽音学部員による歌と演奏。
みなさんと一緒に歌うコーナーもございます。是非お出でください

2015年秋祭りの写真

軽音楽部はフォーク・ポップスから演歌・ロックまで軽音
楽全般の歌と演奏を仲間と一緒に楽しむために活動し
ている他、地域介護施設等へのボランティア活動にも積
極的に参加しています。

問い合わせ先 :岡 和夫 090-9366-7834 (千葉学習センター・全科履修生)

2016年10月9日(日)
第1ステージ
第２ステージ
第3ステージ

10:30～11:45
12:45～14:00
14:30～15:00

<学び つながる 世代を超えて>

第一講義室

スペイン語友の会
スペイン語が母国語の国は21か国、4億人以上！
当サークルは、スペイン語やスペイン語圏の文化を、みなで楽しく学び続ける会です。

①特別講演会『スペイン語とラテン世界』
10月9日（日）10時～12時 【2階大講義室】

講師は柳沼孝一郎先生（神田外語大学教授・副学長
面接授業やNHKテレビ、ラジオでおなじみ）

②スペイン語ゲーム
10月9日（日）13時～14時半【2階第8講義室】

③活動展示 10月8日（土）～9日（日）【2階第8講義室】

古典詩歌を味わおう会

古典詩歌のおもしろさ、詩吟の楽しさ

長い歴史と生命力を持つ漢詩や和歌、それに詩人、歌人、関連
風景などをパネルや資料で展示し、来場された方の共感を呼び
起こしたいと思います。

場所・時間／１階 第６講義室
８日（土）１１：００～１５：３０
９日（日）１０：００～１５：００

詩吟朗詠
場所・時間／１階 メインラウンジ

８日（土）１２：００～１３：００

放送大学軽音楽部

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/labo/volunteer/about/message.html&bvm=bv.131286987,d.dGo&psig=AFQjCNFBElf8euyA4sHy82siT3ArYosc2Q&ust=1472557693425894
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/labo/volunteer/about/message.html&bvm=bv.131286987,d.dGo&psig=AFQjCNFBElf8euyA4sHy82siT3ArYosc2Q&ust=1472557693425894
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幕張祭出展者のご紹介

木彫サークル
心を形にしてみませんか

場所・時間／１階 第２講義室
８日（土）１１：００～１５：３０
９日（日）１０：００～１５：００

俗に１０人１０色と言われます。若い時のバラ色の夢が、今もバラ色－と
いう人は、木彫サークルにはいないと思います。多分、青い春があり、朱い
夏が過ぎ、白い秋が巡る日々の中である日、仏像づくりに意味を見出した人
たちなのでしょう。それぞれの手で仏像を仕上げていく姿は、心を形にして
いると感じさせてくれます。
講師に励まされながら彫刻刀で教材に袈裟（けさ）模様、目、鼻、口など
を描いていきます。一刀ごとに自らの思いを込めて。その仕種は自分色とい
う時間をいつくしむかのように見受けられるのですがー。

シニアライフ研究会

― 知的刺激を楽しみませんか！ ―

◎最近、仲間と議論する機会がありますか？
◎最近、新しいものの見方、考え方に触れたことがありますか？
◎最近、新しい友人を作りましたか？
○ 当会では、毎月第一月曜日（13：30～16：00）に、「例会」を開き、会員が順番
でその日の話題提供者となってプレゼンを行った後、和やかに意見交換を行ってい
ます。「話題」は、古今東西、森羅万象にわたり各自自由に決められます。歴史・
社会・文学・趣味・健康・娯楽など、広い範囲でご自身の発表テーマを決めて頂い
て結構です。当サークルは、６０才以上の男子学生のサークルです。例会は、極め
てオープンな雰囲気で行われています。皆様の豊かな社会経験、人生経験などを語
り合い、知的刺激を楽しんでみませんか！ 老化防止にも最適です。他に、経済研
究会など各種分科会があります。
○ご入会を歓迎します。見学も自由です。 ○会費：年間３,０００円

連絡先：会長高田悦雄 etstaka@aroma.ocn.ne.jp  ☎：047-464-0209

空気をみるかい
『みんなで絵をつくろう!!』１Fロッカー前 （土・日）
お客様・学生の皆さんと協働でベニヤ板に絵を描き、完成す

ることでアートの楽しさと協働の楽しさを味わいましょう。作
品は２F学生のつどい室に展示します。
テーマ①：わが町を完成させよう。
テーマ②：自分の顔・好きな人の顔を絵にして楽しもう。

注目＊新入生の方、記念に今の自画像を描いて見ましょう。

『合同展示会』２F学生の集い室
楽しい絵を展示しています。見て楽しんでください。
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幕張祭出展者のご紹介

『☆パソコンを楽しく学びましょう!』

・名刺作成(10月8日)
・パソコン画面のコピー・印刷方法(10月8日)
・年賀状作成(10月9日)

千葉コンピュータユーザース

場所・時間／１階 パソコン実習室
８日（土）１３：００～１４：３０
９日（日）１３：００～１４：３０

『テニスで遊ぼう!』

大学側テニスコートで、初心者、子ども対象にテニスの体験。
(ストローク、まとあてゲーム等)
メディア側コートで、サークル会員によるゲーム
(各テニスサークルの親善試合をします)

テニスサークル テイクバック

場所・時間／放大テニスコート・メディア側コート
８日（土）１３：００～１５：００
９日（日）１０：００～１５：００

【縄文土偶の神秘】
場所・時間／2階学習集い室

８日（土）１１：００～１５：３０
９日（日）１０：００～１５：００

神秘と魅惑の縄文時代、縄文の土偶から読み取る『呪と葬』、数多
くの土偶・土器は、私たちに何かを語り掛けているようです。その
謎を解こうとすれば、何かその鍵をあたえてくれるかも知れません
。展示品は発掘された土偶・土器をそのまま模造したものです。
これを見て、ほんの少しでも、縄文時代の人々の心の中をのぞいて
頂ければ幸いです。

縄文村
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幕張祭出展者のご紹介

ソフトボールクラブ
『キャッチボールをしよう!!』 グランド （土・日）

初めてのソフトボールを体験しよう。
自分の体力を知りましょう！遠投・ベースランニングタイム
などを記録します。
毎週日曜日AM練習。千葉市大会に参加してます。
ソフトボールを楽しみたい方、体力をつけたい方、
女性OK！！ 入部大歓迎です。

書道クラブ「翠の会」

体験会！ご参加をお待ちしております

＜書の展示と体験会＞
◆１０月８日(土)

１１：００～１５：３０
◆１０月９日(日)

１０：００～１５：００

墨の香りを！

『時空を超えて
・・・よそ者が見た江戸・勤番武士の生活』

臼杵藩(大分県)藩士國枝外右馬が参勤交代で江戸の上屋敷に暮らした天保13
年(1843年)４月から１年２カ月の日記を紹介。大小姓として殿様と藩邸を守
る公務と買物や見物や江戸文化とのふれあいなどを紹介。日記の随所に見ら
れる挿絵、古文書の実物写真、本家筋の國枝佐左衛門についての新しい発見、
白杵の今昔などをパネルで展示。
ミニ購読会、初心者への手習い実習。

古文書を読む会

場所・時間／１階 第５講義室・幕張祭開催時間中
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幕張祭出展者のご紹介

カウンセリング研究会

時間・場所／２階 第８講義室
８日（土）１１：００～１５：３０
９日（日）１０：００～１５：００

『自己分析』
・人間関係力テスト
・ユングのタイプ論「性格テスト」

中南米諸国のそして、今はそれらの国に関係する国々を含めての文明・文化
に関して実際に行った体験のある講師が主体にして講演している会です。歴
史・政治・世界遺産・国民気質等多岐にわたります。グローバル化している
世界で、イデオロギーは解決手段はあるものの、ナショナリズムや宗教・民
族面で乗り越せない壁もあります。
知る、理解するということで国際理解と対処できるようになることを目的と
し、合わせて会員同志の親睦を計っている会です。興味のある方はどうぞ。

場所・時間／２階 第７講義室
８日（土）１２：００～１５：３０
９日（日）１０：００～１４：３０

中南米研究会

千葉同窓会
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幕張祭出展者のご紹介

翠空茶会（茶道研究会）

おもてなしの心
場所・時間／２階 教員室３・４

８日（土）12:00～15:00※９日（日）は出店いたしません

ご来場の皆に、茶道の雰囲気を少しでも味わって
いただけたら幸せです。
お薄とお菓子を召し上がれ。
皆さまのお越しをお待ちしています。

８日当日、茶券（３００円）を５０枚販売いたします。

みなさんは、囲碁を難しいと思われていませんか？
実はそんなに難しくないのです。最初に覚えるルールは５つのみです。
①白石と黒石とを交互に、縦線と横線の交点の上に打つ。
②相手の石のまわりを取り囲めばその石を取ることができる。石を
取られないためには独立した部屋（眼）を２つ持つ。

③石を置くことができない場所がある。
④取られた石をすぐ取り返すことがで
きない場合がある。

⑤石で囲んだ眼の数が多い方が勝ち。
あとは囲碁コーナーで経験してみるだけ です。 どうぞお気軽にお立ち寄りください。

場所・時間／２階 第６講義室
８日（土）１１：００～１５：３０
９日（日）１０：００～１５：００

囲碁クラブ

場所・時間／２階 特別研修室・幕張祭開催時間中
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幕張祭出展者のご紹介

坂口洋先生学生相談室

場所・時間／２階 第１教員室
８日（土）１４：３０～１５：３０

学生相談室は、学生のみなさんが抱えている悩みや問題

について、ともに考え話合い、みなさんがより豊かな学生
生活をおくることができるようお手伝いします。
相談をご希望の方は、直接相談室へお越しください。

フランス語同好会

秋祭りでは、図書館ツアーを担当させていただきます。
放送大学の蔵書は約78万冊です。うち、附属図書館蔵書は34万
冊。残りは全国学習センター図書室に配架されてます。
例年の開館日数は340日以上です。
図書館は、放送大学の誇るべき宝です。この機会に是非たくさん
の方々に図書館ツアーに参加していただきたいと願っております。

図書館ツアー
場所・時間／事務室横・両日ともに １１：３０・１２：３０

１３：３０・１４：３０

千葉合唱サークル

８日（土）

13:00～15:30

歌声喫茶 ２階学習集い室

♪歌集と飲み物をご用意しております。

♪お好きな曲をリクエストして歌いましょう！

９日（日）

13:00～15:00

幕張祭コンサート共演 ２階大講義室

♪千葉大、シニア童謡の会、千葉バッハ、

浦安男声合唱団の皆さんと共演します。



千葉学習センターから 学生証の発行と面接授業追加登録について

平成2８年10月１日より、新しい学生証が発行可能となります。学生証交付対象者は、以下の通りです。
① 平成２８年10月１日より、新規入学する学生
② 継続・再入学する学生（９月30日で学籍が切れ、入学手続きを済ませている学生）
③ 全科履修生・選科履修生で、学生証の有効期限が切れる学生

①・②の学生は入学許可書、③は古い学生証を所属学習センターへ持参し、新しい学生証の交付を受けて
ください。なお、②の学生で、古い学生証の有効期限が切れていない方でも、学籍が新しくなりますので、
必ず新しい学生証の交付を受けてください。①の学生で、出願の際に写真を提出していない場合、学生証
は発行できません。早めに大学本部へ写真を郵送してください。

学生証については、『学生生活の栞』教養学部p.18～20を、大学院p.24～28を参照して下さい。

平成2８年度第２学期の面接授業追加登録が、10月2１日（金）より始まります。
追加登録の方法は、以下の通りです。
・開講する学習センターで、登録・入金します。
・必要なものは、学生証・申請書・授業料の3点です。
・郵送でも受け付けています。郵送の場合は、上記3点に、返信用封筒（82円切手貼付）が必要です。
郵送の際は、現金書留でお送りください。

・登録後、科目登録決定通知書を発行しますので、必ずお受け取りください。科目登録決定通知書は、
受講する際に携帯するようお願いします。

以下、追加登録方法の注意点です。
●大学院生は受講できません。また、一度単位を取った科目、日程が重複している科目も申請できません。
なお、大学院生や一般の方でも授業を聴講することができる制度として、「共修生」制度があります。
試験・レポート等の義務はありませんが、単位も付与されません。受講には条件がありますので、開講
する学習センターへお問い合わせください。

●追加登録は、代理人でも登録できます。ただし、受講する本人の学生証が必要です。
●郵送の場合、郵送している間に満席になることも考えられます。その場合は返金となりますので、ご了
承ください。なお、返金は、事務手数料を差し引いた金額です。

●毎学期、未登録にもかかわらず、授業へ参加し、教室で名前を呼ばれない方がいます。授業料を支払う
際に科目登録決定通知書が送られていますので、必ず授業名を確認し、科目登録決定通知書を携帯して
受講してください。

●他学習センターの科目を登録する場合は、他学習センターに行くか、郵送で登録をしてください。

追加登録の対象科目は、各学習センターまたは放送大学ホームページのシステムWAKABAより確認でき
ます。システムWAKABAでは、リアルタイムで空席状況を確認できますので活用してください。システ
ムWAKABAでの確認方法は、放送大学ホームページ「在学生の方へ」クリック→「システムWAKABA」
をクリック→「認証画面」でログイン→左側のメニュー「科目登録申請」クリック→申請種別「面接授業
追加登録」空席照会をクリック→希望の科目を探します。

詳細は、『学生生活の栞』p.6４～6６をご覧ください。

面接授業追加登録の方法と対象科目

学生証の発行

住所・氏名

氏名

①・②の学生は、上のはがき右下（赤丸）
をはがし、所属学習センター窓口へ

③の学生は、上の古い学生証左下の期限を
確認し、所属学習センター窓口へ

Newsletterちばがく15号 ［１４］
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通信指導は、学期末の単位認定試験を受験できるかどうかに関わってくる、大切な提出課題です。必ず、
提出期間内に届くように郵送してください。また、科目によって、キャンパスネットワークホームページ
より、「Web通信指導」で提出することもできます。

【提出期間】郵 送
Web

以下、通信指導の注意点です。
●通信指導問題は、印刷教材と一緒に郵送されます。万一届いていない場合、大学本部総合受付へご相談
ください。

●提出先は、学習センターではありませんので、学習センターでは受け取りません。提出期限に間に合う
よう、余裕を持って大学本部あてに郵送してください。直接持込みによる提出はご遠慮ください。

●1２月１日（木）以降に届いた通信指導問題は受理されません。また、11月16日（水）より早く郵送
した場合も受理できませんので、ご注意ください。特に、締め切り間際の未着トラブルが多いため、余
裕を持って郵送するか、Web通信指導（一部科目を除く）をご利用ください。

●通信指導の結果と解答は、1月中旬頃に、単位認定試験受験票より遅く届くことがあります。
●提出型問題の他に、自習型問題があります。自習型問題は、提出問題と一緒に郵送してしまうと、添削
されず、問題が手元に戻ることもありません。必ず、切り取って保管してください。また、科目によっ
ては、自習型問題の解答・解説がありません。自習型問題の注意事項をよくお読みください。

単位認定試験は、大学院が１月20日（金）～21日（土）、教養学部が１月22日（日）～１月29日（日）
に行われます。
１月中旬頃に、単位認定試験受験対象者に受験票が送られます。１月１３日（金）になっても受験票が届か
ない場合は、通信指導未提出や郵便事故が考えられます。その場合は、大学本部総合受付へお問い合わせ
ください。また、学生証を受け取っていない、更新していない方は、試験期間前までに交付を受けるようお
願いいたします。試験期間中は、事務室窓口が混み合いますので、試験時間に間に合わないことも予想され
ます。試験期間中の学生証交付は避け、なるべく試験前に交付を受けるようにしてください。なお、写真未
提出の方、未登録の方は、早めに大学本部・入学履修係へ郵送するようにお願いします。写真登録の確認方
法は、放送大学ホームページのシステムWAKABAの学生カルテをご覧ください。

通信指導・単位認定試験については、『学生生活の栞』教養学部はp.67～82を、大学院はp.62～73を
参照してください。

単位認定試験について

通信指導の提出期間

： 平成2８年11月16日（水）～11月30日（水）必着
： 平成2８年11月 9日（水）10:00～11月30日（水）17:00

千葉学習センターから 通信指導と単位認定試験について

平成２８年度学生研修旅行 ～笠間・大洗～
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食事について

● 放送大学本部食堂について
放送大学本部キャンパスには、学生の皆さんもご利用いただける
食堂があります。いずれも５００円ほどで食べることができます。
平日お昼のみの営業ですが、放送大学の食堂を一度ご利用してみ
てはいかがでしょうか？

【営業時間】月曜～金曜 １１：３０～１３：００

※10月８日（土）・９日（日）は、千葉学習センター
秋祭り開催日のため特別営業します！
１１：３０～１３：３０

北
門

正
門

千葉学習センター

テニスコート

東管理棟

放送・研究棟

西管理棟

附属図書館

西研究棟

若葉会館

食堂

● 食事について
学習センター内には飲物の自販機が設置されていますが、食堂は
ありません。放送大学本部食堂または、近隣の飲食店、コンビニ、
スーパーをご利用願います。

卒業研究・修士論文発表会について

平成２８年８月６日（土）千葉学習センター大講義室で
卒業研究・修士論文発表会が行われました。

この発表会は平成２７年度３月から千葉学習センターと同窓会の共催で８月と
３月の１年に２回開催されています。卒業研究・修士論文を目指されている方、
興味のある方、一度発表会をご覧になってみてはいかがでしょうか？
自由参加でお申し込み等はございませんので、お気軽に大講義室にお越し下
さい。

次回予定 日 時：平成２９年３月１１日（土）
１３：００～

場 所：千葉学習センター２階 大講義室

平成２７年度３月の発表会の様子 平成２８年度８月の発表会の様子


