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　　　「かいこうず」のこの号が発行される頃は、鬱陶
しかった梅雨もすっかり明けているのではないで
しょうか？じめじめして蒸し暑く、日照時間も少
ない日本の梅雨は多くの人に嫌われる季節です。
しかし、そこには気がつくと素敵な出来事もある
のです。
　昔から「冬来たりなば春遠からじ」と言い、少
し発想を変えるだけで「いやなこと」がそうでも
なくなることがあります。とはいえ、「梅雨来たり
なば夏遠からじ」という声はまず聞きません。と
くに鹿児島では灼熱の夏を前にこうした表現で梅
雨の鬱陶しさが薄まるかというとそうでもありま
せん。ここでは、梅雨の時期のある楽しみ方を紹
介しましょう。
　鹿児島では５月には多くの場合梅雨入りします。
まさに新緑真っ盛りのときに梅雨入りしてしまい、
五月晴れの好天続きが梅雨空続きになってしまい
ます。皆さんはこうした頃に、鹿児島でよく植栽
されているツツジなどの葉の緑が何となく鮮やか
に感じたことはないでしょうか？街路樹に茂る葉
の緑のくっきりとした印象を持ったことがないで
しょうか？
　鹿児島市内で、「そう言えばそうした経験がある
ような気がする」と思い出してくださった方に、「そ
れはなぜだと思いますか？」と尋ねてみると、大半
の方が「葉っぱに積もった桜島の灰が雨で洗い落と
されたから」と答えます。しかし、桜島の降灰がな

い奄美地区の方々にも「梅雨になると緑が鮮やかに
なる」と感じている方も少なくありません。この梅
雨時期に緑が明るく鮮やかに感じる印象は日本全国
でありますし、梅雨の時期がある地域では世界中で
報告されます。
　実はこの現象は、心理学でプルキニエ（またはプ
ルキンエ）現象として説明されています。19世紀
のボヘミア（チェコスロバキア）の生理学者プルキ
ニエが解明した現象です。彼は私たちの体が個々の
細胞の集まりであることを顕微鏡下で発見したり、
汗腺を発見したり、生命科学の発展に寄与した人で
すが、視覚において、明るいところでは赤色が明る
く鮮やかに、一方、暗いところでは逆に赤色はくす
みがちで青や緑と言った色が明るく見えることを視
覚神経系の特性で説明することで解明したのです。
　私たちの視覚系は、プルキニエが説明したよう
に、薄暗くなると赤色のような波長の長い色への感
度を低下させ、青色や緑色といった波長の短い色へ
の感度を高めているのです。曇天続きのなか、緑が
明るく鮮やかに見えるのは「気のせい」でも「灰が
流れたせい」でもないのです。
　薄暗い中で青系の色を明るく感じる特性は、こう
した風景の中で気づけるだけでなく、最近、全国各
地で「青い防犯灯」が増えて夜間の犯罪抑止効果を
上げていることにも是非気づいてください。

梅雨のなか木々の緑の鮮やかさ
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 20 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月に機関誌とともに送付した「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、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。電子辞書は持ち込み不可です。

【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30年７月27日（金）・28日（土）
　　　　　　　教養学部　　平成30年７月29日（日） ～ ８月５日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※７月30日（月）、8月3日（金）は閉所日
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　○受験者の多い科目は、試験を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〕
○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）

 

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
　デジタルカメラでの撮影、USB メモリへの保存→可

通信指導
【来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）

【来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（木））
　（科目登録不要・再試験科目だけの出願は入学料のみ要）

【来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）

【来学期学籍がない場合】
　継続入学の手続きが必要です（期限：９月20日（木））
　（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30年７月上旬
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８日（日）
・記述式科目（併用式科目の記述部分）７月19日（木）
※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20日（金）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30年７月29日（日）～８月５日（日）平成30年７月27日（金）～７月28日（土）
平成31年度
卒業研究履修申請書
提出期限

平成30年８月16日（木）
～８月23日（木）大学本部必着

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30年９月28日（金）
平成30年９月29日（土）

平成30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30年８月15日（水）～８月30日（木）私書箱必着
※ ｢システム�WAKABA�｣ による申請期間
　平成30年８月15日（水）9:00～８月31日（金）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30年８月３日（金）、８月７日（火）、８月14日（火）

所属学習センター変
更願提出期限
(平成30年度第２学
期から変更）

平成30年８月10日（金）必着
提出先：
大学本部学生課入学・履修係

平成30年８月10日（金）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30年度第２学
期から変更）

平成30年９月30日（日）必着
提出先：
大学本部学生課入学・履修係

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

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

～８月31日（金）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30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。
※継続入学をされる方で、平成30年度第2学期に面接授業を希望される方は、８月 15 日９時

～８月 31 日 24 時の間にシステム WAKABA から手続きを行ってください。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。
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平成30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（水）～８月30日（木）私書箱必着
　　　　　　　　　　　「システムWAKABA」による申請期間　�８月15日（水）9:00～８月31日（金）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、詳細を確認してください。

科目区分 ナンバリング�
（レベル表示） 科　　　目　　　名 講師名 授　業　日 定員

導入科目 :
社会と産業

220
（中級） 経営哲学入門 吉田　健一 10/20.21 40名

導入科目 :
社会と産業

220
（中級） 経営哲学入門（注１）　 吉田　健一 10/20.21 15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 10/20.21 50名

基盤科目 110
（初級） 新・初歩からのパソコン 新森　修一 10/27.28 14名

基盤科目 :
外国語

110
（初級） 英語を日常に取り入れる モニカ�ハムチュック 10/27.28 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 10/27.28 40名

専門科目 :
心理と教育

320
（中級） ユング派心理療法入門 大場　登 10/30.31 40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 11/4.11 35名

導入科目 :
社会と産業

220
（中級） 日常生活に役立つ法知識 黒沢　佐和美 11/ ７.14 40名

基盤科目 :
外国語

110
（初級） 中国語入門編 中筋　健吉 11/17.18 40名

導入科目 :
自然と環境

210
（初級） 離島の持続可能な共有システム（注２） 小原　幸三 11/17.18 15名

専門科目 :
心理と教育

320
（中級） 心理学実験３ 有倉　巳幸 11/24.25 30名

専門科目 :
社会と産業

320
（中級） 海上貿易と会社の歴史 東條　正 11/24.25 40名

総合科目 420
（中級） 産業機械の進歩と現代の役割 門　久義 11/24.25 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 12/1.2 35名

専門科目 :
自然と環境

320
（中級） 鹿児島の自然と土砂災害 地頭薗　隆 12/8.9 40名

総合科目 420
（中級） アジア・太平洋の島々の食文化（注２） 山本　宗立 12/8.9 15名

基盤科目 120
（中級） 教育における歴史の見方・考え方 田口　紘子 12/15.16 40名

導入科目 :
社会と産業

220
（中級） 事件事故報道と人権 宮下　正昭 1/5.6 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 1/12.13 50名

専門科目 :
人間と文化

320
（中級） 古墳と隼人による新しい古代史 橋本　達也 1/12.13 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）　授業の実施会場は、県立奄美図書館（奄美市）です。� � � � �
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イベントのお知らせ
　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。

納涼イベント 期　日：８月19日（日）

学生研修旅行
期　日：９月　2日（日）
場　所：日置市・南さつま市方面（鹿児島県立農業大学校他）

※詳しくは、７月上旬にホームページや学習センターに掲示します。

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20日（金）～7月26日（木）　　9:30～18:45

単位認定試験期間中の利用時間
７月27日（金）～8月5日（日）　　 9:00～18:45

★試験期間中と試験問題・解答等の閲覧が混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1学期、2学期分のみです。

★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。� � � � � � �

★室内視聴用タブレットが新しく入りました。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。
★図書の返却期限は厳守してください。� � � � � � �
���返却期限を越えての返却は、貸出停止の措置をとることもあるのでご注意ください。

　鹿児島大学で授業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、「鹿児島大学特別聴講学生」として鹿児島
大学の科目を学ぶことができます。
　出願資格：①全科履修生　②本学の在学年数が1年以上の者
　　　　　　③放送授業科目において30単位以上修得した者
　平成30年度第2学期の募集（8/8締切）を行いますので、事務室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
のできるまたとない機会です。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（木）～23日（木）【郵送必着】です。
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客員教員による「ミニゼミ」試行の案内

（１）「日本の貨幣『円』の謎」、渋谷　正先生、60分間ずつ計６回
　貨幣（お金）は、私たちの生活にもっとも身近なものでありながら、実は、経済学の問題としては、
これほど難しく、しかし、興味が尽きないものはありません。例えば、日本の貨幣の名称がなぜ「円」
になったのかは、今日までよくわかっていないのです。このゼミでは、「円」の謎解きをテーマにして、
貨幣をめぐる問題の一端に迫ります。ただし、お金儲けの話ではありませんので、念のため。

（２）「脳を知る。そのしくみとはたらき・病気」、出雲周二先生、60分間ずつ計６回
　1990年代から「21世紀は脳の時代」といわれ、2013年にはオバマ大統領が「BRAIN�Initiative」
を掲げて脳研究を加速させることを宣言し、脳の理解が急速に進んでいます。一方で「人工知能：AI」
が日常生活のなかにも入り込み、脳の判断に頼らない生活が現実味を帯びてきています。しかし、脳な
しでは生きられない私たち、今こそ基本となる脳の構造と働き、そしてその破綻としての病気について
学び、最先端の脳研究を覗いてみましょう。

（３）「最先端科学と その波及効果」、住吉文夫先生、60分間ずつ計６回
　私たちが最先端科学に触れる機会は、ノーベル賞のニュースや、たまに見つける新聞・雑誌の特集記
事くらいで、とても稀なことです。でも実は、最先端科学の波及効果として、既にMRI やガンの粒子線
治療装置など医療用機器に応用されています。さらには、中央リニア新幹線、電気飛行機、核融合発電
装置など、夢のある近未来の乗り物や装置も期待されています。論より証拠、難しい話はしなくても机
上でのデモ実験が知らなかった世界へと誘います。

（４）　「看護リフレクション　～自己の看護体験を言語化し、
　　　体験の意味を考えよう～」、花井節子先生、90分間ずつ計４回
　看護実践は、対象との出会いの状況一つ一つが個性的で、まったく同じ状況は存在しません。日々の
看護実践では、ケアにより患者様が良い変化をして、看護の喜び・やりがいを感じることもあれば、「良
かれと思って行ったのに、どうして？」など不全感を感じることも少なくありません。このゼミでは、
自己の看護体験をグループ内で語り、無意識に行っている自己の思考の特徴に気付いたり、メンバーの
フィードバックにより体験の意味づけができることをねらいとします。

　平成30年度2学期から、特定のテーマについて少数の学生が客員教員を囲み勉強する「ミニゼミ」
を試行します。４名の客員教員がそれぞれの相談日に行い、正式な単位にはなりません。また、受講
料は不要です。定員は、各テーマ10名までとし、複数の受講はできません。鹿児島学習センターに所
属する学生で希望する方は、事務室に申し込んでください。先着順に受け付けます。テーマ名、担当
教員名、時間と回数、概要は下記のとおりです。なお、このミニゼミの受講を機に学生と客員教員と
の距離が縮まり、学生が相談し易くなることも期待しています。

【客員教員相談日】　■：ミニゼミ試行担当客員教員
曜日 時間 客員教員 曜日 時間 客員教員

火
10：00～ 13：00 渋谷　正

金
10：00～ 13：00 花井　節子

13：30～ 16：30 新森　修一 13：30～ 16：30 村瀬　士朗

水
10：00～ 13：00 住吉　文夫 土 10：00～ 13：00 大坪　治彦
13：30～ 16：30 出雲　周二

日
10：00～ 13：00 門　　久義

木 10：00～ 13：00 アン・ブレイジア 13：30～ 16：30 今林　俊一



－ 8 －

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

土

14
21
28

日

8
15
22

月

9
16
23
3029

火

10
17
24

水

11
18
25

木

12
19
26

金

31

13
71 2 3 4 5 6

20
27

7  July

土

11
4

18
25

日

5
12
19

月

6
13
20
2726

火

7
14
21

水

8
15
22

木

9
16
23

金

28 29 30 31

10
1 2 3

17
24

8  August

【７月の予定】
  ８日　公開講演会（指宿市）
21日　第１学期放送授業最終日
27日～28日　大学院単位認定試験
29日～８月５日　教養学部単位認定試験
                         （30日、８月３日を除く）
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閉所日

面接授業

単位認定試験

＊面接授業＊
６月30日（土）・１日（日）「銀河天文学 ｣（遠隔授業）

【８月の予定】
��３日　臨時閉所日
�７日　臨時閉所日
11日　閉所日（山の日）
14日　臨時閉所日
15日　第２学期科目登録受付（郵送8/30、Web8/31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　★納涼イベント
25日～26日　教員免許更新講習修了認定試験

【９月の予定】
��２日　★学生研修旅行
  9日　公開講演会
23日　閉所日（秋分の日）
28日・29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
30日　平成30年度第１学期卒業証書・学位記授与式及び
　　　��平成30年度第２学期入学者の集い�

＜編集後記＞
　あっという間に、１学期の半分が過ぎましたが、みなさん、学習の進捗状況はどうですか。７月に
は、単位認定試験が始まりますので、体調を崩さずに頑張ってください。

◇平成30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（金）まで　　※インターネットからでも出願できます。
　　　　�　　�　��第２回　９/20（木）まで
　�◆大�学�院◆　修士全科生・博士全科生
　�[�出願期間 ]　８/15（水）～８/31（金）
◇オープンキャンパス・個別入学相談会
　�閉所日等を除いて毎日開催しています。

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、機関誌のタイトルとしています。


