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放送大学鹿児島学習センター所長
菅　沼　俊　彦

　京都から鹿児島に10年間の大学生活を終えてきた
のは昭和53年５月のことである。鹿児島を知ってい
る先生から「アルコールは飲めるというな、へたに飲
めるといったら大変なことになる」と忠告を受けて
やってきた。当初「二軒茶屋」に下宿したので、日曜
日の午後は、鴨池のダイエーに行くのが常であった。
当時は市内唯一のショッピングモールでまだ真新しさ
が漂っており、レジのお姉さん達が、支払いが済む毎
に両手を前に揃えて丁寧にお辞儀をしていたのが印象
的だった。また、吹上浜でアベックが失踪したので、
特に夕方には行くなとすでに言われていた。
　鹿児島大学農学部の旧農芸化学科の助手として赴任
した。学科公式デビューは、天保山公園での学生との
ソフトボール大会である。平日授業を１日潰しての学
科行事で、学生は１年生から４年生まで全員、各研究
室も教授・女性職員を含め全構成員参加という現在で
は考えられないゆとりの時代であった。試合終了後、
夜は表彰式と乾杯の後、各研究室の教授室が飲ん方
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会
場となって、延々午前様になるまで飲んで語り合う。
ときには二次会として学生達とジャージーのまま天文
館に繰り出し、当時流行の YMCA を一緒に踊っても
う一汗流すといった学生との交流だった。
　職員組合の学部役員をした時、高隈の演習林に行った。
演習林の技官の方々との意見交換会と称する飲み会
で、焼酎の入ったコップを突然前に突き出された。意
味が分からず自分のコップを相手のコップにカチャン
と当て「乾杯！」といってごまかした。あとから、差
出された相手のコップの焼酎を飲み干して返杯するの
が鹿児島流礼儀と知った。
　赴任の年の秋に家内と故蟹江松雄先生の学長再選の
祝賀会で知り合った。市内在住の研究室同窓生が40
名ほど集まった中にいた。「この先生、おもして。さ

あ飲みやんせ。」とおだてられ、飲めない焼酎を３杯
立て続けに飲まされて、ふと気づいたら翌年８月荒田
１丁目の教会裏に一緒に住んでいた。焼酎のこわさを
知った（笑）。
　学科教職員の１泊旅行というのも秋の大学祭中に
あった。出発の朝、西駅から人吉に向けて列車に乗り
込むなり、紙コップが配られる。お茶がでてくるのか
なと思っていると大間違い。焼酎とお湯ポットが廻っ
てくる。早くも酒盛りが始まる。世話役研究室は焼酎
１升瓶とお湯割り用のポットを必ず持参しないといけ
ない。人吉での肌寒い川下りも無論焼酎で身体の中か
ら温める。夕方、宿に戻って温泉に入って浴衣に着替
え、食堂で夕食会が始まる。その後も場所を移して女
性職員も含め参加者全員で２次会が始まる。それも
12時過ぎまで・・ひねもす飲みっぱなし。焼酎の産
湯を使ったと思われる家内から「焼酎もまともに飲め
んで、ぐらしか
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」と見下されてきた私としては、「ほ
んまにえらい所に来てしもた」と思った。
　当時を振り返って苦節ほぼ40年、周囲の情状酌量
のおかげでなんとか今日まで身を潰さずに本職を全う
できたことを感謝している。
　さて、私の大学時代の専門は酵素化学である。酵素
は生体触媒（タンパク質）で、生体内で起きるすべて
の化学反応は酵素の介在で促進される。例えば唾液ア
ミラーゼは、口内でご飯に含まれるデンプンを分解す
る反応を促進し、糖に変えることで甘さを感じさせ
る。酵素は反応を速やかにする介在者（触媒）である。
焼酎も同様である。一升瓶の周りに多くの人々を集わ
せ、笑顔をもたらす。人と人との関係を円滑にする介
在者となる。さらには明日への活力となり、文字通り
人を動かすアルコール燃料となる。焼酎天国，薩摩の
ダレヤメ文化万歳！

焼　酎　讃　歌
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ご卒業･ご修了・ご入学おめでとうございます！

　平成 27 年度第２学期末で鹿児島学習センターからの卒業生、修了生の合計は以下のとおりとなりました。
今後とも鹿児島学習センターをよろしくお願いいたします。

　　　　　卒業生：1246 名（男性：360 名　女性：886 名）
　　　　　修了生：　  40 名（男性：   24 名　女性：　16 名）

平成27年度第２学期卒業証書･学位記伝達式及び
平成28年度第１学期入学者の集い

　平成28年3月27日（日）かごしま県民交流センター中ホールにて「平成27年度第2学期卒業証書・学
位記伝達式及び平成28年度第1学期入学者の集い」を開催いたしました。今回卒業・修了となる45名のう
ち19名が出席し、入学者は50名が出席しました。家族や友人が見守る中で菅沼所長から卒業生、修了生
一人一人に卒業、修了証書・学位記が伝達され、うち12名に学習センター特別賞が授与されました。また
入学者には岡部学長からのメッセージの披露や、卒業生・入学生双方に向けての在学生のあいさつや祝賀イ
ベントもあり、皆熱心に聞き入っていました。
　式終了後には、同窓会による卒業生・入学生歓迎レセプションが行われ、客員教員や同窓生の皆さんと大
いに盛り上がりました。

教 養 学 部 卒 業 生・大 学 院 修 了 生 名 簿
教　養　学　部 （41名）
＊生活と福祉専攻＊
　　辻　　　元　始　　山　内　雅　人

＊発達と教育専攻＊
　　堀　　　美　鈴　　南　　　とし子

＊社会と経済専攻＊　　
　　奥　　　健　司　　

＊生活と福祉コース＊　　
　　愛　甲　雪　子　　伊豆元　智津子　　北　丸　英　敏　　末　吉　アイコ　　杉　木　令　子
　　前　田　郁　美　　本白水　克　之　　森　　　俊　子

＊心理と教育コース＊
　　荒　田　龍之介　　内　野　真　子　　枝　元　　　泉　　木　内　惠　子　　隈　元　テルミ
　　篠　原　亜希子　　鈴　木　多恵子　　瀬　尾　明　美　　竹　下　富士子　　原　田　ゆう子
　　樋　野　真　美　　福　里　真由美　　福　島　太　志　　本　郷　朋　美　　松　尾　治　子
　　山　口　綾　乃　　山　下　佐和子　　山　下　知　美

＊社会と産業コース＊　　
　　磯　脇　美　幸　　長　岡　千　春　　中玉利　竜　矢　　冷　水　孝　行　　満　留　勝　沖

＊人間と文化コース＊　　
　　後　藤　綾　美　　前　村　浩　司

＊自然と環境コース＊　　
　　笠　毛　チエ子　　加　覧　健　三　　濵　﨑　ゆりか

大　学　院（４名）
＊人間発達科学プログラム＊　
　　斉　藤　康　弘　　

＊人文学プログラム＊　　
　　島　津　登志子　　近　沢　恒　典　　喜　平　ユカリ
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●教養学部　全科履修生　心理と教育コース
� 原田　ゆう子

　春爛漫のこの良き日に、このように盛大な「卒業
証書、学位記伝達式」を挙行して頂き、卒業生一同
心から感謝申し上げます。それぞれの胸に去来する
思い出とともに喜びをかみしめているところでござ
います。
　私にとりまして、この城山の地は、もう半世紀近
くも前、看護師を目指して入学した看護学校で３年
間学友と過ごした懐かしい場所でもあります。その
当時の看護学校はまだ各種学校としての位置づけで
した。昭和49年には大学病院とともに看護学校も桜
ケ丘キャンパスに移転し、その後、医学部保健学科
として４年制大学になりました。
　私が放送大学に最初に入学致しましたのは、平成

10年４月でした。看護師として働く中で、日々進歩
する医療とそれに関連する福祉を系統的に学ぶこと
をめざして、生活と福祉のコースを専攻しました。
昼間の放送授業を予約録画して、夜、睡魔と闘いな
がら学習する事が多かったのですが、５年間で124
単位取得し、平成15年に卒業できた時の喜びはひと
しおでした。
　この鹿児島学習センターで学ぶ学生さんは、看護
職の皆様が多く在籍しておられますが、その中に
は、現在准看護師として働きながら、看護師国家資
格を得るために県内にある２年課程（通信制）看護
学校に入学し、必要単位取得のために放送大学での
学習に頑張っておられる方々がいらっしゃいます。
　私は臨床看護師の経験の後、通信課程の看護学校
の教育に関わるようになりました。働きながらの通
信レポート提出や放送大学の授業に悪戦苦闘する学
生さんの姿に心打たれ、私もこの学生さんたちと一
緒にもっと学びを深めたいと考えて、平成26年４月
に再び全科履修生として編入学致しました。心理と
教育のコースを選び、認定心理士の資格を取得する
ことを目標にしました。年齢相応のマイペースで学
習をすすめた結果、お陰様で、無事目標を達成する
ことができました。
　私共に生涯学習の機会を与えて下さいました放送
大学と鹿児島学習センターの菅沼所長初め諸先生
方、職員の皆様、面接授業でお世話になりました先
生方に心より感謝申し上げて謝辞とさせて頂きま
す。ありがとうございました。

祝　平成27年度　第２学期　放送大学教養学部卒業・大学院修了記念

卒業生代表
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●教養学部　全科履修生　心理と教育コース
今村　光政

　様々な生命の息吹が感じられるこの春のよき日

に、皆様方と入学の目を迎えられましたことを心か

ら感謝しております。

　また本日、卒業証書・修了証書を手にされた卒業

生・修了生の皆様、本当におめでとうございます。

皆様方の晴れ姿を拝見し、私たちも後に続けるよう

にと、これからの学生生活へ向けて改めて気を引き

締める思いです。

　さて、私は現在社会福祉法人に勤務し、障がいを

持つ学齢期の子どもたちの支援にあたっております。

●大学院　修士全科生　人文学プログラム
喜平　ユカリ

　春の香りが漂う中、本日は私達のために、多くの

ご来賓の皆様、先生方のご臨席を仰ぎ、このように

盛大な「卒業証書、学位記伝達式及び入学者の集い」

を挙行して頂きまして、恐縮しつつも、深く感謝申

し上げます。

　私の修士論文の研究テーマは、「19世紀中後期ボ

ビン・レース花意匠における和の美との関係性に関

する研究」でした。東京大学名誉教授で英国社会経

済史・文化史がご専門の放送大学教授、草光俊雄先

生にご指導を頂きました。私自身、東京に赴き、東

京文京学習センターでの報告会において、ゼミのＯ

Ｂ・学生の活発な質問や意見交換を行うことができ

ました。そして、友人達の暖かい励ましの言葉のお

かげで論文を書き上げることができました。このこ

とは、私自身がライフワークとして、長年温めてい

た問題意識を解明する絶好の機会となりました。

　2015年、鹿児島の歴史的な出来事の節目として、

薩摩藩英国留学生150周年を迎えました。現在から

遡ること153年前、生麦事件をきっかけに薩英戦争

が勃発し、薩摩は西洋文明の力に衝撃を受け、多士

済々たる若者達19名を、現在のいちき串木野市羽島

から英国へ留学生として派遣します。命がけで新し

い世界へと飛び出した若者達は、66日間の航海中、

英国領のさまざまな国々を訪れ、新たな発見の連続

を経験しました。学問目的であった15名は、当時英

国で唯一無二の宗教・人種差別のないロンドン大学

修了生代表

入学者代表

で学ぶことができ、大いなる好奇心をもって、新た

な世界を見たことでしょう。

　さて、放送大学という「学びの海」を航海中のみ

なさま、またこれから出発されるみなさま、目指さ

れる目的地はそれぞれ異なるかも知れませんが、お

互い励まし合いながら、ご自身の道をどうぞお進み

ください。航海の先には、きっと新たな世界が広

がっていることでしょう。

　最後に私が大学院を受験するにあたり、お力添え

を頂いた鹿児島学習センター所長の菅沼俊彦先生に

心から感謝申し上げますとともに、放送大学の益々

の発展を祈念いたしまして、お礼の挨拶とさせてい

ただきます。

　ありがとうございました。
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●大学院　修士全科生　生活健康科学プログラム
木下　秀道

入学者代表

　昨今の障がいを持つ子どもたちを取り巻く環境

は、社会保障費関連予算は年々減額されていたり、

子どもの貧困という問題が表出していたりと厳しい

環境が続いております。

　そのような中で、私自身、障がいを持つ子どもた

ちの支援をする専門家として、より一層の専門性と

幅広い知識を身に付けていくことが必要だと感じ本

学への入学を決意しました。

　入学後は、心理学や教育学・社会福祉学関連科目

を中心としながらも、様々な科目を、幅広く学び

「知識」の幅も広げていきたいと考えています。そ

して、卒業後は大学院への進学も視野に入れて勉強

に励んでいきたいと考えております。

　また、本学に入学するにあたって背中を押す力と

なったのは、小学校４年生をはじめとした小学校１

年生、２歳の娘たちの存在です。父親として、子ど

もたちに学ぶ背中を見せることで、何かを伝えられ

るのではないかと考えそれも入学への一つの動機と

なりました。子どもたちにも恥ずかしくないように

卒業という大きな目標に向かって勉強に励みたいと

考えております。

　最後になりましたが、これからご指導頂く先生

方、多くのサポートを頂く職員の皆様、ご指導ご鞭

撻の程宜しくお願い申し上げ、新入生代表としての

挨拶とさせていただきます。

　本日は、私たち新入生のために、このような入学

者の集いを開催していただきまして、誠に有難うご

ざいます。また、本日ご卒業あるいは修了される卒

業生・修了生の皆様に、心からお祝い申し上げます。

　さて、私は以前から、通信教育によって新たに資

格を獲得し、そのための勉強をすることによっ

て知識を増やしてきました。ところが、10年ほど前、

CS 放送で放送大学の授業が行われていることを知

り、さっそくチューナーとアンテナを購入して、番

組を見始めました。放送大学の講義は視聴者の側に

沿ったわかりやすい説明で、しかも決まりきった事

柄だけでなく、最先端の研究結果や身近な新しい社

会問題まで取り上げられており、非常に興味深い新

鮮な内容でした。学期末にはまとめて再放送される

ので、見逃した授業の勉強に役立ちました。私が視

聴した授業のジャンルは教育、生物学、地学天文学、

政治学、社会学、統計学など様々な分野で、大いに

知的刺激を受けました。

　今回、時間的余裕ができたこともあり、ただ一般

的知識を広げるのでなく、一定のテーマについて本

格的に研究しようと思い、修士全科生に入学しまし

た。昔から今日に至るまで、社会の中で差別されス

ティグマを受けている人々はたくさんいます。差別

やスティグマのない社会をつくることを目標としつ

つ、今日の社会の現実を具体的に調査研究すること

を課題としていくつもりでおります。

　最後になりましたが、今後ご指導いただく先生

方、これから多くのサポートをいただく職員の皆

様、様々なアドヴァイスをいただく諸先輩、よろし

くお願いいたします。入学後は研究に全力を注ぎ、

社会に貢献できるような成果を上げることを誓い、

新入生としての挨拶とさせていただきたいと存じ

ます。
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　今回の祝賀イベントにご出演くださったのは、昨年度まで当学習セ
ンターの客員教員でいらっしゃたゴウ マーティン先生の奥様とお嬢
様でいらっしゃるゴウ 洋子様（ソプラノ）と芽里沙様（ピアノ）です。
クラシックの名曲から聴き馴染みのある映画音楽まで多彩な曲目を親
子ならではの息の合った演奏でご披露くださいました。会場中に響き
渡る美声と情感豊かなピアノの音色に酔いしれ、短い時間ではありま
したが、本格的な音楽に触れる贅沢で貴重な体験となりました。

【演奏曲目】
１　私を泣かせてください　（ヘンデル作曲）
２　アヴェ・マリア　　　　（カッチーニ作曲）
３　ノクターン Op15-1　  （ショパン作曲）
４　ノクターン Op27-2　  （ショパン作曲）
５　私のお気に入り　　　　（ロジャーズ作曲）

上質の音楽に触れるひととき

祝 賀 イ ベ ン ト
～ご卒業・ご入学をお祝いして～

　放送大学での勉強は、けっして孤独との戦いでは
ありません。放送教材による学習はもちろんのこ
と、面接授業や提携されている大学での講義も受講
することができ、科目がとても充実しているので、
学んでいくうちにどんどん学ぶ意欲が貪欲になって
いきます。かくいう私もはじめは全く考えていな
かった、鹿児島大学での受講を昨年度希望し、特別
聴講生となって毎週郡元キャンパスへ通い、大好き
な音楽を学び、充実したキャンパスライフを過ごす
ことができました。これからもこの楽しみを続けて
いきたいと思っております。
　さて、目標を達成するためには大変なこともいろ
いろあるだろうと思いますが、好きなことの前で
は、辛さも半減するのではないでしょうか。今の目
標を忘れないように心がけ、もし学ぶことに迷った
り、困ったりしたときには所長先生をはじめ、客員
教授の先生方、事務室のスタッフの方々やわたした
ち学生の仲間に遠慮なくご相談ください。
　自分で乗り越えなければならない壁もあるでしょ
うが、他人のアドバイスが役立つこともあろうかと
思います。わからないことは共に学んで楽しいキャ
ンパスライフを過ごしましょう。
　皆様お一人お一人の目標が達成されますように心
からご祈念いたしまして、在学生代表のお祝いのこ
とばとさせていただきます。
　重ねて本日はご卒業、またご入学、誠におめでと
うございます。

●教養学部　全科履修生　生活と福祉コース
德永　博子

　うららかな春の日差しに恵まれ、豊かな香りに包
まれたこのよき日に、新入生・卒業生・在学生、そ
して関係の皆様方多数のご臨席のもと、卒業証書・
学位記伝達式及び入学者の集いが盛大に開催されま
すことを、心からお慶び申し上げます。
　本日、ご卒業をお迎えになられる卒業生・修了生
の皆様、多くの苦難を乗り越えて目標を達成されま
したこと、お慶びもひとしおかと思います。本当に
おめでとうございます。
　また、意欲と希望を胸に入学される皆様、ご入学
おめでとうございます。ようこそ放送大学へいらっ
しゃいました。

在学生代表
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新旧客員教員の挨拶

新旧職員の挨拶

　4 年間、大変お世話になりま
した。学習相談や面接授業、公
開講演、卒業研究の指導など初
めての経験ばかりでしたが、新
鮮な気持ちで充実した時間を過
ごすことができました。心から
感謝し、センターの更なるご発展をお祈り致します。

　学びたい時に学びたい人が集
まる放送大学での５年間は楽し
い時間であった。
　病を抱えご迷惑をおかけしま
したが、皆様から励まされ救わ
れる思いでした。
　ありがとうございました。共に生涯学び続けま
しょう。

　この３月をもって退任するこ
とになりました。任期中は皆様
から温かなお声掛けを頂き、本
当に感謝いたしております。「か
いこうず」に寄せた文に対する
感想や面接授業に関する質問な
ど、経験豊富な皆様からのご意見は、看護学生とは
また一味違って、私に考える機会を与えてくれまし
た。「叩けよ さらば開かれん」の精神で進んで参り
ましょう、お互いに。有り難うございました。

　一年間という短い期間の勤務となりましたが、鹿
児島学習センターの皆様や奄美図書館の皆様を始め
関係の皆様に助けていただき、無事に終了すること
ができ感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうご
ざいました。

　５年間楽しいひと時を過ごさせていただき、心よ
り感謝申し上げます。在職中は、皆様方の温かいお
力添えがあったからこそ、今まで業務をなんとかこ
なしてこれました。ひとえに皆様のお陰だと思って
おります。
　幅広い年齢等の方々が、目的別に一生懸命学ばれ
ている姿にはとても感銘を受けました。本当にあり
がとうございました。皆様もいつまでもお元気で。

　今年度から客員教授を務めさせていた
だくことになりました。専門は神経内科、
神経病理学で、3 月まで鹿児島大学医歯
学総合研究科附属難治ウイルス病態制御
研究センターで、レトロウイルス感染が
引き起こす HTLV-1 関連脊髄症（HAM）
やエイズ脳症の研究を行っていました。
難病を取り巻く様々な問題を皆さんと一緒に考えていけれ
ばと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

　今年度客員教授を務めさせていただき
ますアン・ブレイジアです。平成 20 年
から鹿児島大学で共通教育英語を担当し
ています。オーストラリア出身で来日し
て約 23 年が経ちます。
　研究分野は応用言語学と日本学です。
平成 26・27 年の「英語を楽しもう」という面接授業で、
幅広い年齢層の受講生ととても楽しい経験をしました。
グループワークやロールプレイを中心に、皆さんが実用英
語でコミュニケーションスキルアップを目指す授業です。
これから客員教授として皆様と共に英語学習を楽しみにし
ています。

　平成 28 年度から客員教員を務めさせ
ていただきます鹿児島純心女子大学看護
栄養学部の花井節子と申します。大学で
は、主に 1、2 年生を対象に基礎看護学
領域の科目を担当しています。基礎看護
学領域における「学生の認識の発展」を
研究テーマにいたしております。
　放送大学で、社会経験豊富な皆様方とともに学び、お互
いの認識の発展を楽しみにいたしております。よろしくお
願いいたします。

　４月から当センターで勤務することにな
りました田淵です。当センターには、学ぶ
ことの楽しさ、学ぶことの大事さを求め多
くの受講生が勉学に励んでいることと思い
ます。「習うは一生」ということばがあり
ますが、人は一生新しい知識を求め、習得
に向かって邁進しているのでは？と思っております。
　センターを受講される皆さんの学ぶことに対し、少しで
も手助けになればと頑張っていきますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

　今年度から奄美再視聴室で勤務するこ
とになりました伊集院です。これまでは、
千葉県・鹿児島県の中学校で勤務してい
ました。中学校現場では、生涯学習・ス
ポーツに繋がる主体的な学びに関わって
きましたが、これからは，奄美における
生涯学習の多様な学びを目指す皆様の支援と学習しやすい
環境づくりに微力ながら努めてまいりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

客員教授：小田　絋

客員教授：ゴウ　マーティン

客員教授：小湊　博美

奄美再視聴室長：里中　一彦

総務主幹：深見　直

客員教授：出雲　周二

客員教授：アン・ブレイジア

客員教授：花井　節子

総務主幹：田淵　善昭

奄美再視聴室長：伊集院　晋

－お世話になりました－

－お世話になりました－

－よろしくお願いします－

－よろしくお願いします－
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客員教員相談日について
　日々、学習を進める中で生ずる疑問や質問したいことはありませんか？また、卒業研究の履修など
悩んでいませんか。10名のそれぞれの専門分野の先生方が相談に応じます。きっと疑問が解決した
りヒントが得られることと思います。お気軽にご相談下さい。
 平成 28 年４月１日現在
曜日 時　　間 客員教員名 分　　野 所　　属

火

10：00 ～ 13：00 渋
シブ

谷
ヤ

　　正
タダシ

経 済 学 史 鹿児島大学名誉教授

13：30 ～ 16：30 園
ソノ

屋
ヤ

　高
タカ

志
シ 教 育 工 学・

情 報 教 育 学
鹿児島大学名誉教授

水 10：00 ～ 13：00 菅
スガ

沼
ヌマ

　俊
トシ

彦
ヒコ

農 芸 化 学
放送大学鹿児島学習センター所長

鹿児島大学名誉教授

木

10：00 ～ 13：00 アン・ブレイジア 英 語 言 語 学 鹿児島大学教育センター准教授

13：30 ～ 16：30 出
イ

雲
ズモ

　周
シュウ

二
ジ

神 経 内 科 学 鹿児島大学名誉教授

金

10：00 ～ 13：00 花
ハナ

井
イ

　節
セツ

子
コ

基 礎 看 護 学
鹿児島純心女子大学看護栄養学部

教授

13：30 ～ 16：30 村
ムラ

瀬
セ

　士
シ

朗
ロウ

日 本 近 代 文 学 鹿児島国際大学国際文化学部教授

土 13：30 ～ 16：30 八
ヤ

木
ギ

　史
フミ

郎
オ

栄 養 科 学・ 菌 学 鹿児島大学名誉教授

日

10：00 ～ 13：00 門
カド

　　久
ヒサ

義
ヨシ 機械工学・流体工学

エ ネ ル ギ ー 工 学
鹿児島大学名誉教授

13：30 ～ 16：30 今
イマ

林
バヤシ

　俊
シュン

一
イチ

心 理 学 鹿児島大学教育学部教授

※　本務大学の勤務の関係で、相談日が変更になる場合がありますので、相談される際は事前に学習センターに
確認してください。（TEL099-239-3811）

※　所長は上記の時間以外でも随時相談に応じます。
※　授業科目の履修登録方法等については、事務室へご相談ください。

　客員教員への相談時間は、原則一人30分以内です。なお、学習相談をされる際は、
相談希望日や相談希望教員、相談内容などを記入した『学習相談票』を事前に事務
室へ提出してください。『学習相談票』は事務室に用意してあります。
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７月中旬

８月中旬

入学＆学習スタート
印刷教材と放送授業を視聴して学習します。
※オンライン授業科目は、印刷教材がありません。

「通信指導」に合格
※単位認定試験通知（受験票）が添削結果より前に届

くことがあります。

「単位認定試験」に合格
「成績通知書」が届きます。

「通信指導」を提出
出題範囲は、放送授業の第８回までです。

「単位認定試験」を受験

次の学期の科目登録手続き
※学籍がなくなる方は、継続入学の手続きをします。

未提出
不合格

不合格

「単位認定試験」の受験資格
はありません。

次学期に限り学籍があれば、
再度「通信指導」を提出でき、
合格すれば「単位認定試験」
を受験することができます。

次学期に限り学籍があれば、
再度「単位認定試験」を受
験することができます。
その際、次の学期の通信指
導の提出は不要です。

新学期が始まりました。１学期の流れを紹介しますので、新入生の方は是非ご確認ください。

科目登録の手続き期間
（郵 送）８月 15 日（月）～８月 30 日（火）本部必着
（Web）８月 15 日（月）9:00 ～８月 31 日（水）24:00

１学期間の学習スケジュール

　１学期間のスケジュールや通信指導、単位認定試験については、「学生生活の栞」に詳しく記載されていますので、
こちらもご一読ください。

＜ 2016 年度新規開設オンライン授業についての注意事項＞
【科目名（学部）】
・女性のキャリアデザイン入門（‘16）
・がんを知る（‘16）
・Java プログラミングの基礎（‘16）
・感性工学入門（‘16）
・メディアと知的財産（‘16）
・物理演習（‘16）
【科目名（大学院）】
・e ラーニングの理論と実践（‘16）
・生物の種組成データの分析法（‘16）

オンライン授業には、印刷教材はありません。
また、2016 年度新設科目では、通信指導および単
位認定試験は行いません（2015 年度開設オンライ
ン授業は除く）。よって再試験もありません。単位
を修得できなかった場合は、再度、科目登録申請が
必要になります。
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提出期間
（郵 送）５月 24 日（火）～６月７日（火）本部必着
（Web）５月 17 日（火）10:00 ～６月７日（火）17:00
※ 2016 年度新規開設オンライン授業科目については、通信指導

はありません。
　また、Web での提出ができない科目もありますのでご注意くだ

さい。

試験の期日
大学院：７月 22 日（金）～７月 23 日（土）
学　部：７月 24 日（日）～７月 31 日（日）
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　今学期の面接授業に空席のある科目については、原則として、それぞれの科目の開講日１週間
前まで追加登録を受け付けます。この機会を活かして面接授業にご参加ください。

空席発表 ４月 16 日（土）12 時～ 学習センタ－の掲示またはキャンパスネットワークホーム
ページで空席状況を確認できます。

追加登録期間 ４月 22 日（金）～ 22 日 15 時以降は、システム WAKABA で空席状況をリア
ルタイムで確認できます。

追加登録申請方法及び申請に必要なもの
　受講したい科目の空席状況を確認のうえ、当該科目を開設する学習センターで、窓口または郵
送で申請してください。また、追加登録後は、科目の変更・取消、授業料の返還はできませんの
でご注意ください。

窓口申請の場合 郵送申請の場合（現金書留に限る）
・追加登録申請書 ・追加登録申請書
・学生証 ・学生証のコピー（上記申請書に貼付）
・授業料（１科目 5,500 円） ・授業料（１科目 5,500 円）

・返信用封筒（長形３号、宛名明記、82 円切手貼付）

注意１　「追加登録申請書」は、面接授業時間割表（九州・沖縄ブロック版）冊子巻末付録のほか、
放送大学ホームページからダウンロードできます。また学習センター窓口にも用意してあ
ります。

注意２　郵送による申請の方で登録できなかった科目の授業料は、返送にかかる費用を差し引い
て返金しますので、あらかじめご了承ください。

22日午前10時の時点で、申請者が空席の定員を超えた科目について
①　受付初日（４月22日（金））午前10時までに来所の方及び郵送での申請の方で４月20日（水）

までに学習センターに届いたものについて抽選を行います。
②　抽選は午前10時から学習センター講義室で行います。抽選に参加できない方の分は、学習セ

ンター事務職員がくじを引きます。
※定員を超えていない科目は先着順です。

平成 28 年度第１学期面接授業追加登録について

「共修生」制度のご案内
　面接授業は、本来教養学部に在籍し科目登録を行った学生だけが受講できるものですが、生涯学習環境のさら
なる充実を図るため、正規に科目登録した学生以外にも聴講の機会があります。定員に余裕がある科目に限り受
け付けますので、対象科目および募集期間・申請方法については学習センター事務室までお問合せください。

●「共修生」として聴講できる方

本学学生（学部生及び院生）
正規科目の登録は行っていないが、一度修得した科目の再受講など、単
位修得を目的とせず知識・教養を深めるための聴講ができます。

本学の学籍を持たない一般の方 本学の正規の授業を通し、生涯学習の場として活用できます。
※受講料は、本学学生・一般の方ともに5,500円／１科目です。
※受講の際は、８時限全て出席することを原則とします。また、大学や講師の指示に従い遅刻や途中退席のない

ようにしてください。
※単位の修得、認定証等の発行はできません。

教養学部生で単位修得を希望される方は、追加登録にてお申し込みください。

重要
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平成 28 年度第１学期　面接授業開講科目一覧

科目区分
ナンバ
リング

（レベル表示）
科　　　目　　　名 担当講師名 授　業　日 定員 追加登録受付期限

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 島津斉彬の集成館事業　　  （注1）

安川　周作 
松尾　千歳 
山内　勇輝 
小平田史穂

4/16、17 35名 追加登録対象外

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験１ 大坪　治彦 4/16、17 40名 追加登録対象外

基盤科目 110
（初級） パソコン活用の基礎 園屋　高志 4/23、24 14名 追加登録対象外

専門科目：
生活と福祉

320
（中級） 日独の介護保険と高齢者の明日 山田　　誠 4/23、24 40名 追加登録対象外

導入科目：
社会と産業

220
（中級） 戦後日本外交史 吉田　健一 4/30、5/1 40名 4/23（土）まで

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 教育心理学基礎実験 今林　俊一 4/30、5/1 40名 4/23（土）まで

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 最先端の考古学で見る南九州 中園　　聡 5/7、8 40名 4/30（土）まで

専門科目：
社会と産業

320
（中級） 食をめぐる諸課題 岩元　　泉 5/7、8 40名 4/30（土）まで

専門科目：
生活と福祉

320
（中級） 物忘れ予防と認知症予防 井出　　訓 5/14、15 40名 追加登録対象外

専門科目：
自然と環境

320
（中級） 鹿児島湾の自然環境と海洋生物 野呂　忠秀 5/14、15 40名 5/7（土）まで

専門科目：
生活と福祉

320
（中級）「働く人」のメンタルヘルス 長友　医継 5/20、27 40名 5/13（金）まで

基盤科目：
外国語

120
（中級） すべての季節のための英語 デビッド　マクマレイ 5/21、22 45名 5/14（土）まで

専門科目：
人間と文化

320
（中級） 島嶼社会の民俗学・文化人類学  （注2） 桑原　季雄 5/21、22 15名 5/14（土）まで

導入科目：
社会と産業

220
（中級） 日常生活に役立つ法知識 黒沢佐和美 5/24、25 40名 5/17（火）まで

導入科目：
自然と環境

220
（中級） 鹿児島湾洋上実習              （注3）

内山　正樹 
山中　有一 
三橋　廷央

5/28、29 20名 5/17（火）まで

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 児童期・思春期臨床心理学 小澤　永治 5/28、29 40名 5/21（土）まで

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 児童期・思春期臨床心理学   （注4） 小澤　永治 5/28、29 15名 5/21（土）まで

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 異文化間コミュニケーション 大橋　理枝 6/2、3 40名 5/26（木）まで

専門科目：
社会と産業

320
（中級） 農山漁村における地域づくり 田中　史朗 6/4、5 40名 5/28（土）まで

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験２ 田爪　宏二 6/11、12 30名 6/4（土）まで

導入科目：
生活と福祉

220
（中級） 暮らしの中の糖科学           （注2） 菅沼　俊彦 6/18、19 15名 6/11（土）まで

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 障がい乳幼児の発達と保育 米衛　政光 6/18、19 40名 6/11（土）まで

基盤科目：
外国語

110
（初級） 実用英語検定チャレンジ基礎講座 坂本　育生 6/25、26 45名 6/18（土）まで

導入科目：
自然と環境

220
（中級） 魚の感覚器官と神経系 清原　貞夫 7/2、3 40名 6/25（土）まで

専門科目：
人間と文化

320
（中級）『三四郎』と『それから』 村瀬　士朗 7/2、3 40名 6/25（土）まで

※追加登録に当たっての各科目の空席状況は、４月16日（土）12時以降、キャンパスネットワークホームページで確
認、または学習センターへお問合せください。

（注１）　２日目は、尚古集成館での授業となります。（注２）　授業の実施会場は、県立奄美図書館第1研修室になります。
（注３）　鹿児島大学附属練習船内で行う1泊2日の宿泊型授業です。     
（注４）　WEB 会議システムを利用し鹿児島学習センター（鹿児島市）で行う授業を、県立奄美図書館（奄美市）で同

時に受講していただく授業です。
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【サークルの設立について】

　新しいサークルの設立を希望する団体がありましたら、４月20日（水）までに、放送大学鹿児島

学習センター事務室までお問い合わせください。

　鹿児島学習センターには、現在、８の学生団体があります。興味のあるサークルに参加して、趣味や友達
の輪を広げませんか？

サークル・同好会名 活動日時 活動の概要

サークル

学生クラブ 随時掲示板で案内

共に学び、語り合う「友」がいたら、励みになる
のではないでしょうか。学生クラブの存在意義は、
この点にあります。面接授業や試験の感想など体験
をとおして話し合います。

語ろ会 毎月第２土曜日
15 時～ 17 時

　最近話題になっている事や関心のあるテーマを選び、意
見を出し合い、見聞を広め、自分の立ち位置を確認した
りして、親睦を深めます。

異文化交流会 毎月第２土曜日
10 時～ 12 時

　テーマ国を決めて、政治、経済、文化、歴史等を学習、
討論しながら、知識と関心を深めています。
　また、時には、外国で活躍された方や訪日された
方をお招きして、異文化国との交流を図ります。

インド YOGA
サークル

４月 毎週木曜日
５月 毎週火曜日
６月 毎週火曜日
14 時～ 16 時

　インド瞑想で優しい心・呼吸法で身体の隅々まで
綺麗に清らかに・瞑想法で心をプルシャ（真我）に
目覚めさせ、修養の道を学びませんか。

（場所：交流センター東棟５階　絵画制作室）

料理サークル
「ひまわり」

毎月第１水曜日
９時 00 分～ 14 時

　島津のお雑煮・薩摩笋（しゅん）羹（かん）・筍饅
頭・インドカリー・ナン・イカ墨パスタ・南瓜素麺・
元祖奄美鶏飯・高齢者長寿食・合鴨米・永平寺料理
　ひと時のおしゃべりタイムで仲間作りしませんか。

（場所：交流センター東棟５階、調理実習室）

文章研究会 毎月第２土曜日
13 時～ 15 時

　私達の会では、毎月１回課題をもち、書くことが
上手、下手にかかわらず文章の発表をしています。
楽しく意見交換をすることで、学生同士知り合い、
友達を作る場です。新入生の参加を歓迎します。

アメリカ
文化研究会

毎週金曜日
14 時～ 17 時

私たちのサークル活動は英語力の向上、異文化コ
ミュニケーション等を通じてアメリカをはじめ英語
圏の国々の歴史や文化を研究するとともに会員相互
の親睦を図ることを目的に活動しています。

同好会 中国語サーク
ル

毎月第 2･4 日曜日
10 時～ 12 時

13 億人が話す中国語！挑戦してみませんか？中国
語に関心をお持ちの方をお待ちしています。

※活動日が変更になる場合もあります。サークル活動の詳しい内容や会費等、問い合わせ先は学習センター
掲示板にてご確認ください。

サークル･同好会の紹介
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５月 ･ ６月 ･ ７月の公開講演会のお知らせ
日　時 場　所 テーマ 講　師

５月 22 日（日）
13:20 ～ 14:45

県立奄美図書館
（第１研修室）

テーマ：世界的に見た奄美・琉球の島々
40 名

講　師：桑原　季雄　鹿児島大学学術研究院教授

６月 19 日（日）
13:20 ～ 14:45

テーマ：暮らしの中の糖科学
40 名

講　師：菅沼　俊彦　放送大学鹿児島学習センター所長

７月 10 日（日）
13:30 ～ 16:30

放送大学
鹿児島学習
センター講義室

テーマ：未定    　   　    
80 名 

（要予約）
講　師：未定

※県立奄美図書館で実施する面接授業２日目の３時限目は、一般の方々を対象とした公開講座として実施します。
※詳しくは，鹿児島学習センター HP またはチラシをご覧下さい。

第42回 公 開 講 演 会 の 実 施 報 告
　去る２月14日（日）に東京大学名誉教授で放送大学教授の五味文彦先生を講師にお迎えし、かご
しま県民交流センター東棟４階の大研修室で第42回公開講演会を実施しました。講演会には、定員
80人に対して放送大学の学生、一般の方合わせて約1.6倍の130人が参加しました。
　『枕草子－どうして「春は曙」とはじまるのか－』というテーマで、日本人の自然観に大きな影響
を与えてきた「枕草子」の秘密を解き明かし、日本人の人生観や人間観のあり方に迫るという内容で
した。先生には専門である歴史学者としての立場から、２時間にわたって、分かりやすく、また時折
ユーモアを交えながら話していただきました。
　参加者からは、「本題についてなかなか難しい面があったが、講師の柔らかい話術に引き込まれ、
楽しめた。」「とても親しみやすい話で聞きやすく面白い講演だった。歴史を学び続ける意欲が湧いて
きた。」「ユーモアを交え豊富な知識が深くにじむ内容だった。文学の世界に歴史学から切り込んだ新
しい見方を示していただいた。」「学生時代に読んだ枕草子と違い、今日のお話が内容も深まり、人間
観を感じさせる内容だった。再度枕草子を読み返したいと思う。」「歴史を学ぶには想像力をたくまし
くすることが大切で、その方法を楽しく話していただいた。」など多数の感想が寄せられ、大変好評
を得ました。
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「パソコン活用ゼミ～自在に文書を作る～」の
開講について

１．学習内容
  　今回は、レポート、お知らせ、パンフレット、ハガキなどの文書を、パソコン（ワード）を使って

自分で自在に作ってみたい、そのような方を対象に標記のゼミを開講します。ゼミの前半では自在に
文書を作成するためのいろいろな手法を学びます。後半では自分が作りたい文書を決めて、それを自
分で作っていきます。各自が自主的に自分の課題に取り組むことになります。

２．受講対象者
　放送大学在学生で、次の方を対象とします。
　　○パソコンを学習・研究や日常生活に活かしたい方。
　　○ワード (Word) を使ったことのある方。
　　○作成する文書を自分で決めて演習できる方。
　　○全回受講することができる方。
　　なお、過去に「パソコン活用ゼミ」や「面接授業，パソコン活用の基礎」を受講した方（受講予定

も含む）も受講できます。なお、このゼミは面接授業ではなく自主的なゼミであり、単位や資格の取
得を目的としたものではありません。

３．担当教員
　園屋高志 先生（放送大学鹿児島学習センター客員教授・鹿児島大学名誉教授）

４．日程
　平成 28 年５月 10 日（火）から７月５日（火）までの毎週火曜日の全８回。
　ただし５月 24 日は除く。１回の時間は 14 時から 15 時 30 分まで１時間 30 分です。

５．募集者数
　12 名（先着順）

６．教室
　放送大学鹿児島学習センター講義室

７．募集期間
　平成 28 年４月１日（金）～４月 30 日（土）

８．申込先（問合せ先）
　鹿児島学習センター事務室（定員に達し次第申し込みを締め切ります。）

９．ボランティアの TA 募集
　　受講者の演習を手伝うボランティア（無償）の TA（ティーチングアシスタント）を数名募集します。

TA の仕事は、受講者の演習を支援することです。ワードの操作にある程度習熟していることが望ま
れます。人に教えることは、自分の勉強にもなります。受講者と一緒に学ぶ気持ちでお手伝いください。

受講は無料です
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●学生証の交付について
　４月入学者（再入学含む）及び全科履修生で有効期限切れの学生証をお持ちの方は、事務室で学生証の交
付を受けてください。入学者（再入学含む）の方は入学許可書をご持参し、有効期限が切れている学生は、
有効期限切れの学生証をご持参ください。
　また、郵送での学生証受取りを希望される方は、同封されています「学生証の交付についてのお知らせ」
をよく読んで、必要な書類等をそろえて放送大学鹿児島学習センターへ郵送してください。

『夏季集中科目』の履修生募集
　平成28年度『看護師資格取得に関する科目』及び『学校図書館司書教諭講習』の履修生を募集します。

募集要項配布 ４月１日（金）～

科目登録期間 看護師資格 ５月１日（日）～５月 31 日（火）
司書教諭資格 ５月１日（日）～６月７日（火）

放送授業期間 ７月 22 日（金）～８月５日（金）
入 学 料   5,000 円  （本学在学生は０円）
授 業 料 11,000 円  （１科目（２単位）あたり）

注１　平成28年４月１日現在、本学教養学部に在学している方は、科目登録することにより夏季集中型科目を履
修することができます。１学期中に休学している方は、履修できません。

注２　夏季集中型として開講する看護師資格取得に資する６科目のうち５科目は、鹿児島中央看護専門学校が指定
する科目となっています。

『教員免許更新講習』の講習生募集
　平成28年度『夏期の教員免許更新講習』の講習生を募集します。

申 込 期 間 ４月 15 日（金）～５月 23 日（月）

視聴可能期間 インターネット ７月 13 日（水）～８月 21 日（日）
放送授業 ７月 22 日（金）～８月 15 日（月）

講　 習　 料 30,000 円
注１　平成28年４月より、教員免許更新講習に「選択必修領域」が導入されます。講習料は、必修領域（６時間）、

選択必修領域（６時間）、選択領域（18時間）の計30時間を受講した場合の金額です。
注２　申し込みはインターネットのみとなります。詳細は、放送大学ホームページ（http:/www.ouj.ac.jp）       

をご覧ください。        
注３　冬期の教員免許更新講習の募集は、11月１日から11月30日の予定です。

連 絡 事 項

有効期限は、学生証の左下（写真下部）に
記載されています。自分の学生証の有効期
限を確認しましょう。

（平成28年３月末、またはそれ以前の方は
更新が必要です。

●鹿児島学習センターへの自家用車での来所について
　学習センターに自家用車で来所の際は、かごしま県民交流センターの地下駐車場が利用できますので、学
生証を持参のうえ、駐車場の検証を学習センター事務室で受けてください。（学習センターでの利用は学習、
授業、試験等に限ります。）
　なお、利用者が多い場合は、駐車できない場合もありますので、できるだけ公共交通機関等を利用してく
ださい。
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＊面接授業＊
　16日（土）・17日（日）　「島津斉彬の集成館事業」
　　　　　　　　　　　　　「心理学実験１」
　23日（土）・24日（日）   「パソコン活用の基礎」
　　　　　　　　　　　　  「日独の介護保険と高齢者の明日」
   30日（土）・５月1日（日）「戦後日本外交史」
　　　　　　　　　　　　　「教育心理学基礎実験」

＊面接授業＊
４月30日（土）･ １日（日）「戦後日本外交史」
　　　　　　　　　　     　「教育心理学基礎実験」
        ７日（土）・８日（日） ｢ 最先端の考古学で見る南九州 ｣
 　   　　　　　　　　　　　｢ 食をめぐる諸課題 ｣
　　14日（土）・15日（日）「物忘れ予防と認知症予防」
　　　　　　　　　　　 　  ｢ 鹿児島湾の自然環境と海洋生物 ｣
　　20日（金）・27日（金） 「「働く人」のメンタルヘルス」
　　21日（土）・22日（日） 「すべての季節のための英語」
　　　　　　　　　　　　　「島嶼社会の民俗学・文化人類学」（奄美会場）
　　24日（火）・25（水）　「日常生活に役立つ法知識」
　　28日（土）・29日（日） 「鹿児島湾洋上実習」（船内宿泊授業）
　　　　　　　　　　　　　 「児童期・思春期臨床心理学」（遠隔授業）

＊面接授業＊
    ２日（木）・３日（金）     ｢ 異文化間コミュニケーション ｣
     ４日（土）・ ５日（日）    「農山漁村における地域づくり」
   11日（土）・12日（日）   ｢ 心理学実験２｣
   18日（土）・19日（日）   ｢ 障がい乳幼児の発達と保育 ｣
　　　　　　　　　　　　　「暮らしの中の糖科学」（奄美会場）
  25日（土）・26日（日）   ｢ 実用英語検定チャレンジ基礎講座 ｣

【４月の予定】
　 16日　面接授業空席発表
　 22日　面接授業追加登録受付開始（4/30以降に空席のある科目）
    29日　閉所日（昭和の日）

【５月の予定】
 　 １日　平成28年度集中科目履修生出願受付
　　　　　看護師資格取得に資する科目（～5/31本部必着）
　　　　　学校図書館司書教諭講習（～6/7本部必着）
　   ３日～５日　閉所日（祝日）
　 24日　通信指導（郵送）受付開始（～6/7本部必着）

【６月の予定】
   　７日　通信指導提出期限
  　15日　平成28年度第２学期入学出願受付開始
　　　　　 第１回（～８/31）、第２回（9/1～9/20）
　　　　  （教養学部、大学院修士選科生、修士科目生）

かいこうず ： 鹿児島県の県木で、強烈な緑の葉と赤い花弁が鮮やかなコントラストをみせる。
鹿児島学習センターの学生が、深紅の情熱で勉学にチャレンジする様を想い、
機関紙のタイトルとしています。

職　員　紹　介
所　　　長　　菅　沼　俊　彦
事　務　長　　南　　　安　洋
総 務 主 幹　　田　淵　善　昭
広 報 主 幹　　宇　都　法　道

教 務 担 当　　有　村　知　子
　〃 　　　大　重　弥　生 
　〃 　　　原　口　志　保

図書・視聴学習室担当　　江　尻　ひとみ
　〃　　　　　　　山　下　順　代
奄美再視聴室長　　伊集院　　　晋

（県立奄美図書館４階）


