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私は学部を卒業するときに「卒業論文」
、大学院博士前期課程を修了するときに「修士論文」を書き
ました。放送大学の客員教授になってから４年目ですが、卒業論文作成で１対１指導したのは１人だ
けです。卒業論文を書いた人は「家庭教師のようで、贅沢な授業でした」と言われ、指導をしている
１年間のあいだに著しく成長されました。
『論語』に「学んで思わざればくらし、思うて学ばざればあやうし」という言葉が出てきますが、
卒業論文を学業の集大成として作成するねらいは、まさにこの孔子の言葉にあるように思えます。貝
塚茂樹『論語』には、この孔子の言葉は「先生について書物を習っているだけで、自分で意味を考え
てみないと、ぼんやりとして、とりとめがなくなる。また、自分で考えていただけで先生について書
物を習わないと、疑いばかり多くなるものだよ」と解釈されていますが、これはまさに卒論作成の心
得を示しています。
私たち放送大学客員教授は執筆した本・論文という「学びの結果」で評価されますが、放送大学の
学生さんは「学びの過程」を楽しんでおられます。客員教授は学びの結果から満足を、学生のみなさ
んは学びの過程から満足をそれぞれ得ています。しかし、「人は価値を生み出すために生まれてきた」
という人がいます。客員教授は本・論文の作成という形で価値を創造していると自負していますが、
学生のみなさんは学びの中でどんな価値を生み出しているのでしようか。
「学びの生産」を行わず、
「学
びの消費」をするばかりでしょうか。
学生さんの大半は放送大学の講師陣が提供した文献を読むだけでしよう。これはいわば他人が作っ
た料理をひたすら食べているにすぎず、
「学びの消費」のみです。一方、卒業論文の作成は「主体的学
業の実践」「学びの生産」「学びの自立」を意味し、これはいわば自炊です。卒論の作成は、ふだんか
ら料理の腕を磨き（語学を含めた基礎学力を身につけ）
、自ら食べたいものを決め（卒論のテーマを決
め）
、自ら良い食材を買いに行き（文献を探し）、自ら料理をする（卒論を書く）ことです。
放送大学の学生さんの中には、卒論を書くことなしに、複数のコースを修了し、何回も卒業してい
る人がいます。しかし、私に言わせれば、
「いつまでも他人の作ったものを食べてばかりせずに、自炊
して、自立をしてはいかがですか」。卒業論文を書いて、学びの生産を行い、自立しましょう。

－1－

開催期間：2020 年 11 月 14 日（土）、15 日（日）イベント中止
作品展は 14 日（土）～29 日（日）まで
会

場：兵庫学習センター 6 階ホワイエ（学生控室）

●作品展：絵画、写真、手芸、陶芸品などを期間中展示。
今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とし、やむを得ず、イベント及びオープンサークル
を中止する結果となりました。ご理解の程よろしくお願いいたします。
※毎年、楽しみにして下さる学生方へ
○今年度も作品を募集いたします。申込は 11 月 8 日まで！
●作品搬入：11 月 8 日まで
●作品搬出：12 月 1 日予定
●展示期間：11 月 14 日～11 月 29 日
●申込方法：指定の用紙を事務室でお渡しします。ご記入いただき、搬入指定日までに持込下さい。

事務室からのお知らせ
●学割証について
放送大学では全科履修生、修士全科生及び博士全科生が自宅から所属学習センター（＊１）または大学本部
等（＊２）に通学する場合に使用できる「学割証」を発行しています。学割証を発行できない鉄道会社もあり
ますので、詳細は事務室までお問い合わせください。
（＊１）：回数乗車券の２割引 （＊２）：普通乗車券の２割引

●保険について
学生教育研究災害傷害保険は学生が被る教育研究活動中の不慮の災害事故に対する被害救済を目的とする
任意加入の保険です。事務室で随時申込を受け付けています。
契約開始は加入の翌日午前０時からとなります。面接授業等で加入が必要な場合は、事前に手続きをして
ください。

●学内システムについて
放送大学では学生の学修をサポートするため、インターネットを利用した各種情報システムを提供してい
ます。システムにログインするためのログインＩＤ及びパスワードは同じとなっております。
○ログイン ID：学生番号（ハイフンを除く１０桁の番号）
お問い合わせ先
○初期パスワード：西暦生年月日（８桁）
初期パスワードから一定期間経っても変更されていない学生の方は、ロックアウトされます。
○学生サポートセンター（電話：043－276－5111）○教務課教務係（e-mail：kyomuka@ouj.ac.jp）
・システム WAKABA
①教務情報機能 ②キャンパスライフ機能 ③授業サポート機能
・学生メール
学生メールの送受信
・学習センター学生用パソコン
インターネット利用
・学習センター及びサテライトスペースにおける Wi-Fi 利用（申込は所属学習センター）
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＊おめでとうございます＊
２０２０年度第１学期
卒業証書・学位記授与式

２０２０年 ９月２７日（日）
兵庫学習センターにおいて２０２０年度第１学期
学位記授与式を行いました。
卒業生 83 名（学部 83 名、大学院 0 名）の内 17 名
の方が出席されました。

２０２０年度第２学期
入学者の集い

２０２０年１０月 ４日（日）
兵庫学習センターおよび姫路サテライトスペースにおいて
２０２０年度第２学期入学者の集いを行いました。

姫路サテライトスペース
兵庫学習センター
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卒業生からのメッセージ
この度、卒業証書と学位を授与させていただく事になり、素晴らしく名誉な事、そして又、ひと回り
自信がついたと思っております。
私が放送大学に入った理由は、新聞配達のアルバイトをしていた時、昔私をいじめていた小中学時代
の同級生に絡まれる様になり、彼等の様な人間がいない所へ行きたい、そして今の時代を知る為に知識
と教養を身に付けたいと思ったのがきっかけです。
本当に多くの科目の勉強をしましたが、中でも自コースの「こころの健康科学」
「患者からみた医療」
はかなり興味深く、学ぶ事も多かったです。
滋賀や大阪、そして奈良で行われる面接授業に参加する為に、仕事明けの土日の朝５時に起きるのは
正直しんどかったですが、JR で旅も出来ましたし、単位はいただけましたし、やりがいもありました。
在校生の皆さん、放送大学を卒業するまでには長い時間がかかります。だからこそ、卒業が素晴らし
いのです！前向きに頑張って下さい！
生活と福祉コース 小関 英実 さん
60 歳で放送大学「心理と教育コース」に入学し、本年 70 歳で卒業となりました。
この 10 年間にシングルマザーとなった娘が専門学校へ行き、優先順位は娘と孫の世話となり、娘は
卒業し「作業療法士」として病院に勤め、3 歳だった孫は中学 2 年生になりました。やっと自分の時間
がもてた今年 2 月に主人が永眠し、この 10 年間の月日は「生きる」とはどういうことなのか？再度考
える時間となりました。
これからの人生を大切に科目履修生として再入学し、自分の夢に向かって楽しみながら努力したい
と思っています。ありがとうございました。
心理と教育コース 坂田 みどり さん
和歌の世界や文学を学びたくて、最初は選科履修生に入学しました。だんだん面白くなってきたので
全科履修生として入学し「人間と文化コース」を選択しました。色々な事を学びました。
今回「人間と文化コース」を卒業しますが、他にもまだまだ学びたいことがあるので再入学します。
このコロナ禍の中、卒業式を開催して下さいました教職員の皆様方に感謝しております。
ありがとうございました。
人間と文化コース
石川 由美 さん
定年退職後、趣味を広げていく中でスポーツと文化的な趣味の両立の一環として放送大学に入学し興
味のある科目だけ選んで始めました。当初は卒業するつもりなどありませんでしたが 8 年半を経て卒業
となりました。勉強していくにつれ興味のある科目が減っていきましたがその時々に応じて科目の追加
があり、またちょっとやってみようかなという科目もあっていつの間にか卒業という感じです。その間
興味を持てることが随分広がりました。又一年に２回期末試験があることによってその月は多少緊張感
があり集中的に勉強しました。
面接授業では先生は大変だなと思いながらそれぞれ充実した授業でした。残念ながら試験が終わると
忘れてしまいますが充実感はあると思います。思い返して反省することはこの歳になってこだわる必要
も無いのに良い成績をとろうと勉強したことでした。もう少し幅広く楽しく年齢に応じた勉強方法があ
ったのではと感じました。
今後は社会と産業にコースを変えて法律関連を再度勉強しようと考えています。
人間と文化コース

関 晴夫 さん

お蔭様で３回目の卒業となりました。お世話になりました諸先生方、事務所スタッフの方々、サーク
ルで共に汗を流した「やまびこ」メンバーのみなさまにお礼と感謝を申し上げます。
今回は「学位記の重みの違い＝軽さ」を痛感しています。即ち、初回は４年（８学期）で１３３単位
取得のところ、今回２年（４学期）で僅か１８単位でのゲットでした。期間も２学期目の４月で最低単
位に到達でしたので正味７ヶ月での卒業。授業料ベースなら￥７３１，５００対￥９９，０００と
１３・５％。
（面接遠征費用加味すれば尚格差拡大）勿論、当初から規定の範囲と承知済なのですが「ホ
ントにええの？」と恥ずかしい思いです。同じ１冊（枚）の学位記へ潜む費用・日数・想い出の格差実
態の一端です。
人間と文化コース 横山 正紀 さん
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卒業生からのメッセージ
現職の頃は、仕事に直接関係のある分野の書籍や資料を読むことがほとんどで、時折つまみ食いのよ
うに話題本や小説を買って読むくらい。専門分野以外のことについては、そもそも関心が薄く、時間が
ないことを言い訳にほとんど学んでこなかった。しかし、実はそれが現職時代の唯一といっていい心残
りでもあった。このまま何も知らずに人生を終えていって良いのかどうか。
定年を迎え、その後の人生を考えるにつけ、真っ新な気持ちで大学での学びをやり直してみたい、体
系的に学び直したいとの思いが日に日に膨らんでいった。曖昧にやり過ごしてきた自分の知識にもう一
度真摯に向き合い、現代の課題や基本を学び直すべきではないか。
そこで出会ったのが放送大学である。通学制の大学に再入学する方法も考えたが、学費や時間的制約の
こと等を考慮し、最初は通信制で始めてみようと考えたのが本学を選んだ直接の理由である。
入学して驚いたことは、放送大学では、私のような定年退職後の人も大変多く在籍されていること、
その中で私自身はまだまだ若造の部類であり、人生の大先輩が今も意欲満々で積極的に学び続けられて
いること、実に多彩な経歴の方々が集まっておられることなどである。面接授業や特別講義、単位認定
試験など学習センターで出会う方々の存在そのものが、私にとっては貴重であり、大いに刺激を受け続
けている。
また、放送大学は知の道先案内人でもある。今まで獲得してきた知識の地平線を、放大での学びが深
く大きく広げてくれる。自分に見えている地平線の先を、広大な知識の海原を切り開いてくれる。しか
し、自分の目的地（学びの到達点）まで決めてくれるわけではない。それは、放大での学びを土台とし
て、様々な文献や資料にあたり、仲間と学び合いながら、自らが追い求めていくべきものであるからだ。
最初の所属コースを卒業するにあたり、さらなる知の大海原に出帆してみようと考えている。
社会と産業コース 匿名 さん
苦節、２０年以上かかり卒業させていただき、ありがとうございます。
元々、異動のたびに新たな仕事に関係する知見を得るために、選科履修しておりましたが、ある程
度の単位がたまり、ここ数年は、ちゃんと一度卒業してみようと思い全科履修に切り替え、このあり
がたい機会を得るにいたりました。
大学卒業は２度目となりますが、当時と比較するとかなり勉強させていただいたと思います。
特に面接授業の、現地で貴重な体験させていただけることは、放送大学ならではかと思います。ほ
んとは、高橋和夫先生の指導を中東の諸課題で受けたかったのですが。。。
いずれにしましても、お世話になりありがとうございました。
社会と産業コース 植松 賢治 さん
洋上での仕事、転勤などにより卒業まで 12 年も掛ってしまいました。思い起こせば 12 年前、船の機
関関係の仕事に携わっていた私は熱力学やエネルギー学など専門的な知識が無く、四苦八苦していた
時、妻の「放送大学で学んだら」の一言が始まりでした。今は自信をもって洋上で勤務しています。
放送大学の講師及び関係職員の皆様 12 年間ありがとうございました。
自然と環境コース

潤井

直樹 さん

放送大学に御世話になって十年余、この間自由気儘に本当に楽しくまた有意義な日々を過ごさせて
頂きました。特に本学の先生方、学習センターの皆様方には一方ならぬお世話になり、また所属サー
クルの役員、および皆さんの暖かいご芳情には筆舌に尽くし難い感謝の気持ちでいっぱいです。
加齢と共に身体の不具合と脳力とりわけ記憶力の劣化により今回の卒業を機に一時は再入学を断念
しましたが、皆様方との交流。未知の知識への関心止み難く継続入学の手続きをとりました。
今後とも引き続き宜しくお願い致します。
自然と環境コース 髙田 圭三 さん

－5－

卒業生からのメッセージ
全科履修生情報コース卒業にいたって、感動と感謝。
この度は、放送大学で二度目の卒業となります。それでも、卒業と言う意味ではまた一つのことを成
し遂げられたかなと、小さな達成感でも、自己満足しています。今回の情報コースは再入学でしたので、
卒業に必要な単位数は１６単位を６年間で習得出来ればよいものでした。しかしながら、アナログ型の
私には、聞いたことのないアルファベットを並べた言語とか数字のマジックのような計算が、覚えにく
く理解出来ない物が沢山出てきました。だから何度か、辞めようかなと思いましたが、少しでも興味が
あったのと、せっかく仕事の合間に少しずつでも、学べる場があるのではないかと、私自身に言い聞か
せながら楽な気持ちで、楽な形で放送授業から少しずつ視聴することにしました。不思議ですね、そう
すると何故か自然と頭の中に少しながらでも、入ってきているのでしょうか、映画や、ドラマ、アニメ
を観た後のように、なんとなく思い浮かんだりしてくるようになってきてるのです。そうなってくると、
だんだん、楽しくなってきて、印刷教材も読むようになり知らず知らず机に向かい勉強をしているよう
に、なってきていました。それでも、いざ、単位認定試験の時には、思うような成績結果が出無い科目
もありました。
やはり、人には向き不向きがあるのだろうと、あきらめながらも、それでもせっかく「費用と努力と
それにともなうついやす時間」がもったいないではないかと私自身にいいきかせ、面接授業へと逃げて
しまいました。それでも、やっと卒業出来たと言うことです。
しかし、今学期の面接授業はコロナウイルスの影響により、Zoom や Web での放送大学始まってい
らいの出来事ではないかと思います。その為か、面接授業の課題が多くて、頭を悩ませた次第でした。
それと、普段はセンターに出席して、受験する単位認定試験も自宅試験となりました。それでも、この
度の卒業もよい経験が出来たと感じ取っています。しかしながら、大学とは社交性の場でもあるので、
単位認定試験くらいは、センターでしたいかなとも思いました。
このようなことから考えてみると、放送大学は沢山の教養を自分のペースで学べると言うことから、
今の私の経験からとしては、マラソンに例えると、
「長い距離をゆっくり走ろう」と言う健全でありたい
と言う願いです。ありがとうございます。
情報コース 岸本 末広 さん

卒業生に対しまして、本誌への投稿をお願いしたところ、10 名の方から投稿頂きました。
誠にありがとうございました。
また、今回 3 名の方が名誉学生として御名前が上がりました。おめでとうございます。
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サークル紹介
※サ－クルの内容等が聞きたい方は、直接各サークル代表者にお問い合わせください。
サークル名

活 動 内 容
毎月第 2 日曜日に近郊日帰り例会登山。夏山では日本アルプス挑戦。ホワイエに

やまびこ

でじかめくらぶ

Ｃ言語研究会

例会案内掲示しています。体験参加歓迎します。
季節に合わせ、随時例会を企画。ホワイエ掲示板に写真の展示。期末には東京周
辺の旅を企画。
Ｃ言語のプログラミングの演習等を行う。（兵庫 SC）
エクセル、ワードの演習等を行う。（姫路 SS）
毎月 1 回、日曜日（10:00am～12:30pm）に開講する。講師は神戸大学稲葉太一

数学おもしろクラブ

先生を招聘して「微分積分」を面白く・楽しく学習する。
E-mail：inakayama@soleil.ocn.ne.jp

歴史同好会－クリオの集い－

生命と人間を考える研究会
（ＳＬＨ研究会）

会員有志による自由テーマで幅広く歴史を学ぶ。月 1 回、学習会を開く。
E-mail:s654649k@gmail.com
毎月１回原則として第１土曜日の午後に、医学の視点からヒトのからだと、哲学の
視点からこころに付いて学ぶ。顧問は神戸大学医学部名誉教授の岡田安弘先
生。

E-Mail : yoshiki_takatoh@yahoo.co.jp

みんなで楽しく歌っている男女混声の合唱部です。入学／卒業式では放送大学学
混声合唱部「うたごえ」

歌を歌います。春・秋には皆さんに呼びかけてオープンレッスンを開催しています。
E-mail：haruyo331@cwk.zaq.ne.jp

中国語会話サークル
英語（英会話）勉強会

ＥＳＳサークル

ゴルフ同好会

経済と金融を学ぶ会
ＩＣＴサークル

月２回、中国語会話のレッスンを行う。
E-mail：cjd47870@ams.odn.ne.jp
月 2 回、英会話（外国人講師）および文法学習・CNN ニュースリスニング輪読を行
っています。 E-Mail:capt_hirakawa@yahoo.co.jp
月 1 回、コミスタこうべにて、簡単な英語を使って練習する初級英会話サークルで
す。
２ヶ月ごとにゴルフコンペを開催する。

第 3 土曜日の午後、テキストと関連資料により学習し、テーマに沿って意見交換す
る。E-mail：medakakojiro@yahoo.co.jp

（ＰＣＱＡサークル）

月 1 回、勉強会・情報交換会を開催しています。ご自由にご参加ください。
E-mail : campus.ouj.hyougo.pcqa@gmail.com

サークル・ヒストリエ

月 1 回、西洋古典の著作の中から優れた作品を選択し、会員全体で輪読する。

「健康と病気」清談・漫談

２ヶ月に１回程度の学習会を開催する。

地質と環境を語る会

月に１回、地質、環境、トピックス、災害について語り、年２回程度地層や関連施設
の見学を行う。
毎月第一金曜日に、近郊の里山に出かけて、植物の観察を行います。

武田義明先生と里山を歩こう会

顧問は、神戸大学名誉教授武田義明先生。（7 月、1 月は原則お休み）
C メール希望致します。

やまびこ
六甲山や関西一円を足場として、毎月近郊日帰り山行を行っています。行き先は各月毎の
リーダーが熟慮を重ねた素晴らしいコースをリード、毎回新たな発見があります。最高齢約
90 歳の方も参加、それぞれの力量で楽しんでいます。ハイキング程度の緩やかなコースや少
しハードな場合など、また昨年は遠征で日本アルプス槍ヶ岳に、個別企画で台湾玉山にも挑
戦しました。会員にはスペイン巡礼紀行配信あり。是非一度参加してみて下さい。
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でじかめくらぶ
”でじかめくらぶ”と言っても、所謂カメラマニアの集まりではありません。本格的な撮影技術を競
うものではありませんので、腕に覚えは不要です。季節の花を探しに行ったり、古い町並みやお城・社
寺などを訪ねています。３月には千葉の学園本部にあるセミナーハウスの宿泊施設を拠点にして、恒
例の江戸下りの旅を企画しています。一緒に遊びに行きましょう。

Ｃ言語研究会
「C 言語研究会」は、演習第一主義、毎月、兵庫学習センターの実習室で初心者向けの「C 言語の基
礎と応用」と中上級者向けに「ラズベリーパイ、アルディーノの応用」、「機械学習と深層学習」 (小
高知宏著 オーム社 )、スクラッチの演習等色々なものに興味を持ってプログラム演習をしています。
外部からは、「難しそう」と思われているようですが、初心者にも分かりやすく、例会の時に作成する
プログラムは、エラーを取り除いて、必ず動作させ、プログラミングを楽しんでいます。C 言語研究会
の演習の資料は、放送大学兵庫同窓会のホームページのサークル活動内で公開しています。プログラ
ミング等に興味のある方は例会の時に、実習室にお立ち寄りください。

数学おもしろクラブ
数学おもしろクラブは、神戸大学稲葉太一先生を招聘して「数学の考え方・正しい学び方」を身に
付けることを目的に沿って学習します。令和 2 年度のクラブ活動は、三宅敏恒「線形代数学ー 初歩
からジョルダン標準形へー 」2008 培風館のテクスト（text)で開講します。学生諸君に ”クラブ
会員“ を募集します。開講日には、お気軽にお立ち寄りください(コロナ Virus のため大学の施設の
利用制限中、告知板参照願います)。
クラブ開講日時: 毎月 1 回日曜日、午前 10 時から 12 時～13 時まで(6 階)
1. 開講予定日: 11/15(日)、12/○(日)閉講、1/10(日)、2/14(日)、3/14(日)
2. 会
費: 毎月 1,500 円
3. 申 込 書: サークル紹介文書箱の「申込書」でお申し込みください。

歴史同好会－クリオの集い－
温故知新、歴史を学んで人間を知る。楽しく学ぶをモットーに歴史のあれこれを色々な視点から学ん
でいきます。原則として毎月第三金曜日、兵庫学習センターで開催し、講師は会員有志、会費はコピー
代程度としていますので、気軽にご参加ください。
因みに、「クリオ」とはギリシャ神話に登場する歴史の女神です。

生命と人間を考える研究会（SLH 研究会）
私たちは生命科学としてヒトの身体の構造と機能や疾病について医学的視点から学びます。 また
生きるとはどういうことかを哲学的視点から学びます。例会は毎月 1 回、原則として第一
土曜日
に開催しています。 前半は、顧問の神戸大学 医学部名誉教授の岡田安弘先生に「身体と疾病」に関
するテーマを選んでプリントを作成して講義をしていただきます。参考書として以前学びました岡田
先生の著書「生命科学」を用いています。
後半は澤瀉久敬著「哲学と科学」
（ＮＨＫブックス）を輪読しています。この本は、哲学と科学の違
いと相互の関係を明確で解かりやすく解説した書物で、プリントを用意しています。また毎年 8 月に
はしあわせの村で「夏期研修発表会」を開催し、関連したテーマの研修成果を発表して、研鑚する機
会としています。前半又は後半だけでも参加できます。会費は 6 カ月 2,000 円です。
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混声合唱部「うたごえ」
日本のうた、世界のうた、こどもの歌、おとなの歌をみんなで楽しく、そして放送大学学歌は若干
の使命感をもって歌っています。男女１５人前後のメンバーで混声のハーモニーを楽しんでいます。
レッスンは 7 階多目的室で、月 4 回（火曜日午前中）、うち 2 回は講師（優しい素敵な先生です）を招
き指導を受け、2 回は部員たちで自主練習をしています。会費は月 1,500 円
♪初心者歓迎！ いつでものぞいてください！♪

中国語会話サークル
中国語会話の基本を学ぶために、中国人女性講師による基礎的なレッスンを行っています。今のとこ
ろ、10 人程度の少人数ですが、中国人に少しでも通じる中国語をマスターしたいという気楽な集まり
です。講師の美しい中国語に惹かれて、初心者とベテランが一緒になって、和気あいあいとやっていま
す。レッスン前には、中国語基礎音の発音練習を行うなど、中国語が初めてという方でも気軽に参加で
きるように心掛けています。いつでも、ご見学にお越しください。お待ちしています。
場
所：兵庫学習センター７階多目的室
日
時：月 2 回（原則 第１､第３火曜日) 13：00～14：30
会
費：毎月 2,500 円、初回のみ入会金 1,000 円
テキスト：相原茂著「国民的中国語教本/ときめきの上海」(朝日出版社)
サブテキスト：塚本慶一、芳沢ひろ子共著「中国語で案内する日本」（研究社）

英語（英会話）勉強会
英語を楽しく勉強する会です。前半の一時間は講師（今年 7 月からはレバノン人神大院生）との英
会話、後半の一時間は学生だけでの英文法復習と CNN ニュースリスニング輪読を行っています。コロ
ナが落ち着けば年 2 回の親睦食事会を再開する予定です。
開催日時：月 2 回（第二・第四水曜日） 午後 2 時～4 時
場所：7 階多目的室
会
費：2000 円/月（講師への謝礼、食事会費用）
テキスト：文法-Forest（1520 円+税）、CNN ニュースリスニング 2019[春夏]（1100 円）
注：学習センターが使用できない期間はコミスタ神戸で感染防止対策を取りながら継続しています。
気軽に覗いて下さい。時間の変更の可能性がありますので事前に代表に確認をお願いします。

ＥＳＳサークル
やさしい英単語を使って、日常会話を中心に勉強する英会話サークルです。皆さんが放送大学や NHK
の英語番組等で覚えたフレーズを互いに教え合いながら学習を進めます。英語で会話する中で、話す
コツを学びます。是非一度見学においでください。
例会は、毎月 1 回（第 1 日曜日、午後 1:30～4:00）練習場所は、「コミスタこうべ」
（阪神春日野道駅より徒歩５分）です。

ゴルフ同好会
放送大学にご入学の皆さん ご入学おめでとうございます。
皆さん ゴルフをしましょう。私たちは放送大学で勉学に励むかたわら神戸、三木市近郊のゴルフ場
で年６回コンペを開催しゴルフを楽しんでいます。老若男女併せて１５名の会員で，暑い時も、寒い時
も、ゴルフに最適な季節もコンペを開催し，交流を深めています。経験者はもちろん初心者の方も大歓
迎です。友人と一緒の参加もＯＫです。春，夏，秋など、四季を感じながら自然の中で爽やかな汗をか
く！いかがでしょう？楽しいですよ。
学習の合間に仲間とともにゴルフをやりませんか、ご連絡をお待ちしています。
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経済と金融を学ぶ会
テキストとして 1950 年から版を重ねている「日本経済読本」の最新版（第 20 版 2016 年 3 月 3 日発
行）を使用して学習しています。メンバーで輪読し、テーマごとの最新資料なども紹介しながら自由
な討論、意見交換を行っています。理論の勉強というよりは経済や金融、財政、政治などから見た国
家／地方、社会／組織、職場、教育現場、家庭／個人などの現状理解、国際比較、課題検討などを行
っています。放送大学ならでは、広い年代層のメンバーと意見交換ができます。是非参加してみてく
ださい。会費は 6 か月 500 円

ＩCＴサークル（ＰＣＱＡサークル）
日常使用しているパソコン、モバイル機器、ゲーム機等の疑問について、参加者がお互いに情報交
換を行える場を設けています。1 回/月で活動しています。ご自由に参加ください。
サークル HP : https://sites.google.com/site/pcqacircle

「健康と病気」清談・漫談
谷口洋先生（神戸大学名誉教授・元放送大学客員教授、現役内科医師）の健康と病気についての講
義をきかせていただきながらの学習会です。２か月に一度水曜日の開催予定です。一度のみ、興味の
あるテーマのみの参加も可能です。皆様お気軽にご参加ください。テーマ、日程など詳細につきまし
ては、ホワイエにポスターを掲示しておりますのでご参考になさってください。

地質と環境を語る会
２０１４年４月に発足しました。地質学御専門の田結庄先生とともに、地質、環境、トピックス、
災害などのテーマについて語り合い、また１年に２回ほど近郊の地層見学や関連する施設の見学も予
定しています。

武田義明先生と里山を歩こう会
今年 4 月より発足しましたが、コロナの影響で半年活動中止でした。この 10 月よりいよ
いよ再開です。活動内容は、第一金曜、神戸大学名誉教授武田義明先生に、四季折々の草花
や木々の名前や興味深い生態を毎回数百種も教えて頂きながら、半日里山を巡っています。
自粛慣れで心も体も篭りがちになっていませんか？ぜひ、一緒に植物の素晴らしい世界に
行きませんか？

サークル活動にご興味のある方は、
直接サークル代表者へ連絡して下さい。
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通信指導について
通信指導とは、放送教材及び印刷教材により行われる授業において、各学期の途中に１回前半の一定の範
囲で出題され、その答案を提出して担当教員の添削指導を受けることです。この添削結果により、単位認定
試験の受験資格が得られます。
※未提出あるいは提出期限までに大学本部に到着しなかった場合は、評価の対象とはなりません。

送付時期
８月下旬～１１月上旬
問題は、印刷教材と一緒に発送します（一部の科目については別に送付される場合があります）。発送
状況については、システム WAKABA で確認できます。
※１１月５日までに届かない場合は大学本部（043-276-5111 総合受付）に連絡してください。

提出期間
郵
送
WEB 通信指導

１１月１７日（火）～１２月 １日（火）大学本部必着
１１月１０日（火）１０：００～１２月 １日（火）１７：００

評価
通信指導添削結果は、１２月末～１月上旬頃に返送されます。
通信指導の合否結果は、添削結果と同時期に送付される「単位認定試験通知（受験票）」によって通知
されます。なお、「単位認定試験通知（受験票）」と「通信指導添削結果」は別便で送付されます。「単位
認定試験通知（受験票）
」は添削結果より前に届くことがあります。
添削結果が、択一式科目（併用式科目の択一部分）の場合は１月８日、記述式科目（併用式科目の記述
部分）の場合は１月１８日までに届かない場合は、大学本部（043-276-5111 総合受付）に連絡してくだ
さい。

単位認定試験について
単位認定試験期間
○１月１３日（水）～１月２１日（木）消印有効

単位認定試験実施方法
実施方法については、２０２０年度第１学期に準じた方法
（自宅で答案を作成し、郵便で提出する方法です。）にて実施する予定です。
なお、２０２０年度第２学期の単位認定試験については、これから大学で検討を進め、郵便や大学ホー
ムページ、システムＷＡＫＡＢＡ等で順次お知らせいたしますので、必ずご確認ください。
また、学籍に登録している住所が誤っている場合、単位認定試験の受験に必要な受験票や解答用紙等、
郵便物の未着や遅延が発生いたします。登録住所に誤りや変更がないか、あらためてご確認いただきます
ようお願いいたします。

科目登録時の注意点について
各科目には、学習センター等での受験を前提とした試験日・時限が設定されています。そのため、自宅
受験となった場合でも登録システム設計上同一試験日・時限の科目を重複して登録することはできませ
ん。ただし、２０２０年度第２学期再試験科目と２０２０年度第２学期に新規に科目登録した科目が同一
試験日・時限であった場合に限り、両科目とも受験する事が出来ます。
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･･･閉所日

･･･臨時閉所日

今後の予定
･･･単位認定試験

日

月

火

１1 月
水

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

･･･視聴学習・図書閉室

木

金

土

≪11 月≫
14 日～29 日

文化祭作品展（兵庫 SC）

26 日～

2021 年度第 1 学期募集要項配布

26 日～2 月 28 日 2021 年度第 1 学期出願受付（第 1 回）
●通信指導提出期間
（郵

送）17 日～12 月 1 日（本部必着）

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）10 日 10 時～12 月 1 日 17 時まで

１2 月
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

29 日～1 月 4 日 年末・年始閉所日
末日～1 月上旬

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

金

土

1

2

≪12 月≫
通信指導添削結果発送

１月
日

月

火

水

木

≪1 月≫
中旬

単位認定試験通知（受験票）

中旬

次学期『科目登録申請要項』送付

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

●単位認定試験期間

25

26

27

28

29

30

13 日～21 日

24

31

16 日・17 日 臨時閉所日 ＊兵庫ＳＣのみ
29 日・31 日 臨時閉所日

2月
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

下旬

7

8

9

10

11

12

13

25 日

14

15

16

17

18

19

20

●第 1 学期科目登録申請期間

21

22

23

24

25

26

27

（郵

≪2 月≫
成績通知
臨時閉所日 ＊兵庫ＳＣのみ

27 日・28 日 臨時閉所日 ＊姫路ＳＳのみ
送） 13 日～27 日（本部必着）

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） 13 日～28 日 まで

28

3月
日

月

火

水

木

金

土

≪3 月≫

1

2

3

4

5

6

11 日～16 日 2021 年度第 1 学期出願受付（第 2 回）

7

8

9

10

11

12

13

12 日

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

臨時閉所日 ＊兵庫ＳＣのみ

24 日～31 日 視聴学習・図書室閉室
20 日 2020 年度放送大学学位記授与式（本部主催）
21 日 2020 年度第 2 学期学位記授与式（兵庫 SC）
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