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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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第７回千葉学習センター
幕張祭実行委員長 齋藤 富貴子（教養学部全科履修生／生活と福祉コース）

千葉学習センター所長 宮野 モモ子

ごあいさつ

第７回秋祭り実行委員会企画

フリーマーケット 屋外
フリーマーケット

スペース

MAP

屋外スペースにてフリーマーケットを開催します。

出展時間／１0日（土） 11:00～16:00

○目次 ----------

○ごあいさつ／フリーマーケット ----------

○催し広場 ----------

○秋祭りフロア案内図 ----------

○秋祭り出展一覧 ----------

○秋祭り出展者のご紹介 ----------

○読者の広場 ----------

○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 ----------

○（ご案内）ご存知ですか？放送大学本部食堂 ----------

秋祭りには、日頃のサークル活動を地域の方々や学友に紹介し、年ごとに内容の充実を図り会
員間の絆を深めてまいりました。今年は10月の新入生が一緒に楽しんで頂けるように先輩の案内
で構内ツアーや附属図書館ツアーなどで諸施設やサークル活動会場を巡り、一日も早く学園生活
に慣れ学びを深めていただけるようにと企画を立てました。また、日本防災士会の方々のご協力
により起震車で震度６の揺れを体験、応急救護や簡易便器・ブルーシート応用のテント設営など、
地震災害に備えたイベントも大きな魅力です。さらに放送大大学院を卒業後イラン大学で博士号
取得の奈良玲子先生をお迎えして特別講義「シーア派／その起源と現状」も開催が実現し一段と
充実した幕張祭「つながる／学内で・地域で」を迎えることができると期待しています。ご支
援・ご協力下さいました多くの方々と、これを支え続けてくださいました千葉学習センター事務
局の皆さまに心からお礼を申し上げます。

千葉学習センターの「幕張祭」が今年は特ににぎやかに開かれます。
今年はセンターで活動をしている学生の主体性を100パーセント生かして開かれる第一回目の「幕張祭」
となります。とはいえ大学の厳しい運営上の諸条件のもとでの企画運営となりましたが、そこは学生主
体のよさ、日頃の学びで鍛えた柔軟な精神で乗り越えて、この日を迎えました。おもてなしの心で皆様
をお迎えさせていただくことと存じます。御来所いただきました皆さま方には、どうぞ休日のひととき
をご家族で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感想やご意
見をいただければこの上ない喜びでございます。
それではどうぞごゆっくりご堪能ください。お待ち申しております。
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千葉学習センター企画

催しひろば 催し
広場

スペイン語友の会

ケーナ演奏
１０日(土) １２時００分～１２時３０分

スペイン語友の会

フラメンコショー
１１日(日) １２時１５分～１２時４５分

古典詩歌を味わおう会

詩吟朗詠
１０日(土) １２時３０分～１３時３０分

１１日(日) １０時００分～１２時００分

日本防災士会

身の回りの物で応急救護

みんなで手をつなごう！

交流パーティー

１３時３０分～１５時３０分
１０日(土) １１時００分～１２時００分

MAP

１３時３０分～１５時００分

１１日(日) １６時００分～１７時３０分
参加希望の方は交流パーティー受付にてお申し込みください
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【秋祭り開催時間】
10日（土）11：00～15：30
11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

10日（土） 11日（日）

Ａ

軽音楽部
みんなで歌おう会 開催時間中全３ステージ

Ｂ お祭り・出店 11:00～14:00 10:00～14:00

Ｃ 千葉囲碁クラブ やさしい囲碁入門 両日とも開催時間中

Ｄ 日本防災士会 身の回りの物で応急救護 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 空気をみるかい みんなで絵を描こう 両日とも開催時間中

G
千葉コンピュータ
ユーザーズ

10日：名刺作成
11日：年賀状制作

13:00～14:30 13:00～14:30

H 学生相談 坂口先生による学生相談 14:30～15:30

I 翠空茶会 おもてなしの心 12:00～15:30

J 千葉合唱サークル
10日 一緒に歌おう！歌声喫茶
11日 幕張祭合唱発表

13:00～15:30 13:00～15:00

K 千葉同窓会
私の発表 13:00～15:00 10:00～15:00

バザー・叢書・大学バッジ即売 両日とも開催時間中

L 縄文村 縄文の土器展示 両日とも開催時間中

M 中南米研究会

世界の国々を知ろう（JAICA活動展示） 両日とも開催時間中

10日 折り紙とパズルで遊びましょう

11日 講演：シーア派、その起源と現状
12:30～13:30 13:00～15:00

N スペイン語友の会
10日 クイズで楽しむスペイン語
11日 スペイン料理講習・試食

13:30～14:30 11:00～12:00

O 古典詩歌を味わおう会 悠久の生命力と古典詩歌 両日とも開催時間中

P 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

Q 藍染めの会 藍染め小物展示即売 両日とも開催時間中

R カウンセリング研究会 あなたの「人間力」を再発見！ 12:00～15:30 10:00～14:30

S 古文書を読む会 時空の彼方 170年前の江戸へ 12:00～15:30 開催時間中

T 書道クラブ（翠乃会） 墨の香りを味わう：展示と書体験 両日とも開催時間中

U
テニスサークル
テイクバック

テニスサークル親善試合（放大コート） 13:00～15:00 10:00～15:00

初心者・子供テニス（メディアコート） 13:00～15:00 10:00～12:00

V ソフトボールクラブ ソフトボールで身体測定！ 両日とも開催時間中

W フランス語同好会 図書館15分ツアー 両日とも全４回

X 秋祭り実行委員会 千葉学習センター構内2０分ツアー 全３回

フリーマーケット 一般による出店 11:00～16:00 11:00～16:00

日本防災士会 起震車体験（１回４名） 両日とも全２回

催しひろば

スペイン語友の会 １０日ケーナ演奏・１１日フラメンコショー 12:00～12:30 12:15～12:45

古典詩歌を味わおう会 詩吟朗詠 12:30～13:30

日本防災士会 身の回りのもので応急救護！ 両日とも全２回

チーム☆T みんなで手をつなごう！ 16:00～17:30
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秋祭り出展者のご紹介①

2013放 送大学秋祭り 風 景

放送大学軽音楽部
１階第１講義室
AMAP

出展時間／１１日（日）のみ秋祭り開催時間中

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27年10月11日(日)
第1ステージ 10:30～11:45
第2ステージ 12:45～14:00
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。

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)

ただ今、部員募集中!!

学生ホール中庭
B

お祭り・出店
MAP

出展時間／１０日（土）は１１：００～１４：００ １１日（日）は１０：００～１４：００

模擬店・お祭りを開催します。
みなさんお誘い合わせのうえ
お越しください

放送大学軽音楽部
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１階第２講義室
C

やさしい囲碁入門
MAP

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。

出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中

日本防災士会

千葉囲碁クラブ

MAPD
第３講義室・中庭

都市直下地震への備え

起震車体験(1回４名）

中庭では三角テントの設営、ロープ結びの体験をします。
みなさんお誘い合せのうえ、お越しください！！
駐車場では起震車体験もできます

起震車体験／１０日（土） １１：００～１２：３０ １３：３０～１５：３０
１１日（日） １０：００～１２：００ １３：００～１５：００

出展時間／１０日（土） １１：００～１２：００ １３：３０～１４：３０
１１日（日） １０：００～１２：００ １３：３０～１４：３０

身の回りの物で応急救護！
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秋祭り出展者のご紹介②

連絡先 会長 高田悦雄
email: etstaka@aroma.ocn.ne.jp

TEL:   047-464-0209
☎：047-464-0209

１階第１講義室
前スペース

EMAP

生きがいと楽しみの再発見！
出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中

放送大学シニアライフ研究会

老化防止に最適！
当会では、月1回「例会」を開き、会員の一人が順番で「話題提供」のプレ

ゼンを行ったあと、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、議論は白熱します。
例会のほかに経済研究会など希望者のみ任意参加の各種分科会があります。

60歳以上の男子学生のサークルです。会費は年間2千円。豊富な社会経験・人
生経験を語り合い
シニアライフの生きがいと楽しみを再発見しましょう。ご見学も歓迎します。

空気をみるかい ＜スケッチ会＞

１階ロッカールーム前

FMAP

＊＊＊みんなで絵を描こう
～大いに腕を振るってください～＊＊＊

出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中

私たちは、毎回テーマに沿った絵をお客様の参加により制作してい
ます。
完成品を２Ｆ学生の集い室に展示しています。ぜひご覧ください。
また今回は、文京学習センターの皆様と合同展示も行っております。
絵へのご意見をいただけたら、絵制作の進歩につながると思ってい
ますので、遠慮のない多くのご意見をいただけたら幸いです。

海の生きもの

＜一昨年の会場風景とテーマ＞

mailto:高田悦雄etstaka@aroma.ocn.ne.jp
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千葉コンピュータユーザーズ

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

１階ﾊﾟｿｺﾝ実習室
GMAP

名刺・年賀状を作りませんか！歓迎
出展時間／１０日（土）・１１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】

２階教員室１．２
非常勤講師室

H
出展時間／１０日（土） １４：３０～１５：３０

坂口先生学生相談室 MAP

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。

mailto:vainqueur@woody.ocn.ne.jp
mailto:y-nakagome@rose.plala.or.jp
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秋祭り出展者のご紹介③

健康フラダンスクラブ

２階教員室３・４
非常勤講師室

I
おもてなしの心

MAP

私たちは、流派を越えた茶道研究会です。
皆様に、茶道の雰囲気を少しでも味わって頂けるよう
お薄とお菓子をご用意しております。
ご気軽にご参加くださいませ。

１０日当日、茶券（３００円）を５０枚販売いたします。

出展時間／１０日（土）１２：００～１５：３０ ※１１日（日）は出展いたしません

翠空茶会（茶道研究会）

千葉合唱サークル JMAP

一緒に歌おう－世代をつなぐ－
出展時間／１０日（土）１３：００～１５：３０、１１日（日）１３：００～１５：００

２階大講義室

１０日（土）
１３：００～１５：３０

１１日（日）

１３：００～１５：００

幕張祭合唱発表

歌声喫茶
♪歌集と飲み物を用意します 好きな曲をリクエストして歌いましょう！

♪地元のサークル、いつも来て下さるグループと共演します
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千葉同窓会

２階学習・集い室

K学習のつながり、和のつながり
そして地域とのつながりを大切に

MAP

出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中

千葉同窓会ＨＰ：http://chiba.ouj-dosokai.net

２．ミニバザー（展示即売）

３．千葉同窓会の活動状況の放映（スクリーン）

４．『放送大学叢書』の販売（展示即売）

５．大学オリジナルバッジ（展示即売）
６．コーヒー、お茶、菓子など提供サービス

１．私の発表会 発表者募集中
日頃思ったこと、気になること、歌を、器楽演奏等披露されても結構です。
気軽に参加ください。楽しい雰囲気になることを期待しています。

連絡先 chiba.ouj.dosokai@gmail.com 山岸 清一郎 ０４３６－７５－０４４６

２階学習・集い室
L縄文土器展示

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。

出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中

縄文村 MAP

http://chiba.ouj-dosokai.net/
mailto:chiba.ouj.dosokai@gmail.com
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秋祭り出展者のご紹介⑥

２階第８講義室
MMAP

出展時間／中南米諸国珍品展示・活動発表は開催期間中

世界の中で、政治・経済・文化があらゆる面でグローバル化していく中、当会も
当初中南米各国から始まった勉強会も今や、ヨーロッパ・アジア・中東と取り上げ
る対象国を広げています。今回の秋祭りではそれらの活動の発表・珍品の展示、
そして放送大学大学院を出られイランにも留学された奈良玲子博士の講演を加
えました。「イスラム教シーア派、その起源と現状」と題して２日目午後１時から行
います。イランだからシーア派です。イスラム教にはスンニ派・シーア派・フーシー
派・シン派など幾つもあります。中東全域で起こっている事を思うと、その台頭と
波及の解明は、放大の学生であるなしに係わらず、一般の人達が聞いても非常
に面白いと思います。JICAシニアボランティアの活動展示もあります。
中南米研究会は実際にその国々に行って色々な活動を行ってきた人たちを講
師として話しを聞き国際感覚を醸成している会です。どうぞ第８講義室へ

世界の国々を知ろう（JICA活動展示）

特別講演：「イスラム教シーア派、その起源と現状」
１１日（日）１３：００～１５：００ 東洋学園大学講師：奈良 玲子

折り紙とパズルで遊びましょう
１０日（土）１２：３０～１３：３０

中南米研究会

スペイン語友の会

2階第8講義室
N

MAP

スペイン語を楽しもう！
出展時間／１０日（土）は１３：３０～１４：３０、１１日（日）は１１：００～１２：００

～スペイン語とスペイン文化を、楽しく学ぶサークルです～

秋祭りでは、次のような会員発表を行います！

10日（土）

12:00～12:30 ケーナ演奏（メインラウンジ）

13:30～14:30 スペイン語クイズ（第8講義室）

11日（日）

11:00～12:00 スペイン料理試食（第8講義室）

12:15～12:45 フラメンコ演技(メインラウンジ) 
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秋祭り出展者のご紹介⑦

２階第７講義室
O悠久の生命力と古典詩歌

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。

出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中

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

古典詩歌を味わおう会 MAP

中国語学習会 PMAP

２階第７講義室中国文化と日本文化のつながり
出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中

中国語の「言語」や「文化」の学習を通して、異文化との理解を図
り、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！

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

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）

mailto:nrh55240@nifty.com
mailto:ayako-m4495@docomo.ne.jp
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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

２階第６講義室

Rあなたの『人間力』を再発見！
MAP

出展時間／１０日（土）１２：００～１５：３０、１１日（日）は１０：００～１４：３０

～心理テストを体験してみませんか？～

私たちは、千葉学習センターの創立当
初に発足した老舗のサークルです。毎月
の定例会では、カウンセリングや心理療
法、臨床心理学などについて学習してい
ます。今年の秋祭り（幕張祭）では、来
場者の皆さまに「心理学」を身近に感じ
ていただけるよう、毎年、恒例となって
いる、「人間関係力テスト」と、昨年、
初めて提供させていただいた「ユングの
８つの性格タイプ」、そして、最近、急
増している若者の「デートDV」のミニ
講座なども予定しています。

２階第７講義室

Q藍染めの会 MAP

第７講義室にて藍染めの会による展示と販売を行
います。
みなさまお誘い合わせのうえ、お越しください

出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中
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秋祭り出展者のご紹介⑨

書道クラブ「翠乃会」
２階第４講義室
T

墨の香りを味わう：展示と書体験

MAP

出展時間／１0日（土）・１1日（日）とも秋祭り開催時間中

会場の作品を展示して、クラブ活動をPRします。
来場した方に書道の楽しみをお知らせし「書」を体験していただきます。
「色紙」の展示を予定しています。

古文書を読む会

２階第５講義室
S

時空の彼方 170年前の江戸へ
MAP

出展時間／１０日（土）は１２：００～１５：３０・１１日（日）は秋祭り開催時間中

博物館や美術館でミミズが這ったような文字の傍らにある説明文に満
足して帰ってしまっていませんか。原文には物語りがあります。読め
るという事は単に文字を理解出来るだけでなく書いた人の心が判り伝
わってきます。文化を体感できます。中世・近世を通じて日本の社会
に根付き遺された古文書を解読する事は、その時代の社会を知るうえ
で必須の知識です。これらを肴に会終了後の語らいも楽しいものです。
幕張祭では第五講義室で創立ニ十周年行事を行っております。
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秋祭り出展者のご紹介⑪

グランド
VMAP

ソフトボールで身体測定！

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

出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中

ソフトボールクラブ

テニスサークルテイクバック UMAP

テニスコート親善試合&初心者・子どもテニス体験
出展時間／「初心者・子どもテニス体験」」 放大コート

１０日（土）１３：００～１５：００、１１日（日）１０：００～１２：００

「親善試合」 メディアコート
１０日（土）１３：００～１５：００、１１日（日）１０：００～１５：００

「親善試合」
活動日の違うサークル間の腕試しに参加し
て下さい。
親善試合を楽しみましょう。
ちょっぴり緊張感が味わえますよ。
少しの時間だけの方も歓迎です。
参加料は無料です。
多数ご参加お待ちしております。
飲み物は各自で
準備して下さいね。

「初心者・子どもテニス体験」
初心者の皆様に「テニスの楽しさ」を味
わってもらいます。
子供たち歓迎
ラケットを始めて持つ方も歓迎
ボールを遠くに飛ばす快感を味わってもら
います。少し慣れたら的当てゲーム
輪通しを楽しんでくださいね。
運動靴をはいてきてね。
ラケット、ボールは準備します。



千葉学習センター企画
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事務室前

WMAP

図書館コンシェルジュ～１５分ツアー～

１０日（土） 第１回１１：３０ 第２回１２：３０ 第３回１３：３０ 第４回１４：３０

出展時間／１０日（土）・１１日（日）とも秋祭り開催時間中

フランス語初歩の会

蔵書約３４万冊、全放送教材を所蔵し視聴できる施設。
グループ視聴室・演習室・持ち込みパソコン利用室、貴重書
コレクション展示コーナー、AVホールなどを学生ボランテ
ィアがご案内します。

出展時間／１０日（土）秋祭り開催時間中

第７回 秋祭り実行委員会
企画：放送大学まなぴー・ちばサポート

(^_^) いざ！の時に役立つ構内施設と秋祭りサークル会場をご案内

(^_^) 1グループ8名：新入生のお仲間と先輩、初めての出会い！

(^_^) 最後に放大グッズをプレゼント！（アンケートをご提出の方）

先輩がご案内役

構内20分ツアー

10月10日（土）受付会場／2Ｆ特別研修室

出発時間 第１回 １２：００
第２回 １３：００
第３回 １４：００

MAPX
特別研修室

１１日（日） 第１回１１：３０ 第２回１２：３０ 第３回１３：３０ 第４回１４：３０
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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】

放送大学海洋クラブ 棟梁もどき 波多野 達―白子町筏競争奮闘記―
“やったぜセニョール”

今年も九十九里は白子町でこの町最大のイベントである
“筏競争”第21回が催行され、なんとなんと我が海洋クラブ
が優勝しちゃいました。
それは単位認定試験も間近に迫った7月26日の炎天下で
の事でした。
南白亀（なばき）川の河口に１万人の観衆を集め夫々工夫
を凝らした80艘が参加、我がクラブはまたしても最も注目さ
れてスピードを競う『花のG-Ⅰ』の部に。そこには腕自慢若さ
自慢の２７艘が集結していました。
それでも昨年は自己最高の2位、しかしTopとはあまりにも力
差がありこれが限界と納得していました。
我がチームは平均齢70歳、使用する筏は手造りで４年も使
い古したオンボロ、また高齢による体調不良者続出で、今年
がラストランと覚悟してのエントリー。連続１１回の参加は立
派なものと自画自賛。
コースは150ｍ幅の河口を9艘が横一列に、ゴールは上流

500ｍ先。川は左へ大きくカーブしその左岸側には砂州が張
り出し今迄度々座礁もあった難所、決勝で有利なコースを得
るにはスタート時の位置が重要、それには予選は2位が望ま
しいと夜の宴席会議で一決。予選を勝ち抜いた面々は馴染
みの強豪・古豪ひしめく強敵がずらり、精悍な若者といかに
も速そうな形状のものが満を侍して遊弋（ゆうよく）している。
それ等に圧倒されせめて3位ぐらいになれればとつい弱気に
もなってしまいます。
号砲一発、スタートは作戦通り、12名のクルーは懸命に漕
ぐ漕ぐ、オイチニー・オイチニー。しばらくして顔を上げて見る
と前方には水面（みなも）だけ、隣の相棒に“もしかして１番？”
“どうもそーらしい”てな会話も。そのままゴールラインを通過、
“オール立てー！”、2位はと見れば遥か後方で競り合い中。
何んとブッチギリのトップ。（後日の発表で従来のタイムを17
秒も短縮した4分18秒は新記録の由）
当初は我々も半信半疑、それ程のまさかでした。歓ぶ迄には
時間がかかりました。
老いたりとは言えその気になればまだまだ、伊達に歳は取っ
ていないゾー・・・とニンマリ。
賞状と賞金10万円を受け取るやスタッフ・応援に来てくれたU
氏一家が待つ作業室へ一目散。そこで感激に浸っていると本
部から町の広報紙へ掲載のため撮影をしたいとの呼び出しが
あり、やっと実感が湧いてきました。こうなると今年限りとした
この行事への参加に“来年も”との声が案の定あり、じゃあどう
する？と悩んでいます。そのためにはメンバーの増員と若返り
が必須条件だからです。我々の7月は試験の事は暫し忘れ筏
の季節です。再びの青春とロマンの季節です。この記事を読ま
れた諸君の応募を期待しています。
“目標に向かってベクトルを合わせ「事を成す」は過程も結果
も楽しいものですヨ。”

レース途中の正念場

イカダ制作に余念なし

ゴールイン!!!

優勝賞状
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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

平成27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27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27年度第２学期の面接授業追加登録が、10月23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.61～63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（火）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（月）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22日（金）～23日（土）、教養学部が１月24日（日）～１月31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。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.64～78を、大学院はp.58～68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27年11月16日（月）～11月30日（月）必着
： 平成27年11月 9日（月）10:00～11月30日（月）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

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10日（土）・11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！


