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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.）
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ごあいさつ
宮 野 モモ子

千葉学習センター秋祭りは、今年新たに「幕張祭」と名づけられました。この名称は、皆さまからご応募
いただいた作品の中から、学生たちによって選ばれたもので、学生たちが愛すべきここ幕張に位置する学び
舎と、その地域を思う気持ちがそのまま表れています。
今回の秋祭りでは、学生たちのサークル活動紹介のほか、チャリティーバザー、落語寄席、アフリカ音楽
の演奏、小・中・大学生、その他合唱団体による合同コンサートなど、地域の皆さまにもお楽しみいただけ
る催しを数多くご用意いたしました。ご来所いただいた皆さまには、どうぞ休日のひとときを心行くまで楽
しくお過ごしください。
また、会場ではアンケートをお配りさせていただきますので、お気づきの点などたくさんのご感想、ご意
見をいただければこの上ない喜びでございます。
それでは今年の「幕張祭」をどうぞごゆっくりとご堪能ください。

第６回千葉学習センター
秋祭り実行委員会委員長

今 井 憲一郎（教養学部全科履修生／自然と環境コース）

今年も千葉学習センター秋祭りを無事にむかえる事が出来ました。
今回で６回目となる秋祭りですが、毎回様々な趣向を凝らしており、今回は外部の方々にも多数ご参加い
ただき、盛大なものとなりました。
これもひとえに各サークル、ならびに実行委員の方々の知恵と努力のたまものです。この場をお借りして
皆さまへお礼を申し上げます。
たった２日間ではありますが、この幕張祭を通じて近隣の皆さまならびにその他多くの皆さまに放送大学
千葉学習センターを知っていただき、今後多くの方々にセンターを「学びの場」としてご利用していただけ
ることを願っております。
最後に今回多方面でご理解ご協力をいただいた千葉学習センター事務局の皆さま、ならびに放送大学本部
の皆さまに心よりお礼を申し上げます。

第６回秋祭り実行委員会企画

チャリティーバザー
出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中
屋外スペースにてチャリティバザーを開催します。
今回のバザーによる収益は、病気や災害などによって親を亡くした子ども
たちの進学支援に活用してもらうため、実行委員会を通じて「あしなが育
英会」へ寄付します。
この趣旨に賛同していただいた方々により、牛革製品や毛染め布製品、藍
染研究会の製作品など、手作りの品を中心に販売を行います。
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MAP

屋外

バザースペース

千葉学習センター企画
千葉学習センター「ききみみ広場」立ち上げイベント

幕張 寄席

MAP

W

２階大講義室

１１日(土) １４時３０分～１５時３０分
千葉学習センターでは、昔話・語り物などの口承文芸や伝統芸能を通じて、地域に住む幅広い年齢
層の皆さんが交流することを目的に、新たに「ききみみ広場」を立ち上げ、今後定期的に実施して
いくことを予定しています。
今年度の秋祭りでは、この「ききみみ広場」の立ち上げイベントとして、日本の伝統的話芸の一つ
である落語をとりあげ、アマチュア落語家お三方をお招きして「幕張寄席」を開催します。

せんよう亭 無顎
(せんようていむがく)
もっとも落語家らしい風貌
さてその語りは？

二松亭 風林火山

せんよう亭 寿ぼら

（にしょうていふうりんかざん） （せんようていずぼら）
猛だ節（武田武士）で、
迫力満載の落語を聞かせます。

情緒豊かで歯切れのよい語り
ヨッ女流名人！

MAP
秋祭りコンサート

『学びのつながり’１４』

W

２階大講義室

１２日(日) １３時００分～１５時００分
【出演スケジュール】

13:00～

船橋市立三山中学校（吹奏楽）

13:20～

千葉大学吹奏楽団（金管アンサンブル）

13:40～

船橋市立丸山小学校（合唱）

14:00～

サックス演奏（独奏）

14:20～

浦安男声合唱団（合唱）

14:40～

千葉学習センター合唱サークル＆放送大学合唱団（合唱）

様々な音楽関係団体を招待し、音楽活動を通じた交流を図ります。
最後に参加者全員で「希望の歌」を合唱します！
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秋祭りフロア案内図
建物出入り口
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トイレ

【秋祭り開催時間】
11日（土）12：00～15：30
12日（日）10：00～15：00
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食事について
学習センター内には飲物と菓子パン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、コンビに、スーパーをご利用願います。
※放送大学本部食堂については、20ページをご覧ください。
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記
号

出展者名

出展内容

出展時間
11日（土）

12日（日）
開催時間中

Ａ

軽音楽部

みんなで歌おう会

出展なし

Ｂ

スペイン語友の会

スペイン語を楽しもう！

12:00～
15:00

Ｃ

中国語学習会

中国文化と日本文化のつながり

両日とも開催時間中

Ｄ

古典詩歌を味わおう会

類例を見ないほど豊かな生命力を持つ
漢詩や和歌

両日とも開催時間中

Ｅ

シニアライフ研究会

生きがいと楽しみの再発見！

両日とも開催時間中

Ｆ

健康フラダンスクラブ

ﾌﾗﾀﾞﾝｽとﾊﾞﾝﾄﾞで賑やかに踊りましょう！

14:15～
14:45

10:45～11:15
14:00～14:40

Ｇ

空気をみるかい

あなたの思いに色を付けてみませんか
～共同制作（お客様に描いてもらう）～

開催時間中

12:00～
15:00

Ｈ

千葉コンピュータ
ユーザーズ

名刺・年賀状を作りませんか！歓迎

Ｉ

まなぴー・ちばサポート

みんなでサポート
学びを深め放送大学の未来を創造！

Ｊ

ひよこテニスクラブ

フリーマーケット

両日とも開催時間中

Ｋ

縄文村

縄文の神秘

両日とも開催時間中

Ｌ

ソフトボールクラブ

ソフトボールで体力測定！

Ｍ

書道クラブ「翠乃会」

久しぶりに筆を持ってみませんか！
－墨の香りを味わう～展示と書体験－

両日とも開催時間中

Ｎ

古文書を読む会

時空の彼方 １７０年前の江戸へ

両日とも開催時間中

Ｏ

カウンセリング研究会

あなたの『人間力』を再発見！
～心理テストを体験してみませんか？～

Ｐ

中南米研究会

世界へ和をもって

Ｑ

海洋クラブ

海の楽しさ！

両日とも開催時間中

Ｒ

千葉同窓会

千葉同窓会秋祭り企画
私の発表会、ミニバザー、活動紹介など

両日とも開催時間中

Ｓ

千葉囲碁クラブ

やさしい囲碁入門

両日とも開催時間中

Ｔ

翠空茶会［茶道研究会］

おもてなしの心

12:00～
15:00

出展なし

Ｕ

ＫＡＮＡＥ

着付舞で日本人の心の秋を表現！
秋を身にまとって踊ります。

出展なし

10:00～
12:00

Ｖ

千葉合唱サークル

ハーモニーを楽しもう～世代をつなぐ～

12:00～
14:00

13:00～
15:00

①14:30～
15:30

②13:00～
15:00

①幕張寄席（11日）
②秋祭りコンサート（12日）

W
Ｘ
Y

千葉学習センター企画

③親子で体験！
飛び出す恐竜３Ｄぬり絵とＡＲ始祖鳥
④アフリカ伝統音楽「ＪＡＭＢＯ」
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全３ステージ

開催時間中

13:00～14:30
12:00～
15:00

開催時間中

開催時間中

12:00～
15:00

開催時間中

10:00～
14:30

12:00～
15:00

開催時間中

両日とも開催時間中
出展なし

11:30～
12:30

千葉学習センター企画
親子で体験！

MAP

しそちょう

飛び出す恐竜３Ｄぬり絵とＡＲ始祖鳥
～放送大学 教養学部 情報コース 近藤智嗣 教授 協力企画～

X

１階第２実験室

紙に色鉛筆でぬり絵し
た恐竜が３Ｄになって
動き出すよ！

きょうりゅう すりーでぃー ぬりえ

AR始祖鳥
タブレット端末を標本
にかざして，始祖鳥に
詳しくなろう！
アンケートに答えるとぬり絵した恐竜と記念写真が撮れるよ♪
※AR（拡張現実感）技術を応用したイベントです．

※混雑時は整理券を配布しますので，あらかじめご了承ください．

「ＪＡＭＢＯ」

アフリカ伝統音楽
１２日(日) １１時３０分～１２時３０分

MAP

Y

１階メインラウンジ

ジャンベなどアフリカのパーカッションによる演奏、躍動的な
アフリカンダンス、日本語もしくはやさしい英語によるトーク
でアフリカの文化や音楽をご紹介します。

B.B.モフラン
（BB.Mo-Franck）

ダウディ ジョセフ
（DAUDI JOSEPH）
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秋祭り出展者のご紹介①

A

MAP

放送大学軽音楽部
出展時間／１２日（日）のみ秋祭り開催時間中

１階第１講義室

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。

平成26年10月12日(日)
第1ステージ 10:30～11:30
第2ステージ 12:30～13:30
第3ステージ 14:00～15:00
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、被災
地への復興支援活動にも積極的に参加しています。

ただ今、部員募集中!!

2013放 送 大 学 秋 祭 り

風 景

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

スペイン語友の会
スペイン語友の会

～スペイン語とスペイン文化を、楽しく学ぶサークルです～

スペイン語を楽しもう！
スペイン語を楽しもう！

MAP
MAP

出展時間／１１日（土）は１２：００～１５：００、１２日（日）は秋祭り開催時間中

楽しいイベントをご用意しています！
≪11日（土）≫
 12:00～13:30 ワカモーレ（メキシコ料理）の
調理・試食
 13:30～15:00
≪12日（日）≫
 10:30～12:00
 12:30～13:30
 13:30～15:00

スペイン語ゲーム

会員南米旅行報告
ケーナ演奏
オーレ！フラメンコ

 両日、マドリード名物のラストロ（蚤の市）を開催！
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Ｂ
B

１階第２講義室
１階第２講義室

秋祭り出展者のご紹介②

中国語学習会

C

MAP

中国文化と日本文化のつながり

１階第３講義室

出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中

中国語の学習を通して異文化の理解を図り、文化の交流と日中両国
の友好に資する。
【入会のご案内】
初心者、経験者も大歓迎です！皆様のご参加を心より歓迎いたします。
見学参加も大歓迎です！
活動日：毎月第１、第３土曜日
10:00－12:00
場 所：千葉学習センターの講義室を使用します
会 費：２カ月毎４千円（１回千円相当）
他に年会費５百円（連絡通信費等）

連絡先

高橋 Eメール nrh55240@nifty.com
森部 Eメール ayako-m4495@docomo.ne.jp

古典詩歌を味わおう会

MAP

類例を見ないほど豊かな生命力
を持つ漢詩や和歌

Ｄ

１階第３講義室

出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中

広く親しまれている漢詩や和歌を肖像や風景
などと一緒に展示します。
会員と一緒に詩や歌を聴いたり、また詠じる
ことも可です。

左）待賢門院像 法金剛院蔵
右）西行像
MOA美術館蔵
白洲正子著『西行』より
「楓橋夜泊」（張継）拓本
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秋祭り出展者のご紹介③

シニアライフ研究会

生きがいと楽しみの再発見！
出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中

・・・・・
な国近歌オ経
済
ど内隣舞ペ
ラ
外史伎 問
の跡鑑鑑題
研等賞賞研
修の会会究
旅散
会
行策

い会「
任毎
分
た員 意月
だは科参の
け自会加例
ま由」
がの会
すにあ左の
参り記ほ
加、のか
、

MAP

E

１階第１講義室
前スペース

た シ男当
め ニ子研
のア
学究
サ・
ラ生会
ー イには
ク フよ、
ル を る 60
で豊 才
すか
にに 以
上
す の
る

連絡先 会長 星合 重男 hoshiai@nifty.com

健康フラダンスクラブ

フラダンスとバンドで
賑やかに踊りましょう！

MAP

出展時間／１１日（土） １４：１５～１４：４５
１２日（日） ①１０：４５～１１：１５ ②１４：００～１４：４０

いつも練習しているフラダンスを披露します。
レイを飾り、きれいな衣装で踊ります。
沢山の人が参加して一緒に楽しみましょう！
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F

１階メインラウンジ

秋祭り出展者のご紹介④

空気をみるかい
＊＊＊

MAP

＜スケッチ会＞

G

あなたの思いに
１階ロッカールーム前
色を付けてみませんか＊＊＊

出展時間／１１日（土）は開催時間中、１２日（日）は１２：００～１５：００

＜昨年の会場風景とテーマ＞

＜今年の参考イメージ＞

海の生きもの

四国37番札所岩本寺の天井画
絵のテーマは自由奔放

千葉コンピュータユーザーズ

名刺・年賀状を作りませんか！歓迎

MAP

Ｈ

１階ﾊﾟｿｺﾝ実習室

出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも１３：００～１４：３０
パソコンを使って実際に名刺や年賀状を作成する体験実習を行います。会員が丁寧に指導
しますので、パソコンをあまり使ったことのない方でも心配ありません。操作方法を覚え
ていただき、来年の年賀状はパソコンで作成してみてはいかがでしょうか？
皆さまのご来場をお待ちしています。

【千葉コンピュータユーザーズ入会のご案内】
千葉コンピュータユーザーズは、パソコンの知識や操作技術の向上を目指し、日々努力と研鑽を積んでお
ります。パソコンを通じ充実した時間を楽しむと共に相互の交流を深めております。
講義は原則として、毎土曜日の午後の約２時間で試験や面接授業などでパソコン室が使用できないときも
あり、凡そ年30回程です。
講師はパソコンに精通した会員にお願いしております。講義内容はエクセル、ワード、パワーポイントを
主体とし会員の要望に応じ、講師の方々と相談の上決めております。パソコンの操作方法や個人的な疑問点、
質問は講義の前後や休憩時間に講師の方との相談や、出席者相互間の意見交換で解決しております。
パソコンを学ぶ一方、会員相互の親睦交流も盛んで、春から季節ごとにお花見、暑気払い、紅葉狩り、忘
年会等多彩な行事を計画し、多数の皆様の参加を戴いております。
いまや、役所、銀行等の各種手続きや株式売買、税の申告等も自宅パソコンでできる時代です。
今まで、パソコンに触れる機会が無かった方、以前やっていたが再度学んでみたい方も是非ご参加下さい。
☆入会募集：定期募集は学期末前後
☆会
費：年 6,000円（前期・後期分割納入可） 入会金はありません。
☆お問い合わせ：（総 務）坂 本 vainqueur@woody.ocn.ne.jp
（会 長）中 込 y-nakagome@rose.plala.or.jp
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秋祭り出展者のご紹介⑤

放送大学まなぴー・ちばサポート

MAP

I

みんなでサポート
１階エントランス
学びを深め放送大学の未来を創造！
出展時間／１１日（土）は１２：００～１５：００、１２日（日）は秋祭り開催時間中
「放送大学まなぴー・ちばサポート」は千葉学習センターの後押しを得て、サークルとし
て今年誕生しました。今後はサポート内容を充実させ、共に楽しく学び研究に打ち込むこ
とができる大学環境作りに貢献することを目指して活動いたします。
秋祭りは受付で会場のご案内やアンケート配布等サポートしますので、どうぞよろしく！

ひよこテニスクラブ

フリーマーケット

MAP

J

１階ﾒｲﾝﾗｳﾝｼﾞ

出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中
今年の秋祭りは、実行委員会と別にフリーマーケットを行い、売り上げの
一部を千葉市児童養護施設に寄付します。
一緒にフリーマーケットしませんか。
【ひよこテニスクラブ、メンバー募集】
・テニス以外に、親睦のため今回のフリーマーケット、ハイキング＆お散歩、カラオケ、その他、

色々と活動します。
○入会条件
・放送大学生であれば所属学習センターは問いません。
・平日のテニス教室は、女性の初心者以上（未経験者歓迎します）。
・土日のテニス練習は、シングルス戦に参加出来る方。
・概ね１８歳～４０歳の方、ただしフリーマーケットは、どなたでも歓迎です。
○お問合せ

代表：齋藤

E-mail： mihamatc380@yahoo.co.jp
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秋祭り出展者のご紹介⑥

縄文村

MAP

縄文の神秘

Ｋ

１階中庭

出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中
３０００年前の縄文期に生きた人は、災害・人災・病傷等、多々ある中で
子孫繁栄と生活安泰を願っての祈りを象形した石器・土器・貝殻造形を残
している。縄文人が残した土器・土偶を視察すると、祈願の心が見え来る。
みなさんと一緒に、この縄文の土器・土偶から縄文人の願いと神秘を読み
解きましょう。

ソフトボールクラブ

ソフトボールで体力測定！

MAP

Ｌ

グランド

出展時間／１１日（土）は秋祭り開催時間中、１２日（日）は１２：００～１５：００

普段なかなか運動する機会が無いみなさん、この機会に広い
グランドで、思いっきり体を動かしてみませんか？
未経験の方も歓迎です！

【体力測定】
遠投測定
ベース一周タイム測定

キャッチボール
トスバッティング
フリーバッティング
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秋祭り出展者のご紹介⑦

書道クラブ「翠乃会」

MAP

Ｍ

久しぶりに筆を持ってみませんか！２階第４講義室
出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中
講師の小田原先生の作品を中心に、全国色紙展の出品作やいつも練習して
いる作品を展示しています。
墨の香りを楽しみながら「書」を体験してください。

古文書を読む会

MAP

時空の彼方 １７０年前の江戸へ

N

２階第５講義室

出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中
天保１３年（１８４２年）の豊後臼杵（大分県臼杵市）藩士の日記内容から
江戸での勤番武士の勤務・日常をパネルとスライドで紹介します。
この会は来年結成２０年を迎えます。
これまでに培った知識を、特設コーナー「学古館」にて紹介します。
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秋祭り出展者のご紹介⑧

カウンセリング研究会

あなたの『人間力』を再発見！
～心理テストを体験してみませんか？～

MAP

Ｏ

２階第６講義室

出展時間／１１日（土）は秋祭り開催時間中、１２日（日）は１０：００～１４：３０
今年もご来場のみなさまに、心理学を身近に感じていただけるように、『心理テスト』を
２つと『デートＤＶって何？』のミニ講座を準備しております。
心理テストを体験したことの無い方でも気軽に取り組みやすい『人間関係力テスト』は、
６パターンの画像を見ながら正解を当てるものです。
２つ目は、今回、初めてご提供するユング心理学『８つの性格タイプ』です。やり方は、
自分のパーソナリティを知るための４０の質問に解答
していただきます。その後、それぞれの性格傾向など
を資料を基にご自身で確認していただくことで、自己
理解に繋がるのではないかと思っております。
３つ目も同じく初めての試みで、最近、若者の間で急
増している「デートＤＶ」です。暴力防止のパンフレ
ットを来場者に配布し、更に、パワーポイントを使い
ながら、「デートＤＶ」の暴力や被害の現状について
お話しをしていく予定です。「デートＤＶ」が、身近
な問題であることを少しでも知っていただきたいと考
えております。

中南米研究会

MAP

世界へ和をもって

Ｐ

２階第７講義室
出展時間／１１日（土）は１２：００～１５：００、１２日（日）は秋祭り開催時間中

秋祭りイベント 第３回「トーク・カフェ」ーお茶を飲み語り合いましょうー

「これからの賢い生き方」について
きびしい社会保障制度の中での若者からお年寄りまで
１２日（日）１０：１５～１２：００
参加費無料→お申込み先着20名（コーヒーにポップコーンとクッキーを用意します）
●幕張祭 その他の出展内容
＊サークル活動展示：100回の歴史を振り返る
＊これ な～に？：中南米の名産品・珍品等
＊折り紙で遊ぶ：カラーパズルやコマなど

新規会員も募集しています！

～中南米研究会秋祭り以降の活動予定～
●１１月２５日（火）１０：１５～１２：１５
体験発表：キューバはどんなところ・・・
●１２月 ９日（火）１０：１５～１２：１５
講演：経済共同体ＡＳＥＡＮを知ろう！
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秋祭り出展者のご紹介⑨

放送大学海洋クラブ

海の楽しさ！
出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中
小 実

MAP

Ｑ

２階第８講義室

験

☆ ヨットは何故、風上に走れるの ？？
☆ 樟脳船やポンポン船は何故動くの ？？
体験コーナー ☆ ロープワークに挑戦してみよう ！！
☆ ゴムボートに乗ってみよう ！！
海のイメージをジオラマ化してみました。
写真と動画でサークルの活動を紹介しています。

※海洋クラブが参加した今年７月の白子町いかだ競争の様子は18ページでご紹介しています！

千葉同窓会

千葉同窓会 秋祭り企画

MAP

Ｒ

２階学習・集い室

出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中

１．私の発表会 発表者募集中（１０分以内で語る）
「一生懸命生きているのに、どーも世の中儘ならぬ」
「生き辛いなあ～でも、でも、夢はある｣
そんな思いを言葉にして、みませんか？
今、言いたい、語りたい！！

～俺のおもい、私のきもち～
２．ミニバザー（お楽しみに！）
３．『放送大学叢書』の販売
４．秋の研修行事説明会（１０月２６日実施予定）
～いすみ鉄道と、大多喜の街並、大多喜城を訪ねて歴史とロマン説明会～
５．千葉同窓会の年間活動状況（ビデオでご紹介）
連絡先 chiba.ouj.dosokai@gmail.com
山岸 清一郎 ０４３６－７５－０４４６
千葉同窓会ＨＰ：http://chiba.ouj-dosokai.net
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秋祭り出展者のご紹介⑩

千葉囲碁クラブ

MAP

やさしい囲碁入門

Ｓ

２階教員室１・２

出展時間／１１日（土）・１２日（日）とも秋祭り開催時間中

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。

翠空茶会（茶道研究会）

おもてなしの心
出展時間／１１日（土）１２：００～１５：００

MAP

Ｔ

２階教員室３・４
非常勤講師室

※１２日（日）は出展いたしません

ご来場のみなさまに、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
みなさまのお越しをお待ちしています。
１１日当日、茶券（３００円）を５０枚販売いたします。
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秋祭り出展者のご紹介⑪
MAP

KANAE

着付舞で日本人の心の秋を表現！
秋を身にまとって踊ります。
出展時間／１２日（日）１０：００～１２：００

U

２階大講義室

※１１日（土）は出展いたしません

（2012～2013年、早稲田大学教育コーチ中里加奈恵（経済学卒業研究指導担当教職員））
社会経営科学プログラム修士）プロの着付師です。お茶とお菓子をお出しします。
2009年日本経済新聞主催「ｱｼﾞｱの未来」国際交流会議に出席、日本の元金融大臣とは着物姿
でディスカッション致しました。日本文化と経済学についてお話しましょう。
踊りをお見せしますので、是非、見に来てくださいね！

MAP

千葉合唱サークル

ハーモニーを楽しもう－世代をつなぐ－

V

２階大講義室

出展時間／１１日（土）１２：００～１５：３０、１２日（日）１３：００～１５：００

１１日（土）

合唱サークル独自企画

１２：００～１４：００ ♪歌集をご用意します。
♪お好きな曲をリクエストして歌いましょう！

１２日（日）

秋祭りコンサートで共演

１３：００～１５：００ ♪小・中学生、大学生、他の合唱団の皆さんと共演します。

「縄文の風コンサート」
Qiball（きぼーる）アトリウムにて

「昨年の秋祭り風景」

「浦安男声合唱団の皆さん」
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＊読者の広場＊ ・・・あなたが作る投稿ページ！！
【サークル活動紹介】

“やったぜ準優勝”
―苦節１１年白子町筏競争―

放送大学海洋クラブ

全科履修生

波多野

達

九十九里の白子町では“筏のぼり競争”が町を挙げて夏の最大イベントとして行われて20年になり
ます。町内を縦貫する南白亀川（なばきがわ）河口で今年は単位認定試験間近の７月20日（日）に開
催されました。そこは川巾が100ｍ近くもあり、上げ潮で流れが緩慢になる時間を見計らって500ｍ遡
上するタイムトライアルです。当日は両岸に溢れるほどの見物人があり、普段は人通りも無くのどか
な田園風景であるのに何処からこんな人がと思われる賑わいです。
この大会には我が放送大学海洋クラブは10回目から参加していますが、意気込みに反し入賞までに
は程遠い存在でした。それでも去年はアクシデントがあったものの３位、今年は頑張りました。何と
準優勝！です。
今回も６月中に規定値以下の幅1.2ｍ×長さ7.2ｍ、ベニア
製で双胴型の設計を終え、７月から製作開始。場所は放大OB
のＡ氏の好意により邸内の作業室を借り、４回の製作日には
入れ替わりで５～８人の放大生のにわか大工が参集、大会直
前には最終チェックと進水・漕艇訓練で泊まり込みはいつも
のパターン。馴染みの宿はたいがいの無理も聞いてくれる女
将とも意気投合。製作過程ではその型状・防水・色彩・デコ
・クルーメンバーの人選などケンケンガクガクの意見に調整
もひと苦労します。昼はカセットコンロで“ラーメン”“炊
き込み飯”、手抜きで洗うだけの“流水麺”に西瓜や刻んだ野菜、中でもビールは欠かせない必須品。
緑陰の下、急ごしらえのテーブルでワイルドな食事に雑多な話題、そのため昼からの作業能率は大幅
減。将にトム・ソーヤの世界です。
今年も懲りずにスピードを競う『Ｇ－１』の部にエントリ
ー、27チームを３組に分けて予選、各上位３チームが決勝戦
に。我がチームは予選３組に出場、ダントツのトップでゴー
ル、決勝では31秒遅れの４分48秒で口惜しい２位に。12人の
クルー中頼りの30代は一人だけ、２人の女性を除くと60代・
70代。達者な口と気ばかり若いつもりの怪しい爺様達、その
わりには“良くやった”と褒められたり、同情されたり。
賞金７万円の大半は反省会でそれぞれの胃袋に沈(ちん)。
来年は更に上を目指そうと大それた結論に危惧される事しき
りです。また放大「中南米クラブ」から２組のご夫婦とＮ氏の応援があり紙面を借りてお礼申し上げ
ます。かくして計画時・製作時・大会当日とそれぞれ楽しんだ暑い今年の夏は終わりました。
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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
学生証の発行

平成26年10月１日より、新しい学生証が発行可能となります。学生証発行対象者は、以下の通りです。
① 平成26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、入学手続きを済まされている学生）
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。
氏名

住所・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

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。

面接授業追加登録の方法と対象科目
平成26年度第２学期の面接授業追加登録が、10月24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。
●他センターの科目を登録する場合は、他センターに行くか、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.61～62をご覧ください。
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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
通信指導の提出期間

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 ： 平成26年11月13日（木）～11月28日（金）必着
Web ： 平成26年11月6日（木）10:00～11月28日（金）17:00
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。
●11月29日（土）以降に届いた通信指導問題は受理されません。また、11月13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。

単位認定試験について
単位認定試験は、大学院が１月23日（金）～24日（土）、教養学部が１月25日（日）～2月１日（日）
で行われます。
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。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.63～77を、大学院はp.58～68を
参照してください。

ご存知ですか？
放送大学本部食堂
千葉学習センターがある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。
メニューは日替わり定食２種類、麺１種類と決して多くはあり
ませんが、いずれも５００円ほどで食べることができます。
学習センター内には飲み物と菓子パンの自販機が設置されてい
るだけですので、みなさんお食事をされるときは、近隣の飲食
店やスーパー、コンビニをご利用されていることと思います。
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 １１：３０～１３：３０

※10月11日（土）・12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！
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