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　　　いろいろなことに手を出しているため、様々な

方々に出会い、様々なお話をさせていただくように

なりました。もともとの専門は「アメリカ文学」と

いうやや堅苦しく聞こえるかもしれない分野です

が、研究がいろいろな方向に広がって今や自分の専

門が何か忘れそうになるくらいです（冗談です）。

　私は36年前に東京から赴任してきたのですが、

すぐにまず薩摩藩英国留学生長沢鼎（ながさわかな

え）という幕末の薩摩藩士に出会いました。このサ

ムライは米国のカリフォルニアで最期を遂げるので

すが、私はカリフォルニア作家を研究していたので

興味を持ちました。実は長沢は私の研究している作

家ジャック・ロンドンに会っていました。運よく私

はそのことを、大袈裟ですが世界で初めて明らかに

することができました。

　さらに、話としては知っていましたが、椋鳩十先

生がロンドンに影響を受けていることを鹿児島に来

て数年後にふと思い出したのです。そこで鹿児島を

代表する作家の一人である椋先生の作品を読み始め

ました。数作しか読んでいなかった私が多くの椋作

品を読んでいくと、ロンドンから大きな影響を受け

て作品を書いていたことが分かり、また椋先生自身

もあちこちで自らそれを語っていることもわかって

きました。これも詳しく発表しました。

　ところで椋先生はロンドン作品を英語で読んでい

ます。先生の専攻は国文学ですから英語辞書と首っ

引きで読んだのかもしれません。私も、ロンドン作

品を英語で読み解くのはもちろんのこと、長沢関係

の資料（彼の手紙など）を英語で読んだり、長沢に

関わる人々（御子孫や長沢の縁でできた友人たち）

と英語でやり取りしたりと英語を生かして活動して

います。

　他にも鹿児島とロンドンがつながっていることを

最近も続けて発表してきましたが、歴史と文学と英

語がこのように鹿児島と融合して私の研究を豊かに

してくれています。これはとてもラッキーで幸せな

ことだと思っていますし、こうして私を受け入れて

くれた鹿児島にも感謝しています。

　お陰さまで、こうした縁がつながって、日本

ジャック・ロンドン協会のほかにも鹿児島サンタ

ローザ友好協会（長沢の縁で彼が永住したサンタ

ローザ市との国際交流を進める会）、松風会（椋鳩

十先生の顕彰会）、鹿児島カリフォルニアワインク

ラブ（長沢を顕彰して、長沢が開拓したカリフォル

ニアワインを広める会）の運営に関わらせていただ

いています。

　皆さんも様々な勉強を通して多くの人と知り合

い、さらにいろいろな面白いことに出会い、ぜひご

自分の世界をますます広げていってください。

歴史と文学と英語
客員教授
森　孝晴

（鹿児島国際大学教授）

〒 892-8790  鹿児島市山下町 14 番 50 号
5　  （099）239 － 3811
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   E-mail kagoshima46@ouj.ac.jp
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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】

 受験票
　（単位認定試験通知）

○試験の約１週間前までに本部から送付されます。
　７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 ○写真が未登録の方は学生証を発行できません。

 筆記用具 ○HB の黒鉛筆・消しゴム

 持込を認められた
　 印刷教材等

○受験票に同封される試験時間割一覧表にて確認してください。
学習センター、システムWAKABAでの掲示 (試験１ヶ月前 )
○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。

　○試験中は、携帯電話・スマートフォン等電子機器類の電源を切ってください。

　　　　　　 大 学 院　　令和元年７月19日（金）、20日（土）
　　　　　　 教養学部　　令和元年７月21日（日）～28日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※７月22日（月）、7月26日（金）は閉所日



　今回の試験では、類似名科目の他に、同科目名で開設年度が異なる科目が多数あります〔統計
学（’19）と統計学（’13）など〕。必ず試験室入口に掲示された座席表と受験票にて、受験科目名・
試験室・座席範囲または座席番号を十分に確認してから入室してください !!

【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」によって通知します。

【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。

【駐車場について】
　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。

次学期の手続きについて

今学期（９月末）で学籍がなくなる学生 次学期（10月以降）も学籍がある学生

継続入学の手続き
　システムWAKABA→教務情報→継続入学申
請より手続きされるか、本部から送付される「継
続入学関連書類」により、再入学の手続きを行っ
てください。
出願期間：
第 1回：６月 15日（土）～ 8月 31日（土）まで
第 2回：９月１日（日）～９月 20日（金）まで

科目登録申請の手続き
　本部から送付される「科目登録申請要項」により、
次学期の履修科目を申請してください。

申請期間：
　8月 15日（木）～ 8月 30日（金）本部必着
システムWAKABAによる申請期間：
　8月 15日（木）～ 8月 31日（土）24：00

※継続入学関連書類は集団入学または共済組合を利用して入学した方には送付されません。
※継続入学をされる方で、入学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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2019年度第２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　８月15日（木）～８月30日（金）私書箱必着
　　　　　　　　　　　システムWAKABAによる申請期間　　　８月15日（木）9:00～８月31日（土）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、詳細をご確認ください。

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

専門科目：
生活と福祉

330
（上級） 身体を診る～生活を支えるため 山内　豊明 10月19日（土）

10月20日（日） 50

専門科目：
社会と産業

320
（中級） 自治体行政論１

西　啓一郎
柿内　一樹
本田　豊洋

10月１９日（土）										
10 月 20日（日） 40

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 10月25日（金）

11月　１日（金） 40

専門科目：
人間と文化

320
（中級） 漱石解読－『道草』と『明暗』 村瀬　士朗 10月26日（土）

10月27日（日） 40

専門科目：
人間と文化

320
（中級） 漱石解読－『道草』と『明暗』（注１） 村瀬　士朗 10月26日（土）

10月27日（日） 15

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 近代天皇制から象徴天皇制へ 茶谷　誠一 11月　7日（木）

11月15日（金） 50

導入科目：
心理と教育

220
（中級） 生徒指導の基礎的理解 迫田　孝志 11月　９日（土）

11月10日（日） 40

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験２ 田爪　宏二 11月　９日（土）

11月10日（日） 30

導入科目：
社会と産業

220
（中級） 暮らしからみえる鹿児島、日本 宮下　正昭 11月16日（土）

11月17日（日） 40

専門科目：
社会と産業

320
（中級） 水産業の将来を拓く水産物の科学（注２） 木村　郁夫 11月16日（土）

11月17日（日） 15

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 11月17日（日）

11月24日（日） 50

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月24日（日）

11月26日（火） 40

基盤科目 110
（初級） 新・初歩からのパソコン 新森　修一 11月30日（土）

12月　１日（日） 14

基盤科目：
外国語

120
（中級） 医療現場での実用英語 山崎　美智子 11月30日（土）

12月　１日（日） 40

導入科目：
自然と環境

220
（中級） 水族館学入門（注３）

佐々木　　章
検見崎　温久
久保　信隆

12月　７日（土）	
12月　８日（日） 24

専門科目：
生活と福祉

320
（中級） 看護ケアにおける教育的関わり（注２） 花井　節子 12月　７日（土）

12月　８日（日） 15

基盤科目：
外国語

110
（初級） 中国語入門編 中筋　健吉 12月14日（土）

12月15日（日） 40

専門科目：
人間と文化

320
（中級） 近世薩摩藩の外交史 德永　和喜 12月14日（土）

12月15日（日） 50

専門科目：
情報

320
（中級） デジタルメディアと社会 青木　久美子 12月14日（土）

12月15日（日） 14

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 12月21日（土）

12月22日（日） 40

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月21日（土）

12月22日（日） 40

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 　１月11日（土）　１月12日（日） 50

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験３ 有倉　巳幸　　　 　１月11日（土）　１月12日（日） 30

（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）で実施します。
（注２）授業の実施会場は、県立奄美図書館です。	 	 	 	 	 	
（注３）いおワールドかごしま水族館で、体験型の授業を行います。
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客員教員による「ミニゼミ」の案内

（１）戦後日本経済の来し方行く末　渋谷　正　先生、90分間ずつ計６回
　第2次大戦後に、日本経済は、めざましい復興をなしとげましたが、戦後74年を経て、「失われた
30年」というべき深刻な苦境から抜けきれません。「われら　どこから来て　どこへ行くのか」（「放送
大学学歌」）という戦後日本の来し方行く末を、経済学の眼を通して俯瞰します。

（２）最先端科学と その波及効果　住吉　文夫　先生、90分間ずつ計６回
　極低温技術を使う超伝導工学や加速器などの最先端科学は、MRI、PET、がん粒子線治療などの医
療用機器を実現させ、中央リニア新幹線、電気推進航空機、核融合発電など近未来の乗り物や装置の開
発を牽引しています。机上でのデモ実験を交えて最先端科学の波及効果を紹介します。

（４）アメリカ小説を原文で読む　森　孝晴　先生、60分間ずつ計６回
　ジョン・スタインベック、オー・ヘンリー、ジャック・ロンドンなどのアメリカ作家の短編小説を一
緒に英語で読んでいきます。ゆっくり味わいながら読むことで、作品の伝えたいことや「英語で読む」
ことの意味も併せて考えたいと思います。

（３）認知症を知ろう。脳で何が起こっているのか？対策は？　出雲　周二　先生、60分間ずつ計６回
　超高齢化時代を迎えた日本で最も深刻な問題の一つは「認知症」。2025年には我が国で患者数は
700万人にも上ると推定されています。認知症と言っても様々、脳で生じている病態を理解し、現れ
る症状に沿った対策を考えてみましょう。

（５）事件・事故の背景にある人間の心理的要因　大坪　治彦　先生、60分間ずつ計６回
　痛ましい事件や事故が続発しています。被害者や家族の苦しみには多くの人がこころを寄せています。
少しでもこうした苦しみや悲しみを無くすために、事件・事故の背景にある人間の様々な要因を心理学
の立場から考える機会にしたいと思います。

（６）家庭で栽培する野菜や果樹―理論と実際―　遠城　道雄　先生、60分間ずつ計６回
　ご家庭の庭、もしくはベランダに鉢を置くなどして、野菜や果樹を栽培している方は多いと思います。こ
のような栽培について、土作りや具体的な技術など、科学的理論と冬野菜の葉菜・根菜類のプランター栽培
での実際を示しながら解説いたします。ぜひ、ご家庭でトライし、栽培を楽しんでいただきたいと思います。

　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」を実施します。2019年
度第2学期は以下の6名の客員教員がそれぞれの相談日に行います。正式な単位にはなりません。また、
受講料は無料です。定員は、各テーマ10名までとし、原則として複数の受講はできません。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。ミニゼミの受講を機に客員教員とだけでなく学
生同士の距離も縮まり、学生生活が楽しめます。
　◎申し込み期間：10月１日（火）～６日（日）　先着順に受け付けます。
　（受付期間終了後に空席がある場合には、２テーマ目の受講を含め、10月8日（火）から第１回目
の実施日の前日まで受け付けます。）

◎各担当客員教員の実施日程
曜　日 時　間 客員教員 第１回目の実施日
火 10:30～ 12:00 渋谷　　正 10月29日
水 10:30～ 12:00 住吉　文夫 10月23日
水 14:00～ 15:00 出雲　周二 10月23日
金 10:30～ 11:30 森　　孝晴 10月18日
土 10:30～ 11:30 大坪　治彦 10月26日
日 14:00～ 15:00 遠城　道雄 10月20日
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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ます。令和元年度第２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
※出願締切は、８月８日（木）です。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。

公開講演会のお知らせ
日　時 場　所 テーマ・講　師

７月14日（日）
13:30～ 15:00

鹿児島学習センター
講義室

かごんま	お天気百話～地球温暖化を生き抜くために～
講　師／亀田　晃一（MBC制作技術部長・気象予報士）

８月18日（日）
13:30～ 16:30

出水市中央公民館
（小ホール）

第１部／薩摩藩英国留学生	長沢鼎
講　師／森	孝晴（鹿児島国際大学教授）

第２部／①いつでも誰にでも開かれた放送大学
　　　　②極低温に触れて超伝導が拓く最先端技術を知る
講　師／住吉　文夫（放送大学鹿児島学センター所長）

９月８日（日）
13:30～ 16:30

鹿児島学習センター
講義室

第１部／ストレスと不快感情の理解と対処
講　師／有倉　巳幸（鹿児島大学教授）

第２部／平成から令和へ～天皇の退位と皇位継承問題～
講　師／茶谷　誠一（志學館大学准教授）

10月12日（土）
13:30～ 16:30

鹿児島学習センター
講義室

第１部／自分と家族の未来のために知っておきたい
　　　　相続税・贈与税の基礎知識
講　師／萩元　美恵野（上川路会計事務所所長・鹿児島大学理事）

第２部／家庭で栽培する野菜や果樹
　　　　～栽培学からのアプローチ～
講　師／遠城　道雄（鹿児島大学教授）

※詳しくは、鹿児島学習センターHPまたはチラシをご覧ください。
※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。

　卒業研究を検討されている方へ
　教員と直接ふれあうことの少ない放送大学において、「卒業研究」は、指導教員から直接指導をうけ
ることのできるまたとない機会です。卒業研究の履修申請を検討中の方は、履修申請条件等ご確認の
上、学習センター所長にご相談ください。『卒業研究履修の手引き』は、学習センター事務室にて配付
中です。
　申請期間：令和元年８月16日（金）～22日（木）郵送必着

聴講無料
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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！

※詳しくは、７月中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 12日（金）～7月18日（木）　　9:30～ 18:45

単位認定試験期間中の利用時間
	7月 19日（金）～7月28日（日）　　9:00～ 18:45

★試験前と試験期間中は、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30年度1学期、2学期分のみです。
★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。
　2018年 4月から、学習センターでは室外への郵送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！
　鹿児島学習センターで配架していた雑誌のバックナンバー平成29年 4月～平成30年 3月分を、	
希望の方に無償でさしあげます。
　対象雑誌：臨床心理学・月刊福祉・英語教育・ニュートン・栄養と料理・文藝春秋など	 	
日　　時：	7月 19日（金）　9:00～
　場　　所：	鹿児島学習センター　学生控室
　先着順で、なくなり次第終了とします。
　一人でたくさんの持ち帰りはご遠慮ください。

納涼イベント
　期　日：令和元年 8月 10日（土）
　定　員：40名
　場　所：ポルトカーサ　ビアガーデン
　　　　　（ドルフィンポート内）
　参加費：4,000 円（学生 3,500 円）

学生研修旅行
　期　日：令和元年９月 1日（日）
　定　員：40名
　場　所：大隅方面（内之浦宇宙空間観測所、他）
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【７月の予定】
14日　公開講演会
16日　臨時閉所日（県民交流センター休館日）
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）
30日　臨時閉所日

閉所日

面接授業

単位認定試験
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＊面接授業＊
７月６日（土）・７日（日）「農作物の害虫被害と現代の対策」
　　　　　　　　　　　　「実用英語検定チャレンジ基礎講座」

【８月の予定】
10日　☆納涼イベント
11日　閉所日（山の日）
13日　臨時閉所日（県民交流センター休館日）
15日　第２学期科目登録受付（郵送8/30、Web8/31まで）
15日　令和２年度大学院修士全科生出願受付（８/31まで）
　　　		令和２年度大学院博士全科生出願受付（8/31まで）
16日　卒業研究履修申請受付（8/22まで）
24日～25日　教員免許更新講習修了認定試験

【９月の予定】
	１日　☆学生研修旅行
	８日　公開講演会
17日　臨時閉所日（県民交流センター休館日）
24日　臨時閉所日（県民交流センター休館日）
27日・28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
29日　令和元年度第１学期卒業証書・学位記授与式及び
　　　		令和元年度第２学期入学者の集い

＜編集後記＞
　７月に入り、暑い日が続いてますが、体調管理は大丈夫でしょうか？水分補給を忘れずに、熱中症
には充分気をつけてくださいね。ところで、みなさん、単位認定試験に向けての勉強は順調ですか？
通信指導問題は自習型問題まで見直しておきましょう！

◇令和元年度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（土）まで　※インターネットからも出願できます。
　　　　　　　第２回　９/20（金）まで
　♦大	学	院♦　修士全科生・博士全科生
　［出願期間］　8/15（木）～8/31（土）
◇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。


