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　　　私は1992年の初めに九州に降り立ち、日本での生活
を始めて25年間が経ちました。このうちの20年間、ま
ず鹿屋に住み、今では垂水を生涯の家として生活が送れ
ていることに感謝しています。この10年間鹿児島大学で
の勤務を通して、湾の反対側である垂水に住むという選
択は、私には多くの理由があり、決してこの選択に後悔
はありません。
　まず私を魅了させたのは壮麗な海の景色でした。オー
ストラリアの南東にある内陸で育った私は、海の景色は
幼少期に家族との休日で年に１、２回見る程度で、海の
景色が私の憧れでした。出港する客船や漁業の船を見ら
れるのがいつも楽しみでした。大隅の湾岸から西側に見
える素晴らしい夕焼けは言うまでもなく、鹿児島湾は桜
島や開聞岳をはじめとする雄大な自然を特徴とした世界
クラスの美しさがあります。シドニー港も世界有数の美
港ですが、鹿児島湾のこの平和さと穏やかさは鹿児島な
らではの美しさがあります。近い未来、素晴らしい観光
地として活かされるような気がします。私的には、毎日
鹿児島市内で交通渋滞に捕まるより、フェリーでこの美
しい湾を渡る、特に快晴の朝には、静かで一日のエネル
ギーを溜められる時間を過ごせるほうが得であると思い
ました。
　大隅には素晴らしい観光地がありますので、私は国内
外からの友人をしばしば宿泊させています。そして先月
には私の母と姉が１週間私に会いに来日してくれました。
彼女らのおかげで、毎日車で観光旅行を楽しみ、主に佐
多街道の海岸線を走っては立ち寄りを繰り返していまし
た。小一時間で福山、猿ヶ城渓谷、神川大滝公園、荒平
天神、鹿屋バラ園と様々な観光地を訪れました。どこも
気さくなスタッフに対応して頂き、またバリアフリーを

設けていたり、観光者向けに整備されていたりしていま
した。一週間の間、私たちは佐多街道沿いにある、友人
がすすめた色々な種類の地元料理屋で食事を頂き、どの
料理にも味と安さに大満足でした。
　垂水では私の愛してやまないアウトドア生活が豊富に
楽しむことができます。そして、私はここ、垂水での地
域社会を楽しみ、ご近所の方とも縁を深めたり、地域の
イベントに参加したりと充実な時間を過ごしています。
小さな地域社会ではありますが、結びつきの強い垂水に
は、他とは違う温もりや心があると思います。ここに住
み始めてから7年後、私はようやく浜辺のすぐ近くに一
軒家を建て、永住することを決意しました。当然、私の
生まれ故郷、オーストラリアもこよなく愛してはいます
が、私にとって今後の生活やキャリアを考えると、この
地からは多くのことが提供され充実できると思いました。
　さて、母と姉との時間も終わりに近づき、空港で別れ
際、母がこんな言葉を私に残してくれました。「こんなに
素敵な人々と場所に恵まれて、この地をあなたの人生を
作り上げていく場所に決めた理由がはっきりと分かった
わ。私もあなたが幸せそうで嬉しかったわ。また来たい
わ。」この言葉を聞いたとき、本当に感動し、また、ここ
に永住することを決めたことが間違っていなかったと安
心させられました。鹿児島市にお住まいの方にとって、
田舎での生活は不便であるのは承知ですが、時々リフ
レッシュの旅として、私たちの素晴らしい鹿児島県の一
風変わった地、大隅に足を運んでみてはいかがでしょう
か。私がそうであったように、まだあなたの知らない隠
れた宝のような地がきっとあなたを待っていると感じる
ことでしょう。

大隅の魅力
客員教授
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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 13 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 の黒鉛筆を使用してください。

 持込を認められた
　 印刷教材等　　

○学習センター、キャンパスネットワークでの掲示（試験１ヶ月前～）また
は受験票に同封される試験時間割等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、科目ごとに座席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29年７月21日（金）・22日（土）
　　　　　　　教 養 学 部　　平成29年７月23日（日） ～ ７月30日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※７月24日（月）、７月28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。

【通信指導の提出から単位修得の流れについて】 

㊟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。閲覧期間は約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Ｐ73、大学院Ｐ68）

 

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（水））

（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（水））

（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

未受験 or 不合格
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今後の学習スケジュール
　７月中旬に、大学本部から科目登録申請要項や継続入学関連書類が送付されますので、内容を確認の上、
手続きを行ってください。

行　　事 学　　部 大　　学　　院（修士課程）

通信指導結果返送

平成29年７月上旬～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７日（金）
・記述式科目（併用式科目の記述部分）７月19日（水）
※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13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29年７月23日（日）～７月30日（日）平成29年７月21日（金）・７月22日（土）
平成30年度
卒業研究履修申請書
提出期間

平成29年８月16日（水）
～８月24日（木）大学本部学生課必着

看護師資格取得に資
する科目（夏期集中型）
単位認定試験

平成29年９月29日（金）
平成29年９月30日（土）

平成29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29年８月15日（火）～８月30日（水）大学本部（私書箱）必着
※ ｢ システム WAKABA ｣ による申請期間
　平成29年８月15日（火）9:00～８月31日（木）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29年７月28日（金）、８月１日（火）、８月15日（火）
図書・放送教材室外
貸出停止期間

平成29年９月24日（日）～９月30日（土）室内貸出は可、室外貸出は不可
平成29年９月25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29年度第２学
期から変更）

平成29年８月10日（木）必着
提出先：
大学本部学生課入学・履修係

平成29年８月10日（木）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29年度第２学
期から変更）

平成29年９月30日（土）必着
提出先：
大学本部学生課入学・履修係

平成29年９月30日（土）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：８月15日（火）～８月31日（木）
第2回：９月 １日（金）～９月20日（水）

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

～８月31日（木）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29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用関連書類は送付されません。
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平成29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（火）～８月 30 日（水）私書箱必着
　　　　　　　　　　　システム WAKABA による申請期間　８月 15 日（火）9：00 ～８月 31 日（木）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

導入科目： 
社会と産業

220 
（中級） 戦前日本の政治 平　井　一　臣 10/14、15 40 名

専門科目： 
生活と福祉

320 
（中級） 健康のための栄養と運動 中　野　隆　之 

松　元　圭太郎 10/14、15 40 名

専門科目： 
心理と教育

320 
（中級） トラウマの臨床心理学 餅　原　尚　子 10/14、15 50 名

基盤科目 110 
（初級） 新・初歩からのパソコン 園　屋　高　志 10/17、18 14 名

導入科目： 
社会と産業

220 
（中級） 稲盛和夫の経営哲学 吉　田　健　一 10/21、22 40 名

専門科目： 
生活と福祉

320 
（中級） ヒトの体の働き 中　河　志　朗 10/21、22 45 名

専門科目： 
生活と福祉

320 
（中級） ヒトの体の働き （注１） 中　河　志　朗 10/21、22 15 名

専門科目： 
社会と産業　

320 
（中級） 自治体政策論１

西　　　啓一郎 
松　本　俊　一 
柿　内　一　樹 
大小田　　　敦

10/28、29 40 名

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 11/4、5 40 名

専門科目： 
人間と文化　

320 
（中級） 薩英戦争の考古学 （注２） 新　田　栄　治 11/4、5 35 名

専門科目： 
情報　

320 
（中級） プレゼンテーションの理論と実践 加　藤　　　浩 11/4、5 10 名

基盤科目： 
外国語　

110 
（初級） 中国語入門編 中　筋　健　吉  11/9、10 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 11/11、12 40 名

導入科目： 
人間と文化

220 
（中級） 明治維新と西郷南洲翁 德　永　和　喜 11/11、12 50 名

導入科目： 
人間と文化　

220 
（中級） 奄美カトリック迫害と現代 （注３） 宮　下　正　昭 11/18、19 15 名

導入科目： 
自然と環境　

220 
（中級） 大地の恵みと自然災害 大　木　公　彦 11/18、19 50 名

専門科目： 
生活と福祉

320 
（中級） 健康教育―看護ケアにおける― 花　井　節　子 11/18、19 40 名

専門科目： 
心理と教育　

320 
（中級） 心理学実験３ 有　倉　巳　幸 11/25、26 30 名

導入科目： 
心理と教育　

220 
（中級） 個性と社会性を育む生徒指導 獅子目　博　文 12/2、3 40 名

専門科目： 
社会と産業

320 
（中級） 都市社会の社会学 森　岡　淸　志 12/2、3 50 名

基盤科目： 
外国語　

120 
（中級） 英会話（基礎） アン　ブレイジア 12/9、16 40 名

総合科目 420 
（中級） 奄美と持続可能な観光まちづくり （注３） 萩　原　　　豪 12/9、10 15 名

専門科目： 
自然と環境　

320 
（中級） 鹿児島の植物相 宮　本　旬　子 12/16、17 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（鹿児島市と霧島市）です。      
（注３）　授業の実施会場は、県立奄美図書館（奄美市）になります。
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平成 29年度　学生サポーター
　今年度は下記の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14日（金）・７月18日（火）～20日（木）  　　　9：30～18：45
７月15日（土）・16（日）　　　　　　　　　 　　      9：30～17：40

単位認定試験期間中の利用時間
７月21日 ( 金 ) ～30日（日）  　　　　　　　　　　　9：00～18：45

☆試験前・試験期間中と試験問題・解答等の閲覧が込み合う場合があります。早めの閲覧をお勧
めします。

　※ USB メモリ等に保存して、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、放送大学のホームページに公開しているものと同

じ平成28年度１学期、２学期分のみです。）
☆放送教材の室外貸出は、８月２日（水）～９月22日（金）までの期間、全ての科目を貸出し

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ください。

室外貸出停止期間：９月24日（日）～30日（土）

　鹿児島大学で授業を受講してみませんか？
　放送大学では、平成17年５月に鹿児島大学と単位互換協定を結び、平成17年第２学期から単位互
換を実施しています。平成29年度第２学期においても「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。

　※出願には、様々な条件があります。詳しくは、鹿児島学習センター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、自分でテーマをみつけ、教員の指導を受けながら、そのテーマにふさわしい研究
方法を模索し、研究の過程・成果を報告書にまとめあげるという主体的な学習です。
　全科履修生の通年選択科目であり、卒業に必須ではありませんが、教員から直接指導を受けること
のできる絶好の機会です。これまでの学習の総仕上げとしてぜひ挑戦してみてください。
　卒業研究履修の手引きは学習センターにて配布中です。申請を検討されている方は学習センター所
長にもご相談ください。
　来年度履修希望者の申請期間は今年の８月16日（水）～24日（木）【郵送必着】です。

今村 修一さん 折口 哲郎さん宇都 良子さん 齊藤 國久さん 夏迫 イツ子さん



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ま
せんか？ぜひ、ご参加ください！
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納涼イベント
　昨年は、定員数を超える申し込みがあり参加できない
方もいましたので、参加をご希望される方は、早目の手
続きをおすすめします！！
期　日：８月６日（日）
・金額は、2,500円程度です。

学生研修旅行
　今年の学生研修旅行は、昨年台風で中止となった、いちき串木野市・薩摩川内市方面を訪問
します。昨年学生研修旅行が無くなり、がっかりされた方、ぜひ、ご参加ください！！
期　日：９月３日（日）
場　所：いちき串木野市・薩摩川内市方面（薩摩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。

「マチュピチュに魅せられた日本人と古代アンデス文明」展
開催のお知らせ

◇放送大学鹿児島学習センターと公益財団法人鹿児島県国際交流協会では、下記のとおり「マチュピ
チュに魅せられた日本人と古代アンデス文明」展を９月に開催します。
　アンデス文明に魅了された実業家天野芳太郎氏の勧めで東大アンデス調査団が結成され、アメリカ
大陸最古の黄金装飾品を発見するという偉業を成し遂げました。
　今回、東京大学と BIZEN 中南米美術館所有の貴重出土品と現代民具などの展示を通して、古代ア
ンデス文明と現代ペルー文化を広く紹介します。

期　間　平成29年９月９日（土）～10月１日（日）
　　　　期間中に、公開講演会（ギャラリートーク）を開催します。
会　場　かごしま県民交流センター　６階ギャラリー      
 （鹿児島市山下町14－50　　℡099-221-6600）     
入場料　◇一般・大学生　700円（事前に登録された方は500円）
　　　　◇中高生　300円   　　◇小学生以下　無料   
 ［主な展示品］      
 〇古代アンデス文明出土品：土器、織物、黄金装身具レプリカなど    
 〇アンデスの現代文化を表す民具      
 〇天野氏、野内氏遺品      
 〇マチュピチュ巨大写真      

 詳細は、同封のチラシをご覧ください。      
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【７月の予定】
21日　第１学期放送授業最終日
21日～22日　大学院単位認定試験
23日～30日　教養学部単位認定試験（24日、28日を除く）
28日　　　　  臨時閉所日
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面接授業

単位認定試験

＊面接授業＊
１日（土）・２日（日）「戦後日本の農業と経済 ｣
　　　　　　　　　 　「島嶼社会の民俗学・文化人類学」
８日（土）・９日（日）「教育心理学基礎実験」

【８月の予定】
 １日　臨時閉所日
  ６日　★納涼イベント
11日　閉所日（山の日）
15日　臨時閉所日
15日　第２学期科目登録受付（郵送８/30、Web ８/31まで）
15日　平成30年度大学院修士全科生出願受付（８/31まで）
　　　 平成30年度大学院博士全科生出願受付（８/31まで）
19日～20日　教員免許更新講習認定試験

【９月の予定】
   3日　★学生研修旅行
23日　閉所日（秋分の日）
29日・30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
24日～30日　図書・テープ室内貸出―可、室外貸出―不可
　　　　　　　（25日閉所日）

＜編集後記＞
　この間、新学期が始まったばかりだと思っていたら、今月はもう単位認定試験の時期になりました。
　みなさん、頑張った勉強の成果を十分に発揮して、試験に臨んでください。

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。

◇平成29年度10月入学生募集！
◆教養学部◆　全科履修生・選科履修生・科目履修生
◆大 学 院◆　修士選科生・修士科目生
[ 出願期間 ]　第１回　８/31（木）まで　　※インターネットからでも出願できます。
　　　　　　 第２回　９/20（水）まで
◆大 学 院◆　修士全科生・博士全科生
[ 出願期間 ]　８/15（火）～８/31（木）
◇オープンキャンパス・個別入学相談会
９/20（水）まで毎日実施しています。（月曜日、祝日、７/21（金）～８/ １（火）、８/15（火）を除く）


