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所長からのメッセージ 

放送大学で単位をとるコツ 
 

放送大学福井学習センター所長 梅澤 章男 
 

教養学部をこの 9 月に卒業された方々を祝う学位記授与式と，10 月から入学された方々

を歓迎する入学者の集いを 9 月 22 日に開きました。出席された卒業生の皆さんから，卒業

に必要な 124 単位をどのように取得してきたか，苦労話を含めてお聞きしました。ここで

は，卒業生や大学院の修了生からこれまでお聞きしてきた放送大学で単位を取るコツをご

紹介しようと思います。 

教養学部を卒業し，大学院も修了間近なベテランの学生さんから，久しぶりに放送授業を

取ったところ，大学院だからラジオ番組ですが，面白いのだけれど，なかなか頭に入ってこ

ないので苦労した，というお話を聞きました。毎日放送授業を聞いているとすっと頭に入っ

てくる授業でも，ちょっとブランクがあると，なかなか入ってこないということは，放送授

業の単位を取るには，慣れやスキルが必要だと理解しました。 

卒業生が強調されることに，興味のある科目に絞るというコツがあります。たくさんの科

目を取らないで，興味のある少数の科目から始めるということです。ある卒業生は，興味の

ある音楽の放送授業を受講し，全国で開かれている音楽の面接授業を行脚したそうです。そ

のうち，音楽の背景にあるヨーロッパの歴史や文化に興味が広がっていったとおっしゃっ

ていました。 

多くの卒業生は，テキストの重要性を指摘されます。入学当初はテキストがとても難しく

感じたそうです。取りたい科目から１つを選ぶ決め手は，テキストの読みやすさだそうです。

学習センターの図書・視聴学習室でテキストを読み比べて，すっと頭に入ってくるテキスト

の科目を受講するとおっしゃっていました。どの科目を取るか，あれこれ悩んでいる時が，

とても楽しいひと時だったとおっしゃった方もいました。別の卒業生は，放送授業は 1 年か

けて作られ，番組の内容が試験に出るので,すべての回を勉強するのが大事だと分かっては

いるが，試験準備のため早朝放送授業を視聴していると，睡魔に襲われるので，テキストを

読み込むことを学習の中心にして，なんとか単位を取ってきたとおっしゃっていました。こ

の言葉に，同感される方はいると思います。まとめると，興味のある，テキストが読みやす

い科目に絞って学習を始めるのが卒業への近道だということになります。 

もうひとつ卒業生が重視されていたのが過去問です。WAKABA に掲載されている過去 2 回

の試験問題をテキストの横に置いて学習するのが良いそうです。試験問題は担当教員が何

を重視しているかを教えてくれるので，テキストのその箇所を繰り返し読み込むことが重

要と強調されていました。 

2 学期の授業が始まりましたが，通学制の大学とは違って，放送大学は受講前に実際の授

業やテキストそして試験問題まで見ることができるのが大きな特長です。ぜひこの特長を

活かして，自分に合った科目を選んで，単位を積み重ねていただきたいと思っています。 
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通信制大学で学ぶ皆様にとって、本部および学習センターから届く郵便物は「命綱」の

ようなものです。ご面倒でも必ずご一読いただき、学年暦（学生生活の栞 １０～１１ペ

ージ参照）等を参考にして、通信指導の提出、面接授業追加登録の手続き、単位認定試験

の受験など学習に支障が生じないようにしてください。 
 

通信指導の提出は忘れずに！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
面接授業の追加登録について 

 

福井学習センターでは、事前受付期間に郵送・FAX・直接持参により申し込みを受け付け、

追加登録期間初日に、抽選方式にて追加登録者を選ぶ方法をとっております。 

 

①面接授業科目追加登録申込書に必要事項を記入し、郵送・FAX・直接持参のいずれかにて、

福井学習センターへお申し込みください。 

事前申請期間：令和元年１０月１９日(土)１２時～１０月２４日(木)１７時必着 

 

②事前申請をされた方を対象に抽選をし、当選された方にのみ１０月２５日（金）１０時３０

分から１２時の間にご連絡いたします。電話に出ることができなかった場合、着信履歴、留守番

電話等を確認して、学生本人から同日１７時までに電話にて当学習センターへお問合せくださ

い。当選した科目のキャンセルはできません。 

 

③当選された方は１１月１日(金)１７時まで（１０月２６・２７日開講の科目は、１０月２５

日（金）１７時まで）に授業料を納入願います。納入されない場合、追加登録許可が取り消され

ますのでご注意ください。窓口に直接持参または現金書留（８４円切手貼付の返信用封筒と学生

証のコピーを同封のこと）にて受付いたします。 

 

事前受付期間後に空席のある科目について１０月２５日（金）から随時、科目ごとに定められた

追加登録受付期日まで受付します。面接授業科目追加登録申込書と授業料、学生証を直接学習セ

ンターに持参し、手続きを行ってください。 

 
学生証の交付ついて 

令和元年度１０月に新規入学･再入学・継続入学された方、学生証の更新時期に該当する方

（有効期限が２０１９年９月末の方）について事務室にて交付しております。遠方にお住

まいの方は事務室までご相談ください。 

↑通信指導の見本です。 

【提出期間】 

郵送による提出の場合 

令和元年１１月１５日（金）から１１月２９日（金）本部必着 

 

Web 通信指導による提出の場合 

令和元年１１月 ８日（金）から１１月２９日（金）１７時まで 
通信指導が不合格又は未提出の方は、単位認定試験を受験できません。 

学生生活の栞 学部Ｐ６７～院Ｐ６２～をご参照ください 

事務室からのお知らせ 
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令和元年度第１学期卒業生 (敬称略・コース別五十音順) 

福井学習センターから 11 名の方が卒業されました。心からお喜び申し上げます。 

 

生活と福祉コース  社会と産業コース 

勝木 美奈子      林田 光司 

 長谷川 毅    人間と文化コース 

林  大輔          大久保 か代 

心理と教育コース     長谷川 巧 

市橋  美穂     情報コース 

藤本  たかね       川端 與一郎 

 

※本人のご同意をいただいた方について、氏名を記載させていただいております。 

（敬称略・コース別五十音順） 

 

編集サークル作成ページ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

卒業生・修了生 

からの 

メッセージ 

ご卒業・ご修了おめでとうございます。編集サークルから卒業生・修了

生全員に“卒業にあたっての一言”をお願いしました。その内容について、

“喜び・抱負等”に加えて、在学生に向けてのお言葉として“お勧めの科

目名とその理由”及び“勉強する上での工夫”についても併せてお願いし

ました。今回お寄せしていただいた全ての方のメッセージを掲載しまし

た。参考になるメッセージ有難うございました。 （掲載順不同） 

市橋 美穂 さん  私は、現在 3 歳と 1 歳

の子育てをしています。 

子育てをしながらの勉

強はとても大変で、自分

の時間がほとんどなく、

毎日、朝早く起きて 30

分から 1 時間程度教科

書と向き合いました。 

 今回で卒業するぞと

強く思うことで、気持ち

がブレることもなく頑

張れました。 

川端 與一郎 さん 今回で４つ目のコー

スの卒業となる。卒業は

一つのけじめであり、達

成感を味わうことがで

きる。 

いろいろと学び得た

ことが生活の中に活き

た時嬉しくなる。 

この後も別のコース

に再入学して、更に新た

なことを学び、心豊かな

人生を送りたいと考え

ている。 
大久保 か代 さん 

 「音楽理論の基礎」と「現代日本社会の音楽」

は 2 冊とも閉講科目のため図書にあります。 

 「音楽理論の基礎」は音楽好きには必見の専

門書です。「現代日本社会の音楽」は、明治時

代から現代までの多様な音楽の変遷を歴史的

に概観していて夢中になる。 

 読み応えのある 2 冊をお勧めします。 



－4－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・編集サークル作成ページ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和元年度第１学期 学位記授与式に出席された卒業生の皆さん 

勝木 美奈子 さん 当時大学２年だった

息子と一緒に卒業を目

指しましたが、半年遅れ

て卒業できました。 

仕事をしながらの学

習で、なかなか頭にも入

らず苦しみましたが、オ

ンライン授業も受講し、

仕事にも生かせる内容

で知識として自分のも

のにもなり、受講して良

かったです。 

藤本 たかね さん 

放送大学へは、興味のあっ

た心理学を学ぶために入学

しました。 

面接授業での心理学実験

や鋳造、分光器作り、卒業研

究への挑戦等、興味の赴くま

ま楽しく学ぶことができま

した。 

先生方の丁寧な指導と一

緒に学ぶ皆様の励ましのお

陰で、卒業することができま

した。ありがとうございまし

た。 

長谷川 巧 さん 
 今回で２回目の卒業

となりました。 

 面接授業を楽しんで

いるうちにいつの間に

かという印象で、あまり

勉強しなかったなあ～

という思いがある反面、 

こういうのも「有」かな

と自分を慰めている今

日此の頃です。 

長谷川 毅 さん 不登校や経済的理由

で進学を断念していま

したが、機会を得て看護

師（短大）になり、今回

４年制大卒資格を取得

できました。大学院進学

を目指し勉強を続けて

いきます。 

認定心理士取得のた

め心理学科目を受講し

ました。人間理解が深ま

りお勧めです。 
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 図書・視聴学習室利用案内 福井学習  

センター  

Question.  

図書・視聴学習室の利用時間、入室方法がよくわからないのですが・・・・ 

Answer． 

利用時間は通常、月曜閉所、平⽇（⽕曜〜⾦曜）9：30〜18：00、土曜、⽇曜は 30 分繰り上がり 9：00〜
17：30 となります。しかし、単位認定試験⽇は、試験時間を考慮して、9：00〜19：00 通常よりも⻑い時
間ご利用ができます。すべて閉室 10 分前となりましたら、お帰りのご準備をお願いします。学位記授与式、
入学者の集い、新学期準備、機器点検調整などで、臨時に閉室することもありますが、掲示でお知らせしま
すのでご確認ください。 
入室方法ですが、手荷物の中から筆記用具、貴重品など必要な物を、学生休憩室にある透明手提げバッグ
に入れていただき、それ以外の荷物類は、１００円戻りのロッカーに納めて入室してください。室内にポ
ット等はご用意していますが、電子機器や図書の保護の為、飲食は学生休憩室にてお願いします。また、学
生休憩室の閉室時間も図書・視聴学習室と同じとなりますので、ロッカーご利用の方は、お早めにお帰り
のご準備をお願いします。入室の際には学生証をお持ちになり、カウンター上の棚に差し込んでください。
（お帰りの時に忘れずに学生証をお持ち帰りください） 
 

Question. 

以前と図書の位置が違っていて見つけられないのですが・・・・ 

Answer． 

新着図書、参考図書、面接授業参考図書、通信指導課題図書など、別置で特別棚を設けていますが、ある程
度の時期になると、請求記号（本の背ラベル下に貼ってある記号）の場所へと排架しています。その為、以
前の排架場所とは、ずれていくようになります。図書は、⽇本十進分類法によって請求記号がつけられて
おり、３桁の頭数字が、０．総記 １．哲学 ２．歴史 ３．社会科学 ４．自然科学 ５．工技術学、工
業 ６．産業 ７．芸術 ８．言語 ９．文学 の１０種類からなり、さらにそれを細かく分類していま
す。おおまかですが、この記号を記憶しておけば、お探しの図書が種別で見つけ出す事ができ、またお探し
の図書以外で、同じ種類の他の図書との出会いも体験できます。図書の請求記号は、放送大学附属図書館
の OPAC で、図書名を検索すると、所蔵一覧が表示されますので、請求記号欄でご覧になれます。事典、
辞書、図鑑などのレファレンスブックや大型本、所⻑からの寄贈書、研究報告は、通常の請求記号場所とは
別に配置されていますので、お尋ねください。 
     

O 学生多くの学生の方々が、心地よく過ごせる環境を提供できるよう努力しています。 
   ぜひ、ご利用ください。 
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福井学習センター内にある図書で、図書担当スタッフが選んだ 

床心理、学校、医療、司法、さまざまな心理面接に必要なのは、 

苦しみ、痛みを抱かえている患者、クライエントの“こころを聴く”ことが、 

大切とされています。本当の支援が出来る専門家になるには、十分な訓練と 

修練による成長が力となりますが、それには、さまざまな基礎技術とステップがあり、 

この本ではわかりやすく紹介しています。 

―岩崎学術出版社 

―２０１５年６月発行 

耳の傾け方―こころの臨床家を目指す人たちへ 

著者： 松木 邦裕 

心をなごませる感じのよい英会話（CD 付） 

著者： 原島 一男 

と人との交流で、心がほっこりと温まるコミュニケーションがあります。英語初心者の

方も、話せる方も、英語で話す機会があれば、ぜひ、実践してみてはいかがでしょうか。 

その一言が、多文化交流となり、よい出会いへと繋がるかもしれません。 

Have a good time (楽しんで) 

―ベレ出版 

―２０１５年７月発行 

この３冊 

生涯人間発達論 ―人間への深い理解と愛情を育むために― 

著者： 服部 祥子 

間は生まれた限り、やがて死へと向かっていきます。人生の周期は１０階層に分かれ、

発達したり、衰えたりと、心身共にその時期ごとに変調が生じていきます。その事を念頭に置

いて、相手の行動、心情を理解し、相手との関わり方がスムーズに出来るようになれたら、と

考えさせられる内容です。 

―株式会社医学書院 

―２０１０年９月発行 
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月曜・祝日は閉所日です。 

10 

月 

 1 日（火） 放送授業開始 

 5 日（土） 大学院修士・博士全科生第１次選考（筆記試験） 

11 日（金） 司書教諭 単位認定試験課題 提出期限〈本部必着〉 

19 日（土） 令和元年度第２学期面接授業 追加科目登録 空席発表 １２時～ 

25 日（金） 令和元年度第２学期面接授業 追加科目登録 受付開始 １０時～ 

〈面接授業〉   〈学習会・懇話会・ゼミナール〉 

19 日（土）・20 日（日） 心理学実験１ 6 日（日）宮崎先生 ゼミ 

19 日（土）・20 日（日） 基本語彙で英語を話そう  12 日（土）浅井（初級）・岸先生学習会 

26 日（土）・27 日（日） 食の科学  12 日（土）石井バークマン先生 ゼミ 

  16 日（水）梅澤所長 ゼミ 

  19 日（土）岸先生 学習会 

  20 日（日）高田先生 ゼミ 

  26 日（土）浅井先生 学習会（中上級） 

  26 日（土）石井バークマン先生 ゼミ 

  27 日（日）宮崎先生 ゼミ 

      

11 

月 

1 日（金） 卒業研究報告書提出期限（未提出の場合でも期日までに本部へ連絡が必要です） 

10 日（日） 大学院・博士全科生第２次選考（面接試問） 

16 日（土)又は 17 日（日） 大学院・修士全科生第２次選考（面接試問） 

29 日（金） 通信指導提出期限【Web の場合は 17 時まで、郵送の場合は本部必着】 

〈面接授業〉  〈学習会・懇話会・ゼミナール〉 

9 日（土）・10 日（日） 西洋中世の歴史と亡霊   2 日（土）門井先生 学習会 

16 日（土）・17 日（日） 聴覚情報処理と工学  9 日（土）浅井（初級）門井先生学習会 

16 日（土）・17 日（日） 城下町のかたちと社会  9 日（土）宮崎先生 ゼミ 

30 日（土）・12/1（日） 財務データの作り方と使い方 10 日（日）高田先生 ゼミ 

30 日（土）・12/1（日） 特別支援教育と共生社会の実現 13 日（水）梅澤所長 ゼミ 

  16 日（土）石井バークマン先生 ゼミ 

  24 日（日）高田先生 ゼミ 

  27 日（水）梅澤所長 ゼミ 

  30 日（土）浅井先生 学習会（中上級） 

    

12

月 

18 日（水） 修士論文 提出期限〈大学本部必着〉 

28 日～1月 3日 年末・年始閉所日 

〈面接授業〉   〈学習会・懇話会・ゼミナール〉 

7 日（土）・ 8 日（日） 心理検査法基礎実習  7 日（土）岸先生 学習会 

7 日（土）・ 8 日（日） 都市とまちづくり 7 日（土）石井バークマン先生 ゼミ 

14 日（土）・15 日（日） 心とからだから情動を探る実習  8 日（土）高田先生 ゼミ 

21 日（土）・22 日（日） 初心者のためのホームページ作成  14 日（土）岸先生 学習会 

21 日（土）・22 日（日） 生殖医療技術による妊娠・出産 14 日（土）宮崎先生 ゼミ 

  18 日（水）梅澤所長 ゼミ 

 


