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　さつまいもは約300年前に前田利衛門により薩
摩半島に持ち込まれ、爾来、飢饉の時には救荒作物
となって民の命を救い、平時には焼酎となって民の
心を癒してきた。
　南九州は台風の常襲地帯で、火山灰土壌に覆われ
水田に向かない土地柄で、さつまいもはとても地域
性に合った主要な畑作作物である。作物としての特
徴としては、痩せ地で手間を掛けずに栽培しても、
そこそこの収穫が期待でき、旱魃などで米が取れな
い飢饉の時の救荒作物として歴史に刻まれてきた。
すなわち、窒素などの化学肥料を殆ど必要としない
特性があるが、これは窒素同化能を持つ菌と共生し
ていることが近年明らかにされた。また、さつまい
もは、多くの栽培植物のなかで光合成効率が良く、
単位面積当たりのデンプン（カロリー）生産能力が
とても高い特徴を持つ。これらの特徴のお陰で、第
2次大戦後、外地からの引上者で溢れる日本の食糧
難を救ったし、米国NASAでは長期滞在する宇宙
ステーション内で栽培する作物の候補にもなった。
多くの長所がある一方で、欠点としては、米など穀
類のような長期貯蔵ができない点が挙げられる。水
分が多いので貯蔵中の腐敗が起き易く、表皮が薄い
ので病害虫被害も受けやすい。この欠点を克服する
ために人々は、干しイモにしたり、デンプンだけを
抽出したり、焼酎に加工したりして、長期に保存で
きる工夫を行ってきた。
　芋焼酎は、さつまいもを原料として、麹菌と酵
母の2種の微生物を用いて作られる。アルコールを

作るのは酵母である。酵母は甘い糖しか摂取しない
ので、さつまいもに含まれるデンプンという高分子
の糖を、あらかじめ低分子の甘い糖にまで分解して
おく必要がある。これを担うのが、カビの一種、麹
菌が出す糖化酵素（アミラーゼ）である。ご飯をし
ばらく噛んでいると甘くなるのは、唾液が含むアミ
ラーゼの作用である。酒造りでは、麹菌が出すアミ
ラーゼの糖化作用を利用して原料に含まれるデンプ
ンから甘い糖を作り、それを酵母がアルコールに転
換する。原料が麦になると麦焼酎、米になると米焼
酎もしくは泡盛となる。
　さて、さつまいもが薩摩の国から伝わった芋と
して、全国的に広まったのは8代将軍吉宗の時代で
ある。享保の大飢饉が起き、青木昆陽が薩摩の国
から種芋を取り寄せて、痩せ地でも育つさつまい
もを関東一帯に普及して多くの民衆の命を餓死か
ら救ったことは有名だ。昆陽のさつまいも試作地
として、江戸小石川の養生園（現東京大学小石川
植物園）に加えて、放送大学本部近くの旧馬加村
（現千葉市幕張町）もあったことを、放送大学に
入って始めて知った。
　鹿児島特産さつまいもとの出会いが、前任大学で
の35年の研究活動を支えてくれ、今回また、さつ
まいもが、放送大学とのご縁を作ってくれたのでは
ないかと感謝する。もう一つ、京都から鹿児島に来
たお陰で薩摩国産イモ姉ちゃんとの出会いがあり、
苦節37年今日に至っている。こちらは因縁もしく
は腐れ縁かな？（諦念合掌）

さつまいも雑感
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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28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：1,343 名（男性：396 名　女性：947 名）
　　　　　修了生：  　 43 名（男性：   27 名　女性：   16 名）

平成28年度第２学期卒業証書･学位記伝達式及び
平成29年度第１学期入学者の集い

　平成29年３月26日（日）かごしま県民交流センター中ホールにて「平成28年度第２学期卒業証書・学
位記伝達式及び平成29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58名のう
ち18名が出席し、入学者は58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
一人一人に卒業証書・学位記が伝達され、うち８名に学習センター特別賞が授与されました。また、入学者
への來生学長からのメッセージや、卒業・修了生と入学生、在学生の代表あいさつもあり、それぞれの学び
に込めた思いに皆熱心に聞き入っていました。
　式終了後には、稲村哲也教授による特別公開講演会と同窓会による卒業生・入学生歓迎レセプションが行
われ、それぞれ盛会のうちに終了しました。

教 養 学 部 卒 業 生・大 学 院 修 了 生 名 簿
教　養　学　部 （55名）
＊生活と福祉専攻＊　　
　　加　藤　芳　美　　前　鶴　貴　子

＊発達と教育専攻＊　　
　　恒　吉　知穂子　　

＊生活と福祉コース＊　　
　　井　上　　　豪　　上　野　幸　一　　折　田　晴　子　　白　石　健　一
　　髙　　　美　紀　　中　間　郁　代　　夏　迫　イツ子　　原　田　美穂子
　　藤　嵜　光　博　　森　　　好　美　　吉　野　晃　浩　　吉　見　純　子

＊心理と教育コース＊　　
　　赤　出　竜　平　　有　馬　映　子　　石　神　朋　子　　泉　尾　慶　子
　　江　藤　千　晴　　片　地　栄　介　　紙　屋　輝　美　　木　原　　　誠
　　佐　伯　千　明　　坂　本　妙　子　　下　薗　康　伸　　下　徳　奈緒美
　　瀬戸口　　　恵　　竹　山　光　信　　田　尻　　　学　　立　元　英　子
　　出　口　喬　一　　徳　満　恵利子　　永　倉　恵　美　　中　野　明　美
　　福　田　みゆき　　福　永　修　司　　堀　　　有貴子　　堀　内　早　苗
　　松　波　明　子　　峯　下　真由美　　脇　園　睦　美　　和　田　　　陽

＊社会と産業コース＊
　　宇　都　良　子　　竹　下　浩　斉　　堂　免　一　德　　奈　良　千代子
　　前　永　和　枝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他１名

＊人間と文化コース＊　　
　　坂　元　綾　美　　肥　後　良　孝　　山　下　菜　摘　　

＊自然と環境コース＊　　
　　橋　口　紀　子　　羽　月　賢　四　　山　田　正　人

大　学　院（3名）
＊人間発達科学プログラム＊　
　　下　野　哲　生　　若　久　恵　二　

＊自然環境科学プログラム＊　　
　　若　松　茂　正
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●教養学部　全科履修生　社会と産業コース
� 宇　都　良　子

　桜やすみれの花も咲き、まさに春爛漫のこの良き

日に「学位記伝達式・入学者の集い」を盛大に挙行

していただき、本当にありがとうございます。卒業

生一同心より感謝申し上げます。新入生の皆様、ご

入学おめでとうございます。不安なこともありま

しょうが、放送大学で選んだ科目は、きっと目標に

近づく一歩になると信じております。

　さて、私と放送大学との巡り会いは、長年の目標

であった「看護師国家試験への挑戦」でありまし

た。特別養護老人ホームで勤務しながら看護学校へ

入学し、家庭との両立の中で、レポート提出や認定

試験は、並大抵の難儀ではありませんでした。無事

に合格したときには、高齢になってもあきらめない

精神と挑戦への勇気を持ち続けられたことを誇りに

思い、また、支援してくれた家族に感謝の気持ちで

一杯でした。

　それから８年が経過し、現在は病院で勤務しなが

ら、放送大学で学びつつ、サークル活動、公開講座、

研修旅行、忘年会や納涼イベント等多くの催しに参

加させていただきました。

　また、学生控室で学習のことや悩みを仲間と話す

ことで思いが軽くなったり、仲間が増えて楽しい学

生生活を送ることができました。

　今後も仕事と家庭と学びを継続するために目標を

持ち、生活習慣に気をつけ、生活習慣病や認知症の

発病や進行を予防し、健康寿命の延伸を心がけ、医

療・福祉に携わって少しでも誰かの役に立てればと

思っております。

　最後になりましたが、私共が卒業を迎えることが

できましたのも、菅沼所長はじめ諸先生方、職員の

皆様の暖かいご支援のお陰と卒業生一同感謝申し上

げ、謝辞とさせていただきます。本当にありがとう

ございました。

祝　平成28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　心理と教育コース
熊　谷　　　愛

　心地よい春風の吹く季節となりました。
　本日、ご卒業並びに修了される卒業生、修了生の
皆様に心からお祝い申し上げます。また私たちのた
めにこのような盛大な式を開催していただきまして
誠にありがとうございます。
　私は動物業界で７年、犬の美容師“トリマー”と
して従事していました。トリマーとして働いている
と動物とのコミュニケーションもですがお客様との
コミュニケーションで苦労することが多く、試行錯
誤を続けた結果、気が付けば「心理学」という分野
にどっぷりと浸かっていました。心理学を学ぶ上で
恩師に出会い「学びを深めたいなら大学へ行ってご
らん」と声をかけて頂き、放送大学の入学を考える

●大学院　修士全科生　人間発達科学プログラム
若　久　恵　二

　本日は、私たちのためにこのように盛大な「卒業

式及び入学者の集い」を開催していただき、修了

生を代表して厚く御礼申し上げます。私は、長年予

備校や学習塾で、児童生徒の学習指導をしてまいり

ましたが、近年顕著になってきた子供たちの「学習

意欲の低下」の問題を肌で感じ、学問的な答えを求

めて放送大学大学院の門をたたきました。修士論文

は、子どもたちが自分の目標設定に至るまでの心理

的過程を研究テーマとしてまとめました。研究にあ

たっては、三宅芳雄放送大学教授と白水始東京大学

教授に直接指導を受けましたが、お二人のお人柄が

本当に素晴らしく、充実した研究生活を送ることが

できました。それに加えゼミの仲間も、教員、予備

校講師、助産師、会社社長など多様なバックボーン

を持った人たちが集まり、それぞれの研究を尊重し

ながらも、熱い討論を交わすようなすばらしい学問

の場を提供してくれました。本当に感謝の気持ちで

いっぱいです。本日は新たに学習の場を求め、晴れ

て放送大学に入学された方々も大勢いらっしゃいま

すので、少しだけ先輩の私から二つほどアドバイス

をさせていただきたいと思います。まず第一に仲間

を作ってほしいということです。放送大学は、放送

授業を視聴し、認定試験に合格さえすれば単位が取

得できるシステムですが、学習を続ける上で仲間か

ら受ける刺激や励ましはとても大きな力になります

し、独善的になっている自分の考えを見直す機会も

修了生代表

入学者代表

与えてくれます。ぜひ仲間を作ってください。二番

目に放送大学の図書・文献検索システムを大いに活

用してほしいということです。自宅のパソコンで図

書を予約すると、２～３日で学習センターに届きま

すし、国内外のほとんどの文献は自宅にいながら簡

単に見ることができます。私自身も200以上の文献

をプリントアウトし、100冊以上の図書を利用させ

てもらいました。放送大学の図書・文献検索システ

ムは日本一だと思います。私も４月から大学院の科

目生として再入学し、みなさんとともに学習を続け

ていくつもりでおります。みなさん、いっしょにが

んばっていきましょう。本日は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
冨　吉　亜也子

入学者代表

きっかけとなりました。
　その後、過労から腰を痛め、トリマーとしての引
退を決意しました。
　同時に結婚、今まで積み上げた経験を全て地元に
残し、私は転勤族の妻となりました。転勤生活も２
年目に入り、いつ異動になるかわからず１ヶ月先も
見えない生活に不安を覚えた頃、放送大学のことを
思い出しました。全国で授業が受けられること、自
分のペースで学びを進められること、そして私の学
びたい分野「心理学」が充実していること。再び学
びたい思いを夫に相談したところ、快く受け入れて
もらい、私は放送大学への入学を決意しました。
　ライフプランが立てにくい私たち転勤族にとっ
て、これほど有難い学び方は他にはなく、30歳とい
う節目の年にこうして入学できたことに対して、感
謝の気持ちでいっぱいです。
　30歳からの再スタートということもあり私自身、
不安もありますが、ここで一緒に入学された皆様と
の縁を大切にし、それぞれの目標に向かって楽しみ
ながら学びを深めていけたらと思っております。
　最後になりましたが、これからお世話になります
先生方をはじめ、職員の皆様方に、ご指導とご鞭撻
のほど宜しくお願い申し上げ、新入生代表の挨拶と
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、誠にありがと

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、私が放送大学大学院を志した理由は、現在

の私の仕事に関係しています。私は今、鹿児島市内

の病院でがんの早期発見に関する研究に従事してお

ります。そして、病院という職場は、健康がすべて

の人にとっていかに大切なのかということを改めて

知ることができる場所でもあります。

　すべての人が、歳をとっても健康に笑って過ごせ

るような生活を送るにはどのようなことが必要なの

か？私は、今日のような高齢化社会においては、そ

の答えが、病気を治療するだけの医療から病気にな

らないための医療への転換、「予防医学の普及」に

あるのではないかと思い、大学院で学びを深めたい

と考えました。

　これから私は、放送大学大学院で「生活と健康科

学」を学びます。この学問を通じて、多くの仲間と

語らいながら共に成長できると思うだけで、とても

ワクワクします。同時に、自らの目標に向かって働

きながら学ぶことに関しては、身が引き締まる思い

でもあります。

　また、私が放送大学への入学を決めた理由がもう

一つあります。今から14年前に、社会人でありなが

らこの放送大学で学び、２つ目の大学を卒業した私

の父を見ていたからです。いくつになっても学びに

対して貪欲な父の背中を見て育った私は、父と同じ

く、いくつになっても学びたい時が挑戦すべき時だ

と思っています。そして、父が学んだこの放送大学

でしっかりと学び、大学の先輩である父に少しでも

近づければと思っています。

　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、様々なアドバイスをいただく諸先輩方、よろ

しくお願い致します。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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　　式典終了後、卒業・修了並びに入学をお祝いして、放送大学の
稲村哲也教授による特別公開講演会を開催しました。
　講演会には、卒業生、修了生、入学生以外にもご家族・ご友人の
方や一般の方も含めて、たくさんの方々が参加しました。
　先生の講演は、「マチュピチュの出会いと古代アンデス文明」と
いうテーマで、世界遺産マチュピチュの遺跡にまつわる日本人の先
達の功績や古代アンデス文明の特徴、先住民社会の現在などをたく
さんの写真と共に紹介していただきました。
　先生の分かりやすくまた時折ユーモアを交えながらの話しに、参
加者の皆さんは熱心に聴き入っていました。

公開講座 ～ご卒業・ご入学をお祝いして～

て、菅沼所長はじめ客員教授陣、センター職員の
方々、在学生の中から選ばれた経験豊富な「学生サ
ポーター」、そして何よりも共に学び合う仲間達が、
学びの良き相談相手となります。
　気軽にお声を掛けて頂けたらと思います。
　学習センター内は Wi-Fi を完備しており、会員登
録することにより自由にインターネットが利用でき
ます。
　そして、岡部学長主催の Facebook「放送大学バー
チャルキャンパス」は、日々、学びの悩みやアドバ
イス等を交換するコミュニケーションの場を提供し
ています。
　実際このメンバーである私は、学びのモチベー
ション維持とペースメーカーとして大変役立ってい
ます。
　鹿児島学習センターはリアルキャンパス、バー
チャルキャンパスともに、これからの素晴らしい

「知の冒険」を皆様にご提供することをお約束致し
ます。
　さて大変僭越ではございますが、私のことに少し
触れさせて頂きます。
　長い会社人生から引退した頃、築き上げた自分の
人生に対する社会的ステータスや評価、価値観に何
かしかの隙間が出来てきたことに気付かされ、「人
生の忘れ物」を取りに放送大学の門を叩きました。
　放送授業『観光の新しい潮流と地域』で触れられ
たリチャード・W・バトラーの「観光地の発展周期
モデル」の出会いが、学部最終章としての「卒業研
究」に取り組む契機になりました。
　38年ぶりの論文執筆になります。
　昨年、「日本観光研究学会」に入会したことから、
より最新の研究論文を入手できる環境が整いました。
　愛用のパソコンに向かって言葉を紡ぎだすひとと
きは、会社人生ではなかなか味わえなかった贅沢な
時間です。
　混沌とした現代だからこそ、ただ一度きりの人生
を考える時、学びの証（あかし）を形として残すこ
とは、貴重な経験であり喜びでもあります。
　最後に、皆様お一人お一人の崇高な目標が達成さ
れますよう心からご祈念して、在学生代表のお祝い
の言葉とさせて頂きます。
　重ねて本日はご卒業、ご入学おめでとうございます。

●教養学部　社会と産業コース
熊　谷　　　清

　本日の佳き日に、新入生、卒業生、在学生そして
関係各位皆様方多数のご臨席のもと、盛大に「卒業
証書・学位記伝達式及び入学者の集い」が開催され
ますことを、心よりお慶び申し上げます。
　さて、本日ご卒業を迎えられる卒業生・修了生の
皆様、誠におめでとうございます。
　永年の並々ならぬご努力とその大きな成果に対
し、心より深く敬意を表します。
　皆様にとりまして、幾多の苦難を乗り越えられ学
びを続けられた結果、崇高な目標を達成された輝か
しい日でありそれを実感する日であります。
　更には、今まで支えて頂いたご家族、ご友人、大
学関係者の皆様に対する感謝の日でもありましょう。
　今後、放送大学及び放送大学大学院で学ばれた

「知の力」を生かされ、それぞれのお立場で、地域
や社会の課題解決に大いに貢献され益々ご活躍され
ることを在学生として祈念しております。
　さて、新入生の皆様ご入学おめでとうございます。
　「放送大学」は生涯学習の最高学府の一つであります。
　今、皆様は此の瞬間、期待と不安、様々な思いが
交錯しているかとご察し致します。
　「きばいやんせ、好きな勉強、好きなだけ」、これ
は鹿児島学習センターのモットーです。
　ともすれば孤独に陥りやすい入学生の皆様に対し

在学生代表
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客員教員相談日について
　当センターでは、10名のそれぞれの専門の先生方が相談に応じます。経験豊かな客員教員のアド
バイスを受けることで、きっと疑問や悩みが解決したりヒントが得られることと思います。相談内容
は、学習に関することに限らず、卒業研究や大学院入学に関することなど何でも構いません。お気軽
にご相談下さい。
 平成29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

13：30～ 16：30 出
イズ モ

雲　周
シュウ

二
ジ

神経内科学 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

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。
※　放送大学の科目の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。



4/1 ～

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

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。第１学期の学習スケジュールは下記のとおりです。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（火）～８月 30 日（水）本部必着
（Web）８月 15 日（火）10:00 ～８月 31 日（木）17:00

第１学期単位認定試験までのスケジュール

　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。

＜試験会場の変更について＞
　４月になり、転勤・転居により、鹿児島学習センターで単位認定試験を受験するのが難しくなった
方はいませんか？単位認定試験の受験地を変更することが出来ますので、その際は受験地変更を行っ
てください。
　変更を希望する学習センター等の収容人数を大幅に超過したときは、所属学習センターで受験する
こととなる場合があります。

◆システムWAKABAでの変更手続き◆
　４月１日（土）9:00 ～６月２日（金）24:00

◆「単位認定試験受験地センター変更願◆
　４月１日（土）～５月 26 日（金）【郵送：本部必着】
詳しくは、学生生活の栞（大学：P68 ～ P69、大学院：P63 ～ P64）をご確認ください。
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提出期間
（郵 送）５月 24 日（水）～６月７日（水）本部必着
（Web）５月 17 日（水）10:00 ～６月７日（水）17:00
※オンライン授業科目には、通信指導を提出するものと提出しな
いものがありますので、放送大学授業科目案内でご確認ください。
　また、Webでの提出ができない科目がありますのでご注意くだ
さい。

試験の期日
大学院：７月 21 日（金）～７月 22 日（土）
学　部：７月 23 日（日）～７月 30 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。この機会に、ぜひ面接授業を登録してください。

空席発表 ４月15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21日（金）～ 21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。

21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
※定員を超えていない科目は先着順です。
①	 受付初日（４月21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19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で行います。郵送での申請の方は、学習センター事務職員
がくじを引きます。

※追加登録初日は、10時以降に来所された方については、10時までに来所された方の登録が終
了した後、登録を開始します。抽選を実施したり、多数の方が来所されたりするため混雑が予
想され、登録までに時間を要しますので、何卒ご了承願います。

平成 29 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、追加登録にてお申込みください。

重要
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平成 29 年度第１学期　面接授業開講科目一覧
《各科目の具体的な授業概要（シラバス）は、面接授業時間割表（九州・沖縄ブロック版）のＰ78～Ｐ89でご確認ください。》

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

4/15、16 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 4/15、16 40名 追加登録対象外

基盤科目 110	
（初級） 新・初歩からのパソコン 園屋　高志 4/18、19 14名 追加登録対象外

専門科目：	
生活と福祉

320	
（中級） 認知症と高齢者のこころの病気 長友　医継 4/21、28 45名 追加登録対象外

専門科目：	
生活と福祉

320	
（中級） 食の生命科学 小城　勝相 4/22、23 50名 追加登録対象外

専門科目：	
生活と福祉

320	
（中級） 食の生命科学（注 2） 小城　勝相 4/22、23 15名 追加登録対象外

導入科目：	
社会と産業

220	
（中級） 鹿児島の新しい経済発展モデル 萩野　　誠 5/6、7 40名 4/30（日）まで

導入科目：	
社会と産業

220	
（中級） 日本国憲法 ～主権・人権・平和～ 小栗　　實 5/13、14 40名 5/6（土）まで

専門科目：	
自然と環境

320	
（中級） 暮らしの中の放射線利用 中村　祐三 5/13、14 40名 5/6（土）まで

導入科目：	
人間と文化

220	
（中級） 先史・原史時代の奄美・沖縄諸島（注 3） 高宮　広土 5/20、21 15名 5/13（土）まで

専門科目：	
心理と教育

320	
（中級） 発達障害の理解と支援 小澤　永治 5/20、21 45名 5/13（土）まで

導入科目：	
自然と環境

220	
（中級） 鹿児島湾洋上実習（注 4）

内山　正樹	
山中　有一	
東　　隆文	
三橋　廷央

5/27、28 20名 5/13（土）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 6/3、4 45名 5/27（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 6/3、4 30名 5/27（土）まで

専門科目：	
社会と産業
　

320	
（中級） 熱帯・亜熱帯の農業と作物（注 3） 遠城　道雄 6/10、11 15名 6/3（土）まで

専門科目：	
人間と文化

320	
（中級） 漱石解読－『門』と『彼岸過迄』 村瀬　士朗 6/17、18 40名 6/10（土）まで

専門科目：	
生活と福祉
　

320	
（中級） レトロウイルス感染と神経難病 出雲　周二 6/18、25 45名 6/11（日）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 6/24、25 45名 6/17（土）まで

専門科目：	
人間と文化

320	
（中級） 日本語の性格 滝浦　真人 6/27、28 40名 6/20（火）まで

専門科目：	
社会と産業
　

320	
（中級） 戦後日本の農業と経済 田代　正一 7/1、2 40名 6/24（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 桑原　季雄 7/1、2 40名 6/24（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 7/8、9 40名 7/1（土）まで

※追加登録に当たっての空席状況は、４月15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）　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３）　授業の実施会場は県立奄美図書館になります。	 	 	 	 	 	
（注４）　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。	
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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（木）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つの学生団体があります。新入生の方は、興味のあるサークルに参加し
てみてはいかがでしょうか？かけがえのない友人ができるかもしれませんよ？

サークル・同好会名 活動日時 活動場所 活動の概要

サークル

学生クラブ 随時掲示板で
案内

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

鹿児島
学習センター
講義室

　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

鹿児島
学習センター
講義室

　テーマを決めて、経済、文化、歴史等を学習、
討論しながら、日本国内外の知識と関心を深め
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

毎週火曜日
14時～16時

かごしま県民
交流センター
東棟５階
絵画制作室

　インド瞑想で脳細胞の働きを活発にします。
　呼吸法で身体全体の血流を良くし、健康を導
いてくれます。
　ストレスを発散でき、睡眠が熟睡できるよう
になります。

料理サークル
「ひまわり」

毎月第１水曜日
９時～14時

かごしま県民
交流センター
東棟５階
調理実習室

　29年１月11日で100回を達成出来まし
た。学生の継続の喜びです。　　　　　　　	
　薩摩郷土料理・奄美料理・本場インドカ
リー・永平寺料理・薬膳料理、美味しいお産巣
日（むすび）を食べながら、おしゃべり仲間に
なりませんか？

文章研究会 毎月第２土曜日
13時～15時

鹿児島
学習センター	
講義室

　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

鹿児島
学習センター	
講義室

　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

鹿児島
学習センター	
講義室

　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があります。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



聴講無料

卒　業　研　究　に　つ　い　て
　卒業研究は全科履修生の選択科目であり、２年以上在学し62単位以上修得していれば申請するこ
とができます。
　なお、この申請は履修したい年の前年度に行う必要があります。６月上旬には「卒業研究履修の手引」
を学習センターにて配布予定です。履修を希望される方は、手引きを入手の上、センター所長と事前
相談を行ってください。
　また、今年度は申請や履修の仕方についてガイダンスも開催する予定ですので、興味のある方はど
うぞご参加ください。

【卒業研究ガイダンス】
日時：平成29年６月11日（日）　13:30～ 15:10　　　
会場：鹿児島学習センター　講義室

Wi-Fi の利用について
　鹿児島学習センターでは、Wi-Fi を設置しています。Wi-Fi の利用をご希望される方は事務室で手続
きをとってください。

【利用時の注意事項】
１．インターネットは、原則、自宅学習・研究の補助として活用してください。
　　また、インターネット利用時の通信速度が大幅に低下する恐れのある長時間の画像や動画のダウ
ンロードは控えてください。

２．学習センター建物内では多くの場所で利用が可能ですが、利用
場所は、「学生控室」、「会議室」及び「図書・視聴学習室」とし
ます。
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５月 ･ ６月の公開講演会のお知らせ
日　時 場　所 テーマ 講　師

５月21日（日）
13：20～ 14：45

県立奄美図書館
（第１研修室）

テーマ：奄美・沖縄諸島の先史・原史時代
40名

講　師：高宮　広土　鹿児島大学学術研究院教授

6月11日（日）
13:20～ 14:45

テーマ：島嶼における植物遺伝資源の大切さ
40名

講　師：遠城　道雄　鹿児島大学学術研究院教授

※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。
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「パソコン活用ゼミ～文書作成を学び直す～」の
開講について

１　趣旨と受講対象者
　　放送大学在学生で、パソコンを放送大学での学習や日常生活に活用したいという方を対象に、「パ
ソコン活用ゼミ～文書作成を学び直す～」を開講します。今回は文書作成ソフト「ワード」の基礎的
な操作法と実際の文書作成法を学びます。
　　「ワード」の使い方を系統的に学ぶことによって、初心者も既に使っている方も、様々な技法を習
得できます。また、受講者どうしで様々な情報交換をしながら、楽しく学べることもこのゼミの特長
です。なお、このゼミは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。
できるだけ全回受講することが望まれます。

２　担当教員　
　　園屋高志（放送大学鹿児島学習センター　客員教授）

３　日程と学習内容（別表の通り）
　　５月２日（火）から６月20日（火）までの毎週火曜日の全８回。
　　１回の時間は14時から15時30分まで１時間30分。学習内容は、別表の通りです。

４　教室　
　　放送大学鹿児島学習センター講義室

５　使用するパソコン
　　放送大学の学生用ノートパソコンを使用します。OSはWindows7、ソフトはWord2013です。

６．募集者数と申込先（問合せ先）
　　募集者数は12名（先着順）です。受講希望者は放送大学鹿児島学習センター事務室に申し込んで
ください。定員に達し次第申し込みを締め切ります。申込期間は４月15日～30日です。

７．ボランティアのTA募集
　　受講者の演習を手伝うTA（ティーチングアシスタント）のボランティア（無償）を数名募集します。
TAの仕事は、受講者が操作に困ったときに、操作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。受講者と一緒に楽しみ
ながら学ぶ気持ちでお手伝いください。

　（別表）日程と主な学習内容（学習状況に応じて変更されることがあります）
回 日 主な学習内容
１ ５月２日 オリエンテーション、パソコンの基礎的な操作法、文字入力の技法
２ ５月９日 文字列の操作、文字列のコピー、文書の保存と読み出し
３ ５月16日 文書へのイラストや図の挿入
４ ５月23日 表を入れた文書の作成
５ ５月30日 ワードアートなど文書を飾る技法
６ ６月６日 自分で作りたい文書の作成 (1) 例：案内文書、暑中見舞いハガキ、

　　縦書き文書、挨拶状、レポート、
　　ほか自分で考えた文書

７ ６月13日 自分で作りたい文書の作成 (2)
８ ６月20日 自分で作りたい文書の作成 (3)

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。

『夏季集中型科目』の履修生募集
　平成29年度夏季に実施する、『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（土）～

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

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

注１　平成29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　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29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14日（金）～５月18日（木）　（注１）

視聴可能期間 インターネット ７月13日（木）～８月20日（日）
放送授業 ７月22日（土）～８月７日（月）

講　 習　 料 30,000円（注２）
修了認定試験日８月19日（土）または20日（日）のいずれか１日

注１　申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２　講習料は、必修領域（１科目６時間）、選択必修領域（１科目６時間）、選択領域（３科目18時間）の計５
科目30時間を受講した場合の金額です。

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24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29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
　自家用車での来所の際は、かごしま県民交流センターの地下駐車場がご利用になれます。なお、県民交流
センターでのイベント開催状況により駐車できないこともあります。また、地下駐車場のご利用は、学習セ
ンターでの学習や授業、試験の時のみ学習センター事務室で駐車券に検認いたしますので、学生証と一緒に
お持ちください。
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＊面接授業＊
　15日（土）・16日（日）			「島津斉彬の集成館事業」
　　　　　　　　　　　	　		「心理学実験１」
　18日（火）・19日（水）　「新・初歩からのパソコン」
　21日（金）・28日（金）			「認知症と高齢者のこころの病気」
　22日（土）・23日（日）			「食の生命科学」（遠隔授業）

＊面接授業＊
					６日（土）・７日（日）　		「鹿児島の新しい経済発展モデル」
　13日（土）・14日（日）				｢ 日本国憲法～主権・人権・平和 ｣
	　　　　　　　　　　　　　｢暮らしの中の放射線利用 ｣
　20日（土）・21日（日）		「発達障害の理解と支援」

｢先史・原史時代の奄美・沖縄諸島 ｣（奄美会場）
　27日（土）・28日（日）	　「鹿児島湾洋上実習」（船内宿泊授業）

＊面接授業＊
　		３日（土）・４日（日）				｢ すべての季節のための英語 ｣
　　　　　　　　　　　　　「心理学実験２」
　10日（土）・11日（日）	　「熱帯・亜熱帯の農業と作物」（奄美会場）
　17日（土）・18日（日）　｢漱石解読－『門』と『彼岸過迄』｣
			18日（日）・25日（日）			｢ レトロウイルス感染と神経難病 ｣
			24日（土）・25日（日）			｢ 実用英語検定チャレンジ基礎講座 ｣
			27日（火）・28日（水）			「日本語の性格」

【４月の予定】
　 15日　面接授業空席発表
　 21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29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29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月中旬）
　　　　		（教養学部、大学院修士選科生、修士科目生）
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職　員　紹　介

所　　　　　長　　菅　沼　俊　彦
事　　務　　長　　山　脇　香　織
総　務　主　幹　　田　淵　善　昭
広　報　主　幹　　宇　都　法　道
事　務　職　員　　有　村　知　子
　　　　〃	 　大　重　弥　生	
　　　　〃	 　原　口　志　保

図書 ･視聴学習室担当　　谷　吉　香　菜
　　　〃　　　　　山　下　順　代　
奄美再視聴室長　　伊集院　　　晋
（県立奄美図書館４階）

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。

よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　卒業生・新入生のみなさん、ご卒業・ご入学おめでとうございま
す。新入生のみなさん、図書・視聴室には、閲覧用と貸出用の視聴
教材（DVD	や CD）が揃っています。ぜひ、学習センターを利用し
て勉強に役立ててください。
　また、鹿児島学習センターでは、研修旅行や納涼イベント、公開
講演会等の行事も行っておりますので、ぜひ、ご参加ください。
　行事のお知らせは、年4回発行しております「かいこうず」でご
確認ください。

新 旧 職 員 の 挨 拶

　４月から鹿児島学習センターで勤務することになりました山脇です。当センターで目標に
向かって努力する学生の皆様に対し、少しでもお手伝いができるように努めてまいります。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　今回の人事異動で鹿児島県教育委員会事務局へ異動することになりました。
在任中は、学生の皆様に支えられ、有意義ですばらしい日々を過ごすことができました。
所属は変わりますが、私なりに今後も放送大学の魅力を発信し続けて、微力ながら恩返しができたらと考えて
おります。２年間お世話になりました。ありがとうございました。

事務長：山脇　香織

事務長：南　安弘

－お世話になりました－

－よろしくお願いします－


