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あけまして
おめでとうございます

　私が鹿児島学習センターで行ってきた自主的な
「パソコン活用ゼミ」（パソコンの基本的操作等）は、
今年度２学期で９回を数えました。放送大学の学習
や日常生活でのパソコン活用をお手伝いできればと
思って始めたものですが、このゼミは私にはとても
充実した時間でした。学生の皆さんと楽しくコミュ
ニケーションができ、しかもパソコンに限らず多く
のことを皆さんから教えてもらったからです。この
ことが長く続けられた一番の動機付けであり、受講
してくださった方々に感謝しています。
　パソコンはネットでの検索や文書作成など大変便
利なものですが、一方でゼミを通して改めて感じた
ことは、パソコンがまだまだ使いやすい道具には
なっていない、ということです。バージョンアップ
するごとに複雑化する機能も使いにくいですし、些
細なことでいえば、画面表示が私と同年代以上の
方々にとっては小さくて見づらいです。入力画面の
拡大表示は簡単にできますが、メニューの表示はそ
うはいきません。付属の「拡大鏡」を使うと拡大で
きますが、かえって煩わしい面もあります。
　また、家庭で使っているパソコンでは頻繁にソフ
トのアップデート通知が来ます。自動的に対処され
るものもありますが、一つ一つ利用者が判断しない
といけないことが少なくありません。その時にどう
したらよいのか、その質問も私に数多く寄せられま

した。そういう意味でパソコンは家電製品並みの普
通の道具ではなく、やはりまだ特殊な道具だと思い
ます。
　ところで、最近テレビやラジオで、何かお知らせ
をする際に「詳しくはホームページをご覧くださ
い」というのが多いですが、それで済ませていいの
だろうかと私は疑問に思います。ホームページを見
られる環境にある人は情報が得られて、そうでない
人は得られません。パソコンがまだ使いづらいこと
と合わせて、これでは情報化が進み便利になってい
く一方で取り残される、いわゆる「情報弱者」が増
えてしまうのではないかと、私は危惧しています。
パソコンが自由に使えなくても、その人たちが取り
残されていくことのないような、世の中の「しくみ」
と「思いやり」を望むものです。
　今は小学校からパソコンを学ぶ機会はあるのです
が、40歳代半ばから上の方は、学校で学ぶ機会は
なかったと思います。そういう意味でも、これから
放送大学をはじめ生涯学習での情報教育を充実させ
ていく必要があります。また最近、ネットを使った
いじめや犯罪、詐欺メール、虚偽ニュースなど情
報社会の陰の問題も目立ってきています。私たちが
ネットに偏らず、様々な情報源から確かな情報を得
て、真偽を見極める力を習得していくことも、これ
からの情報教育の目標であると痛感しています。

客員教授
園　屋　高　志
（鹿児島大学名誉教授）
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単位認定試験に向けて
〔単位認定試験期間〕

　　　　　　大 学 院　　平成30年１月19日（金）・20日（土）
　　　　　　教養学部　　平成30年１月21日（日）～１月28日（日）
　　　　　　　　　　　　（ただし、１月22日（月）、１月26日（金）は閉所日）

　　　　　　看護師資格に資する科目　　　
　　　　　　（夏季集中型）再試験　　　平成30年１月19日（金）

ご確認ください！

9:00～19:00（図書・視聴学習室は18:45まで）

【鹿児島試験場】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。

○単位認定試験通知（受験票）
○学生証
○筆記用具（HB の黒鉛筆）
○持込みが認められた科目の印刷教材等（持込み許可物品）

必
要
物
品
に
つ
い
て

受験票
●試験の約１週間前までに、本部から送付されます。１月 12 日（金）

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来所もしくは郵送手続
きにて交付を受けてください。郵送手続きについては、10 月に機関誌
とともに送付した「学生証交付についてのお知らせ」をご参照ください。

●写真が未登録の方は学生証が発行できません。「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。

持ち込み許可物品
●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。電子辞書は持ち込み不可です。

試
験
に
つ
い
て

試験時間

●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。
●同一時限の２科目に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。

〔試験期間の学習センター開所時間〕

〔試験会場〕

〔受験に必要なもの〕

〔注意事項〕
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単位修得

合 
格

試
験
に
つ
い
て

座席

●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
座席範囲を確認してから入室してください。

●受験者の多い科目は、２つの試験室で試験を行う場合がありますので、
必ず受験票で確認してください。

交通

手段

●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。

　今学期の試験結果については、２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。この通知書等は証明書ではありません。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。

〔成績について〕

〔通信指導の提出から単位修得の流れについて〕

〔解答公表について〕

㊟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！

通信指導

単位認定試験

　全ての科目の試験問題を２月上旬より、解答は２月下旬頃より主任講師の了承があった科目のみ公表します。
【公表方法】●キャンパス・ネットワーク・ホームページへの掲載
　　　　　 ●学習センターでの閲覧

●郵送サービスによる試験問題と解答等コピーの提供（大学本部）
　「学生生活の栞」73～74頁（学部）または68～69頁（大学院）を参照

○
できること

パソコン・紙媒体の閲覧、デジタルカメラでの撮影、
USB メモリーへの保存

×
できないこと プリンターでの出力、学習センターでのコピー

学習センターで

合 

格

未提出 or 不合格

未受験 or 不合格

【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：３月中旬）

（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）
【次学期学籍がない場合】
継続入学の手続きが必要です（期限：３月中旬）

（科目登録不要・再試験科目だけの出願は入学料のみ要）
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（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。

平成30年度第１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  ２月 13 日（火） ～ ２月 27 日（火）私書箱必着
　　　　　　　　　　　システム WAKABA による申請期間　２月 13 日（火）9:00 ～ ２月 28 日（水）24:00
★１月中旬に本部から「科目登録申請要項」が送付されますので、詳細をご確認ください。



－ 5－

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

次学期の科目登録をお忘れなく !!
　１月中旬に、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。
◆次学期も学籍が続く方
　　◎提 出 物：科目登録申請票
　　◎申請期間：（郵送の場合）２月 13 日（火）～２月 27 日（火）私書箱必着
　　　　　　 　  （システム WAKABA の場合）２月 13 日（火）９時～２月 28 日（水）24 時
　　　　　　　　※詳細は科目登録申請要項でご確認ください。
◆しばらく科目登録をされていない方
　　◎提 出 物：科目登録申請票
　　　　　　　　・全科履修生が、科目登録（授業料納入）を連続して４学期間（２年間）行わないと除

籍になります。連続した３学期間、科目登録（授業料納入）をしていない方は登録を
お願いします。

　　◎申請期間：（郵送の場合）２月 13 日（火）～２月 27 日（火）私書箱必着
　　　　　　 　  （システム WAKABA の場合）２月 13 日（火）９時～２月 28 日（水）24 時
　　　　　　　　※詳細は科目登録申請要項でご確認ください。
◆３月で学籍の切れる方
　　◎提 出 物：継続入学用出願票
　　　　　　　　・選科履修生・科目履修生から全科履修生へ入学する場合は、「学生募集要項」にて出願

してください。
　　　　　　　　・次学期に新規の科目登録をせず、再試験のみを希望する場合は、出願票裏面の科目登

録欄は空白にし、●印の設問欄（桃色）の回答を「はい」として〇をご記入ください。
試験に全て合格となった場合は、自動的に出願無効となります。

　　◎申請期間：（郵送の場合）12 月１日（金）～３月 20 日（火）私書箱必着
　　　　　　 　  （システム WAKABA の場合）12 月１日（金）９時～３月 20 日（火）24 時
◆今学期で卒業見込みの方
　①卒業の場合の継続入学出願
　　◎提 出 物：継続入学用出願票
　　◎申請期間：（郵送の場合）12 月１日（金）～３月 20 日（火）私書箱必着
　　　　　　　　（システム WAKABA の場合）12 月１日（金）９時～３月 20 日（火）24 時
　②卒業できなかった場合の科目登録
　　◎提 出 物：科目登録申請票
　　◎申請期間：（郵送の場合）２月 13 日（火）～２月 27 日（火）私書箱必着
　　　　　　　　（システム WAKABA の場合）２月 13 日（火）９時～２月 28 日（水）24 時
　　　　　　　　※詳細は科目登録申請要項でご確認ください。

　継続入学をされる方で、平成 30 年度第１学期に面接授業を希望される方は、２月 13 日（火）
～２月 28 日（水）にシステム WAKABA で出願を行ってください。この期間以外で、システ
WAKABA から継続入学登録を行った場合、学期当初から面接授業を登録することができません。
　また、学期当初からの面接授業の科目登録申請は、郵送での受付はありませんのでご注意く
ださい。

　放送大学では、全科履修生、選科履修生、修士全科生、修士選科生は、病気や仕事等の事由により修学を
継続できない場合には、『休学届』を提出して、休学することができます。
　システム WAKABA からの手続きまたは、大学本部へ「休学届」を提出してください。
　１学期から休学を希望する方は、2018 年３月 31 日までに手続きを行ってください。
　詳しくは、学生生活の栞（教養学部：P86 ～ P87、大学院：P80）をご確認ください。

※１　科目履修生、選科履修生で在学期間満了予定の方、全科履修生で期間満了予定の方、修士科目生、
修士選科生で在学期間満了予定の方、修士全科生で期間満了予定の方、除籍予定者（科目登録を４学期
間していない方）のように、次学期に学籍がない方は休学できません。

※２　休学期間は、学生の種類によって期間が違います。詳しくは、学生生活の栞をご確認ください。

※３　休学すると通信指導の再提出及び単位認定試験の再試験受験ができなくなりますので、ご注意くだ
さい。

休学について



－ 6－

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

鹿児島大学で授業を受講してみませんか？

＜視聴方法の変更＞
・放送教材の視聴は、DVD・CD による視聴からインターネット視聴用 PC、タブレットを利用した

視聴に2018年度から順次切り替えていく予定です。
・ただし、2018年度は移行期間として、大学院科目を除き、2018年度新規開設科目の DVD・CD

１セットを配架します。
※2019年度から新規開設科目の DVD・CD の配架は行いません。
　（2017年度までに開設された科目は閉講するまでの間、DVD・CD １セットの配架を続けますので、

学習センター等で視聴することができます。）

＜室外貸出方法の変更＞
・2018年４月から放送教材の貸出は、放送大学学園本部で一括して行います。

※2018年３月１日から31日までは貸出方法の変更準備のため室外貸出はできません。
※2018年４月以降の申込み方法（郵送、FAX、Web）等の詳細は、後日本部よりお知らせがあります。

【インターネットを通しての放送授業視聴を有効に活用してください】

学習センター及びサテライトスペースでの
放送教材の視聴方法等が変わります。

　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30年度第１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２月上旬頃募集します。

出願資格
　①全科履修生
　②本学に在学年数が１年以上の者
　③放送授業科目において30単位以上を修得した者
　④平成30年度第２学期に全科履修生として学籍のある者
注意！！
　◆選科履修生及び科目履修生の方は応募できません。
　◆編入学の方は、①②の要件を満たし、③に関し「既修得単位認定をした単位を含む」とします。
　◆鹿児島大学へ通学可能な学生
　
募集人員・単位互換科目等
　募集人員や単位互換科目の講義概要等については鹿児島学習センターの窓口で閲覧できます。
　（募集期間にならないと募集人員や単位互換科目の確認はできませんので、ご注意ください。）

学　費
　授業料は、１単位当たり5,500円です。入学料は必要ありません。
　なお、受講する科目によっては、授業料以外にテキスト代等の費用がかかる場合があります。

※受講を希望される方は、手続きなどがありますので、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。
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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 単位認定試験期間中の利用時間

1/12（金）・16（火）～18（木）　9：30～18：45 1/19（金）～28（日）　 9：00～18：45

1/13（土）・14（日）　　　　　　  9：30～17：40

☆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ので、早めの閲覧をお勧
めします。

・過去の試験問題と解答等は、学生用パソコンから USB メモリ等に保存できます。
・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２学期、平成29年度1学期分のみです。
☆放送教材の室外貸出は、１月31日（水）～２月28日（水）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。

☆鹿児島市内にお住まいの方も放送教材の郵送貸出を行っておりますので、ぜひご活用ください。詳
しくは学習センターへお問い合わせください。

　郵送の方法や郵送貸出申込書は、放送大学鹿児島学習センターのホームページ内でダウンロードで
きます。【鹿児島学習センターホームページ→この学習センターについて→施設利用案内→放送教
材の郵送貸出について：郵送貸出手続き等文書（新バージョン）.pdf】

※放送教材は、３月８日（木）までに必ず返却してください。（期限厳守）

図書・視聴学習室の利用について

期　日 時　間 場　所 テ　ー　マ・講　師 定　員

２月 4 日（日）13:30 ～
16:30

鹿児島学習
センター
講義室

テーマ／　生涯学習における ICT 活用の勧め
講　師／　園屋　高志　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　

80 名
テーマ／　人と菌類の関わりについて
講　師／　八木　史郎　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　
テーマ／　大学での学びを振り返る
講　師／　菅沼　俊彦　放送大学鹿児島学習センター所長
　　　　　　　　　　　鹿児島大学名誉教授　

２月 25 日（日）

13:30 ～
15:00

テーマ／　未定
講　師／　中俣　直美　鹿児島大学医学部保健学科講師 80 名

15:15 ～
16:30

◇看護師・医療関係者のための資格取得説明会
　　　－学士（教養・看護学）の取得等について－
　　　　　　　　講師：髙橋　さとみ　放送大学広報課専門職

※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。

２月の公開講演会のお知らせ 聴講無料・要予約

お知らせ

図書・視聴学習室は3月9日（金）～13日（火）は放送教材整理のため、
3月25日（日）～31日（土）は次学期準備・整理のため閉室します。
※この期間の図書の貸出は、出来ません。
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＜編集後記＞
　新年明けましておめでとうございます。
　単位認定試験が近づき、緊張しているのではないでしょ
うか。過去問題等を参考に試験対策を立てて、肩の力を抜
いて頑張ってください。
　今年も職員一同よろしくお願いいたします。
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単位認定試験

【１月の予定】
１日～３日　閉所日（年始休日）
19日　看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）再試験
19日～20日　大学院単位認定試験
21日～28日　教養学部単位認定試験（22日、26日を除く）
26日　臨時閉所日
30日　臨時閉所日

【２月の予定】
  ４日　公開講演会
11日　閉所日（建国記念の日）
13日　平成30年度第１学期科目登録受付開始
　　　　　　　（郵送2/27、Web2/28まで）　
25日　公開講演会
28日　放送教材の室外貸出最終日

【３月の予定】
 ３日　教員免許更新講習認定試験
 ４日　臨時閉所日
 ９日～13日　放送教材整理のため図書室は閉室
21日　閉所日（春分の日）
24日　平成29年度放送大学学位記授与式（NHK ホール）
25日～31日　次学期準備・整理のため図書室は閉室

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
ストを見せる。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。

□平成30年度第１学期（４月入学）学生募集中 !!
　　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
　　《出願受付》　　　第１回：12/1（金）～2/28（水）
　　（大学本部必着）　第２回：   3/1（木）～3/20（火）
　※今学期末で卒業あるいは在籍期間が満了となる学生の方が再入学する場合、入学料が25％割り引かれ

ます。ぜひ、再入学を検討してみませんか。
　ご紹介ください！
　　皆さんの周りに放送大学に興味・関心をお持ちの方はいませんか。
　　募集要項等は無料でお送りしますので、事務室までお知らせください。
□オープンキャンパス・個別相談会
　毎日（閉所日を除く）開催中です。お友達などにぜひご案内ください。

◇平成31年度入学の大学院修士全科生及び
博士全科生の学生募集は、平成30年８月
中旬から下旬の予定です。


