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　　　日本経済の長期停滞のなかで、「格差社会」とい
う言葉が定着して久しい。そのうえ近頃では、高齢
者について「下流老人」という言葉さえ生まれてお
り、退職者の私にとって、心中穏やかならぬものが
ある。
　資本主義社会が格差社会であるのは、今に始まっ
たことではない。経済学をはじめて体系化したア
ダム・スミスは、『国富論』（1776年）の冒頭章で、
分業の結果生じる膨大な生産力が、「人民の最下層
にまで広がる普遍的な富裕」を実現する社会とし
て、資本主義を描いた。文明の到達点としての資本
主義社会は、富裕が社会の隅々まで行き渡る社会で
あるとともに、「最下層」の人々が存在する格差社
会でもあることを、スミスは、明確に捉えていたの
である。
　スミスは、人民の大多数を「労働貧民」と呼んで
いるが、彼らの賃金について、家族の養育費を含む
労働者の再生産費が「ふつうの人間性にかなう最低
の率」である、と言う。他方、資本家の利潤は、投
下資本の大きさに比例すると述べられているから、
それは、資本の増大（資本蓄積）に応じて無限であ
る。したがって、資本家と労働者の間には、越えが
たい溝が存在する。
　ところで、スミスによれば、賃金と利潤とは、完
全な自由の下では、それぞれがたえず均等化する傾
向をもち、したがって、同じ階級の内部では平等が
保たれるはずであるが、しかし、現実には、様々な
不平等が存在するという（『国富論』第1編第10章＊）。
賃金の現実の不平等については、５つの事情が挙げ

られていて、例えば、職業の快または不快がある。
今日の言葉にすればいわゆる「3K」（きつい、汚い、
危険）と呼ばれる仕事であるが、要するに、不利な
条件の職業には、金銭上のプレミアムが付くという
ことであり、これが賃金の実質的な平等を保障する
というのである。
　上述の５つの事情のなかできわめて興味深いの
が、職業における成功の可能性の有無に関する記述
である。スミスは、「自由な職業」では成功はきわ
めて不確実であるから、その報酬は著しく高くなけ
ればならないとして、このことを富くじ（lottery）
に譬えて、次のように述べている。すなわち、完全
に公平な富くじでは、当たりくじを引く人たちは、
空くじを引く人たちによって失われるすべてを手に
入れるのが当然である、と。この事情は、不利な条
件に起因するプレミアムとは、性質を異にする。運

（lot）頼みの富くじは、僥倖によって法外な富を獲
得するものであるから、資本主義社会にも、僥倖か
ら得られた職業による格差が生まれることになる。
スミスが見た時代は、今は昔の話ではなく、今日の
現実そのものであろう。

＊夏目漱石は、大学を卒業する直前に公表した評論で、『国
富論』のこの章から、スミスの英文を引用しながら、「文人
も乞食同様なりと断言せらるれば夫迄なり」と嘆じ、政治経
済学について、「『ヂスレリー』の云へる如く、人間を視るこ
と貨物の如く、有形的産出物の多寡にて、其価値を判然とす
るの傾きを生じたる為」と述べている（「英国詩人の天地山
川に対する観念」）。
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単位認定試験に向けて
【単位認定試験期間】

【試験期間の学習センター開所時間】
9:00～19:00（図書・視聴学習室は～18:45）

【試験会場】
〔鹿児島会場〕かごしま県民交流センター（鹿児島市山下町14-50）
〔奄美ブランチ試験場〕県立奄美図書館（奄美市名瀬古田町１-１）
※試験室、試験日時等は受験票に記載されています。各自で必ず確認してください。

【受験に必要なもの】

 単位認定試験通知
　（受験票）

○試験の約１週間前までに本部から送付されます。７月 14 日（木）になっ
ても届かない場合は、大学本部（TEL：043-276-5111（総合受付））に
連絡してください。

 学生証

○まだ受け取っていない方は学習センター事務室にて交付を受けてください。
また、郵送希望の方は４月に機関紙とともに送付した「学生証交付につい
てのお知らせ」を参照して手続きを行ってください。

○写真が未登録の方は学生証を発行できません。「写真票」もしくは「システ
ム WAKABA」により早急に登録を行ってください。

 筆記用具
　 （HB の黒鉛筆） ○シャープペンシルは使用不可です。

 持込を認められた
　 印刷教材等　　

○受験票に同封される「単位認定試験受験に際しての注意事項」で確認して
ください。

○印刷教材、辞書等の貸し出しは行いません。電子辞書も持ち込み不可です。

【注意事項】
　試験時間について
　○試験開始時刻10分前までに入室してください。（事前説明のため）
　○試験開始から20分経過後は入室できません。
　○同一時限に２科目の受験資格がある方は、当日どちらかを選択して受験してください。

　座席について
　○試験時は、科目ごとに着席する範囲が決まっています。範囲内での座席は自由です。試験室入口

に掲示してある座席表で、ご自分の受験科目の着席範囲を確認してから入室してください。

　　　　　　　大　学　院　　平成28年７月22日（金）・23日（土）
　　　　　　　教 養 学 部　　平成28年７月24日（日） ～ ７月31日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※７月25日（月）、７月29日（金）は閉所日
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　○受験者の多い科目は、２つの試験室で行う場合がありますので、必ず受験票でご自分の試験室を
確認してください。

　交通手段について

　○かごしま県民交流センターの地下駐車場を利用できますが、他の行事等で込み合い駐車できない
場合もあります。できるだけ公共交通機関をご利用ください。（駐車場混雑を理由にしての遅刻は
認めません。）

　　また、地下駐車場ご利用の際は、必ず学習センター事務室にて駐車券の認証を受けてください。

【成績について】
　今学期の試験結果は８月下旬に「成績通知書」「単位修得状況一覧（単位認定書）」によって通知し
ます。この通知書は証明書ではありませんので証明書の必要な方は所定の手続きを行い「成績・単位
修得証明書」の交付を受けてください。

【再試験について】 

㊟今学期の再試験に不合格だった方はもう一度科目登録と授業料が必要です！

【単位認定試験問題及び解答等の公表について】
　試験問題は、全ての科目を８月上旬に、解答は主任講師の了承があった科目のみ８月下旬頃に公表
します。閲覧期間は１年間です。

〔公表の方法〕
○キャンパスネットワークホームページへの掲載

○学習センター（図書・視聴学習室）における閲覧

郵送サービスによる試験問題と解答等の提供の制度もあります→「学生生活の栞」参照
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学部Ｐ77、大学院Ｐ72）

 

キャンパスネットワークホームページ内

『資料室』→『単位認定試験問題・解答等』

㊟学習室プリンターでの出力、学習センターでのコピー　→不可
　デジタルカメラでの撮影、USB メモリへの保存　→可

通信指導

【次学期学籍がある場合】
次学期に通信指導再提出→合格→再試験を受験できます

（科目登録・追加の授業料は不要）
【次学期学籍が無い場合】
継続入学の手続きが必要です（期限：９月20日（火））

（科目登録不要・再試験科目だけの出願は入学料のみ要）

【次学期学籍がある場合】
次学期に再試験を受験できます

（科目登録・追加の授業料は不要）
【次学期学籍が無い場合】
継続入学の手続きが必要です（期限：９月20日（火））

（科目登録不要・再試験科目だけの出願は入学料のみ要）

単位認定試験

単位修得

合  

格

合  

格

未提出 or 不合格

未提出 or 不合格
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今後の学習スケジュール
行　　事 学　　部 大　　学　　院

通信指導結果返送

平成28年７月上～中旬
　以下の未着期限までに添削結果が届かない場合は、大学本部（TEL：
043-276-5111（総合受付））に連絡してください。
・択一式科目（併用式科目の択一部分）７月８日（金）
・記述式科目（併用式科目の記述部分）７月19日（火）
※単位認定試験受験通知（受験票）が、添削結果より前に届くことがあります。

単位認定試験通知
（受験票）送付

試験日の約１週間前
　７月14日（木）になっても、受験票が届かない場合、あるいは紛失し
た場合は、大学本部（TEL：043-276-5111（総合受付）に連絡してく
ださい。）

単位認定試験 平成28年７月24日（日）～７月31日（日）平成28年７月22日（金）・７月23日（土）
平成29年度

卒業研究履修申請書提出期限
平成28年８月17日（水）
～８月25日（木）大学本部必着

看護師資格取得に資する
科目（夏季集中型）

単位認定試験
平成28年９月23日（金）
平成28年９月24日（土）

平成28年度第２学期
科目登録申請

※ ｢ 科目登録申請票 ｣ による申請期間
平成28年８月15日（月）～８月30日（火）大学本部必着
※ ｢ システム WAKABA ｣ による申請期間
　平成28年８月15日（月）9：00～８月31日（水）24：00
　　（全科履修生・選科履修生・修士全科生・修士選科生）

臨時閉所日 平成28年７月29日（金）、８月２日（火）、８月14日（日）
図書・放送教材室内室

外貸出停止期間
平成28年９月25日（日）～９月30日（金）室内貸出は可、室外貸出は不可
平成28年９月26日（月）は、閉所日のため利用できません

所属学習センター変更願提出期限
（平成28年度第2学期から変更）

平成28年８月10日（水）必着
提出先：
大学本部学生課入学・履修係

平成28年８月10日（水）必着
提出先：
修士全科生…大学本部教務課
　　　　　　大学院企画・入試係
修士選科生…大学本部学生課入学・履修係

休学・復学・退学届
（平成28年度第2学期から変更）

平成28年９月30日（金）必着
提出先：
大学本部学生課入学・履修係

平成28年９月30日（金）必着
提出先：
修士全科生…大学本部教務課
　　　　　　大学院企画・入試係
修士選科生…大学本部学生課入学・履修係

次学期の手続きについて
今学期（９月末）で学籍が切れる方 次学期（10月以降）も学籍がある方

出 願 書 類
申 請 期 間

「継続入学用出願票」による出願期間
第１回：６月15日（水）～８月31日（水）
第２回：９月 １日（木）～９月20日（火）

「科目登録申請票」による申請期間
郵　送：８月15日（月）～８月30日（火）
WAKABA：８月15日（月）9:00
　　　　　　　～８月31日（水）24:00

注 意 事 項

本部から「継続入学用出願票」が送ら
れます。選科・科目履修生が全科履修
生として入学する場合は、「継続入学用
出願票」では出願できません。「平成
28年度第２学期学生募集要項」を学
習センターに資料請求し、出願してく
ださい。

本部から「科目登録申請要項」が送られます。
面接授業の科目登録を希望される方は併せ
て申請を行ってください。

※集団入学や共済組合を利用して入学された方及び自主退学者には継続入学関連書類は送付されません。
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平成28年度第２学期　面接授業開講科目一覧

【科目登録申請期間】・・「科目登録申請票」による申請期間　８月15日（月）～8月30日（火）大学本部必着
　　　　　　　　　　　  「システム WAKABA」による申請期間　8月15日（月）9：00～8月31日（火）24：00
★７月中旬に本部より「科目登録申請要項」が送付されますので、詳細を確認してください。

科目区分 ナンバング
（レベル表示） 科　　　目　　　名 担当講師名 授　業　日 定員

専門科目：
情　　報

320
（中級） 日常生活に生かすユーザ調査法 高　橋　秀　明 10/15、16 14 名

基盤科目 110
（初級） パソコン活用の基礎 園　屋　高　志 10/18、19 14 名

導入科目：
社会と産業

220
（中級） 戦後日本政治の歩み 平　井　一　臣 10/22、23 40 名

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 臨床精神医学 川　池　陽　一 10/22、23 45 名

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 臨床精神医学 （注１） 川　池　陽　一 10/22、23 15 名

専門科目：
社会と産業

320
（中級） 自治体政策論２

松　本　俊　一 
西　　　啓一郎 
柿　内　一　樹 
大小田　　　敦

10/29、30 40 名

導入科目：
心理と教育

220
（中級） 鹿児島の教育 獅子目　博　文 11/5、6 40 名

専門科目：
人間と文化

320 
（中級） 火山災害と考古学 （注２） 新　田　栄　治 11/5、6 35 名

導入科目：
人間と文化

220 
（中級） 薩摩藩による討幕と明治維新 徳　永　和　喜 11/12、13 40 名

専門科目：
生活と福祉

320 
（中級） 感染症の成り立ちを考える 小　田　　　紘 11/19、20 40 名

導入科目：
社会と産業

220 
（中級） 経済学入門－資本主義の光と陰 （注３） 渋　谷　　　正 11/19、20 15 名

専門科目：
心理と教育

320 
（中級） 心理学実験３ 有　倉　巳　幸 11/26、27 30 名

専門科目：
生活と福祉

320 
（中級） 食品と栄養 八　木　史　郎 12/3、4 40 名

総合科目　 420 
（中級） 金属鉱物資源 志　賀　美　英 12/3、4 40 名

基盤科目：
外国語　

120 
（中級） 医療現場での実用英語 宮　下　和　子 12/10、11 40 名

基盤科目　 120 
（中級） 文章表現法 村　瀬　士　朗 12/10、17、24 

 １/ ７ 30 名

総合科目 420 
（中級） 産業機械の進歩と現代の役割 （注３） 門　　　久　義 12/10、11 15 名

基盤科目：
外国語　

120 
（中級） 英会話を楽しもう アン　ブレイジア 12/17、24 40 名

総合科目 420 
（中級） 持続可能な社会の実現に向けて 萩　原　　　豪 12/17、18 40 名

専門科目：
情報

320 
（中級） 情報セキュリティと情報倫理 辰　己　丈　夫 12/18、25 14 名

専門科目：
社会と産業

320 
（中級） 財務諸表分析の基礎 齋　藤　正　章 12/24、25 40 名

基盤科目：
外国語　

110 
（初級） 中国語入門編 中　筋　健　吉  １/ ７、８ 40 名

（注１）　鹿児島学習センター（鹿児島市）で行う授業を Web 会議システムを利用し、県立奄美図書館（奄美市）でも
開講します。

（注２）　２日目は屋外授業（指宿市）です。
（注３）　授業の実施会場は、県立奄美図書館になります。
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平成 28年度　学生サポーター
　今年度、下記の５名の方々に委嘱しました。学生サポーターとは、学生生活・学習上の助言及び相
談に応じてくれる方々です。お気軽にご相談ください。

図書・視聴学習室からのお知らせ
単位認定試験１週間前・単位認定試験期間中は利用時間が変更になります。

単位認定試験1週間前の利用時間
７月15日（金）・７月19日（火）～21日（木） 　　9：30～18：45
７月16日（土）・17（日）　　　　　　　　　 　　  9：30～17：40

単位認定試験期間中の利用時間
７月22日（金）～31日（日）　　　　　　　　　　 9：00～18：45

☆試験問題・解答等の閲覧は、試験前・試験期間中は込み合う場合がありますので、早めの閲覧
をお勧めします。

※図書・視聴学習室で USB メモリに保存した単位認定試験問題・解答等は、コンビニエンスス
トア等にて印刷が可能です。

　（学習室で閲覧できる試験問題・解答等は、放送大学のキャンパス・ネットワーク・ホームペー
ジに公開しているものと同じ平成27年度１、２学期分のみです。）

☆放送教材は、８月３日（水）～９月23日（金）までの期間、全ての科目を室外貸出しできます。
次学期の科目登録の参考や学習にご活用ください。

※放送教材・図書の返却期限は厳守して下さい。

かごしま県民交流センター改修工事のお知らせ
　６月からかごしま県民交流センター１階と２階の改修工事が始まっています。改修工事は９月
までの予定です。工事によっては学習センターへ、通常の経路で来られない場合がありますので
ご注意ください。

◎鹿児島大学の授業を聴講してみませんか？
　放送大学では、鹿児島大学と単位互換協定を結んでおり、鹿児島大学で取得した単位は放送大学の
単位として認定されます。今年度も第２学期に「鹿児島大学特別聴講学生」として鹿児島大学で学ぶ
学生（全科履修生）を７月下旬頃募集します。
　詳細については学習センター事務室までお問い合わせください。

◎卒業研究に挑戦してみませんか？
　「卒業研究」とは全科履修生が履修できる選択科目（専門科目６単位）で、放送大学の選任教員や近
隣大学の教員から直接マンツーマンの指導をもらって、約一年かけて研究報告書をまとめ上げるもの
です。平成 29 年度卒業研究申請は８月 17 日から８月 25 日（本部必着）です。希望される方は早
目に事務室までお問い合わせください。

宇都 良子さん 川  隆光さん折口 哲郞さん 齊藤 國久さん 夏迫 イツ子さん
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イベントのお知らせ
　今学期予定しているイベントは、以下のとおりです。学生や教職員との交流を深めて
みませんか？ぜひ、ご参加ください！！

納涼イベント
期　　日：平成28年８月７日（日）　
・天文館周辺のお店で実施する予定です。
・金額は、2,500円程度です。

学生研修旅行
期　　日：平成28年９月４日（日）　
場　　所：いちき串木野市・薩摩川内市方面（薩摩藩英国留学生記念館他）

詳しい内容は７月上旬にホームページにアップします。
または、事務室までお問い合わせください。

日　　　時 場　　　所 テ　　ー　　マ・講　　　　師 定員

７月 10 日（日）
13:30 ～ 16:30

鹿児島学習
センター講義室

第１部　「夏目漱石没後 100 年－「漱石力」の効用、
　　　　「文学」の可能性－」
　講師／村瀬　士朗（放送大学鹿児島学習センター客員教授・
　　　　　　　　　 鹿児島国際大学教授） 40 人
第２部　「経済学の古典から学ぶ資本主義」 
　講師／渋谷　　正（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）

８月 28 日（日）
13:30 ～ 16:30

姶良市文化会館
（加音ホール）

第１部　「鹿児島の発酵食品－製法の特徴と美味しさの秘密－」
　講師／瀬戸口　眞治（鹿児島県工業技術センター
　　　　　　　　　　   企画支援部長）

135 人
第２部　「ジオパーク：鹿児島の自然と暮らし」
　講師／大木　公彦（鹿児島大学名誉教授・
　　　　　　　  　　 鹿児島大学総合研究博物館元館長）

※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。	 	 	
※どなたでも参加できます。ご家族、お友達の方などお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

７月・８月の公開講演会のお知らせ 聴講無料

新旧職員の挨拶－お世話になりました－
 図書・視聴学習室担当　江尻　ひとみ
　約２年半という期間でしたが、５月末
に退職することになりました。
　年齢層の幅広い学生さん達が熱心に学
習する姿に、私もまだまだこれから多く
のことを学んでいこうと前向きなエネル
ギーをいただきました。本当にありがと
うございました。

－よろしくお願いします－
 図書・視聴学習室担当　谷吉　香菜

　６月から図書・視聴学習室で勤
務することになりました。
　不慣れな点も多く、迷惑をかけ
てしまうこともあると思いますが、
少しでもみなさんのお役に立ちた
いと思っておりますので、よろし
くお願いいたします。
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【７月の予定】
10日　公開講演会
21日　第１学期放送授業最終日
22日～23日　大学院単位認定試験
24日～31日　教養学部単位認定試験（25日、29日を除く）
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閉所日

面接授業

単位認定試験

＊面接授業＊
  ２日（土）・３日（日）「魚の感覚器官と神経系 ｣
　　　　　　　　　 　  「『三四郎』と『それから』」

【８月の予定】
 ２日　臨時閉所日
  ７日　★納涼イベント
11日　閉所日（山の日）
14日　閉所日
15日　第２学期科目登録受付（郵送8/30、Web8/31まで）
15日　平成29年度大学院修士全科生出願受付（8/31まで）
　　　 平成29年度大学院博士全科生出願受付（8/31まで）
20日～21日　教員免許更新講習修了認定試験
28日　公開講演会

【９月の予定】
  ４日　★学生研修旅行
22日　閉所日（秋分の日）
23日・24日　看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）
　　　　　　　単位認定試験
25日～30日　図書・テープ室内貸出―可、室外貸出―不可
　　　　　　　（26日を除く）

＜編集後記＞
　単位認定試験が、いよいよ始まります。約３ヶ月間頑張った勉強の成果を十分に発揮して、試験
に励んでください。

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。


