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放送大学鹿児島学習センター所長

住　吉　文　夫

　この四月に菅沼俊彦先生から引継ぎ６代目の鹿児島
学習センター所長として着任しました住吉文夫です。
私は、鹿児島市内で生まれ鹿児島大学工学部を卒業
するまで鹿児島の地で過ごしました。その後、九州
大学大学院工学研究科への進学を機に福岡へ移り住
みましたが、32年前に九州大学の助手から母校の
教員として戻り、昨年３月末に定年退職するまで地
元鹿児島で母校の学生達と共に楽しく過ごしまし
た。私の研究は、零下269度や零下196度という
極低温における特殊な電気現象を探求するもので、
皆さんがご存知のところでは、「病院で臓器等を
撮影する MRI に使われる人体が入る大口径の電磁
石」、「時速500キロで浮上走行する現在建設中の
中央リニヤ新幹線」、「燃料が海水から取れる近未来
の核融合発電装置」などに応用される夢のある超伝
導工学という分野です。でも残念ながら、この研究
分野は鹿児島地域の産業との接点がないこともあっ
て、私の研究室で学んだ学生達のほとんど全員が鹿
児島を離れて行きました。
　大学の退職前の６年間は、そんな楽しい研究三昧
の毎日から思いがけず全く異なる生活をしておりま
した。工学部長を一期２年間務めた後に大学本部に
移ることになり、理事・副学長として大学全体の
研究、社会貢献、国際交流の３分野を所掌する職務
に４年間従事しました。これらの３分野のうち鹿児

島学習センター所長の職務と最も関わりのある社会
貢献の活動は、当時、地域連携の窓口としての機能
をもつ「かごしま COC センター」や、地域に限定
せず広く社会と大学を繋ぐ「産学官連携推進セン
ター」を中心に行なわれていました。特に、火山と
島嶼を有する鹿児島県の地域課題が、防災、災害時
医療、農林畜産業、水産業、水、エネルギー、離島
医療、流通輸送、地域教育、観光等であり、これら
の課題に果敢に取り組む人材の養成は地域の持続的
な発展に不可欠である、との思いのもと、一大学だ
けでなく地域の大学等が一緒になって、また行政や
地域の企業等とも協働して様々な活動を展開しまし
た。その中で、学生に対しては、大都市圏に比べこ
の地域でも豊かな環境の中で自分の可能性や夢の実
現ができることを伝えて地域就業への意識の醸成を
図ってまいりました。
　このような地域人材養成の活動は、放送大学が謳
う「自宅に居ながら学べる」こととも通じるものが
あります。遠く大都市圏にまで行かなくても自宅で
学べるのです。キャリアアップあるいは自己啓発の
ために、約1,600名の同じ志を持ち励まし合う仲
間と共に学びましょう。鹿児島学習センターは皆さ
んの学びをスタッフ全員で応援します。これまで
66年間生きてきた私も、皆さんと共に新たな場で
学びを続けます。

地　域　人　材
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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29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です。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：1,425 名（男性：417 名　女性：1008 名）
　　　　　　　　修了生：  　 44 名（男性：   27 名　女性：     17 名）

平成29年度第２学期卒業証書･学位記伝達式及び
平成30年度第１学期入学者の集い

　平成30年４月１日（日）かごしま県民交流センター中ホールにて「平成29年度第２学期卒業証書・学位
記伝達式及び平成30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49名のう
ち21名が出席し、入学者は75名が出席しました。家族や友人が見守る中で菅沼前所長から卒業生、修了
生一人一人に卒業、修了証書・学位記が伝達され、うち11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住吉新所長及び齊藤同窓会長からのお祝いの言葉、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、同窓会による卒業生・入学生歓迎レセプションが行われ、客員の先生方や同窓会の皆さん
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 （48名）
＊自然と環境コース＊　　
　　上　城　拓　也　　生井澤　辰　男

＊社会と産業コース＊　　
　　大　山　祐紀子　　熊　谷　　　清　　新　宅　悠　司　　 原　田　ゆう子

＊情報コース＊　　
　　加　覧　健　三　　宮　里　寿　男
　　　
＊心理と教育コース＊　　
　　今　村　清　美　　今　村　光　政　　大　庭　かほり　　上石田　賴　子　
　　岸　本　はすみ　　北　村　敦　子　　関　   　知奈美　　竹　下　泰　子
　　辻　　　元　始　　野　口　亜矢子　　原　田　益　美　　樋　渡　麻　衣
　　福　永　博　樹　　福　元　京　代　　前　田　郁　美　　山　元　立　子
　　豊　　　真紀子　　吉　野　まどか
　　　　
＊人間と文化コース＊
　　梅　下　美佐子　　髙　城　美智留　　谷　川　初　子　　西之川　とし子
　　林　　　秀　和　　脇　田　昭　信　　　　　　　　　　　　　　　

＊生活と福祉コース＊
　　池　松　幸　代　　上　道　みち子　　大久保　孝　子　　大小田　由美容　　　　　
　　大　西　聡　子　　岡　山　紀　子　　久　保　ゆかり　　徳　永　健　一
　　長　崎　菜　穂　　中　城　慶　子　　中　堀　　　恵　　浜　崎　昌　子
　　前　田　志　保　　松　尾　詠美子　　宮之原　さとみ　　山　元　幸　子

大　学　院（１名）
＊人間発達科学プログラム＊　
　　有　村　光　代
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●教養学部　全科履修生　生活と福祉コース
� 長　崎　菜　穂

　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」を挙行していただき、卒業生
一同、心から感謝申し上げます。
　新入生の皆様、御入学おめでとうございます。
　さて、私が放送大学に入学した経緯ですが、私は、
働きながら准看護師および正看護師を取得し、臨床
現場に入って20年弱となります。この間、子供を一
人育てる道を選び、ただ、我武者羅に働く日々が続
いておりました。
　子供の成長とともに心の余裕ができた頃、自己を
顧みる事が多くなっていました。例えば、日々、患
者さんや御家族を始め、医療スタッフ等の人と関わ
る中で、相手が真に何を求めているのか、また、自

分の考えを相手にうまく伝える事の難しさなど、自
分を含めた周囲を俯瞰する力が足りないと感じ、自
分なりに自己啓発本を読み漁りましたが、全く満た
されず、知識が足りない事を痛感しました。
　そこで、放送大学へ三年次編入学し、64単位を
習得したのち、看護学士を修得する事を目標とし
ました。
　今まで、仕事をしながら資格取得をしてきた経験
がありましたが、正直、若い頃とは違い、体力の限
界を感じる事も多々ありました。その反面、仕事を
しながら学ぶ事は、学んだ事をすぐに実践に反映で
きるという強みがあります。
　入学当初は看護学士の取得を第一目標としていま
したが、学びを深めるにつれ、学習に貪欲になり、
統計学や経済学、情報分野などを選科しており、気
付いたら２年半で卒業してしまった次第です。
　そこで、今期からは看護学士に必要とされる残り
の単位を履修すべく、選科履修生として学びを深め
ていきたいと思います。
　新入生の皆様、不安な事もありますでしょうが、
放送大学で学び深めた事は、きっと御自身の大きな
糧になると信じております。
　最後になりましたが、私どもが卒業を迎える事が
できましたのも、菅沼所長をはじめ諸先生方、職員
の皆さまの暖かい御支援のお蔭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29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
福　岡　弘　美

　例年より早い春の訪れに、花々が一斉に咲き始

めたまさに春爛漫の良き日に、本日ご卒業並びに

修了される卒業生、修了生の皆様に心よりお祝い

申し上げます。又、私達の為にこの様に盛大な入

学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30年間看護師の道を歩んでまいりました。子

育てや家事をしながらの、楽しくも、とても忙しい

日々を過ごしてきました。どうしても自分の事は後

回しになってしまい、いつか子育てが終わったら、

自分のやりたい事を思い切りやりたいと思っていま

した。そして今、その時が来ました。放送大学のき

ばいやんせ、好きな勉強、好きなだけ、という言葉

に、即引き寄せられました。看護師として、疾病に

対しての看護は長年行ってきましたが、その疾病を

抱えている方や、その家族の心理について学びたい

と思いました。そして、疾病を持つ方や家族の気持

ちに寄り添える看護をしたいと思っています。又、

命を預かる医療現場はいつもピリピリとした空気が

張り詰めています。自分を含む仲間スタッフのスト

レスは少なくありません。そのストレスを乗り越え

られる様に何らかの方法はないか、幅広い知識を身

に付けたいと思っています。

　久し振りの勉強にワクワクしていますが、それと

同時に不安もたくさんあります。それも楽しみな

がら、又、応援してくれている家族に感謝しなが

ら、これから数年、大学ライフを満喫したいと思

います。

　最後になりましたが、これからお世話になります

大学の先生はじめ、職員の皆様方にご指導ご鞭撻の

程よろしくお願い申し上げ、新入生代表あいさつと

させていただきます。

入学者代表

●教養学部　全科履修生　心理と教育コース
向　鶴　和　幸

　桜の花も満開となった春爛漫の今日この頃、学習

センター所長ほか教職員の皆様、大学関係者の皆様

各位のご臨席のもとで「放送大学卒業証書・学位記

伝達式及び入学者の集い」が盛大に執り行われます

ことを心よりお祝い申し上げます。

卒業される皆様、新しく入学される皆様、本日はお

めでとうございます。

　私は「心理と教育」課程を専攻している全科履修

生の向鶴和幸と申します。在学生を代表してお祝い

を申し上げます。

　本日晴れて卒業式を迎えた卒業生・修了生の皆

様、今日に至るまでいろいろな苦難の道があったと

思いますが、一つの目標を達成し、満足感と充実感

にひたっていることと思います。永年の学習の成果

と努力に深く敬意を表するものです。

在学生代表
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　今日に至るまでにおいては、家族の皆様や諸先生

方、周囲の人々の支えがあったこともみのがせません。

このような学ぶ環境を支えてくれた人々に感謝する

とともに、卒業生の皆様におかれましては、今後も

自己研鑽につとめ、生涯学習に努めていただきたい

と思っています。

　併せて、今後は「学び」の成果をそれぞれのお立

場で地域や社会に還元してほしいと祈念しています。

　また、新たにご入学された皆様、おめでとうござ

います。

　学習する目的や目標は人によってさまざまだと思

います。目標はすなわち「いきがい」と言い換えて

もいいものだと思っていますが、このうち、いきが

いの価値観として真理や理論を求めることを目標と

するものがあります。自分の知らないことを知り、

その驚きを発信することが人生にとって欠かせない

喜びとなってきます。現に、一緒に学ぶ同世代の方

もそのような考えを持つ方が多くみかけられます。

学習センターにはそのような同じ志をもった学友が

多方面で活躍し研鑽しております。

　放送授業や面接授業もニーズにあった多様なメ

ニューが用意されています。

　また、秋には県内各地を訪ねての研修旅行も企画

されています。これからも皆様といっしょにこのよ

うな学びを通じて交流できたらと思っています。

　人間が他の動物と違うのは経験や理論から学び将

来を予測して対処する準備ができる点にあります。

学びの過程においては、時には大きな壁につきあた

ることもあるかと思いますが、結果として、努力も、

忍耐も「すばらしい経験」となって、皆さんの中に

蓄積されていくことであると思います。また、永年

続けることによってばらばらの知識が集積し、繋

がってくるのだと思います。

　最後になりますが、放送大学で学ぶ教養は自らを

変えるエネルギーとなります。健康に留意し、家族

や職場に感謝し、大学生活をエンジョイしていただ

きたいと願っております。

　皆様のこれからの学びが継続され、達成されるこ

とを祈念し、簡単ながら、私のお祝いの言葉とさせ

ていただきます。 

　本日は誠におめでとうございました。

　今回の祝賀イベントには、鹿児島にて活動されているフラグループ「ナ　プア　ケアラ　
ビューティー」の精鋭８名がご出演くださいました。
　それぞれの曲についての説明があり、より深く鑑賞することができました。また「月の夜は」
では、歌詞にあわせたハンドモーションを伝授され会場が一体となり、華やかに式典を終える
ことができました。

　演　目　
　①　～フラガール～　虹　
　②　ケ　アロハ
　③　海の声
　④　月の夜は
　⑤　ナープア　モーハラ

～ご卒業・ご入学を祝して～
祝賀イベント
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新旧職員の挨拶

新旧客員教員の挨拶

退職の挨拶

　４年間の勤務でしたが、在任期間中、年齢や職業
も違うたくさんの学生の皆様とふれあえたことは、
私にとって、大変有意義で貴重な経験となりました。
在職中は、少しでも学生さん方のご支援ができるよ
うに頑張ってきたつもりですが、日々、学生さん方
の勉強に頑張る姿を見るたびに、かえって私の方が
励まされ、力をもらいました。今回退職いたします
が、退職後も、学生の皆様がそれぞれの目的を達成
されるよう応援しております。ありがとうございま
した。

　菅沼所長はじめ客員教授の先生
方、職員の方々、そして何より学
生の皆様には大変お世話になり、
心より感謝申し上げます。皆様の
真摯に学ばれる姿や日頃のお話し
を通して、いろいろなことを教え
ていただきました。これが５年間で私が得た財産で
す。これから放送大学とのご縁を大切にしながら、
私も学び続けていきたいと思います。

　30 年前に留学した時、留学先の
教授がことあるごとに「チャレン
ジだ」と言っていたことを鹿児島
学習センターにお世話になって思
い出しました。学生の皆様を通し
て、物事を始めるのに年は無関係
ということを強く意識させられました。昨今の技術
革新にも自分で勝手に無理と思わずに今後もチャレ
ンジすることが大事であると感じた次第です。

　皆さんの熱心な姿や温かい言葉に支えられ、約
10 年間も勤務することができました。幅広い年齢
の学生さんの姿をみて、いつからでもチャレンジで
きることを学びました。皆さんとの出会いに、感謝
致します。

　数年前にいただいた「好きなと
き　好きな勉強　好きなだけ」の
言葉が印字された放送大学のコー
スターを愛用してきました。今回
ご縁があって，学ぶ意欲に溢れた
皆様の夢実現のお手伝いをさせて
いただくことになりました。どう
ぞよろしくお願いいたします。

　この 3 月まで、鹿児島大学にお
りましたが、4 月より鹿児島国際
大学の大坪治彦です。毎年の面接
授業では学習センターに来ており
ましたが、客員教授としては 4 年
ぶりに復帰することになりました。
臨床心理学を専門にしていますが、心理学に少しで
も関わることであれば、どんなことでも質問や相談
に遠慮なくお声かけください。

　今年度から客員教授を務めさせ
て頂くことになりました鹿児島大
学理学部の新森です。研究分野は
計算機科学、ネットワーク理論な
どで、大学では情報科学関連の共
通教育科目や専門科目、学部生や
大学院生の研究指導を担当しています。放送大学で
は、コンピュータの活用を含めた情報科学、統計学、
離散数学などの分野で、皆様と一緒に学んで行けれ
ばと考えています。よろしくお願いします。

　振り返ってみれば、短く感じる 5 年間でした。でも、「サツマイモと焼酎」の世界から、「生
涯教育」を担う放送大学の世界に飛び込み、色んなことを学ばせていただきました。特に、
豊富な仕事上の経験を積んで放送大学に入学され、真剣に自己学習されている皆さんの姿か
ら、改めて大学教育ならびに大学教員の役割を再認識することでした。そして、多くの方が
放送大学に愛着を感じ、学びを生きがいとされていることを理解するために、私自身も 4 月から人間と文化コー
スに入学することに致しました。今後は共に学ぶ仲間としてよろしくお願いします。

　4 月から図書・視聴学習室に勤
務することになりました。高い志
を持って学ぶ皆様のお役に立てる
ように、微力ながら努めてまいり
たいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします

総務主幹：宇　都　法　道

客員教授：園　屋　高　志

客員教授：八　木　史　郎

図書・視聴学習室担当：山　下　順　代

総務主幹：中　尾　純　則

客員教授：大　坪　治　彦

客員教授：新　森　修　一

鹿児島学習センター前所長：菅　沼　俊　彦

図書・視聴学習室担当：西之園　美　穂

－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
　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30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 新
シン

森
モリ

　修
シュウ

一
イチ

情報数理学 鹿児島大学理学部教授

水

10：00 ～ 13：00 住
スミ

吉
ヨシ

　文
フミ

夫
オ 超伝導工学

電力工学
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 10：00 ～ 13：00 大
オオ

坪
ツボ

　治
ハル

彦
ヒコ

心理学 鹿児島国際大学国際文化学部教授
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、学習センターへご相談ください。

　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月下旬

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ので是非ご確認ください。

科目登録の手続き期間（予定）
（郵送）８月 15 日（水）～８月 30 日（木）私書箱必着
（Web） ８月 15 日（水）9:00 ～８月 31 日（金）24:00

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（日）9:00 ～６月１日（金）24:00

◆「単位認定試験受験地センター変更願◆
　４月１日（日）～５月 25 日（金）（郵送必着）　※提出先は、大学本部です。
詳しくは、学生生活の栞（大学：P71 ～ P72、大学院：P65 ～ P66）をご確認ください。
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提出期間
（郵 送）５月 24 日（木）～６月７日（木）本部必着
（Web）５月 17 日（木）10:00 ～６月７日（木）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 27 日（金）～７月 28 日（土）
学　部：７月 29 日（日）～８月   5 日（日）



－ 9 －

かいこうず
The Open University of Japan Kagoshima study center

　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14日（土）12時～ 学習センタ－の掲示または学習センター、放送大学のホーム
ページで空席状況を確認できます。

追加登録期間 ４月20日（金）から 20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。

20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20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18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。（4/14～4/19の間に追加登録申
請書類を事務室へお持ちいただいても受付・お預りはできません。）

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 30 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 30 年度第１学期　面接授業開講科目一覧
《追加登録の申請方法等については、9 ページの「平成 30 年度第１学期面接授業追加登録について」をご参照ください。》

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：
自然と環境

220
（中級） 赤潮・アオコの科学 前田　広人 ４/14、15 35名 追加登録対象外

専門科目：
生活と福祉

320
（中級） 生活環境情報学 川原　靖弘 ４/14、15 14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 ４/17、18 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 ４/20、27 50名 追加登録対象外

導入科目：
社会と産業

220
（中級） 日本国憲法～自由・平等・平和～ 小栗　　實 ４/21、22 40名 追加登録対象外

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

４/21、22 35名 追加登録対象外

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 ４/21、22 40名 追加登録対象外

導入科目：
社会と産業

220
（中級） 世界自然遺産と観光（注２） 萩野　誠 ５/12、13 15名 ５/ ２（水）まで

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験１ 大坪　治彦 ５/12、13 40名 ５/ ２（水）まで

専門科目：
心理と教育

320
（中級） コミュニティ援助論 平田祐太朗 ５/19、20 50名 ５/12（土）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

東　　隆文 ５/26、27 20名 ５/19（土）まで

専門科目：
人間と文化

320
（中級） 映画の理論と歴史 中路　武士 ５/26、27 50名 ５/19（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 高宮　広土 ６/ ２、３ 40名 ５/26（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 遠城　道雄 ６/ ２、３ 40名 ５/26（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/ ９、10 50名 ６/ ２（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/ ９、10 30名 ６/ ２（土）まで

専門科目：
社会と産業

320
（中級） 離島農業で発生する害虫問題（注２） 坂巻　祥孝 ６/16、17 15名 ６/ ９（土）まで

専門科目：
人間と文化

320
（中級） 漱石解読―『行人』と『こころ』 村瀬　士朗 ６/16、17 40名 ６/ ９（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 ６/23、24 50名 ６/16（土）まで

専門科目：
自然と環境

320
（中級） 銀河天文学 谷口　義明 ６/30、７/ １ 50名 ６/23（土）まで

専門科目：
自然と環境

320
（中級） 銀河天文学（注４） 谷口　義明 ６/30、７/ １ 15名 ６/23（土）まで

※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Ｐ 88 ～Ｐ 98 でご確認
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）　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。



－ 11 －

かいこうず
The Open University of Japan Kagoshima study center

【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（金）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、７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？

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
会議室

　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。

地域街おこし
文化交流学習会

毎月第２土曜日
10時～12時

鹿児島
学習センター
会議室

　最近、地域創生の課題が多くなりました。私
たちの住んでいる街や村の特徴、問題点に気付
き学び合いの交流をしませんか。
　テーマは、教育、福祉、産業、環境、文化等
何でも問いません。多いに話し、意見を出し
合い現在から明るい未来へとつないでいきま
しょう。

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。

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 
会議室

　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 
会議室

　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 
会議室

　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
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平成 30 年度第１学期から開所時間が変更されます。
　４月１日から事務室と図書・視聴学習室の開所、開室時間が変わります。
　利用される際は、ご注意ください。皆様のご理解をお願いします。

【現行】
○通常期

区分（期間） 曜　日 事務室 図書・視聴学習室
開所時間 開室時間

通常期間
　面接授業がある日
　単位認定試験期間　　　　　　　　以外の日
　単位認定試験の1週間前の期間

火曜から金曜 10:00～ 18:30 10:00～ 18:20

土曜から日曜 9:30～ 18:00 9:30～ 17:40

○面接授業がある日

区分（期間） 曜　日 事務室 図書・視聴学習室
開所時間 開室時間

面接授業がある日 9:30～ 18:00 9:30～ 17:40

【変更】 
○通常期

区分（期間） 曜　日 事務室 図書・視聴学習室
開所時間 開室時間

通常期間
　単位認定試験期間　　　　　　　

　以外の日
　単位認定試験の1週間前の期間

火曜から日曜 9:30～ 18:00 9:30～ 18:00

※　面接授業の有無、土日に関係なく及び事務室と図書・視聴学習室の開所 ( 開室 ) 時間を統一することで学生の利便
性を図るため。

【変更なし】
○単位認定試験期間

区分（期間） 曜　日 事務室 図書・視聴学習室
開所時間 開室時間

単位認定試験期間 9:00～ 19:00 9:00～ 18:45

○単位認定試験の１週間前の期間

区分（期間） 曜　日 事務室 図書・視聴学習室
開所時間 開室時間

単位認定試験の１週間前 9:30～ 19:00 9:30～ 18:45



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 30 年６月 24 日（日）　13:30 ～ 15:10　　　
会場：かごしま県民交流センター　東棟３階　第１小研修室

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 定　員

５月 13 日（日）
13:20 ～ 14:45

県立奄美図書館
（第１研修室）

テーマ：世界遺産登録は奄美に必要だったのか、
　　　　語り合おう 40 名
講　師：萩野　誠　鹿児島大学学術研究院教授

６月 17 日（日）
13:20 ～ 14:45

テーマ：離島における環境保全型の病害虫対策の展望
40 名

講　師：坂巻　祥孝　鹿児島大学学術研究院准教授

※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ホームページまたはチラシをご覧ください。
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システム WAKABA が新しくなりました。
WAKABA へのアクセスはできますか？

クリック！ 

入力！ 

クリック！

①放送大学ホームページ（http://www.ouj.ac.jp/）「在学生の方へ＜システムWAKABA」をクリック

②ログイン IDとパスワードを入力してログインボタンをクリック

③システムWAKABAがひらきます

ログイン ID：学生番号の－（ハイフン）を除いた10桁の数字
※ログインと IDとパスワードは入学許可書に記載されています。

　システムWAKABAでは、
インターネット配信や単位
認定試験問題・解答の閲覧
だけではなく、引越しした
際の住所変更手続き等も行
うことができます。

　詳しくは、同封している「平成30年度利用の手引き」を
確認してください。
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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30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（日）～

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

放送授業期間 ７月22日（日）～８月５日（日）
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30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30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10日（火）～５月17日（木）17時まで

視聴可能期間 インターネット ７月13日（金）～８月26日（日）
放送授業 ７月22日（日）～８月７日（火）

講　 習　 料 30,000円
注１　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、10月25日から11月22日17時までの予定です。

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30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＊
　14日（土）・15日（日）　「赤潮・アオコの科学」
　　　　　　　　　　　　　「生活環境情報学」
　17日（火）・18日（水）　「新・初歩からのパソコン」
　20日（金）・27日（金）　「認知症と高齢者のこころの病気」
　21日（土）・22日（日）　「日本国憲法～自由・平等・平和～」
　　　　　　　　　　　　　「島津斉彬の集成館事業」
　　　　　　　　　　　　　「教育心理学基礎実験」

＊面接授業＊
　12日（土）・13日（日）　「心理学実験１」
　　　　　　　　　　　　　 「世界自然遺産と観光」（奄美会場）
　19日（土）・20日（日）　｢ コミュニティ援助論 ｣
　26日（土）・27日（日）　「鹿児島湾洋上実習」（船内宿泊授業）
　　　　　　　　　　　　　｢ 映画の理論と歴史 ｣

＊面接授業＊
　２日（土）・３日（日）　   ｢ 先史・原史時代の奄美・沖縄諸島 ｣
　　　　　　　　　　　　   「熱帯・亜熱帯の農業と作物」
　９日（土）・10日（日）　 「すべての季節のための英語」
　　　　　　　　　　　　   「心理学実験２」
　16日（土）・17日（日）   ｢ 離島農業で発生する害虫問題 ｣
　　　　　　　　　　　　   「漱石解読－『行人』と『こころ』
　23日（土）・24日（日）　｢ 実用英語検定チャレンジ基礎講座 ｣
　30日（土）・７月１日（日）「銀河天文学」（遠隔授業）

【４月の予定】
10日　平成30年度夏期教員免許更新講習受付開始（5/17.17時まで）
14日　面接授業空席発表
20日　面接授業追加登録受付開始
29日　閉所日（昭和の日）

【５月の予定】
 １日　平成30年度集中科目履修生出願受付開始
　　　 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30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）

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、
機関誌のタイトルとしています。

所　　　　　長　　住　吉　文　夫
事　　務　　長　　山　脇　香　織 
総　務　主　幹 　田　淵　善　昭 
広　報　主　幹 　中　尾　純　則 
事　務　職　員 　岡　野　美　幸 
　　　〃	 　中　島　寛　子 
　　　〃	 　大　重　弥　生 

図　書・視　聴　　松　下　春　江
学	習	室	担	当　　西之園　美　穂 
  
奄美再視聴室長　　伊集院　　　晋 
（県立奄美図書館４階）  

よ
ろ
し
く

お
願
い
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し
ま
す
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職　員　紹　介


