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「正月を祝う紫コウシャマンと生物多様性」

あけましておめでとうございます

　新年早々、手前味噌で恐縮ですが、今回は私の研
究の一部をご紹介したいと思います。表題の「コウ
シャマン」とは多くの方が、初めて聞かれる言葉だ
と思います。「コウシャマン」とは「ヤムイモ」の
ことです。さらに、ここで「ヤムイモ」とは何？、
ということになります。「ヤムイモ」とは学問上の
呼称で、「ジネンジョ（ヤマノイモ）」や「ナガイ
モ」の仲間の植物全体を指します。日本ではすりお
ろして「とろろ」として食べるイモと言えば、皆さ
ん、お分かりいただけるでしょう。「ヤムイモ」は、
日本の研究者が編み出した造語で、この植物を指す
英語の「Yam（ヤム）」と日本語の「芋（イモ）」
を合わせたものです。西アフリカ（ナイジェリア、
ガーナなど）では主食となっており、世界のヤムイ
モ生産量の90％以上が、この熱帯地域で生産され
ています。実は、熱帯産原産のヤムイモは、鹿児島
県以南でも栽培されており、コウシャマンもそのひ
とつです。このコウシャマンには、イモの中身が紫
色の種類があることが特徴です。私どもの調査で、
奄美群島では紫コウシャマンが多く残っていること
がわかってきました。その理由がよくわからなかっ
たのですが、鹿児島大学の理学部長をされていた、
故　堀田　満先生が、「紫コウシャマンを紅白の紅
に見立てて、飾る習慣がある」ということを書かれ
ていたのを読み、なるほどと納得した次第です。現
地で調査をすると、旧正月には、床の間に飾られ、
お雑煮にも入れられていることがわかりました。今

はほとんどこの習慣も消えつつあるようですが、私
が６年前に放送大学の面接授業を奄美大島で行った
際に、この話をしたところ、まだ、たくさんの方々
がこの習慣をご存じで、安心したことがあります。
つまり、人々は、「正月を祝う」ということを通じ
て、紫のコウシャマンを栽培し、結果として、この
植物が、永きにわたってこの地域に残ってきたとい
う構図が考えられます。
　2021年に奄美群島を含む地域が世界自然遺産
に登録されたのは、記憶に新しいところです。この
地域では、「生物多様性」という点が評価されまし
た。自然だけではなく、実は人工的な生態系である
農業にとっても「生物多様性」は非常に大切です。
新しい作物品種は主に味や収穫量が評価される方向
で集約され、品種数は少なくなっていく傾向です。
一方で、一つの品種の生産量は多くなります。仮に、
その作物品種が病気や害虫、環境変動に弱いと、一
挙にその品種の収穫量は減ることになります。その
ため、作物の生存にとっても、多種多様な品種の存
在が、非常に重要になります。
　私は紫コウシャマンという知られざるイモが、正
月を祝う飾りとしての文化的役割を担ってきたから
こそ、奄美群島の人々はこのイモを大切に保護し、
栽培されており、「世界自然遺産」における生物多
様性のひとつとして、人と自然と農業のかかわりを
示す好例であると考えています。
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2022 年度第 2 学期単位認定試験も
Web 受験方式（自宅等受験）！

１　試験日程
　　【Web受験】令和５年１月17日（火）9:00～ 25日（水）17:00
　　【郵送受験】令和５年１月17日（火）～ 25日（水）必着
　　　※「正多面体と素数 (’21)」、「日本美術史の近代とその外部（’18）」、「量子化学（’19）」のみ郵送受験

２　自宅等で受験される方
　　【Web 受験】試験期間中（１月1７日 ( 火 )9:00～１月2５日 ( 水 )17:00）

の都合の良い日時に、システム WAKABA ＞ Web 単位認定試
験システムにアクセスし、試験問題閲覧・解答提出を行います。
◆1科目50分の制限時間があります。
� （一時停止不可、1回のみ受験可能）

　　【郵送受験】１月上旬ごろに大学本部から送られる問題用紙・解答用紙・提
出用封筒を用いて、郵送で解答します。
◆試験時間の制限は行いません。

３　学習センターで受験される方（学習センター受験申請書提出済みの方）
　　・原則として授業科目案内（大学院：50ページ、学部142～144ページ）　

に記載の試験日・時限に来所し受験します。
　　・決まった試験日・時限の10分前までに試験会場に入室しましょう。
　　・学生証・受験票は必ず持参してください‼
　　・学習センターのパソコンを用いて Web 単位認定試験システムにアクセス
　　　し試験問題閲覧・択一式の解答提出をご自身で行います。( 記述式の解
　　　答は解答用紙で行います )
　　◆1科目50分の制限時間があります。(一時停止不可、1回のみ受験可能 )

　Web 単位認定試験システムに、ログインするためにはシステム
WAKABAにログインするためのログインIDとパスワードが必要です。
　受験される方は、ログインできるか試験前までに必ず確認をしてく
ださい。システムにログインできない場合は、できるだけ早く鹿児島
学習センターまでご連絡ください。
　また、単位認定試験期間前までに、Web単位認定試験体験版を必ず
操作しておいてください。

本部からの単位認定試験関連の郵送物は必ず開封して目を通しましょう！

重�

要
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今学期（３月末）で学籍がなくなる方

次学期の手続についてあなたの学籍はどうなっていますか？

　１月中旬に、大学本部から科目登録申請要項や入学関連書類が送付されますので、内容を確認の上、手
続を行ってください。

除籍について（教養学部 全科履修生）
　全科履修生が次のいずれかの事由に該当するときは、除籍されます。
　①　在学年限を超えたとき
　②　休学期間を除き学費納入がない期間が 4 学期続くとき

  ＊病気や仕事等の事由により修学の継続が困難な場合には、休学することができますので、休学の制度を
有効に利用してください。休学は「休学届」を大学本部へ提出した学期の次学期からとなります。なお、
システム WAKABA での申請もできます。

次学期に受講する科目を選び、以下の期間内に科
目登録申請をしてください。

システム WAKABA の場合  
　「教務情報」の「科目登録申請」から手続
　2月13日（月）9:00～ 2月 28日（火）24:00まで

郵送の場合 
　「科目登録申請票」を郵送
　2月13日（月）～2月27日（月）本部必着

今学期通信指導 未提出・不合格の方
今学期単位認定試験 未受験・不合格となった方
新規に科目登録した学期に単位修得できなかった
場合、次の学期に学籍がある場合に限り科目登録
を行わなくても再試験を受験できます。（再試験
に係る授業料はかかりません。）
※放送授業と単位認定試験を行うオンライン授業のみ

次学期（４月以降）も学籍が続く方

次学期も継続して学習を希望する場合は、以下の
期間内に出願手続をしてください。

システム WAKABA の場合  
　「教務情報」の「継続入学申請」から手続
　3月14日（火）17:00まで

郵送の場合 
　出願票を郵送
　3月14日（火）本部必着

面接授業の登録を希望する方
以下の期間と条件を満たす場合のみ、学期当初から
の面接授業を登録申請することができます。
① 2月13日（月）9:00～ 2月 28日（火）24:00
②システムWAKABAから出願し、放送授業科目
　またはオンライン授業科目を1科目以上登録

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

導入科目：
生活と福祉

220
（中級） 動物医学と人の関わり 三浦　直樹 ４月15日（土）

４月16日（日） 27

導入科目：
心理と教育

220
（中級） 臨床心理学へのいざない 佐藤　仁美 ４月15日（土）

４月16日（日） 24

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 薩摩焼の考古学 渡辺　芳郎

４月22日（土）
４月23日（日）

27

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学研究法の基礎 神薗　紀幸 ４月22日（土）

４月23日（日） 24

導入科目：
自然と環境

220
（中級） 鹿児島湾洋上実習（注１）

幅野　明正
福田　隆二
有田　洋一
三橋　廷央
江幡　恵吾

５月  6日（土）
５月  7日（日） 10

専門科目：
生活と福祉

320
（中級） 社会保障のしくみと法 伊藤　周平 ５月  6日（土）

５月  7日（日） 27

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験１ 大坪　治彦 ５月13日（土）

５月14日（日） 24

導入科目：
自然と環境

220
（中級） 奄美から見た島嶼の人と自然（注２） 河合　渓　

山本　宗立
５月20日（土）
５月21日（日） 15

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 ５月20日（土）

５月21日（日） 27

導入科目：
自然と環境

210
（初級） 化学のしくみ－元素と周期表 橋本　健朗 ５月20日（土）

５月21日（日） 27

導入科目：
人間と文化

220
（中級） アメリカの小説を読む 森　孝晴 ５月27日（土）

５月28日（日） 27

専門科目：
生活と福祉

320
（中級） 老年期の健康科学 牧迫　飛雄馬 ５月27日（土）

５月28日（日） 27

専門科目：
生活と福祉

320
（中級） 老年期の健康科学（注３） 牧迫　飛雄馬 ５月27日（土）

５月28日（日） 10

基盤科目：
外国語

120
（中級） 英会話を楽しむ ワトソン　マシュー ６月  ３日（土）

６月  ４日（日） 27

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理検査法基礎実習 平田　祐太朗 ６月10日（土）

６月11日（日） 24

基盤科目 110
（初級） 新・初歩からのパソコン 岡村　浩昭 ６月17日（土）

６月18日（日） 14

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 絵の見方・描き方 桶田　洋明 ６月24日（土）

６月25日（日） 16

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験１ 大薗　博記 ７月  １日（土）

７月  ２日（日） 24

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 ７月  １日（土）

７月  ２日（日） 27

（注１）　鹿児島大学の大型練習船かごしま丸に乗船して行う１泊２日の宿泊型授業です。
（注２）　授業の実施会場は、県立奄美図書館（奄美市）になります。
（注３）　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。

2023年度第１学期　面接授業開講科目一覧

【科目登録申請期間】・・システム WAKABA による申請期間 : ２月 13 日（月）9:00 ～２月 28 日（火）24：00
　　　　　　　　　　　郵送（科目登録申請票）による申請期間 : ２月 13 日（月）～２月 27 日（月）私書箱必着
★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。
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　2023 年度第１学期の面接授業は、全国の学習センター等で開講を予定していますが、前学期
と同様に新型コロナウイルス感染症対応としての定員削減や、対面授業の閉講又は Web（Zoom
等）授業への変更、状況次第では代替措置への切替えがあり、状況により返金対応となる場合が
あります。学習センターからのお知らせや大学本部ウェブサイト、システム WAKABA にてお知
らせいたしますので、定期的にご確認ください。
※不測の事態により、対面の授業から Web 授業への切り替え、日程変更、閉講等が生じた場合

であっても、交通費・宿泊費は自己負担となります。（キャンセル費用等を補償することはでき
ません。）

※対面で実施する授業は移動時や受講時に一定のリスクがあり、様々な地域からの受講生が集ま
る可能性があります。このことを十分ご理解のうえ、科目登録をするかどうかを各自ご判断く
ださい。

※シラバス左下の「実施会場欄」に、「※不測の事態発生時は閉講」又は「※不測の事態発生時は
Web（Zoom）授業で実施」と表示していますので、これらの措置が実施される可能性がある
ことをご理解いただき、面接授業の科目登録をご検討ください。

　以上をご了承いただき、特に卒業見込者、資格取得を主眼とした単位修得を目的とする方にお
かれましては、放送授業やオンライン授業を積極的に受講してください。

　時間割表（シラバス）には、面接授業の日程、実施時間、授業概要、8 回分のテーマ、

成績評価の方法などが記載されています。受講に際し必要な図書（授業当日に必ず

ご持参いただくもの）は「教科書」として指定しておりますので、受講生の方各自

でご用意をお願いします。

　【教科書】授業で使用します。事前に各自で必ず用意してお

いてください。

　【参考書】受講する前に読んでおいた方が良いものや授業

を理解する上で参考となるものです。

　　　　　 （参考書の購入は、必須ではありません。）

面接授業を受講する前に、面接授業時間割表（シラバス）
を必ず確認してください！

面接授業登録時の留意事項について
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1 月・2月の公開講演会のお知らせ

2022 年度卒業研究発表会を開催します

　鹿児島学習センター所属の学生による、2022 年度卒業研究履修者及び修士修
了予定者の発表会です。また、すでに履修された方で、研究発表を希望される方（発
表時間の都合上、先着数名）は、1 月 14 日（土）までに事務室に申し込んでく
ださい。
　なお発表会の詳細については、鹿児島学習センターウェブサイト・システム
WAKABA の「学内連絡」にてお知らせいたします。

鹿児島大学の講義を受講してみませんか？
　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。令和 5 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。

日　時 場　所 テーマ・講　師 定　員

１月 29 日（日）
13:30 ～ 16:00

鹿児島学習センター
講義室

テーマ：医療関係者だからできる性教育
講　師：井上　尚美（鹿児島大学医学部保健学科准教授）

35 名
看護師・医療関係者のための学士（教養・看護学）取得説明会
説明・相談者：独立行政法人大学改革支援・学位授与機構学位審査課職員

2 月 19 日（日）
13:30 ～ 15:00

鹿児島学習センター
講義室

テーマ：「行動をみる」～心理学の何がどう面白いか～
講　師：横山　春彦（鹿児島大学法文学部人文学科准教授） 35 名

※詳しくは、鹿児島学習センターウェブサイトまたはチラシでお知らせします。
※どなたでも参加できます。ご家族、お友達の方などお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
※対面で開催いたしますが、諸事情により対面での参加が難しい方は、鹿児島学習センター所属の学生に限り、

リモートで参加できる場合がありますので、ご相談ください。

聴講無料
要予約

日　時 ： 2023年2月２6日（日）

時　間 ： 14:00～（予定）

場　所 ： 鹿児島学習センター講義室
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★単位認定試験期間中の利用について
　試験期間中の利用時間は通常どおりです。
　※図書・視聴学習室のパソコンで単位認定試験を受けることはできません。

利用時間 9:30 ～ 18:00

★過去1年分の試験問題・解答等が閲覧できます。
　システム WAKABA で公表しているものと同じです。
　試験前と試験期間中は、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。
　※デジカメ・スマホ等で撮影はできますが、学習センターでコピー・印刷はできません。
　※ USB メモリに保存して持ち帰り、自宅やコンビニ等にて印刷が可能です。

★放送教材（DVD・CD）は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。
　学習センターでは室外貸出しは行っていません。詳しくは『学生生活の栞』をご覧ください。

★室内視聴用タブレットは、ご自分のログイン ID（学生番号）とパスワードを入力するだけで、
　すべての放送授業が視聴できます。ぜひご利用ください。

★雑誌のバックナンバー無料配布について！
　図書・視聴学習室に配架していた雑誌のバックナンバー ［2021年4月～2021年9月分］を、下

記期間中に無料配布いたします。引き取りを希望の方は、先着順でご自由にお持ち帰りください。
冊数に限りがありますので、無くなり次第終了とさせていただきます。（予約・取り置きは不可）

　　期　　間：1月26日（木）～2月26日（日）
　　場　　所：鹿児島学習センター学生控室
　　対象雑誌：臨床心理学・英語教育・ニュートン・栄養と料理・文藝春秋など

図書・視聴学習室からのお知らせ

図書・視聴学習室は3月22日（水）～3月25日（土）まで新学期準備のため閉室します。

Wi-Fi の利用について
　学習センターでは、無線 LAN 接続（Wi-Fi）が整備されております。これにより、個人でお持ちの
パソコン、タブレット端末やスマートフォンが学習センター内で利用しやすくなっています。

（全国の学習センターでも同じ ID 及びパスワードでインターネット接続が可能です。）

＜利用方法＞
①　放送大学自己学習サイト「情報セキュリティ研修（学生用）」を受講します。
②　受講後の小テストに合格すると発行される「修了証」を事務室へ提示します。
③　事務室より配付される「無線 LAN 利用申請書」を記入し、再度「修了証」と一緒に事務室へ提出。
④　発行された「無線 LAN 利用許可書」に記載の ID・パスワードを入力してネット接続します。
※　在学期間満了や卒業後に再入学した場合は、再度、利用方法の手順を行う必要があります。
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閉所日 単位認定試験

【１月の予定】
　　１日～３日　閉所日（年始休日）
　　４日　臨時閉所日
　　８日　教養セミナー「情報数理学の話題について」
　  10日　閉所日（県民交流センター休館日）
　 17日～25日　Web 単位認定試験実施期間
　  29日　公開講演会

【２月の予定】
　  11日　閉所日（建国記念の日）
　  13日　2023年度第１学期科目登録受付開始
　　　　  （システム WAKABA2/28、郵送2/27まで）

　  19日　公開講演会
　 23日　閉所日（天皇誕生日）
　 26日　卒業研究発表会

【３月の予定】
　　５日　臨時閉所日

　  21日　閉所日（春分の日）
　  22日～25日　図書・視聴学習室は閉室（新学期準備のため）
　  26日　令和４年度第２学期卒業証書・学位記伝達式
　　　　　及び令和５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、強烈な赤い花弁と緑の葉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。

　　　　　　　令和５年度第１学期（4月入学）学生募集中！
　　　　　　　　　　◆ 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
≪出願受付≫
　　　第1回：2022年11月26日（土）～2023年2月28日（火）本部（千葉市）必着
　　　第2回：2023年  3月  1日（水）～2023年3月14日（火）本部（千葉市）必着
　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。
※令和６年度４月入学の大学院修士全科生及び博士全科生の募集は、令和５年8月中旬から下旬の予定です。

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。地下駐車場を
ご利用は、学習センターでの諸手続や学習、面接授業、試験時のみ学習センター事務室で駐車券の認証を
受け付けます。

【駐車券の認証について】
①  4階放送大学鹿児島学習センター事務室に学生証を提示ください。
②「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策チェックリスト」に車のナンバーをご記入ください。
③  駐車券の認証を受ける。
※事務室閉所後30分までが無料の扱いです。それ以降は、学生負担となります。


