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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１９号 ［２］

Newsletter ちばがく１9号 目次

○目次／平成29年度12月公開講演会お知らせ・幕張祭における学生相談のご案内 ----------

○ごあいさつ ----------

○第９回幕張祭フリーマーケット ----------

○幕張祭出展一覧 ----------

○幕張祭学習センターフロア案内図 ----------

○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２９年度学生研修旅行～野田・流山 ----------

２

３

３

４

５

６

１１

１２

平成２９年度１２月公開講演会のご案内

石から読み取る地球内部の謎
平成２９年１２月３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）

石には地球の営みに関する貴重な情報が詰まっています。造山帯深部に由来する
石を主な対象にして、地球内部におけるさまざまな現象を明らかにする研究活動と
成果の一端を紹介します。

廣 井 美 邦
千葉大学名誉教授

銀座と歌謡曲 佐 藤 厚 行
浦安市民大学
講師

平成２９年１２月１７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）

「銀座からヒット曲が消えた？！、、、、、、」昭和４３年、「たそがれの銀座」が大ヒット。
しかし、輝かしき銀座の歌の歴史はそこでプッツンする。以来すでに５０年、銀座を
舞台にたくさんの歌がつくられてきたが、一曲もヒットしてしない。何故？今回は街と
歌のものがたりです。

幕張祭における学生相談のご案内について

坂口洋先生 学生相談
場所・時間／２階 第４教員室

１０月８日（日）１３：００～１６：００

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。



ごあいさつ

千葉学習センター所長 宮野 モモ子

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。

第９回千葉学習センター
幕張祭実行委員長 吉田 茂樹（教養学部全科履修生／人間と文化コース）

第９回幕張祭フリーマーケット

フリーマーケット ～お楽しみフリマの広場～

時間・場所／１０月８日（日）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（実演）、手芸品・手作り皮製品・幼児服、清酒・リキュールなど
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９回目の今年は、◆世代を超えて未来を創る◆をテーマに幕張祭を開催します。
放送大学は学生のみならず教職員も多種多様な人材の宝庫です。又学習センターも全国に広がり地域

の特異性を活かしながら活発に活動しています。
学ぶ事は知識にあふれる人材から情報が一方的に流れ出し、それを受け取る事ではありません。同じ

分野で興味を持つ者同士が議論をする事で新たな発見や理解が生まれます。しかしながら通信教育の制
約から面接授業を除いて自由な意見交換の場が少ないのも事実です。
今年の幕張祭に是非とも足を運んで共に未来を語る学友に巡り合ってください。
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幕張祭出展一覧

出展者名 出展内容 ８日（日）

千葉合唱サークル

『合唱及び器楽演奏』県内及び近隣の音楽団体を
お招きしてコンサートを行います。ルネサンスか
ら古典派の宗教曲、世俗曲と日本叙情曲を中心に
歌います。

13:00～15:30

テニスサークル テイク
バック

『楽しくテニスをしよう』初心者あるいは子ども
を対象にテニスのプレーを練習してみる。まとあ
てゲームなど遊びを通して楽しくテニスをする機
会をつくる。サークル同士のテニス大会を行う。

11:00～16:00

千葉同窓会

『同窓会は人材の宝庫』放送大学叢書の販売・同
窓会連合会オリジナルバッジ、まなぴーバッジの
販売、同窓会年間活動状況のビデオ放映、会員に
よる「ミニ・バザー」、着付け舞

11:00～16:00

囲碁クラブ
『やさしい囲碁入門』
囲碁を始めたい人向けの入門講習並びに中級者向
けの大局指導を行う。

11:00～16:00

古文書を読む会

『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か月の日記を紹介

11:00～16:00      

千葉コンピュータユーザーズ
『パソコンを楽しく学びましょう』
名刺・メッセージカード作成

13:00～14:30

書道クラブ「翠乃会」

『墨の香りを味わう：展示と書体験』①会員の作
品を展示して、クラブの活動をＰＲする。②来場
者に書道の楽しみをお知らせし、「書」を体験し
ていただく。③「色紙」の展示を予定しています。

11:00～16:00

空気をみるかい

『見学者と１枚のパネルを完成させ、＜描く＞こ
とを楽しむ。』パネルにそれぞれがテーマに関連
したものを自由に描いてもらう。筆、絵具、等の
画材はサークル側で準備する。

11:00～16:00

放送大学軽音楽部
『みんなで歌おう会』
・昨年同様、演奏と伴奏を付けた「みんなで歌お
う会を開催する。

12:00～15:00

縄文村
『縄文土器と土偶』
・縄文土器と土偶の展示

11:00～16:00

スペイン語友の会
『スペイン語圏の文化を楽しもう』・活動内容の
展示・ラテン音楽（ケーナ演奏、１３時から１４
時３０分）

11:00～16:00

学生相談
『学生相談』
・入学者の集いの後、２階教員室４で客員教員の
学習相談を行う。

13:00～16:00

カウンセリング研究会

『自己理解』・人の表情の判断テストとエゴグラ
ムの簡易テストのいずれかを来場者に受けてもら
い、出た結果を全員と話し合いながら来場者の自
己理解につなげる。

11:00～16:00

ソフトボールクラブ
『キャッチボールをしよう』・ソフトボールを通じて、運
動の楽しさと体力測定を行う。遠投、ベースランニン
グタイムなどを記録します。

11:30～15:30

古典詩歌を味わおう会
『伝統文化 古典詩歌 漢詩・和歌等を味わお
う。』１．古典詩歌に関する図書の展示及び掲示
２．「詩吟」に関する解説（展示）

11:00～16:00

面接授業発表会

『アンサンブルをしよう』面接授業で開講されて
いる授業を秋祭りで披露します。アンサンブルを
通じて人と人とのふれあいを大切にしていただき
たいと思います。

12:00～16:00

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（日）11：00～1６：０0

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

【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

②⑥

⑮

⑭

⑨

⑰

⑯

２階

⑬

①

③

④⑤

⑦

⑫

⑪

⑩

⑧

②

①合唱サークル ⑨軽音楽部 ⑰フリーマーケット

②テニスサークル ティクバック ⑩縄文村

③千葉同窓会 ⑪スペイン語友の会

④囲碁クラブ ⑫学生相談

⑤古文書を読む会 ⑬カウンセリング研究会

⑥コンピュータユーザーズ ⑭ソフトボールクラブ

⑦書道クラブ ⑮古典詩歌を味わおう会

⑧空気をみるかい ⑯面接授業発表会



幕張祭出展者のご紹介

千葉合唱サークル
『合唱及び器楽演奏』
出展時間・場所1 ８日（日）13：00～15：30

２階 大講義室
・県内及び近隣の音楽団体をお招きしてコンサー
トを行います。
・私たちはルネサンスから古典派の宗教曲・世俗
曲と日本抒情歌曲を中心に歌います。
・美しいハーモニーをお楽しみ下さい。
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テニスサークル テイクバック

『楽しくテニスをしよう!』

初心者あるいは子どもを対象にテニスのプレーを練習して
みる。まとあてゲームなどを通して楽しくテニスをする機
会を作る。サークル同士のテニス大会をして楽しむ。

場所・時間／８日（日） 放大テニスコート・メディア側コート
１１：００～１６：００



幕張祭出展者のご紹介
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囲碁クラブ 囲碁を始めたい人向けの入門講習並びに中級者向け
の対局指導を行う。

場所・時間／２階 第６講義室
８日（日）１１：００～１６：００

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。

古文書を読む会

『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カ月の日記より、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、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。

場所・時間／２階 第５講義室 ８日（日）１１：００～１６：００

千葉コンピュータユーザーズ

『☆パソコンを楽しく学びましょう!』

・名刺作成
・メッセージカード作成

場所・時間／１階 パソコン実習室
８日（日）１３：００～１４：３０
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幕張祭出展者のご紹介

書道クラブ「翠の会」

「墨の香りを味わう：展示と書体験」

＜書の展示と体験会＞

◆１０月８日(日)第４講義室
１１：００～１６：００

色紙の展示を予定しています。

空気をみるかい
『見学者と１枚のパネルを完成させ＜描く＞ことを楽しむ』

１Fロッカー前 １０月８日（日）１１：００～１６：００

制作主題は（生命の木）です。サークルが描いたパネルを準備し、
見学者に葉っぱや昆虫を描いてもらう。あるいは切り絵を自由
に貼り付けてもらう。

<学び つながる 世代を超えて>

第一講義室放送大学軽音楽部

軽音楽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。

2016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。

2017年10月8日(日)
第1ステージ
第２ステージ

12:00～13:00
14:00～15:00

ステージの合間に
も軽音楽部有志に
よる演奏があります。

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)
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幕張祭出展者のご紹介

【縄文土器と土偶】
場所・時間／2階集い室

８日（日）１１：００～１６：００

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

スペイン語友の会
スペイン語友の会は、スペイン語とスペイン語圏の文化を仲間と一緒に楽しみながら学ぶサークルで
す。例会は月一回、原則第3土曜日の10:00～17:00に、セミナーハウスで開催します。
入会金2,000円、参加料1回300円。

<幕張祭への出展>
10月8日（日）
第8講義室
11時～16時 活動内容の展示
13時～14時半 ケーナ演奏
連絡先 田中恒男8181tanaka@gmail.com

カウンセリング研究会

場所・時間／２階 第７講義室
８日（日）１１：００～１６：００

『カウンセリング研究会に入会する、或いは参加するには、各々理由があ
ると思います。その理由と自分で向き合って、その結果得た知見を会のメ
ンバーと共有する。そんな活動が軸ですが、それは大変なことなので、み
んなでお茶しながら雑談をしたり、散歩に行ったりとのんびりやっていま
す。』

mailto:8181tanaka@gmail.com


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!!』11:30～15:30 運動場

毎月２回～４回、日曜日に練習しています。練習を通して体
力を鍛え、学生生活を楽しく乗り切ることを目指しています。

当面の目標は、千葉市民大会で１勝することです。道具は全
てそろっていますので、興味のある方は、気楽に参加してくだ
さい。

古典詩歌を味わおう会

伝統文化 古典詩歌 漢詩・和歌等を味わおう

場所・時間／１階 第２講義室
８日（日）１１：００～１６：００

１．古典詩歌に関する図書の展示及び掲示
２．「詩吟」に関する解説（展示）

面接授業発表会（アンサンブルをしよう！）

場所・時間／１階 第３講義室 担当講師：西澤健治
８日（日）１２：００～１６：００

面接授業で開講されている授業を幕張祭で披露し
ます。アンサンブルを通じて人と人とのふれあいを
大切にしていただきたいと考えています。アンサン
ブルを聴きながら、体を動かしてみると楽しいです
よ。

Newsletterちばがく１９号 ［１０］



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2９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２９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2９年度第２学期の面接授業追加登録が、10月2０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.6０～6２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
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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（金）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（木）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１９日（金）～2０日（土）、教養学部が１月2１日（日）～１月2８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１２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.6４～７４を、大学院はp.５８～６９
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2９年11月16日（木）～11月30日（木）必着
： 平成2９年11月 9日（木）10:00～11月30日（木）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２９年度学生研修旅行 ～野田・流山～


