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平成 29 年 10 月発行

　鹿児島純心女子大学への勤務をきっかけに薩摩川
内市に居住し、はや10年あまり。単身赴任生活が
続いている。とはいっても出身はお隣の宮崎県都城
市。当初は多少の寂しさはあったものの、ことばや
方言、風土がとても似ているところでの生活、家庭
の雑事に煩わされず仕事ができる生活に、すぐに慣
れた。これも家族の大きな協力があったからだと感
謝をしている。このような生活の中で今、心を悩ま
せているのが93才になる母の介護である。
　60才代前半で父が亡くなり、その後、私と一緒
に暮らした10年間を除けば、20年余り一人暮らし
でがんばってきた。徐々に食事の支度ができなくな
り、ここ5年はUターンをしてきた姉のサポート
や介護サービスを利用し、どうにか一人で暮らして
いた。しかし本年６月、自宅で転倒し大腿骨頸部骨
折で入院、手術。術後約３週間でリハビリのために
転院。その間３か月、手術直後は術後せん妄が出現
したが、身体の回復とともに、それも少なくなって
きた。しかし、家族の判別はできるものの、物忘れ
が急激に進み、時間や場所がわからなくなる見当識
障がいも顕れてきた。これらは認知症の中核症状と
いわれるものだが、計算能力や生活上の判断はある
程度保たれていた。しかし時には幻視を訴えること
もあり、今後一人での生活は困難と考えられ家族に
在宅か施設かの判断を迫られた。
　そこで、近くの認知症専門の病院があると聴き
相談の依頼をした。突然の依頼にもかかわらず相
談員の方がすぐに対応、当日に相談をすることが

できた。そこで驚いたのは、最初に「母」のことを
とても詳しく尋ねられたことである。これまでの病
気や治療、手術後の身体の状態、リハビリの状態、
生活背景に引き続き、出身地、母の両親や兄弟のこ
と、結婚や出産、結婚後の仕事や生活、子育て、性
格や行動特徴、趣味等、90年間に渡る母親の人生
が浮き彫りにされるという印象であった。職業柄、
ある程度の質問内容は予測がついたが、それは私の
想像をはるかに超えるものであった。「これまでの
その人の人生は？」「どんな生き方をしてきた人な
の？」「生きがいは？」等質問しつつ、そこに存在
する「その人らしさ・・」を家族に想起させようと
されているのではないかと後日、気づかされた。
　認知症は脳が変化していく病気であるが中等度か
ら重度になったとしてもその人が全面的に病気の症
状だけになることはない。健康な部分もたくさんあ
り、それまでの人生で培われた「その人らしい行動
の特徴やこころのあり様がある」。支援する者は病
気のためにできなくなったことばかりに目を向けな
いで残っている力に目を注ぐことと言われる。私自
身その知識はあったし学生にも指導していた。しか
し現実にはわかっていなかった。「自分自身は決し
て感じたことのない他人の感情のただ中へ自己を投
入する能力をこれほど必要とする仕事はほかに存在
しない」と述べたナイチンゲールの言葉をおもいだ
し「その人を知ること」の難しさと大切さをあらた
めて実感した。
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ご卒業･ご入学おめでとうございます!

　10月１日（日）に、かごしま県民交流センター中ホールにて「平成29年度第１学期卒業証書・学位記授
与式及び平成29年度第２学期入学者の集い」を開催いたしました。今回卒業となる34名のうち20名が出
席し、入学者は41名が出席しました。家族や友人が見守る中で、菅沼俊彦所長から卒業生一人一人に卒業
証書・学位記が授与され、うち６名に鹿児島学習センター特別賞が授与されました。また、來生新学長から
の入学者へのメッセージや卒業生、入学生及び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
や経験談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、客員教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（計：34名）
　＊生活と福祉コース＊
　内　野　寿　子　　江川野　　　学　　潟　永　しおみ　　篠　原　孔　平
　新　村　明　子　　飛　松　文　子　　永　江　富　子　　西　　　聡　子
　羽根田　　　誠　　前　田　卓　哉　　和　田　明　美　　

　＊心理と教育コース＊
　石　原　茂　久　　今　村　穂　波　　上大薗　暁　子　　税　所　泰　子
　須　﨑　智　子　　中　川　みゆき　　野　添　裕美子　　福　元　明日香
　南　園　惠　子　　

　＊社会と産業コース＊
　上之園　詔　子　　濱　元　ち　ほ　　福　留　　　亮　　

　＊人間と文化コース＊
　赤　星　貴　子　　宇治野　三和子　　江川野　浩　子　　甲　斐　友　理
　北　里　麻莉絵　　岳　下　和　子　　昇　　　敦　子　　福　岡　美　子
　眞　木　達　矢

　＊自然と環境コース＊
　原　田　大　樹　　肱　元　逸　郎

平成29年度第１学期末で鹿児島学習センターの卒業生、修了生の総合計は下記のとおりです。

卒業生：1,377 名（男性：405 名　女性：972 名）
修了生：      43 名（男性：   27 名　女性：   16 名）

平成29年度第１学期卒業証書･学位記授与式及び
平成29年度第２学期入学者の集い
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○教養学部　全科履修生　生活と福祉コース
� 江川野　学

卒業生代表

祝　平成29年度　第1学期　放送大学教養学部卒業記念（2017.10.1）

　一雨ごとに秋の深まりを感じながら、この良き日
を迎えられたことを嬉しく思います。本日は私たち
29年度第１学期卒業生のためにこのような盛大な
『卒業証書・学位記授与式及び入学者の集い』を挙
行くださいまして誠にありがとうございます。卒業
生を代表致しまして心より感謝申し上げます。さて
私が放送大学に入学したきっかけは在職中ヘルパー
３級研修の中で、高齢者と共に過ごした時間が楽し
くいずれ福祉の道へ進もうと思ったからです。既に
放送大学生であった妻の勧めで平成18年４月放送
大学『生活と福祉コース』へ入学しました。しかし

日々厳しくなる職場環境の中で体調を崩し平成23
年50歳目前に退職致しました。体調が思わしくな
い中でも休学せずに本格的に福祉の道へ進もうと学
習を続けて参りました。振り返ってみますと早朝放
送授業の録画を見たこと、またスクーリング日程を
事前に両親に告げていたにも拘わらず急遽朝５時か
ら田植えをすることとなり田植え終了後、泥まみれ
の作業服を脱ぎ捨てシャワーを浴び車の中でおにぎ
りを食べながら学習センターに急いだこと、授業の
中で先生方が教科書の内容を具体的に理解できるよ
うに実験道具、模型などを用いて学習を進めて下さ
りその熱意に心を打たれたことなど沢山の思い出が
あります。現在私は高齢者訪問員として働いており
ます。その中で色々な過去を背負った高齢者の方と
接する時、会話の距離をぐっと縮めてくれるのは放
送大学で得た多くの知識です。本日は目的と勇気を
持って入学された新入生の皆様へニーチェの『努力
を続ける』と題しての一節をお送りしたいと思いま
す。「高みに向かって努力を続けることは決して無
駄ではない。今は無駄が多くて徒労のように見える
かもしれないが、すこしずつ頂点へと進んでいるの
は確かなのだ。今日はまだ到達にはほど遠いだろう
が、明日にはもっと高みへと近づくための力が今日
鍛えられているのだ」
　最後に菅沼所長をはじめ学習センターの職員の皆
様、本当にお世話になりありがとうございました。
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　日増しに秋の深まりを感じる季節となったこの良
き日に本日卒業される卒業生の皆様、本当におめで
とうございます。私たち新入学生もこのすばらしい
日に入学の日を迎えられたことを深く感謝申し上げ
ます。私たちもいつの日か皆様のように卒業の日を
迎えられるよう頑張っていこうと思います。
　私は高校を卒業し、社会人、結婚、出産後に看護
師になりたい夢が諦められず、看護学校に通い、主
人や両親の協力をもらいながら准看護師の資格を取
得しました。ずっと夢だった看護の現場で働くの
は、毎日が忙しく充実しており、看護について自分
の知識をもっと増やしていきたいと勉強することが
楽しい日々でした。患者様に「ありがとう」と言わ
れることがうれしく、もっと患者様に寄り添える看
護がしたいと思うようになりました。しかし、医療
の現場で働いていると、私の看護はこれでよいのだ
ろうかと不安に思うことも出てくるようになり、自
分の看護に自信が持てなくなることもありました。
私は現在、通所リハビリテーションで働いていま
す。在宅、介護の現場では看護師の資格がないと取
得できない資格などあり、一度は進学することをあ
きらめましたが、いつかは看護師の資格を取りたい
と思い実務経験を積んできました。あと２年の実務
経験で通信制の看護学校に通えると思っていたとこ
ろ、平成30年度の入学より実務経験が７年に短縮
され、今このタイミングで進学したいと強く思いま
した。久しぶりの学生生活なので不安があります

が、まずは放送大学で知識を少しずつ増やしていこ
うと思い、入学を決意しました。
　本日入学される皆様も様々な思いや目標がある
と思います。そのような思いを持った皆様と共に
励ましあい、楽しみながら学んでいきたいと思っ
ています。
　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ご鞭撻のほ
どよろしく申し上げ、新入生代表としての挨拶とさ
せていただきます。

　実りの秋、爽やかな秋風を感じる、きょうのよき
日に、卒業生、入学生、在校生そして関係者の皆様
多数ご臨席のもと、盛大に卒業証書・学位記授与式
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。
　本日、晴れて卒業を迎えられる卒業生の皆様、お
めでとうございます。これまでに多くの努力と困難
を乗り越え、目標を達成されたことに、敬意を表す
とともに、ここで学んだことを糧にして社会でより
一層ご活躍することをお祈り申し上げます。
　また、夢と希望をもって入学された、新入生の皆
様、ご入学おめでとうございます。新入生の皆様の
入学の動機や目標も色々あろうと察しますが、学習
意欲と自己研鑚に努めることによって放送大学で
は、必ず希望に応えてくれるものと思います。
　私は、農協に勤務しながら職務に関する経済学の

○教養学部　全科履修生　生活と福祉コース
� 葛　和　麻　美

○教養学部　全科履修生　心理と教育コース
� 外　薗　広　巳

入学者代表

在学生代表
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専門的知識を深めようと、平成20年9月に全科履
修生として「社会と経済専攻」に入学しました。こ
の間に放送授業や面接授業等で多くの事を学ばせて
頂きました。特に、面接授業では鹿児島大学名誉教
授宮廻甫允先生の「鹿児島のエクセレントカンパ
ニー」で県内企業4社を訪問し、素晴らしい技術や
特許を持って地元で活躍している企業を再認識しま
した。
　卒業までには6年間かかり、また、この年に無事
定年退職を迎えることもできました。これもひとえ
に、職場や放送大学の皆様のご理解とご協力の賜物
と心から感謝申し上げます。
　しかし、ここが終わりではなく今後、豊かで実り
ある充実した生活を送るために、幅広い分野での学
習を通じ様々な知識の習得のため学び続けることだ
と思い再入学を決意しました。その後「生活と福祉
コース」を卒業し、平成28年度からは「心理と教
育コース」に進んで学生生活を続けています。
　放送大学では、一人で放送授業を視聴することが
多いため、人と人のつながりが薄いように思われが
ちです。しかし、自分から求めれば、客員教授の先
生方や菅沼所長さんはじめ事務スタッフの皆さん、
また、身近にいる学生サポーターの皆さんのアドバ
イスが大いに役に立つことがあります。また、サー

クルの仲間との触れ合いをもち、刺激を受けること
ができます。このような環境をぜひ利用していただ
きたいと思います。皆様、お一人お一人の目標が達
成できますように心から祈念して、在学生代表のお
祝いの言葉とさせていただきます。本日はおめでと
うございます。

同窓会主催
卒業生・入学生歓迎レセプション

　「平成29年度第1学期卒業証書・学位記

授与式及び平成29年度第２学期入学者の集

い」が終わった後に、同窓会主催の「卒業

生・入学生歓迎レセプション」が鹿児島学

習センターの講義室で開かれました。

　参加された方は、料理を食べながら卒業

生の体験談を聞いたり、先輩・先生方との

交流を深め、学びの決意を新たにしたよう

でした。
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第２学期単位認定試験までのスケジュール
　新学期が始まりました。２学期の学習スケジュールは下記のとおりです。単位修得を目指して頑張りま
しょう。

10/1 学習スタート
（放送授業の視聴と印刷教材により学習します。） ※オンライン授業科目は、印刷教材はありません。

通　　信　　指　　導

単位認定試験の成績通知

単位認定試験の受験

　通信指導の添削結果、
　単位認定試験通知（受験票）の送付

　通信指導答案を大学へ提出

（通信指導は印刷教材と一緒に送付されます。新規開設科目は遅れて送付されることがあります。）
○学期の途中に１回、一定の範囲（放送授業８回分まで）で出題されます。

	 ○試験結果は２月下旬に ｢ 成績通知書 ｣
により通知されます。

○試験の期日　大学院：１／19～１／20
　　　　　　　学　部：１／21～１／28

○合否結果は、添削結果と同時期に送付される ｢単位認定試験通知（受験票）」によって通知さ
れます。(１月上～中旬 )
合格：受験資格あり

○提出期間
・郵送による提出
　　11月16日（木）～11月30日（木）　大学本部必着
・Web通信指導による提出
　　11月		９日（木）10：00～11月30日（木）17：00

合　格

未　提　出

不　合　格

未　受　験

不　合　格

「単位認定試験」の受験資
格はありません。
　※次学期に学籍があれ
ば、再度 ｢ 通信指導 ｣ を
提出でき、合格すれば ｢
単位認定試験 ｣ を受験で
きますが、当該学期で学
籍が切れる方は、改めて
入学手続きが必要です。
（下記参照）

　次学期に学籍があれば、
再度 ｢単位認定試験 ｣を受
験できます。
※当該学期で学籍が切れ
る方は、改めて入学手続き
が必要です。（下記参照）

単　位　修　得

次　学　期　の　手　続　き

※２学期の学習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、必ず確認してください。

次学期に学籍のある方

　　大学本部から送付される ｢科目登録申請要項 ｣
により、次学期の科目登録申請を行ってくださ
い。面接授業も併せて申請できます。
郵送：2月13日（火）～2月27日（火）大学本部必着
Web：2月13日（火）～2月28日（水）

次学期に学籍のない方

　　大学本部から送付される ｢ 継続入学用出願
票 ｣により、出願してください。

郵送：12月1日（金）～３月中旬	大学本部必着	
Web：12月1日（金）～３月中旬
※次年度1学期の面接授業受講希望者は、シス
テムWAKABAから2/13（火）～2/28（水）
までの期間に申請してください。
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平成29年度客員教員相談日について
　日々の学習に関する疑問やお悩みを抱えていませんか。経験豊かな先生方のアドバイスで疑
問や悩みが解決したりヒントが得られると思います。学習以外の雑談でも構いません。お気軽
にご相談ください。
曜日 時　　間 客員教員名 専門分野 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

　雲
モ

　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。
※　所長は上記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などについては、事務室へご相談ください。
　客員教員への相談時間は、原則お一人30分以内です。なお、相談に当たっては、事前に『学習相談票』
を事務室に提出してください。『学習相談票』は事務室に用意してあります。

　今学期の面接授業に空席が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 10月14日（土）12時～ 学習センター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 10月20日（金）から
開講日の１週間前まで

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、宛名明記、82円切手添付）

注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
①　受付初日（10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、10月 18日（水）まで
に学習センターに到着し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。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２学期面接授業の追加登録について

《定員を超えていない科目は先着順です。》

重要
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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 追加登録期限

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 追加登録対象外

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 追加登録対象外

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 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 10/17、18 14名 追加登録対象外

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 追加登録対象外

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 追加登録対象外

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 追加登録対象外

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 10/21（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 11/4、5 40名 10/28（土）まで

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 10/28（土）まで

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 10/28（土）まで

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 11/ ２（木）まで

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 11/ ４（土）まで

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 11/ ４（土）まで

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 11/11（土）まで

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 11/11（土）まで

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 11/11（土）まで

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 11/18（土）まで

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 11/25（土）まで

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 11/25（土）まで

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 12/ ２（土）まで

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 12/ ２（土）まで

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 12/ ９（土）まで

※空席状況は、10月14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）　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。

平成29年度第２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Ｐ88～Ｐ99でご確認ください。》
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「パソコン活用ゼミ～はじめての表計算～」の開講について
受講は無料です

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～はじめての表計算～」を開講します。今回は表計算ソフトExcel（エクセル）の基本的な活用法を学
びます。ただし、「統計法」に関わること（たとえば標準偏差、検定、分析手法、多変量解析など）は学びま
せんのでご注意ください。また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。

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）
　　　10月31日（火）から12月19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Excel2013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10月17日～29日です。

（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 10月31日 基本的なExcel の操作法、Excel を使った表計算の特徴
２ 11月７日 データの入力法、表作成上の技法
３ 11月14日 表を基にしたグラフの作成法（１）棒グラフ、折れ線グラフなど
４ 11月21日 表の中でのいろいろな計算や処理法（１）　合計、平均など

５ 11月28日 表の中でのいろいろな計算や処理法（２）
最大値、最小値、並べ替え、順位付けなど

６ 12月５日 表の中でのいろいろな計算や処理法（３）
数値による条件付判断、順位付けなど

７ 12月12日 表を基にしたグラフの作成法（２）
データをわかりやすく表示するための様々なグラフなど

８ 12月19日 作成した表の文書への貼り付け、Excel 上での図形の作成など

学生サークル ･同好会の紹介
　鹿児島学習センターでは、７のサークル・同好会が活動しています。ぜひ、興味のあるサークル
に参加して、友達を作ってください。
　サークルの詳しい活動内容や入会申込等は、学習センター掲示板にてご確認ください。

サークル・同好会名 活動日 時　　間

サ
ー
ク
ル

学生クラブ 随時掲示板で案内

コミュニケーションサークル・語ろ会 毎月第２土曜日 15時～17時

地域街おこし文化交流学習会 毎月第２土曜日 10時～12時

文章研究会 毎月第２土曜日 13時～15時

放送大学インドYOGAサークル 毎週火曜日 14時～16時

アメリカ文化研究会 毎週金曜日 14時～17時

同好会 中国語サークル 毎月第２・４日曜日 10時～12時

※放送大学では、サークルを設立することができます。サークルの設立には、提出いただく書類や設立の条件
等がありますので、設立を希望される方は、10月20日までに事務室にお問い合わせください。
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11 月 ･12 月の公開講座のお知らせ
日　時 場　所 テ　ー　マ　・　講　　師 定員

11月19日（日）
13：20～ 14：45

県立奄美図書館
（第１研修室）

テーマ：「島社会」のもろさ、怖さ－利害と大義名分、
　　　　そして犠牲となる「事実」－

40名
講　師：宮下　正昭　鹿児島大学学術研究院准教授

12月10日（日）
13：20～ 14：45

テーマ：奄美群島から考える「持続可能な社会」の
　　　　構築と観光まちづくり	

40名
講　師：萩原　豪　高崎商科大学商学部准教授

※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、放送大学学生及び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またはチラシでお知らせします。

聴講無料

平成 29年度納涼イベント中止のお知らせ
　平成29年８月６日（日）に実施を予定していました納涼イベントは、台風５号が接近したため、学生
の安全を考慮し中止いたしました。

学生研修旅行　【いちき串木野市～薩摩川内市の旅】

　鹿児島学習センターのよりよい運営及び事業活動を目指して、今年度も下記のとおり在学生・卒業
生と教職員との意見交換会を開催します。ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。
　また、意見交換に引き続き忘年会を開催します。お互いの親睦を深めるいい機会となりますので、
多くの方々のご参加をお待ちしております。意見交換会のみ、忘年会のみの参加も歓迎いたします。

意　見　交　換　会 忘　　　年　　　会
開催日 平成29年12月 17日（日）
時　間 17：00～ 18:00 18:15～ 20:00
場　所 鹿児島学習センター講義室
会　費 － 1,500円

お申し込み方法
　学習センター事務室に、直接または電話・FAXで 12月 10日（日）までにお申し込みください。
忘年会会費も同日までに納入してください。

意見交換会と忘年会のお知らせ

　今回は、「薩摩藩英国留学生記念館」、「濵田酒造　伝兵衛蔵」、「薩摩川内市　せんだい宇宙館」を訪れ
ました。

＜参加者の感想＞
・ほど良く歩いて、昼食もおいしくいただき、満足
した。

・行きたかった場所でしたのでとても充実した楽し
い研修旅行だった。

・学生交流しながらの旅行はとても楽しかった。
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学生サポーターの紹介
　鹿児島学習センターでは、学生の修学上の問題や学生生活についての相談に応じていただくため、
今年度は次の方々に学生サポーターを委嘱しています。同じ学生同士です。お気軽にご相談ください。

今　村　修　一さん　　　　　宇　都　良　子さん　　　　　折　口　哲　郎さん
齊　藤　國　久さん　　　　　夏　迫　イツ子さん　　　

『教員免許更新講習』の講習生募集

～平成29年度冬期の講習生を募集します。～

申 込 期 間 11月１日（水）～11月24日（金）	※１

視 聴 可 能 期 間
インターネット配信：２月１日（木）～３月４日（日）

BS放送：２月１日（木）～２月16日（金）

修了認定試験日３月３日（土）または３月４日（日）	※２

講　　 習　　 料 30,000円（５科目30時間分全て受講の場合）
※１　申し込みはインターネットのみで受け付けております。詳しくは放送大学ホームページ（http://www.

ouj.ac.jp）をご覧ください。
※２　鹿児島学習センターでの試験は3月3日（土）のみです。

新旧職員の挨拶

　約１年という短い期間でしたが、７月末で退
職いたしました。
　幅広い年齢層の学生さんが熱心に学習されて
いる姿を間近で見ることで元気をもらい、私も
頑張ろうと大変刺激になる毎日でした。本当に
ありがとうございました。

　目標に向かって熱心に学ばれる皆さんの姿に
励まされ、また多くの学生さんと関わり、たく
さんのことを学ばさせていただきました。
　本当にお世話になりました。有難うございま
した。今後も皆様のご活躍を祈念いたします。

　この度、9月末にて退職いたしました。4年半
という期間の中、学生の皆様の目標に向かい懸命
に努力される姿や、楽しみながら学ばれる様子に
常に刺激をいただいていました。今後も皆様の学
びが素晴らしいものとなりますようお祈りいたし
ます。本当にありがとうございました。

　８月から図書・視聴学習室で勤
務することになりました。皆様の
学びのお手伝いがスムーズにでき
るように頑張りますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

　10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。
様々な年代、経歴をお持ちの方々
の学ぶ意欲を形にする手助けがで
きるよう、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。

　10月から勤務することになりまし
た。突然ですが私は「学習する」こ
とが大好きです。楽しい・苦しい経
験や活動をとおして「学び、習う」
ことは、「新しい自分」に出会えるか
らです。生涯学習するということは
いくつになっても「新しい自分」に
出会える素敵な事です。受講生の方々
が「新しい自分」に巡り合えるために、お役に立て
るように頑張りたいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。

図書・視聴学習室担当　谷吉　香菜

教務担当　有村　知子

教務担当　原口　志保

図書・視聴学習室担当　松下　春江

教務担当　中島　寛子

教務担当　岡野　美幸

－お世話になりました－ －よろしくお願いします－
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＊10月の面接授業＊
14日（土）・15日（日）	｢ 戦前日本の政治」
　　　　　　　　　　　	「健康のための栄養と運動」
　　　　　　　　　　　	「トラウマの臨床心理学」
17日（火）・18日（水）	｢ 新・初歩からのパソコン」
21日（土）・22日（日）	「稲盛和夫の経営哲学」
　　　　　　　　　　　	「ヒトの体の働き」（遠隔授業）
28日（土）・29日（日）	「自治体政策論１」

＊11月面接授業＊
	 4日（土）・5日（日）					｢ 障がい乳幼児の発達と保育 ｣
　　　　　　　　　					　「薩英戦争の考古学」
　　　　　　　　　　　	「プレゼンテーションの理論と実践」
		9日（木）・	10日（金）	「中国語入門編」
11日（土）・	12日（日）	「医療現場での実用英語」
　　　　　　　　　　　「明治維新と西郷南洲翁」
18日（土）・	19日（日）	「健康教育－看護ケアにおける－」
　　　　　　　　　　　	「大地の恵みと自然災害」
　　　　　　　　　　　	「奄美カトリック迫害と現代」（奄美会場）
25日（土）・26日（日）「心理学実験３」

＊12月面接授業＊
2日（土）・3日（日）						｢ 個性と社会性を育む生徒指導 ｣
　　　　　　　　　　				「都市社会の社会学」
9日（土）・16日（土）				｢ 英会話（基礎）｣
9日（土）・10日（日）					「奄美と持続可能な観光まちづくり」（奄美会場）
16日（土）・17日（日）「鹿児島の植物相」

【10月の予定】
		１日　平成29年度第１学期卒業証書・学位記授与式及び
　　　	平成29年度第２学期入学者の集い
		７日　大学院・修士全科生・博士全科生入学試験
14日　面接授業空席発表
20日　面接授業追加登録受付開始

【11月の予定】
		３日　閉所日（文化の日）
		９日　通信指導受付開始（Web	10:00～11/30	17:00）
16日　通信指導受付開始（郵送	～11/30	本部必着）
23日　閉所日（勤労感謝の日）
30日　通信指導提出期限（本部必着）

【12月の予定】
		１日　平成30年度第1学期（4月入学生）出願受付開始
17日　意見交換会、忘年会
23日　閉所日（天皇誕生日）
29日～１月３日　閉所日（年末・年始休日）

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。

所　　　　　長　　菅　沼　俊　彦
事　　務　　長　　山　脇　香　織	
総　務　主　幹	 　田　淵　義　昭	
広　報　主　幹	 　宇　都　法　道	
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　　山　下　順　代	
	 	
奄美再視聴室長　　伊集院　　　晋	
（県立奄美図書館４階）	 	
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