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令和元年 10 月発行

　今年、2019年４月末をもって約30年間続いて

きた「平成」の世が終わり、５月１日から新たな「令

和」時代に突入しています。2016年８月に明仁

天皇（当時）が国民に向けて発した生前退位のメッ

セージは大きな衝撃を与えました。その後、有識者

会議や政府の決定を経て、特例措置として生前退位

が認められ今日に至っています。今回の天皇代替わ

りは我々に天皇という存在を再認識させるととも

に、「象徴」天皇の役割がいかなるものなのかを見

つめ直す契機となりました。

　今回の生前退位（譲位）という形式での天皇代替

わりは、日本近現代史を専攻とし、とくに天皇制に

ついて長く研究してきた私にとっても衝撃でした。

大学の授業でも近代天皇制や象徴天皇制について紹

介している関係上、歴史学の視点から今回の問題は

どうとらえられ、授業を履修している学生にどのよ

うに伝えるべきか、現在進行形で学んでいます。

　新聞やテレビニュースなどで報じられているので

ご存知の方も多いかと思いますが、長い皇室の歴史

のなかで譲位は珍しいことではなく、譲位して太上

天皇（上皇）となる天皇は数多く存在していました。

では、なぜ近代以降、譲位して上皇となる慣習がな

くなったかというと、こちらも昨今の皇位継承問題

で話題となった皇室典範なるものが制定されたため

です。旧皇室典範は大日本帝国憲法と同じ、1889

年２月11日に制定されました。

　この旧皇室典範のなかで譲位が禁じられ、そして、

皇位継承者から女性が除かれました。その背景や理

由を詳しく説明するスペースはありませんので、簡

潔にいいますと、憲法と旧皇室典範の制定にあたっ

た伊藤博文ら明治政府の指導者は、自分たちで政治

の実権を握りつつ、天皇や皇室を権威化し、民衆を

従わせるということに心を砕いていました。そのた

め、譲位した上皇やその周囲に集まるであろう有力

者らを作らせないために譲位を禁じたのです。

　さらに、旧皇室典範は敗戦後、憲法と同じく改正

を余儀なくされますが、名称が「皇室典範」と変わ

らなかっただけでなく、内容も踏襲されることに

なったのです。「女性には皇位継承権を与えない」、

「天皇の譲位は認めない」といった点も新たな皇室

典範に残ることになりました。こうして、日本国憲

法の制定により、天皇の地位は戦前までの「統治権

の総
そう

攬
らん

者」から国政に関与できない「象徴」へと大

きく変化したものの、皇位継承や皇室の制度を定め

た皇室典範は明治時代に定められた内容を引き継い

だままとなっているのです。平成から令和へという

改元も歴史学を通してみることで、色々な側面がみ

えてきます。
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ご卒業･ご入学おめでとうございます!

　令和元年９月29日（日）かごしま県民交流センター中ホールにて「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」を開催いたしました。今回卒業となる39名のう
ち15名が出席し、入学者は40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２名に学習センター特別賞が授与されました。また、入学者へ
の來生学長からのメッセージや、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・入学生歓送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。

教養学部卒業生名簿
教　養　学　部（計39名）
　＊自然と環境コース＊　　
　　宇　都　至　孝　　築地新　光　子　　濱　元　ち　ほ

　＊社会と産業コース＊　　
　　出　井　澄　生　　小笠原　光　春　　樋之口　秀　男　　他１名

　＊情報コース＊　　
　　川　野　良　弘
　　　
　＊心理と教育コース＊
　　櫟　山　ゆか里　　上　原　さおり　　上　田　照　美　　黒　木　琢　磨
　　篠　宮　圭　子　　水　流　美紀子　　西　　　幸太郎　　西　川　正　史
　　濵　田　知　子　　濵　村　寿　明　　林　田　なつみ　　山　口　幸　子
　　和　田　明　美　　他６名

　＊人間と文化コース＊
　　岩　辻　好　夫　　鳥　越　公　貴　　平　野　ひろ美　　吉　留　郁　美

　＊生活と福祉コース＊
　　井　元　かず子　　小平田　政　子　　斉　脇　貴　寛　　大  茂　　 　浩
　　堅　山　美　行　　馬　込　カンナ　　宮　崎　富美子　　他１名

　令和元年度第1学期末で鹿児島学習センターからの卒業生、修了生の合計は以下のとおりです。今後と

も鹿児島学習センターをよろしくお願いいたします。

卒業生：1,556名（男性：473名　女性：1,083名）
修了生：   　47名（男性：   28名　女性：      19 名）

　今年度から学習センター特別賞は、２回目または４回目の卒業生と、卒業研究・修士論文発表会で優秀な

発表を行った者が対象となります。

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
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○教養学部　全科履修生　人間と文化コース
 鳥　越　公　貴

卒業生代表

祝　令和元年度　第1学期　放送大学教養学部卒業記念（2019.9.29）

　本日は、ご来賓の皆様を始め多くのご臨席をいた
だく中で式を迎えられますこと、本学習センター所
属卒業生一同に代わり、謹んで御礼申し上げます。
　私たち本学学生は、年齢性別、職業、肩書、また
生活の場所や環境、これまでの人生の境遇、そして
これからの様々な目的や夢、何もかもが一人一人異

なりますが、「学びたい」という意思、たった一つ
の共通点で集っています。学ぶ時間、場所、方法は
皆異なれど、誰に対しても等しく開かれた本学で、
全く等しい授業のもと、誰に対しても等しく試験の
機会を与えられ、等しい条件を以って等しく同じ学
位を得、等しく卒業できること。本学に集い本学で
学び学位を修めたことは、何者にも侵すことの出来
ない誇りあることであり、改めて本学卒業同期の皆
様、本学諸先輩の皆様、本学学生全ての皆様を敬慕
いたします。そして、本学学長を始め全てのご教授、
教職員の皆様、本学を持つ我が国と社会に一卒業生
として感謝申し上げます。
　私自身の入学動機は「学びたい」という意思も勿
論でしたが、心の奥底は大学進学せずに人生を過ご
してきたという劣等感や、職に就きながらでも大学
は卒業できるんだという反骨心の様なものでした。
入学当初は一学期でも早く卒業をという感情のまま
に単位を取り続けましたが、取得した単位数と卒業
までの数との間に、そして仕事との両立に悩み何度
も心が折れました。いつか「学ぶ」という根本が自
分の心から抜け落ちていた事に気付き、子供の頃か
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　爽やかな風に秋を感じる季節となりました。
　お忙しい中ご出席頂きましたご来賓の方々、先生
方におかれましては、このように盛大な式を開催し
てくださり誠にありがとうございます。また、晴れ
て目標を達成され、無事ご卒業となられた卒業生の
皆様、おめでとうございます。
　一方、先日の台風の被害に遭われた方々におかれ
ましては、一日も早く安心できる日常に戻れますよ
う心よりお祈り申し上げます。
　私が放送大学に入学を決めたきっかけは二つあり
ます。
　ひとつ目は職場内で将来昇進したい役職の要件を

見た際に、大卒（または同等の知識）という条件が
あったことです。私が学生の頃は家庭の事情から、
大学進学は難しい状況でした。同級生で大学に進む
友人を羨ましく思っていましたが、大人になるにつ
れほとんど気にならなくなっていました。
　ふたつ目は、わが子が中学生になり、将来の夢は
小学校の先生と言い始めた為、子どもには「先生に
なるのなら勉強をしなさい」と言いつつ、自分は大
学で勉強していないことが再び気になるようになり
ました。また、自分が楽しく勉強している姿を子供
に見せたいと思い、そのような事情からこのたび放
送大学に通う事を決めました。
　働きながら学ぶ事はとても大変だと思いますが、
長年の夢だった大学生になれることが誇らしく、心
理学という面白そうな分野をじっくり学べることに
ワクワクしています。伝えたいことを、相手が受け
入れやすいように話すにはどうしたら良いのか。自
分の思いばかり先に立ち、相手と気まずくなってし
まう、立場をわきまえず話す等、自分自身の足りな
い部分をこの学問によって補い、今後の人生に活か
していけるのではないかと思っています。
　最後に、これからお世話になります先生方、職員
の皆様方にご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上
げます。以上を持ちまして、入学者代表の挨拶とさ
せていただきます。

○教養学部　全科履修生　心理と教育コース
 塩生　有紀子

○教養学部　全科履修生　心理と教育コース
 大　庭　秀　斗

入学者代表

在学生代表

ら単純に学びたかったものを目一杯やろうと決め、
自分の心持ちと専攻を変えました。インターネット
等による本学の学習環境の多様化や利便性の向上も
相まって、日々視聴する講義や学習の時間は生活の
中で最も楽しい癒しへ変わりました。人の「学びた
い」という単純な意思は、人の全ての物事を変える
力があるのだと確信しています。
　私は本日で卒業生を終え、明日から再び本学学生
へ戻ります。次は私の職務に関する科目を修め、更
に職務と社会との関わりについて、職場だけでは得
られない様々な事柄や声を探求して学び、職務を通
じて社会へ還元すべく、再卒業と大学院を目指して
「学ぶ」という挑戦を続けようと思います。
　本日は誠に有難うございました。
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　実りの秋、爽やかな秋風を感じるこの良き日に、
卒業生、新入生、在校生そして関係者の皆様多数ご
臨席のもと、盛大に卒業証書・学位記授与式及び入
学者の集いが開催されますことを心よりお慶び申し
上げます。
　本日、晴れてご卒業を迎えられた卒業生の皆様、
おめでとうございます。今日に至るまで数々の努力
があったことと存じ、深く敬意を表します。また、
期待や希望を胸に入学される新入生の皆様、ご入学
おめでとうございます。新入生の皆様には様々な目
標があり、この日をお迎えの事と思います。
　私は、認定心理士と学位取得を目標とし2016年４
月に全科履修生として「心理と教育コース」に入学
しました。私は入学したての頃は自宅で印刷教材と
放送授業だけで学習しており充実したキャンパスラ
イフとは言えないものでした。しかし、初めて受講
した面接授業で学生同士での意見交換をする機会が
あり幅広い年代の方々との学習の仕方や目標につい
て語り合いとても刺激になりました。それ以来、私
は鹿児島学習センターの図書・視聴学習室に頻繁に

～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、県内外で幅広い演奏活動をされているサクソフォンアンサンブル「サ
クソフォー」の皆様と放送大学在学生下拂一弘さんがご出演くださいました。
　馴染みのある７曲を様々な音域で奏でるサクソフォンの音色は、一瞬に会場を魅了し思わず
口ずさむ方や感慨深く聴き入る方など、短い時間でしたがとても華やかな時間を過ごすことが
できました。

【演奏曲目】
　＊青い山脈
　＊高校３年生
　＊糸
　＊グレンミラー
　＊上を向いて歩こう
　＊西郷どん
　＊故郷

通い学習しています。
　図書・視聴学習室には放送授業を収録したDVD
や客員教授推薦図書等がありとても良い環境で学習
を助けてくれます。卒業生の皆様はどのようなスタ
イルで自己学習されたでしょうか。印象に残った授
業などありますでしょうか。是非教えていただきた
いです。
　新入生の皆様は不安な事、わからない事が出てく
ると思います。その時は、学習センターに足を運び
在校生や事務スタッフの方に是非声をかけてくださ
い。きっと良いアドバイスをしてくれることでしょ
う。新入生の皆様も充実したキャンパスライフを送
ることができ、お一人お一人の目標を達成出来ます
ように心から祈念して、在校生代表のお祝いの言葉
を申し上げます。
　本日はおめでとうございます。
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２学期単位認定試験までのスケジュール

放送授業開始
【放送授業開始日】：10月１日（火）
　テレビ、ラジオ科目は、BS232ch または BS531ch で週1回45分の授業が15週にわたり放送
されます。インターネット（システムWAKABA：放送授業のインターネット配信）では全15回が
いつでも視聴できます。印刷教材（テキスト）を使いながら学習を進めましょう。

≪オンライン授業を履修されている方≫
　必ず履修登録した科目のページにアクセスし、課題の内容や提出期限をチェックしましょう。

通信指導の提出
　学期途中に１回一定の範囲で出題される課題問題です。通信指導を提出し忘れてしまうと、単位認
定試験の受験資格が得られませんので必ず期限までに提出しましょう。
【送付時期】：８月下旬～１１月上旬（一部科目を除き、印刷教材と一緒に送付されます。）
【提出期間】
郵送による提出の場合：11月15日（金）～11月29日（金）本部必着
Web通信指導による提出の場合：11月8日（金）10:00～11月29日（金）17：00

単位認定試験
　【試験日】
　大 学 院：令和２年１月21日（火）、22日（水）
　教養学部：令和２年１月23日（木）～30日（木）

単位認定試験受験センターの変更について
　やむを得ない事情により所属学習センター以外で受験を希望する場合は、受験センターの変更手続
きをしてください。
インターネット (システムWAKABA) での手続：10月１日（火）9：00～12月２日（月）24：00
郵送 ( 単位認定試験受験センター変更願 )：10月1日（火）～11月25日（月）（本部必着）

通信指導の添削結果と単位認定試験通知（受験票）
　【添削結果の送付時期】：12月末～１月上旬
　・択一式科目（併用式科目の択一部分）１月８日までに送付
　・記述式科目（併用式科目の記述部分）１月17日までに送付
　【単位認定試験通知（受験票）の送付時期】：試験日の約１週間前までに送付
　※添削結果と受験票の到着が前後することがあります。

10
月

11
月

12
月

1
月

　学習を進めるうえで疑問が生じたときは、この『学生生活の栞』も
随時読んで確認してくださいね。
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客員教員相談日について
　日々の学習に関する疑問やお悩みを抱えていませんか？経験豊かな先生方のアドバイスで
疑問や悩みが解決したりヒントが得られることと思います。お気軽にご相談ください。
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 鹿児島大学理工学研究科教授

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
イズ

雲
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 花

ハナ

井
イ

　節
セツ

子
コ

基礎看護学 元鹿児島純心女子大学教授

金
10:00～ 13:00 森

モリ

　　孝
タカ

晴
ハル

英米文学 鹿児島国際大学国際文化研究科教授
13:30～ 16:30 茶

チャ

谷
ダニ

　誠
セイ

一
イチ

日本近現代史 志學館大学人間関係学部准教授

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 有

ユウ

倉
クラ

　巳
ミ

幸
ユキ

心理学 鹿児島大学教職大学院教授

13:30～ 16:30 遠
オン

城
ジョウ

　道
ミチ

雄
オ 植物栽培学

熱帯農学 鹿児島大学農林水産学研究科教授

※　相談日は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。所長は
上記時間以外でも随時相談に応じます。

　今学期の面接授業で空席がある科目については、一部を除き、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。

空席発表 10月19日（土）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25日（金）から 25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、84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。

25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  受付初日（10月25日（金））午前10時までに来所の方及び郵送での申請の方で、10月23日（水）までに学
習センターに到着したものについて抽選を行います。（10/19～10/24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、午前10時から学習センター会議室で行います。郵送での申請の方は、学習センター事務職員がくじ
を引きます。

　2019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、原則お一人30分以内です。なお、相談に当たっては、事前に『学習相談票』を
事務室に提出してください。『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

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 追加登録対象外

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 追加登録対象外

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 追加登録対象外

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 追加登録対象外

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 追加登録対象外

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）40 10月31日（木）まで

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 11月　２日（土）まで

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 11月　２日（土）まで

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 11月　９日（土）まで

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 11月　９日（土）まで

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 11月10日（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月24日（日）

11月26日（火）40 11月17日（日）まで

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 11月22日（金）まで★

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 11月22日（金）まで★

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 11月27日（水）まで★

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 11月13日（水）まで★

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 12月　７日（土）まで

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 12月　７日（土）まで

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 12月　７日（土）まで

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 12月14日（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月21日（土）

12月22日（日）40 12月14日（土）まで

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 　１月　４日（土）まで

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   １月　４日（土）まで

※各科目の授業概要（シラバス）は、面接授業時間割表（九州・沖縄ブロック版）のP85～ P96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、県立奄美図書館（奄美市）で開講します。
（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。

2019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「2019年度第２学期面接授業の追加登録について」をご参照ください。》

★追加登録受付期限が、授業初日の１週間前よ
り早まりますので、ご注意ください。
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「パソコン活用ゼミ～Excel の活用法～」の開講について
１．趣旨
　パソコンやインターネットの基礎的な操作法を習得している人で、さら
にステップアップしたいという方を対象に、表計算ソフト Excel（エクセ
ル）の基本的な活用法を学ぶパソコン活用ゼミを開講します。なお、この
ゼミは自主的なゼミであり、単位や資格の取得を目的としたものではあり
ません（受講無料）。
２．受講対象者
　放送大学の学生で、次の方を対象とします。
　①　パソコンの基礎的操作法を既に習得していて、表計算ソフトExcel（エクセル）の基本的な

活用法を学びたい方
　②　教えてもらおうという受動的な態度ではなく、自ら課題意識をもって学ぼうとする意欲のある方
　③　できるだけ全部の回を受講できる方
３．担当教員　新森 修一（放送大学鹿児島学習センター客員教授）
４．日程と学習内容（別表の通り）
　11月21日（木）から12月24日（火）までの全5回、1回の時間は1時間30分です。開催日時
や学習内容は別表の通りです。
５．教室と使用するパソコン
　放送大学鹿児島学習センター講義室において、放送大学の学生用ノートパソコンを使用します。
OSはWindows10、ソフトはExcel2016です。
６．募集者数と申込先（問合せ先）
　募集者数は12名（先着順）です。受講希望者は放送大学鹿児島学習センター事務室にて申込ん
でください。定員に達し次第申込みを締切ります。申込期間は11月1日（金）～20日（水）です。
７．ボランティアのTA募集
　受講者の演習を手伝うTA（ティーチング・アシスタント）のボランティア（無償）を数名募集
します。TAの仕事は、受講者が操作に困ったときに操作を支援することです。Excel の操作にあ
る程度習熟していることが望まれます。人に教えることは自分の勉強にもなります。受講者と一緒
に楽しみながら学ぶ気持ちでお手伝いください。

（別表）日程と主な学習内容（学習状況に応じて変更されることがあります）

回 日　時 主な学習内容

1 11月 21日（木）10:30-12:00 オリエンテーション、Excel の特長とデータ入力

2 12月　3日（火）14:00-15:30 表の作成・編集、基本的な関数の活用法

3 12月 10日（火）14:00-15:30 基本的なグラフの作成と加工・印刷方法

4 12月 17日（火）14:00-15:30 データベースの基本的な活用法

5 12月 24日（火）14:00-15:30 データの統計的な分析法
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納涼イベントを開催しました
　８月10日（土）に、毎年恒例の納涼イベントを、今年はポルトカーサ ビアガーデン（ドルフィンポート）で開
催しました。学生、職員などを合わせて30名が参加しました。天気にも恵まれ、夜風に吹かれながら皆さん大い
に盛り上がりました。

研修旅行に行ってきました
　９月１日（日）に学生研修旅行を実施しました。今年は33名の学生が参加し大隅方面を訪問しました。

学生サークル ･同好会の紹介
　鹿児島学習センターでは、以下の８団体（自主サークル含む）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。

サークル名 活動日 時　間

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（C･C･K） 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 13時30分～16時

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（スマート） 毎月第２木曜日 14時～16時

※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。

〔訪問先〕
・ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅
・JAXA内之浦宇宙空間観測所
〔参加者の感想〕
・施設に入ることが初めてだったので、大変有意義な訪問だった。
・学生間とのコミュニケーションを通してお互いを知る良い機会と
なった。

・初めて参加したが学ぶことが多く、それぞれに楽しみつつ、和や
かな雰囲気が心地良かった。

　来年は、どこが研修地になるかお楽しみに、多くの参加者をお待
ちしております！
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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

11月17日（日）
13:00～ 14:30

県立奄美図書館
（第１研修室）

テーマ／奄美の水産業を儲ける水産業にするためには
講　師／木村　郁夫　鹿児島大学産学・地域共創センター特任教授

12月　8日（日）
13:00～ 14:30

テーマ／血圧が高いってどういうこと？
講　師／花井　節子　放送大学鹿児島学習センター客員教授

※この公開講座は必ず事前申し込みが必要です。
※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でお知らせします。変更がないかご確認下さい。

『教員免許更新講習』の講習生募集

2019年度冬期の講習生を募集します。
申 込 期 間 10月25日（金）10時～11月 22日（金）17時 ※１

視 聴 可 能 期 間
インターネット配信：２月１日（土）～３月１日（日）
BS放送：２月１日（土）～２月17日（月）

修了認定試験日２月29日（土）または３月１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（https://www.

ouj.ac.jp）をご覧ください。
※２　鹿児島学習センターは２月29日（土）のみ試験が実施される予定です。

　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 令和元年12月15日（日）
時　間 17:15～ 18:15 18:30～ 20:15
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 8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

聴講無料
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＊10月の面接授業＊
　19日（土）・20日（日）｢身体を診る～生活を支えるため」
　　　　　　　　　　　　 「自治体行政論1」
　25日（金）･11月1日（金）｢認知症と高齢者のこころの病気」
　26日（土）・27日（日）「漱石解読－『道草』と『明暗』」

＊11月面接授業＊
　  7日（木）・15日（金）｢近代天皇制から象徴天皇制へ ｣
　  9日（土）・10日（日） 「生徒指導の基礎的理解」
　　　　　　　 　　　　　 「心理学実験2」
　16日（土）・17日（日） 「暮らしからみえる鹿児島・日本」
　　　　　　　　　　　　 「水産業の将来を拓く水産物の科学」
 （奄美会場）
　17日（日）・24日（日） 「トラウマの臨床心理学」
　24日（日）・26日（火）「日常生活に役立つ法知識」
　30日（土）・12月1日（日）「新・初歩からのパソコン」
　　　　　　　　　　　　 「医療現場での実用英語」

＊12月面接授業＊
　  7日（土）・8日（土）　｢水族館学入門 ｣
 　　　　　　　　　　　　「看護ケアにおける教育的関わり」
 （奄美会場）
　14日（土）・15日（日）「中国語入門編」
　　　　　　　　　　　　 「近代薩摩藩の外交史」
　　　　　　　　　　　　 「デジタルメディアと社会」
　21日（土）・22日（日）「古墳と隼人による新しい古代史」
　　　　　　　　　　　　 「鹿児島の自然と土砂災害」

【10月の予定】
  ５日　大学院修士全科生・博士全科生入学試験
12日　公開講演会
15日　閉所日（県民交流センター休館日）
19日　面接授業空席発表
22日　閉所日（即位礼正殿の儀）
25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）
 ５日　閉所日（県民交流センター休館日）
  ８日　通信指導受付開始（Web 10：00～11/29 17:00）
15日　通信指導受付開始（郵送 ～11/29 本部必着）
23日　閉所日（勤労感謝の日）
26日　2020年度第１学期（4月入学生）出願受付開始

【12月の予定】
15日　意見交換会・忘年会
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）  


