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　今年、2018年は明治維新150年ということで、
特に鹿児島では様々な記念イベントが開催されて盛
り上がっています。鹿児島、明治維新と言えば、な
んといってもその中心となる人物は西郷隆盛を措い
てないでしょう。NHKでも西郷を主人公とした大
河ドラマ「西郷どん」が放映されて評判になってい
ます。
　歴史上の人物で、西郷ほど全国民的に親しまれて
いる人間は他にないといっていいでしょう。なにし
ろ私たち日本人は西郷のことを呼ぶときに、まるで
知り合いか身内のように「西郷さん」と反射的に
「さん」付けで呼んでしまうのです。同じ郷里の人
間ならいざ知らず、全国民的に「さん」付けで呼ば
れてしまう歴史上の人物など西郷以外にいません。
　この、全国民的に共有されている西郷隆盛のイ
メージの中心にあるのが、東京上野に立つ銅像です。
和服姿で犬を連れた、この「上野の山の西郷さん」
の銅像は、しばしば誤解されるように散歩中ではな
く、猟犬を連れて兎狩りに行く狩衣姿を描いたもの
です。いずれにしろ仕事中の公の姿ではなく、プラ
イベートのくつろいだ様子で、「西郷さん」という
親しみやすいイメージにつながるものですが、それ
ゆえに、銅像の除幕式の時に糸夫人が、自分の主人
は決してあんなラフな姿で人前に出る人ではなかっ
たと抗議したというエピソードが、大河ドラマでも

紹介されて話題になりました。
　対照的なのは市立美術館の前に建てられている鹿
児島の西郷隆盛像です。こちらは軍服の正装で、初
代陸軍大将であった明治政府の軍人・政治家として
の西郷の公の姿を描いたものです。西郷は政権内の
意見の対立から政府の公職を辞して鹿児島に帰り、
西南戦争を起こして「朝敵」とされました。「新政
厚徳」という言葉を掲げて兵を挙げ、公に政府と対
決する、西郷がそのような存在である限り、国家は
それを許すわけにはいきません。西郷が許されて大
日本帝国の帝都東京に銅像として建てられるために
は、軍服を脱ぎ、公の立場から退いて、プライベー
トな姿である必要があったのです。
　西郷の銅像がある上野は、江戸城＝皇居の東北の
方角に当たる「鬼門」の場所で、徳川家の菩提寺で
ある寛永寺の境内だったところです。西郷はプライ
ベートな姿の親しみやすい大衆のヒーロー「上野の
山の西郷さん」になることで、「朝敵」から天皇の
都東京の守り神になったのです。
　東京上野の普段着姿の西郷像と軍服の正装に身を
固めた鹿児島の西郷像、この二つの銅像の違いが意
味するものが何なのか。それを考えることは、明治
維新という歴史的な出来事を、地域の側から、鹿児
島の側から考え直すことへとつながるのではないか
と考えています。
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ご卒業･ご入学おめでとうございます!

　10月７日（日）に、鹿児島学習センター講義室にて「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」が開催されました。今回卒業となる43名のうち17名が出席し、入学

者は24名が出席しました。家族や友人が見守る中で、住吉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５名に鹿児島学習センター特別賞が授与されました。また、來生学長からの入学者へのメッ

セージの披露や、卒業生と入学生、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：43名）
　＊生活と福祉コース＊
　　井　上　幹　樹　　内木場　健　一　　川　野　里　美　　白　澤　孝　洋
　　末　原　ゆかり　　寺　園　裕　子　　永　田　祥　子　　濵　﨑　喜久子
　　古　川　真一郎　　前　田　雄　介（他１名）

　＊心理と教育コース＊
　　厚　地　裕　佳　　梶　原　布美子　　神　川　瑞　穂　　久木崎　由加里　
　　齊　藤　國　久　　末　廣　瑞　枝　　高　木　正　子　　手　塚　研　正
　　德　永　博　子　　新　澤　典　雄　　廣　瀧　　　功　　外　薗　広　巳
　　槇　　　満　信　　森　　　栄　子　　山　下　重　子（他２名）
　　
　＊社会と産業コース＊
　　秋　葉　伯　文　　上　筋　睦　雄　　末　吉　アイコ　　高　崎　あゆみ
　　野　元　浩　子　　美　坂　公　治（他１名）

　＊人間と文化コース＊
　　池　谷　た　き　　上　原　智　子　　富　吉　正　治　　中　村　恒　男（他１名）

　＊自然と環境コース＊
　　稲　留　大　輔　　川　上　満　代　　迫　田　幸　夫　

平成30年度第１学期末で鹿児島学習センターからの卒業生、修了生の総合計は下記のとおりです。

卒業生：1,468 名（男性：438 名　女性：1,030 名）
修了生：   　44 名（男性：   27 名　女性：　  17 名）

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
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○教養学部　全科履修生　心理と教育コース
� 廣　瀧　　　功

卒業生代表

祝　平成30年度　第1学期　放送大学教養学部卒業記念（2018.10.7）

　残暑もようやくおさまりさわやかな風がわたる
頃、この日を迎えることを嬉しく思います。本日は
私たちの為に、このような盛大で温かい『卒業証
書・学位記授与式及び入学者の集い』を挙行してい
ただきありがとうございます。
　私は放送大学に二つの目的を持って、入学いたし
ました。一つは臨床心理士の資格取得の為です。仕
事に活かすためにも短期間での習得を目指し、三年
次編入しました。少し予定より時間がかかりました
が、残るは大学院です。一年間しっかり勉強して、
入学試験に合格し、再びこの場に帰ってきます。

　もう一つの目的は、三十年近く続く苦い思いを払
拭する為でした。二十代の頃、学ぶ事の面白さ、有
難さも分からない私がいました。大学を中退するこ
とになり、どこか心に杭が打ち込まれているような
人生を送っていました。働きながら、家庭も築き、
それなりの幸せを手にしていたのですが、ふと気付
くと『あの時、もう少し頑張っていれば、もっと勉
強していれば』と考えている私がいました。放送大
学に入学して良かったです。今日やっとその杭が抜
けたようです。
　入学生の皆様、今から始まる学びの時間を大いに
楽しんで下さい。特に面接授業はとても楽しいで
す。旅行がてら他県の学習センターに行くのも素敵
ですよ。私の一番の思い出は、セミナーハウスに宿
泊し、千葉の学習センターで、佐藤仁美先生の面接
授業に参加させていただいたことです。いくつに
なっても学ぶ事に遅いという事はないのですね。
　最後になりましたが、歴代の所長様、客員教授の
方々、先生方、職員の方々、面接授業のグループ
ワークを一緒にした学友、放送大学に関わる全ての
方々、私の背中をそっと押してくれた妻に心より感
謝を申し上げます。世界には学びたくても学べない
方々が沢山います。私達はとても贅沢で、幸せだと
いう思いを胸に抱きながら、卒業生代表としての挨
拶とさせていただきます。
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　コスモスが咲き、秋の深まりを感じる季節となっ
た善き日に、本日卒業される卒業生の皆様、ご卒業
おめでとうございます。尊敬の念を抱くとともに
心よりお祝い申し上げます。
　本日はご多忙中の中、ご来賓の皆様、在校生、関
係者の皆様、先生方のご臨席を仰ぎ、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開
催して頂き、入学者を代表いたしまして、心より感
謝申し上げます。
　私が放送大学の名前を知ったきっかけは新聞です。
　何年前に読んだかは覚えていませんが、90代の
年配の方が10年かけて放送大学を卒業したという

記事でした。80代で入学して学ぼうとした心意気
に衝撃をうけました。学ぶことに年齢は関係ないの
だなと教えていただきました。
　私は精神科に勤務しており、いろいろな部署を経
験させてもらっています。部署が変わるたびに、仕
事内容がまったく違い、人との接し方もこれでいい
のだろうのかと自問自答する日々です。
　部署異動のため、病棟からデイケアへ変わり仕事
にも慣れてきたころ突発性難聴になり、治療のため
入院をしました。当たり前に聞こえていた日常、当
たり前に過ごしていた日常が、当たり前ではないの
だと思い知らされた出来事でした。治療の後遺症
で、耳鳴りが残っていますが、後悔しないように学
べるときに学びたいと思います。
　新聞記事を読んでいた自分が、今ここで入学者代
表の挨拶をさせていただくとは夢にも思わなかった
今日、このような貴重な機会をいただきありがとう
ございます。
　今回の入学生は看護学生が多いと伺っています。
それぞれのコースで教養を深め、いろいろな出会い
や学びを大切にしていきたいと思います。
　これからお世話になります先生方・職員の皆様方、
ご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げ
ます。
　放送大学に関わる皆様がご発展されますよう心よ
りお祈りいたしまして、入学者代表のあいさつとさ
せて頂きます。

○教養学部　全科履修生　心理と教育コース
� 上堀内　千　子

入学者代表

学位記授与、特別賞授与の様子
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　実りの秋、このよき日に卒業を迎えられる卒業生
の皆様、本当におめでとうございます。目標を達成
され、無事今日を迎えられた皆様に、深く敬意を表
します。また、新入生の皆様、ご入学おめでとうご
ざいます。期待や不安、様々な思いを胸に、この日
をお迎えの事と思います。
　私は、2014年春に３年次編入学しました。２年
後に卒業して同年の秋に再入学しました。学生生活

１回目は、学位と認定心理士の資格を取得できまし
た。２回目である現在は、卒業研究に取り組んでい
ます。教職員御指導の下、挑戦中であり、自分自身
と向き合いながら、一喜一憂しています。
　さて、卒業生の皆様は、放送大学で過ごされた
日々、どのような思い出を作られたでしょうか。単
位認定試験の時間に遅刻しそうになり、焦ったこと
はありませんか。科目によっては、受験者が集中し、
その人数の多さに圧倒されたことはなかったでしょ
うか。仕事と両立させるために、要領よく試験勉強
をするコツはどのようなものだったのでしょうか。
　私は、愛犬との散歩中に考えたり、覚えたりしま
す。リズミカルに歩きながら考えると、頭の中が整
理されます。日常のほんのちょっとした隙間に織り
込むと、三日坊主になる事を、避けられます。卒業
生の皆様もそれぞれに、御自身のスタイルを、お待
ちの事と思います。是非、教えてください。
　入学者の皆様も、自己流で大丈夫です。
　でも困った時は、気軽に声をかけてください。
　一緒に学びましょう。
　皆様の学生生活が、充実しますよう、祈念致しま
して、在学生を代表して、お祝いの言葉と、させて
いただきます。
　おめでとうございます。

○教養学部　全科履修生　心理と教育コース
� 上　田　雪　子

在学生代表

・・・ご卒業・ご入学を祝して・・・

祝賀イベント
　今回の祝賀イベントは、放送大学全科履修生でありシンガーソングラ
イターとしてご活躍されている松田　郁美さんがご出演くださいました。
松田さんは、日本の古典文学を題材としたオリジナル曲の演奏活動をさ
れています。
　当日は「西

せ

郷
ご

どん大河ドラマ館」のイベント広場ステージに出演後そ
こから駆けつけていただきました。祝賀イベントでは松田さんのオリジ
ナル曲を含め４曲をご披露くださいました。
　また曲の合間に、放送大学で学んだことがご自身の活動に生きている
という話を披露されました。

【演奏曲目】
1　はなむけの歌（オリジナル曲、万葉集より山上憶良作、好去好来の歌）
2　春待てば（オリジナル曲　万葉集より大伴家持作、春愁三首）
3　海の向こう（オリジナル曲　西郷隆盛作『獄中感有り』より
4　西郷どんのテーマ曲
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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：１／24、１／26
　　　　　　　学　部：１／25、１／27～２／２

○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（金）～11月30日（金）　大学本部必着
・Web通信指導による提出
　11月９日（金）10：00～11月30日（金）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（水）～2月27日（水）私書箱必着
Web：2月13日（水）～2月28日（木）

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（火）～３月17日（日）私書箱必着
Web：１2月1日（火）～３月17日（日）
※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( 水 ) ～2／28( 木 )
までの期間に申請してください。
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客員教員相談日について
　当センターでは、10名のそれぞれの専門の先生方が相談に応じます。経験豊かな客員教員のア
ドバイスを受けることで、きっと疑問や悩みが解決したりヒントが得られたりすることと思いま
す。相談内容は、学習に関することに限らず、卒業研究や大学院入学に関することなど何でも構
いません。お気軽にご相談ください。
	 平成30年４月１日現在

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 新

シン

　森
モリ

　修
シュウ

　一
イチ

情報数理学 鹿児島大学理学部教授

水
10:00～ 13:00 住

スミ

　吉
ヨシ

　文
フミ

　夫
オ 超伝導工学

電力工学
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

　雲
ズモ

　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 10:00～ 13:00 大
オオ

　坪
ツボ

　治
ハル

　彦
ヒコ

心理学 鹿児島国際大学国際文化学部特任教授
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
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※　本務大学の勤務の関係で、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。（TEL:099-239-3811）
※　所長は上記の時間以外でも随時相談に応じます。
※　放送大学の科目の登録方法等については、学習センターへご相談ください。

　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17日（水）12時～ 学習センターの掲示または学習センター、放送大学のホームページで空
席状況を確認できます。

追加登録期間 10月24日（水）から 24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。

24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　10月 24日（水）午前10時に申請書類を持参された方と、10月 23日（火）午前中までに学習センター

に到着した郵便による申請の方について抽選を行います。（10/17～ 10/23の間に追加登録申請書類を事務
室へお持ちいただいても受付・お預かりはできません。）

②　抽選は、10月 24日（水）午前10時から学習センターで行います。郵送による申請の方は、学習センター
事務職員が代わりにくじを引きます。

※追加登録初日は、抽選の後に来所された方については、抽選に参加された方の登録が終了した後、登録を開始します。
多数の方が来所するため混雑が予想され、登録までに時間を要しますことをご了承ください。

平成30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については先着順です。》

重要

　客員教員への相談時間は、原則一人30分以内です。なお、学習相談をされる際は、相談希望日や相談希望教員、相談内容
などを記入した『学習相談票』を事前に事務室へ提出してください。『学習相談票』は事務室に用意してあります。
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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） 経営哲学入門 吉　田　健　一 10/20、21 40名 追加登録対象外

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 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 10/20、21 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 新　森　修　一 10/27、28 14名 追加登録対象外

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 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 10/27、28 40名 追加登録対象外

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 追加登録対象外

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 10/28（日）まで

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 10/31（水）まで

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 11/9（金）まで

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 11/9（金）まで

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験３ 有　倉　巳　幸 11/24、25 30名 11/17（土）まで

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 11/17（土）まで

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 11/17（土）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 12/1、2 35名 11/24（土）まで

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 12/1（土）まで

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 12/1（土）まで

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 12/8（土）まで

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 12/27（木）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 １/12、13 50名 1/5（土）まで

導入科目：
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 1/5（土）まで

※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Ｐ92～Ｐ102でご確認ください。
（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て、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、県立奄美図書館になります。

平成30年度第２学期　面接授業開講科目一覧
《追加登録の申請方法等については、７ページの「平成30年度第２学期面接授業追加登録について」をご参照ください。》
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＜納涼イベント＞を開催しました
　毎年恒例の納涼イベントを８月19日（日）に、桜坂（鹿児島天文館）で開催しました。学生、職員などを合わ
せて28名が参加しました。皆さんとても楽しく団欒し、楽しい一時を過ごされました。

学生研修旅行【日置市～南さつま市の旅】
　９月２日（日）に学生研修旅行を実施しました。今回は、「鹿児島県立農業大学校」と「坊津歴史資料センター
輝津館」を訪れ、29名の学生が参加しました。
　「鹿児島県立農業大学校」では、農業大学校の先生から大学の概要を説明していただきました。その後、学生か
ら多くの質問が出され、農業の現状と課題について深く考える機会になったようです。
　また、「坊津歴史資料センター輝津館」では、学芸員の方に館内を案内していただき、皆とても興味深く、学芸
員の方の話に聞き入っていました。

学生サークル ･同好会の紹介
　鹿児島学習センターでは、８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

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

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

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

パソコンサークル・Smart 月１回程度、随時掲示板で案内

※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。

＜参　加　者　の　感　想＞

【鹿児島県立農業大学校】
・農業大学校の充実した研修・実習内容にとても驚いた。
・農業大学校の概要がとてもよく分かった。

【坊津歴史資料センター輝津館】
・知らないことがたくさんあって勉強になった。
・遠い遠い昔に想いをはせることができた。
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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18日（日）
13：20～ 14：45

県立奄美図書館
（第１研修室）

テーマ：離島の持続可能な共有システム
　　　　　　－シマの持続可能性と創造性－

40名
講　師：小原　幸三　鹿児島大学名誉教授

12月９日（日）
13：20～ 14：45

テーマ：アジア・太平洋の島々の食文化
　　　　　　－小さな島の小さな唐辛子－

40名
講　師：山本　宗立　鹿児島大学学術研究院准教授

※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

　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30年12月 16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 9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

　11月10日（土）、放送大学鹿児島学習センター開設20周年記念式典が、かごしま県民交流センター
県民ホールで開催されます。
　式典に引き続き、來生新放送大学学長、原口泉県立図書館館長をお招きして公開講演会を開催します。
　詳しくは、同封してあるチラシをご覧ください。
　ご家族・ご友人をお誘いの上、ぜひご参加ください。

放送大学鹿児島学習センター開設20周年記念式典のお知らせ
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『教員免許更新講習』の講習生募集

平成30年度冬期の講習生を募集します。

申 込 期 間 10月25日（木）10時～11月 22日（木）17時　※１

視 聴 可 能 期 間
インターネット配信：２月１日（金）～３月３日（日）

BS放送：２月１日（金）～２月１７日（日）

修了認定試験日３月２日（土）または３月３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日は3月2日（土）のみです。

新旧職員の挨拶

　この度は９月末で退職となりました。5年間
あっという間に過ぎ、学生の皆様の勉強を頑張
る姿に「私も頑張らないと」と思わずにはいら
れませんでした。
　本当にありがとうございました。

　ご縁あって10月より、再度勤務させていた
だくことになりました。
　「生涯学習」をモットーにしている皆様方のお
手伝いが出来ることを嬉しく思っております。
　どうぞ宜しくお願い致します。

教務担当　大　重　弥　生 教務担当　有　村　知　子

－お世話になりました－ －よろしくお願いします－

　かごしま県民交流センター地下駐車場利用の際の駐車券認証方法及び駐車料金の減免が変更さ
れました。

【現　行】
４階放送大学事務室における学生証を提示し、駐車券の認証を受ける。（終日無料）

【変更後】
　①４階放送大学事務室に学生証を提示
　②「放送大学学生駐車券認証記録簿」に名前と車のナンバーを記入。
　　※「放送大学学生駐車券認証記録簿」は、毎日事務室閉所時に駐車場を管理する防災センター

へ提出します。「放送大学学生駐車券認証記録簿」への記入をしない場合は、かごしま県民
交流センターの１階総合受付か２階事務室で認証をしていただくことになり、駐車場利用料金
は２時間までが無料となります。

　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。30分過ぎた場合は、学生負担となります。

駐車場の利用についてのお知らせ
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＊10月の面接授業＊
　20日（土）・21日（日）	｢ 経営哲学入門」（遠隔授業）
　　　　　　　　　　　	　「トラウマの臨床心理学」
　27日（土）・28日（日）	｢ 新・初歩からのパソコン」
　　　　　　　　　　　　	「英語を日常に取り入れる」
　　　　　　　　　　　				「ヒトの体の働き」
　30日（火）・31日（水）	「ユング派心理療法入門」

＊11月面接授業＊
　		4日（日）・11日（日）｢個性と社会性を育む生徒指導 ｣
　		7日（水）・14日（水）「日常生活に役立つ法知識」
　17日（土）・18日（日）「中国語入門編」
　　　　　　　　　　　　	「離島の持続可能な共有システム」
	 （奄美会場）
　24日（土）・25日（日）「心理学実験３」
　　　　　　　　　　　　		「海上貿易と会社の歴史」
　　　　　　　　　　　　		「産業機械の進歩と現代の役割」

＊12月面接授業＊
　		1日（土）・2日（日）　｢医療現場での実用英語 ｣
　		8日（土）・9日（土）　｢鹿児島の自然と土砂災害 ｣
　　　　　　　　　　　		　「アジア・太平洋の島々の食文化」
	 （奄美会場）
　15日（土）・16日（日）　「教育における歴史の見方・考え方」

【10月の予定】
		６日　大学院・修士全科生・博士全科生入学試験
17日　面接授業空席発表
24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）
10日　放送大学鹿児島学習センター開設20周年記念式典
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31年度第1学期（4月入学生）出願受付開始
16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、機関誌のタイトルとしています。
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閉所日 面接授業

所　　　　　長　　住　吉　文　夫
事　　務　　長　　山　脇　香　織	
総　務　主　幹	 　田　淵　善　昭	
広　報　主　幹	 　中　尾　純　則	
事　務　職　員	 　岡　野　美　幸	
　　　〃	 　中　島　寛　子	
　　　〃	 　有　村　知　子	

図　書・視　聴　　松　下　春　江
学	習	室	担	当　　西之園　美　穂	
	 	
奄美再視聴室長　　伊集院　　　晋	
（県立奄美図書館４階）	 	


