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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.）

【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≫

（千葉学習センターHP）http://www.sc.ouj.ac.jp/center/chiba/

③

伝承のひろば 春
「お話」俗信の伝承と背景を考える
房総半島での事例を交えて

伝承のひろば 春 「落語」

伝承のひろば 春
「聞きなし」春の音を楽しもう

伝承のひろば 春
「紙芝居」 お坊さまと広済寺の鬼

公開講演会
「免疫の仕組みと新興感染症対策」

伝承のひろば 春 「落語」
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平成２９年度学生研修旅行参加者募集

日 程 ９月６日（水）
研修先 調整中（場所が決まり次第、周知させていただき

ます。）
定 員 調整中

参加費 調整中

内 容 調整中

募集期間 ７月２０日（木）～８月１０日（木）

※ ご注意ください ※

○申込みは学習センター窓口でのみ受付けします。参加費は申込み
時に窓口でお支払いください。

○電話・メール・FAX・郵送等による申込みは受付けいたしません。
○友人等による代理申込みは受付けいたしません。必ず参加者ご本
人が申込みを行ってください。



出演者 山 本 純 ノ 介(千葉大学教授）

茂 木 一 衛(元横浜国立大学教授）

放送大学千葉学習センター学生

バロック以前の合唱曲 指揮 茂 木 一 衛

バロック・ルネッサンスの合唱曲 指揮 茂 木 一 衛

『声楽曲の壮大な歩み』について 語り 茂 木 一 衛

ベートーヴェンの声楽曲
『楽聖ベートーヴェン』を語る 語り 山本 純ノ介

交響曲第九第４楽章『歓喜の歌』合唱 指揮 山本 純ノ介

休憩

【お問い合わせ先】

放送大学千葉学習センター
〒261-8586千葉市美浜区若葉２－１１

TEL:043-298-4367／FAX:043-298-4386

Ｍａｉｌ：chibagaku_soumu@ouj.ac.jp

放送大学千葉学習センター公開講演会
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伝承のひろば’2９

昔話や講談、落語、紙芝居、童謡や唱歌などのうたなどを通じて、子どもたちへ「ことばの文芸」を継承し
ていく機会を設けるだけでなく、子どもたちと共に参加されたご家族の皆さまに「ことばを聴く」ことの面白
さや意義をご理解いただくという目的で進めています。
学習センターでは、年４回ほど、季節のうた、落語や民話、俳句教室、和楽器やギター演奏、怪談噺やかる

た大会などから毎回複数の企画をご用意します。
子どもたちも一緒に楽しめる企画を計画しておりますので、お子さん、お孫さんと一緒にご参加ください。

７月８日(土) 13時30分～15時０0分
会場：放送大学千葉学習センター特別研修室

伝承のひろば 夏

内容：怖いお話
髙森智子（千葉明徳短期大学助教）

落語
お菊の皿（鹿鳴家笑くぼ）
お化け長屋（鹿鳴家あん好）

第４回 卒業研究・修士論文発表会

８月５日(土) 13時０0分～1６時３0分
会場：千葉学習センター２階 大講義室 見学自由

「放送大学における単位認定試験のテスト前の行動に関する「回避的行動」の検討」
試験成績とテスト前行動及び、セルフハンディキャッピング傾向と制御焦点傾向の関係性

高橋英樹 （心理と教育コース 卒業）

「今様歌の享受と伝播」

小倉恵二（人間と文化コース 卒業）

教員講話 二河成男教授（自然科学環境プログラム）

「地域ケア会議を通じた地域支援機能の実現に関する要因と会議のプロセスについて」

「地域資源創出・ネットワーク構築機能に着眼して」

鈴木智子（生活健康科学プログラム 修了）

「樹木葉の光合成速度の検証」

時田 了（自然科学環境プログラム 修了）

奮ってご参
加ください。

奮ってご参
加ください。



平成２９年度第１学期の通信指導結果は、ご自宅に届きましたでしょうか？
届いている方は、復習に役立て、単位認定試験に備えましょう。
①解答・解説が届いていない方は、
◎択一式科目（併用式科目の択一部分）:７月７日（金）までお待ちください。
◎記述式科目（併用式科目の記述部分）:７月１９日（水）までお待ちください。
それでも届かない場合は、上記の未着期限以降、大学本部までご連絡ください。

②通信指導の結果と自習型問題の解答・解説は別便で届きます。間違って自習型問題も郵送してしま
った場合、再送付しません。

③通信指導の結果が届く前に、単位認定試験の受験票が届くこともあります。
※詳細は、『学生生活の栞』（教養学部p６４～６７/大学院p５９～６２）をご覧ください。

１学期末で学籍がなくなる方は、２学期以降の入学手続きが必要です。科目履修生・修士科目生、
選科履修生・修士選科生の２学期目、全科履修生の期間満了・除籍の方は、継続出願書類（７月上
旬送付予定）で入学手続きをお願いします。全科履修生で卒業見込みの方については『学生生活の
栞』に場合分けしてありますので、そちらで確認してください。学生種を変更したい方（科目履修
生から全科履修生など）は、必要書類を確認するようにお願いします。卒業見込みかどうかは、在
籍学期数によります。１年次入学では７学期目より、２年次入学では５学期目より、３年次入学で
は３学期目より卒業見込となります（大学４年生は卒業見込です）。
※詳細は、『学生生活の栞』（教養学部p９０～９５/大学院p８３）をご覧ください。

通信指導の結果について

継続入学・再入学について

７/３0（日）
単位認定試験終了

９月以降
科目登録
決定・支払等

Ｗｅｂ（システムＷＡＫ
ABＡ） 申請

８月下旬
１学期成績
発表

８/３０(水)
郵送受付
大学本部必着

締切り

今年度２学期の科目登録が、８/１５（火）より開始となります。科目登録は在学生のみです。

科目登録について

郵送（科目登録申請票）
申請
※７月中旬頃郵送

８/１５(火)
科目登録申請
受付開始

８/３１(木)
Web受付
締切り

○申請上の注意
締切は厳守です。申請の際、科目コードと科目名は一致するようにしてください。また、面接授
業は、同一科目名でも、クラス違いで日程が異なります。科目登録申請票とシステムＷＡＫＡＢ
Ａとの同時申請はできません。１学期に登録した科目は、未受験・不合格の場合、申請する必要
はありません。（再試験）。

○支払いについて
１９月上旬頃、科目登録決定通知書と払込取扱票が送付されます。科目登録決定通知書で登録でき
た科目を確認し、払込取扱票で支払いとなります。支払い金額は払込取扱票に記載されている金
額となります。また、面接授業で落選した科目を受講する学生が見受けられます。科目登録決定
通知書で、必ず科目を確認して下さい。

※詳細は、『学生生活の栞』（教養学部p５６ ～５９/大学院p５１ ～５７）、大学・大学院の
「科目登録申請要項」をご覧ください。

千葉学習センターから 通信指導の結果・継続入学・再入学・科目登録について千葉学習センターから
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単位認定試験について

千葉学習センターから 平成２９年度１学期単位認定試験について千葉学習センターから

■試験の開始時間、試験室を間違えないよう、
受験票でよく確認してください。

■試験時間は各時限とも５０分間です。

■試験室には、試験開始時間の１０分前までに
入室し、科目ごとに定められた座席に着席し
てください。

■遅刻は、試験開始後２０分まで認められます
が、試験時間の延長はありません。

■１時限に１科目しか受験できません。

試験期間

大学院 ７月２１日（金）～７月2２日（土）

教養学部 ７月２３日（日）～７月３０日 （日）

７/２1～７/３0の試験期間中、千葉学習センターの開所時間は次のとおりとなります。

なお、試験期間中及び試験直後は、月曜閉所日（７/２4、7/3１）のほか、７/２8（金）

８/1（火）が閉所日となりますのでご注意ください。

開所時間 ８：１５～１９：００

試験時間

試験までの確認事項

■単位認定試験通知（受験票）が届いていますか？
→7/13（木）までに到着しなければ大学本部
（043-276-5111）に連絡してください。

■受験日・受験センターを確認しましたか？
→受験センターを間違えてしまう方がいます。
必ず受験票で確認してください。

（学生生活の栞）
教養学部 p67～p68
大学院 p62～p63

8/2（水),8/3(木)も高卒認定試験の会場とな
りますので臨時閉所となります。御注意願い
ます。
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■単位認定試験通知（受験票）
■学生証
学生証は所属の学習センターで発行します。まだ学生証をお持ちでない方は、所属の学習セン
ターで発行手続きをおとりください。なお、学生証の発行には顔写真の登録が必要となります。
また、交付の際には、入学許可書（新規・継続入学の方）または古い学生証（更新の方）をお
持ちください。
※試験当日は窓口が大変混みあいますので、余裕をもって事務窓口へお越しください。

■筆記用具（HBの黒鉛筆）
■持込が許可された物品
試験時に持ち込みが許可されている物品は、受験票に同封されている「単位認定試験受験に際
しての注意事項」に記載されています。許可物品は科目ごとに異なります。
※学習センターでは、持込み許可物品の貸出は一切いたしませんのでご注意ください。

約1年間 試験の結果は、８月下旬頃に「成績通知書」によって

通知されるほか、システムWAKABAからも確認する
ことができます。また、通知書とあわせて、ご自身が
これまでに修得した授業科目の成績と単位数が記載さ
れた「単位修得状況一覧（単位認定書）」が同封され
ています。なお、これらは証明書ではありませんので、
証明書の発行が必要な場合は、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。

郵送サービス（教養学部）
郵送サービス（大学院）
問題
平成27年2月6日(金)～
平成２９年度１学期に登録した科目の単位が取得できなかった方は、２９年２学期にも学籍がある場合

に限り（休学中の場合を除く）、科目登録を行わなくても再受験することが可能です。再受験にか
かる授業料も必要ありません。受験票は、次学期の単位認定試験前に自動的に送付されます。
ただし、通信指導問題の未提出により不合格となった方については、次学期においても単位認定試
験前に通信指導問題を提出し、合格する必要があります。通信指導問題は、次学期に自動的に対象
となる方へ送付されます。
また、 2９年９月末で在学期間が終了してしまう方でも、継続入学の手続きを行うことで、再受験
することが可能です（他に受講科目が無く、再試験のためだけに学籍を継続する場合の費用は、入
学料のみとなります）。

用切単位認定試験問題を持ち帰ることはできませんが、８月上旬頃から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において閲覧することができます。試験問題は原則すべて公表されますが、
問題作成者以外の著作物が含まれているなどの理由により、問題の一部を公表しない場合がありま
す。また、解答については、主任講師の了承があった科目のみの公表となります。公表されない科
目については、解答の代わりに解答のポイント等（公表しない理由等となる場合もあります）が公
表されます。公表されている試験問題及び解答は、郵送サービスも行っております（有料）。詳細
は『201７年度 学生生活の栞』でご確認ください。閲覧期間は、問題・解答とも約１年間です。

手(料金は科目数によって異なります)
【郵送先】放送大
公表期間（予定）
※公表期間は約1年間
郵送サービス（教養学部）９
郵送サービス（大学院）
公表期間（予定）
※公表期間は約1年間
郵送サービス（教養学部）
郵送サービス（大学院）
問題
平成2８年７月6日(金)～
平成2９年８月22日(火)

千葉学習センターから 平成２９年度１学期単位認定試験について千葉学習センターから

試験の結果

再試験について
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試験当日の持ち物

試験問題と解答の公表

平成２９年８月 ４日（金）～
平成３０年８月２１日（火）

平成２９年８月２２日（火）～
平成３０年８月２１日（火）



千葉学習センターから 平成２９年度１学期単位認定試験について千葉学習センターから
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個別相談会のお知らせ

個別相談会 【事前予約制／相談無料】

千葉学習センターでは、放送大学へのご入学をご検討されている方々を対象とした個別相談会を
下記の期間実施しております。事前予約制となっておりますので、相談をご希望される方は、
千葉学習センターへお電話にてお申込みください。

開催期間 ８月３０日（水）まで

※時間は10:00～12:00、14:00～16:00
※閉所日（月曜・祝日）・7/18,・7/20～8/3・8/11～8/16を
除く

公表期間（予定）

年

郵送

■試験期間中は、敷地内駐車場が大変混みあいます。公共交通機関のご利用をお願いします。
■試験期間中は、学習センターでの過去問題の閲覧サービスを停止します。また、学習センター
内の学生用パソコン（貸出）は、使用できません。試験期間中に過去問題を閲覧する場合は、
ご自宅のパソコンをご利用ください。

■飲食については、センター内の許可されたスペースをご利用ください。なお、センター内には、
飲み物の自動販売機を設置していますが、試験期間中は売り切れとなることが
多いため、通学途中で購入されることをお勧めします。

■忘れ物・落し物については、事務室で保管いたします。心当たりのある方は、本人と確認でき
るもの(学生証等)をご用意のうえ、事務室までお越しください。（保管期間は１年）

その他

台風接近に伴う臨時閉所ついて

◆午前７時３０分までに解除された場合は通常通り開所します。
◆午前７時３０分時点で発令されている場合は、１４時まで臨時閉所とします。
◆午前７時３０分から１２時（正午）までに解除された場合は１４時より開所します。

○暴風警報が１２時（正午）を過ぎても解除されない場合は、終日閉所します。

※原則、上記のような判断となりますが、危機の状況によってはセンター所長の判断で
臨機応変に対応いたします。
※情報は千葉学習センターホームページ「千葉学習センターからのお知らせ」に掲載い
たします。

○暴風警報発令中は開所中であっても学習センターは臨時閉所します。

千葉県北西部に特別警報・暴風警報が発令された場合は、下記のように対応いたします。

第９回千葉学習センター「幕張祭」のお知らせ

１０月８日（土）に、第９回千葉学習センター｢幕張祭｣が開催されます。今年も各サークル活動
の企画とともに、特別講演や演奏会などさまざまな催しを計画しています。皆様お誘い合わせ
のうえ、ご参加ください。
詳細は、学習センターホームページ、センター内掲示等でお知らせいたします。



放送大学学生募集のお知らせ

各募集内容の詳細、資料請求（無料）、インターネット出願については、放送大学ＨＰをご覧
ください。
●放送大学ＨＰ「入学案内」ページはこちら http://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/

平成２9年度第２学期（１０月）入学生募集について

『Newsletterちばがく』投稿のご案内

『Newsletterちばがく』では、学生の皆さんからの投稿をお待ちしています。学習センターのイベント

や講演会へ参加した際のご感想、サークルの活動報告、エッセイ、旅行記、センターで学ぶ他の仲間へ紹

介したい情報など、お気軽にご投稿ください。

ご投稿いただいた原稿は、原則として投稿後最初に発行する『Newsletterちばがく』へ投稿順に掲載い

たしますが、ページ数の関係で掲載できない場合は、次号にて掲載いたします。なお、文字数が多い場合に

は、文章の調整や２回に分割しての掲載などをお願いする場合がございますので、あらかじめご了承願い

ます。

また、ご投稿いただく際は、①タイトル②お名前③学生種・コース名等も忘れずにお知らせください。

【投稿アドレス】e.chibagaku@ouj.ac.jp
※ご郵送の場合は、表紙右上住所まで送付願います。また、直接学習センター事務室まで

お持ちいただいても結構です。

Newsletterちばがく 第１８号 ［９］

放送大学では、現在平成２９年度第２学期入学生を募集しています。ご友人、ご家族の方で
放送大学にご興味をお持ちの方がおられましたら、是非ご紹介ください。

［募集学生種］
教養学部
全科履修生：４年以上在学し、所定単位を取得して「学士（教養）」の学位取得を目指します。
選科履修生：１年間、興味のある科目のみを学びます。
科目履修生：１学期（６ヵ月）間、興味のある科目のみを学びます。

大学院文化科学研究科
修士選科生：１年間、学習・研究したい分野の放送授業科目を履修します。
修士科目生：１学期（６ヵ月）間、 学習・研究したい分野の放送授業科目を履修します。

［出願方法］インターネットまたは、放送大学本部へ郵送により出願
※書類による選考のみで、学力試験はありません。

［出願期間］インターネット出願：現在受付中～８月３１日（木）２４時
郵 送 に よ る 出 願：現在受付中～８月３１日（木）必着

放送大学では、平成３０年度４月大学院入学者用の募集要項を配布しています。大学院へ進学して、より高度な教
養知識の修得を目指したい方の出願をお待ちしています。またご友人、ご家族の方で放送大学大学院にご興味をお
持ちの方がおられましたら、是非ご紹介ください。

［募集学生種］

大学院文化科学研究科
修士全科生：修士課程を修了して、「修士（学術）」の学位取得を目指します。
博士全科生：博士後期課程を修了して、「博士（学術）」の学位取得を目指します。

［出願方法］インターネット（修士全科生のみ）または、放送大学本部へ郵送により出願
※出願後、筆記試験および面接試問による入学者選考を行います。

［出願期間］インターネット出願：平成２９年８月１５日（火）～８月３１日（木）２４時（修士全科生のみ）
郵 送 に よ る 出 願：平成２９年８月１５日（火）～８月３１日（木）必着

平成３０年度（４月）大学院入学生募集について


