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あけまして
おめでとうございます

　皆様、あけましておめでとうございます。平成

最後の新年を恙なくお迎えのこととお喜び申し上

げます。昨年（平成30年）の世相を表す「今年の

漢字」には「災」が選ばれました。年号の代わる

今年には、「災い転じて福となす」ことができるよ

う期待して自分なりに努めていきたいと思ってい

ます。

　ところで、諸外国の子どもたちに比べて自己肯定

感が低いとされる日本の子どもたちですが、私は近

隣の複数の学校園の子どもたちから自己肯定の早道

を教えてもらいました。それは、自分への自信を

育てていくことや共通の目標に向けて協力し合うこ

となどが大切であるということです。子どもたちに

とって、この自信を育てたり協力し合うためには遊

びは欠かせません。その遊びが継続し楽しいものに

なるには決まりを守ることが必要です。決まりを守

ることで協同的な遊びが成立し、衝突を避けるため

に周りへの配慮が実行されます。そうして子どもた

ちは親しい他者からの肯定的な評価により有能感を

持ちます。それが遊びへの積極性や機会の増大へと

つながれば、よい方向への流れが生まれているよう

です。つまり、自己肯定の早道とは、人の役に立つ

こと、人の喜びのために懸命に取り組むことで、誰

かに認められ必要とされる人となることです。ここ

で、適切な声かけなどをする大人の役割も重要とな

ります。

　一方、「規矩不可行尽（きくおこないつくすべか

らず）」ということばがあります。何から何までお

手本通りにやることを強制されたり、規則やマニュ

アルでがんじがらめにしてしまっては、人は伸び伸

び育ちません、という意味です。人・もの・自然と

のかかわりをこと細かく指示されると、子どもたち

は自分で考え自分で判断しようとする姿勢がなく

なってしまいます。子どもたちの日常生活でも同じ

ことがいえます。あれこれ規則やマニュアルも必要

ですが、自分で体験させてみなければ本当の生きる

力は身につきません。そこで、その本当の生きる力

を身につけるために、「人・もの・自然」との関わ

りが、子どもたちの規範意識（決まりを守ること）

にどのように反映されていくのか、改めて考えてみ

ることが重要であると思います。

　すぐにうまくいくわけではありません。うまくい

かないときの方が多いかもしれません。失敗した

り、間違えたり、うまくいかなかったときに、自分

だけでなく、友達と、教師と、知人と共に考えるこ

とで、楽しさや遊びの喜びが一層生まれてくるよう

です。放送大学での学修における楽しさや喜びもそ

ういう意味ではいっしょだろうと感じています。

客員教授

今　林　俊　一
（鹿児島大学教授）
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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　　2019年１月24日（木）、26日（土）
　　　　　　教養学部　　2019年１月25日（金）、１月27日（日）～２月２日（土）
　　　　　　　　　　　　※１月28日（月）、２月１日（金）は閉所日

9:00～19:00（図書・視聴学習室は～18:45）

〔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。

□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。
　１月 17 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。
　郵送希望の方は 10 月に機関紙と同封いたしました「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

□持込を認められた
　印刷教材等

○学習センター、システム WAKABA 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。

〔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〕

〔試験室・座席について〕（鹿児島会場のみ）

○試験開始時刻 10 分前までに入室してください。（事前説明があります）
○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。

　必ず試験室入口または廊下に掲示された座席表と受験票にて、ご自分の試験室・座席範囲あるいは座席
番号を確認してから入室してください。（受験者が多い科目は試験室を2つに分けて、実施する場合もあ
りますので特にご注意ください。）途中退出した方は、試験室から離れてください。不正行為とみなされ
る場合があります。
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単位修得

合 

格

　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ので証明書が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〕

〔交通手段について〕

〔通信指導の提出から単位修得の流れについて〕

〔単位認定試験問題及び解答等の公表について〕

㊟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

　試験問題は、全ての科目を２月上旬に、解答は主任講師の了承があった科目のみ２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〕
○システム WAKABA 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Ｐ76、大学院Ｐ70）

合 

格

未提出 or 不合格

未受験 or 不合格

【次学期に学籍がある場合】
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）
【次学期に学籍が無い場合】
継続入学の手続きが必要です（2019 年 3 月 17 日必着）

（科目登録不要・再試験科目だけの出願は入学料のみ要）

【次学期に学籍がある場合】
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）
【次学期に学籍が無い場合】
継続入学の手続きが必要です（2019 年 3 月 17 日必着）

（科目登録不要・再試験科目だけの出願は入学料のみ要）

★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。

学内リンク内→『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
　スマホでの撮影、USB メモリへの保存→可
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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

基盤科目：
外国語

110
（初級）韓国語の学び方 鄭　　　芝　淑 ４/13、14 40 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 ４/13、14 50 名

導入科目：
自然と環境

220
（中級）赤潮・アオコの科学 前　田　広　人 ４/20、21 35 名

専門科目：
心理と教育

320
（中級）内界表現と個人的当為の措定 倉　光　　　修 ４/20、21 15 名

導入科目：
社会と産業

220
（中級）日本国憲法～立憲主義とは何か～ 小　栗　　　實 ４/27、28 40 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 ４/27、28 40 名

基盤科目：
外国語

110
（初級）英語で観光客をもてなす（注１） モニカ　ハムチュック ５/11、12 15 名

専門科目：
心理と教育

320
（中級）心理学実験１ 大　坪　治　彦 ５/11、12 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２）　

安　川　周　作
松　尾　千　歳
山　内　勇　輝
小平田　史　穂

５/18、19 35 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 ５/18、19 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 ５/25、26 40 名

導入科目：
自然と環境

220
（中級）鹿児島湾洋上実習（注３）

東　　　隆　文
山　中　有　一
三　橋　延　央

５/25、26 20 名

導入科目：
人間と文化

220
（中級）社会人類学への誘い（注１） 中　谷　純　江 ６/ １、２ 15 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/ ８、９ 50 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/ ８、９ 40 名

基盤科目 110
（初級）新・初歩からのパソコン 新　森　修　一 ６/15、16 14 名

総合科目 420
（中級）電気とこれからの暮らし 住　吉　文　夫 ６/15、16 40 名

専門科目：
人間と文化

320
（中級）黒田清輝と日本近代洋画の展開（注４） 山　西　健　夫 ６/22、23 50 名

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 ６/29、30 45 名

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（注５） 出　雲　周　二 ６/29、30 15 名

専門科目：
自然と環境

320
（中級）農作物の害虫被害と現代の対策 坂　巻　祥　孝 ７/ ６、７ 40 名

（注１）　授業の実施会場は、県立奄美図書館になります。
（注２）　２日目は尚古集成館での授業となります。
（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）　２日目は鹿児島市立美術館、鹿児島県歴史資料センター黎明館での授業となります。
（注５）　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。

2019年度第１学期　　面接授業開講科目一覧

【科目登録申請期間】・・郵送（科目登録申請票）による申請期間　２月 13 日（水）～２月 27 日（水）私書箱必着
　　　　　　　　　　　システム WAKABA による申請期間　　　２月 13 日（水）9:00 ～２月 28 日（木）24:00
★ 1 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。
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2019年度第１学期より面接授業が変わります！
　大学設置基準（文部科学省令）や文部科学大臣の諮問機関・中央教育審議会の答申において、「試験の上
単位を与えること」、「評価に当たって客観性及び厳格性を確保すること」、「講義時間に試験の時間を含め
ないこと」、「シラバスに受講前の準備学習等について記載すること」などが求められています。
　本学においても正規の大学としてこれらの要請に適切に対応するため、面接授業について以下のとおり
変更を行います。
◆総実授業時間（675 分）を確保するため、原則として１コマの授業時間が 85 分から 90 分（最後の８

時限目は 45 分）に変更となります。
　　＊各学習センターの時間割表も変更となりますのでご確認ください。
◆授業時間とは別に成績評定のための試験・レポート等の時間が設定されます。
　　＊筆記試験、レポート、論文、口述試験、実技テスト、その他担当講師の指定する方法により実施され

ます。（シラバスに記載されているので、必ずご確認ください。）
　　＊フィールドワーク等、一部の科目については試験・レポート等がない場合もあります。
◆成績評価が放送授業、オンライン授業と同じく合・否⇒Ⓐ～Ｅの６段階に変更となります。

評　定 評　語 筆記試験の点数【目安】
Ⓐ 基準を大きく超えて優秀である。 100 点～ 90 点
A 基準を超えて優秀である。 89 点～ 80 点
B 望ましい基準に達している。 79 点～ 70 点
C 単位を認める最低限の基準に達している。 69 点～ 60 点
D 単位を認める最低限の基準を下回る。 59 点～ 50 点
E 基準を大きく下回る。 49 点～０点

＊Ｄ、Ｅは不合格。３回以上欠席の場合は、評価を行わない (「－」と表記 )。なお、原則として全講義出
席を前提。

◆シラバスに面接授業「受講前の準備学習等」について記載されます。

今学期（3 月末）で学籍が切れる方 次学期（４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：12月１日（土）～２月28日（木）
第２回：３月１日（金）～３月17日（日）

「科目登録申請票」による申請期間
郵　　　送：２月13日（水）～２月27日（水）
WAKABA：２月13日（水）～２月28日（木）

注意事項

本部から「継続入学用出願票」が送付されま
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31年度第１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。

１月中旬に本部から送付される「科目登録申
請要項」にて所定の期間内に科目登録してく
ださい。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関連書類は送付されません。
※継続入学をされる方で、2019 年度第１学期の面接授業を登録したい方は、２月 13 日９時～２月 28

日 24 時の間にシステム WAKABA から出願してください。その他の期間での手続き、及び郵送から手
続きを行った場合は、面接授業登録はできませんので、ご注意ください。

次学期の手続きについて
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鹿児島学習センターは20周年を迎えました
　鹿児島学習センターは、平成 10 年に鹿児島県庁舎内に開設され、10
月から学生受け入れを開始してから、今年で開設 20 周年を迎えました。
この節目の年を記念し、平成 30 年 11 月 10 日（土）、かごしま県民交流
センター県民ホールにて、鹿児島学習センター開設 20 周年記念式典及び
公開講演会を開催しました。260 名を超える参加をいただき、盛会のうち
に無事終了することができました。ご参加・ご協力くださった皆様に心よ
り感謝いたします。

記念式典
　来賓・招待者の方々のご臨席のもと記念式典が催されました。開式の辞のあと放送大学学園理事長の挨拶
に引続き、鹿児島県知事（代理 岩切副知事）、鹿児島大学長（代理 平井理事・副学長）のお二人から祝辞
を賜りました。

公開講演会
　記念式典に続いて放送大学の來生学長と鹿児島県立図書館の原口館長による公開講演会が開催されました。

　公開講演会に引続き、記念祝賀会が温泉ホテル中原別荘で催されました。来
賓の方々、学生及び教職員で開設 20 周年を祝い、大いに盛り上がりました。

記念祝賀会

おかげさまで

会場受付では、まなぴーがお出迎え♪

有川理事長 岩切副知事

平井理事・副学長

來生学長 原口館長 講演会の様子

住吉所長による 20 年の歩みの紹介

式典の様子
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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月17日（木）～1月23日（水）9：30～18：45 1月24日（木）～2月2日（土） 9：00～18：45

★試験前・試験期間中は試験問題・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。
　※　図書・視聴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29年度第２学期、平成30年度第1学期分の２回分です。
★放送教材（DVD・CD）を郵送にて大学本部からご自宅に取り寄せることができます。2018年4

月から、学習センターでは室外・郵送貸出しを行っていません。詳しくは『学生生活の栞』をご覧
ください。

※鹿児島学習センターの図書の館外貸出は、１月31日（木）までとなります。
　（附属図書館の図書は引き続き利用可）
※鹿児島学習センターの図書は、３月５日（火）までに必ず返却してください。

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 17 日（日）

13:30 ～
15:00 鹿児島学習

センター
講義室

テーマ／認知症の方との関わりで大切にしたいこと
講　師／小楠　範子　鹿児島純心女子大学看護栄養学部准教授 80 名

15:15 ～
16:30

☆看護師・医療関係者のための学士（教養・看護学）取得説明会
講　師／髙橋　さとみ　放送大学総務部広報課専門職

　放送大学では、鹿児島大学と単位互換協定を結んでおります。平成31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
　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。

２月の公開講演会のお知らせ

鹿児島大学で授業を受講してみませんか？

聴講無料・要予約

図書・視聴学習室は3月23日（土）～30（土）は次学期準備・整理のため閉室します。

2019年4月より学習センター図書の館外貸出がなくなります。
　放送大学では2018年度末をもって、一部を除く、ほぼ全国の学習センター所蔵の図書の館外貸
出を停止します。このため、2019年4月から本部にある附属図書館で一括して図書の館外貸出を
行います。
　来年度以降の蔵書の扱いは各学習センターにより異なりますが、鹿児島学習センターでは、大半
の図書を残す予定で、4月以降も図書・視聴学習室での図書の閲覧はできます。
　附属図書館から取り寄せた図書を所属学生に貸し出す取り次ぎ業務は引き続き行います。
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かいこうず

＜編集後記＞
　新年明けましておめでとうございます。
　平成の年号もわずかとなりましたね。なんだか寂しいですが、
新しい年号への楽しみもありますね。さて、今学期末の単位認
定試験がいよいよ始まります。体調を整えて、万全の態勢で臨
んでくださいね。
　本年も職員一同よろしくお願いいたします。
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閉所日
面接授業 単位認定試験

【１月の予定】
 １日～３日　閉所日（年始休日）
24日　看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）再試験
24日・26日　大学院単位認定試験
25日・27日　教養学部単位認定試験
29日～31日　教養学部単位認定試験

【２月の予定】
  １日　臨時閉所日
  ２日　教養学部単位認定試験
  ３日　臨時閉所日
13日　平成31年度第１学期科目登録受付開始
　　　　　　　（郵送2/27、Web2/28まで）
17日　公開講演会

【３月の予定】
  ２日　教員免許更新講習修了認定試験
  ３日　臨時閉所日
21日　閉所日（春分の日）
23日～30日　次学期準備・整理のため図書室は閉室
23日　平成30年度放送大学学位記授与式（NHK ホール）
31日　平成30年度第２学期卒業証書・学位記伝達式
　　　  及び平成31年度第１学期入学者の集い

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。

□2019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（土）～2/28（木）
　　（大学本部必着）　第２回：3/1（金）　～3/17（日）
　※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・関心をお待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。

◇2020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、2019年８月
中旬から下旬の予定です。

＊1月の面接授業＊
　  5日（土）・   6日（日）｢ 事件事故報道と人権 ｣
　12日（土）・13日（土）｢ 明治維新と西郷南洲翁 ｣
　　　　　　　　              「古墳と隼人の新しい古代史」


