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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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平成３０年度１０～１１月公開講演会のご案内

クラシックギターの響き

平成３０年１０月２７日（土）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）

山口 修（ｷﾞﾀﾘｽﾄ）
山口純子（ｿﾌﾟﾗﾉ）

昭和村プロジェクト２０１８

平成３０年１１月１１日（日）14 : 30 ～ 18 : 00
１１月１２日（月） 9 : 00 ～ 11 : 50

応急手当講習・心肺蘇生とAEDの使用
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からむし織りの里福島県昭和村を教員と学生約50人が
訪問し、さまざまなイベントを開催します。
このイベントの観覧を希望される方を募集します。

私たちは、いつ、どこで、突然のけがや病気におそわれるかわかりません。
そんなときに、家庭や職場でできる応急手当をすることで、けがや病気の悪化を防げます。
けがや病気の中でも最も重篤で緊急を要するもの、それが心臓や呼吸が止まってしまった場合で
す。ＡＥＤがあってもどう使うの？そんな時のために、講習を受けましょう！

９月２２日（土） 第１回目 11：00～11：45
第２回目 13：30～14：15 第３回目 14：30～15：15
場所 １階学生相談室 ※受講証明証が授与されます

みなさん、進んで参加しましょう！！ 指導講師：美浜消防署職員



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10回千葉学習センター
幕張祭実行委員長 上野 晋（教養学部全科履修生／心理と教育コース）

第１０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／9月22日・２３日（土・日）秋祭り開催時間中
フリーマーケットスペース

手芸品・ビーズ・刺し子、袋物・冷やし抹茶、ジュース、各種ジャムなど
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１０回目の今年は、◆学び合い豊かな人生を◆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いただき共に楽しみましょう。
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幕張祭出展一覧

学生、サークルによる活動とイベント

出展者名 『テーマ』 ／ 内容 場所

アンサンブル倶楽部
『器楽アンサンブル』
リコーダー・フルート・ピアノ等のアンサンブル ラウンジ

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対局指導を行う 第６講義室

海洋クラブ
『海の楽しさをご紹介します。』
写真展示、使用用具展示、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ体験、実験(ヨットが進む原理 ほか) 第８講義室

カウンセリング研究会
『カウンセリングを体験しよう』
「体験！人間関係力テスト」、「体験！認知行動療法」 第７講義室

軽音楽部
『みんなで歌おう会』
サークルメンバーの演奏とボーカルに合わせてみんなで歌います 大講義室

古典詩歌を味わおう会
『古典詩歌に親しもう』
パネル展示(漢詩と墨絵、漢文・漢詩、万葉集)、詩吟ＣＤ再生 ほか

第２講義室
ラウンジ

古文書を読む会
『時空を超えて…よそ者が見た江戸と市川、勤番武士の生活』
外右馬日記、市川散歩（外右馬の足跡を辿る） 第５講義室

シニアライフ研究会
『人と語らい、知的な刺激を楽しむ』
サークル活動の様子を展示する 集い室

書道クラブ（翠の会）
『墨の香りを味わう：展示と書体験』
習作展示、見学者の試筆 第４講義室

心理臨床研修会
『臨床心理学を体験しよう』
描画式投映法アセスメント体験または創作コラージュ療法体験 第３講義室

世界を知ろう会
『世界を知って、輪・和を広げよう』
アジア諸国の様態、資料を展示 第８講義室

ソフトボールクラブ
『ソフトボールで体を動かそう！！』
記録会(遠投、ﾍﾞｰｽﾗﾝﾆﾝｸﾞ)、キャッチボール、フリーバッティング グラウンド

千葉合唱サークル
『合唱』
幕張祭コンサート（9月23日）近隣の音楽団体を招いた演奏会 第１講義室

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＆メッセージカードの作成体験 ﾊﾟｿｺﾝ実習室

テニス(テイクバック、
コスモス、わかば)

『楽しくテニスをしよう!』
子どもたちにテニスの楽しさを体験させる、 テニスコート

若葉スケッチ会
『みんなで描く』
お絵かきボード２枚の共同作画、会員制作作品展示

１階ﾛｯｶｰ前
館内壁面

日本歌曲演奏研究ゼミ
『日本歌曲に挑戦』
～独唱と合唱 第１講義室

中村ゼミ

『植物ゼミの活動』
植物パネル・植物標本の展示、植物ゼミの学習活動の展示、
千葉の谷津田の自然と生物多様性の展示

第１実験室

旧小林ゼミ
『シュールレアリズム』
写真展示 １階廊下壁面

個人企画
『佐藤恵介絵画展』
全日本アートサロン絵画展入賞作品、海外の写真・本等の展示 １階ロビー

千葉同窓会
『同窓会は人材の宝庫』
展示(資料、会員作品)、紙芝居・大型絵本体験会

集い室
ラウンジ

ちばさぽ

『学生生活サポート』
救命講習会(ＡＥＤ使用法ほか)、学習相談会、バザー
(寄贈品、ソフトドリンク、ビール類)

学生相談室
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ
会議室

幕張祭実行委員会
学び合い豊かな人生を
特別講演会 「学ぶことの今日的意味」
客員教授 長澤成次 (千葉大学教育学部名誉教授)

第１講義室
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EV

【幕張祭開催時間】
22日（土）11：00～16：00
23日（日）10：00～15：30

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

【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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①合唱サークル
②テニスサークル
③千葉同窓会
④囲碁クラブ
⑤古文書を読む会
⑥コンピュータユーザーズ
⑦書道クラブ
⑧若葉スケッチ会

①合唱サークル
②テニスサークル
③千葉同窓会
④囲碁クラブ
⑤古文書を読む会
⑥コンピュータユーザーズ
⑦書道クラブ
⑧若葉スケッチ会

①合唱サークル ⑨軽音楽部 ⑰フリーマーケット
②テ ⑩シニアライフ研究会 ⑱日本歌曲演奏研究
③千葉同窓会 ⑪世界を知ろう会 ⑲アンサンブル倶楽部・千葉同窓会
④囲碁クラブ ⑫推進委員会・バザー会場・ＡＥＤ講習会 古典詩歌を味わおう会
⑤古文書を読む会 ⑬カウンセリング研究会 ⑳植物ゼミ・きのこゼミ・昭和村展示
⑥コンピュータユーザーズ ⑭ソフトボールクラブ 21 個人展示
⑦書道クラブ ⑮古典詩歌を味わおう会 22 写真ゼミ
⑧若葉スケッチ会 ⑯心理臨床研修会 23  海洋クラブ

⑫

⑫

⑲

⑱
21

22

23

学生
相談室



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３０年10月２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３０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の登録手続きをしてください。

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３０年度第２学期の面接授業追加登録が、10月2４日（水）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.6２～６３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（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16日（金）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２４日（木）・2６日（土）、教養学部が１月2５日（金）、１月２７日
（日）～２月２日（金）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１７日（木）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.6６～７７を、大学院はp.６０～７１
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３０年11月16日（金）～11月30日（金）必着
： 平成３０年11月 9日（金）10:00～11月30日（金）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３０年度学生研修旅行 ～南房総～



第１０回秋祭り！ 幕 張 祭
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