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放送大学鹿児島学習センター所長

住　吉　文　夫

　新型コロナウィルスの感染が拡大している状況を受けて、放送大学は、例年3月末に行っている NHK ホー
ルでの卒業証書・学位記授与式を中止しました。また、鹿児島学習センターで開催予定の卒業証書・学位記
伝達式及び入学者の集いも、全国全ての学習センターと同じく、中止することになりました。令和元年度２
学期末に学位記を取得された皆さまをお祝いし、また令和２年度１学期から入学される皆さまを歓迎するた
めの合同式典を開催できず、誠に申し訳なく残念に思います。
　今回、鹿児島学習センターに所属されている学生のうち教養学部を卒業される全科履修生は48名、大学
院修士課程を修了される修士全科生は３名です（詳細は下方の枠内をご覧ください）。通信制の大学を卒業
する、あるいは大学院を修了するためには、入学時の初志を貫徹しようとする強い気持ちを持ち続け、並々
ならぬ努力が必要です。それぞれの入学目的を無事達成された皆さまに心からお祝いを申し上げるととも
に、これまでのご努力に敬意を表したいと思います。
　令和２年度１学期の教養学部への入学者数は280名です（現時点では未確定）。また、入学試験が課せ
られる大学院の全科生入学者（合格者）については、修士全科生が２名で例年とほぼ同じですが、今回鹿
児島学習センターで初めてとなる博士全科生が１名おられます。今回入学される全ての皆さまの学びの
日々が充実しそれぞれの目的が達成されますよう、私たち鹿児島学習センターの教職員一同、皆さまを支
援いたします。

教養学部 卒業（全科履修生）48 名
　自然と環境コース  2 名　社会と産業コース 2 名　情報コース  1 名
　心理と教育コース 19 名　人間と文化コース 5 名　生活と福祉コース 19 名
大学院修士課程 修了（修士全科生）３名
　生活健康科学プログラム 1 名 情報学プログラム 1 名 自然環境科学プログラム 1 名
鹿児島学習センター特別賞（卒業時表彰）　
　教養学部の４コース目を卒業された方 ３名　２コース目を卒業された方 ５名

令和元年度第 2 学期末までの鹿児島学習センターからの卒業生、修了生の累計
　卒業生：　1,604 名（男性：486 名　女性：1,118 名）
　修了生：　　  50 名（男性：   31 名　女性：       19 名）

学部卒業 ･ 修士修了、入学、おめでとうございます
「卒業証書・学位記伝達式及び入学者の集い」

の開催に替えて
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　令和２年の春、新型コロナウイルスが世界的に流行し、全国的に卒業式が縮小または中止の学校が相
次ぎました。同じく、私の在籍する放送大学でも卒業証書、学位記授与式も中止となり寂しさもありま
すが、ある意味、忘れることが出来ない特別な卒業の思い出となりました。
　さて、私が放送大学に入学した経緯は、障害者支援施設で施設の看護師として働くうちに福祉につい
て専門的に学びたいと考えたからです。そこで、選科履修生を経て、全科履修生（生活と福祉コース）
として5年間在籍し福祉や看護について多くのことを学びました。
　そして、社会人学生の良さの一つとして学んだことを即仕事に活かすことができ、とても充実した
日々を送ることが出来ました。確かに仕事と学業の両立で時には弱音を吐くこともありましたが、周囲
の方々の理解と協力があり、学業と仕事の両立を続けることが出来ました。その中でも、親の私も学生
ですから、子どもと共に勉強やテストの時はお互いに励まし合うなど切磋琢磨し、その積み重ねで親子
の絆が深まりしあわせな時間を過ごすことが出来たと思います。
　また、卒業研究にも取り組み、客員教授の花井先生の手厚いご指導のもと卒業研究をやり遂げること
が出来、更に、卒業研究発表会では、パワーポイントを用いて発表をするなど学生ならではの醍醐味を
味わうことができました。
　今後は、放送大学で修得した単位や卒業研究をもとに、大学改革支援・学位授与機構での学士（看護）
の取得を目指して頑張ります。
　最後になりましたが、卒業を迎えることができましたのも、鹿児島学習センターの住吉所長をはじめ
諸先生方、職員の皆さまの温かいご支援のお蔭と心より感謝申し上げます。本当にありがとうございま
した。

卒業にあたり
教養学部全科履修生　生活と福祉コース　　　　佐野　奈保子

4/1 ～

郵送
5/15 ～
5/29

郵送
8/15 ～
8/30

7 月上旬

7/17 ～
7/23

８月下旬

入学＆学習スタート！
印刷教材と放送授業を視聴して学習します。

「通信指導」を提出
Web 通信指導提出期間：5/8 ～ 5/29 17:00 まで

次学期の科目登録手続きをします。
（学籍がなくなる方は、継続入学の手続きをします。）

「通信指導」に合格！
添削結果と単位認定試験通知（受験票）がそれぞれ届
きます。

「単位認定試験」を受験
※ 7/17（金）の試験会場は、注意してください。

「単位認定試験」に合格！
（単位を修得！「成績通知書」が届きます。）

未提出

未受験

不合格

不
合

格

「単位認定試験」の受験資格
はありません。

次学期に限り学籍があれば、
再度「通信指導」を提出でき、
合格すれば「単位認定試験」
を受験することができます。

次学期に限り学籍があれば、
再度「単位認定試験」を受
験することができます。そ
の際、次の学期の通信指導
の提出は不要です。

　新学期が始まりました。１学期の学習スケジュールは下記のとおりです。新入生の方は是非ご確認ください。

第１学期の学習スケジュール
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※初期パスワードは、ログイン後早急に「パ
スワード変更」をしないと、一定の期間が
過ぎると使用できなくなります。ログイン
ができなくなった場合やパスワードを忘れ
た場合は、本部学生サポートセンター（電
話：043-276-5111）若しくは学習センターまでご連絡ください。

システムWAKABA活用していますか？

◆ システム WAKABA の入り方

◆ ログインはできますか？

◆ 「学内連絡」やセンターからの「お知らせ」をチェックしていますか？

　放送大学ホームページから「在学生の方へ」の中の「シ
ステム WAKABA（教務システム）」をクリックします

・ログイン ID
　学生番号（ハイフンを除く10桁）
・パスワード
　入学許可書に記載されています。

　臨時閉所やイベント案内等、学生のみなさんへ
の大事なお知らせが随時掲載されます。システム
WAKABA の「学内連絡」や、鹿児島学習センター
ホームページの「鹿児島学習センターからのお知ら
せ」は定期的に確認してください。

放送大学 放送大学鹿児島学習センター

こちらからも
アクセス

できます！

　システム WAKABA の機能では、自分の学籍・履修状況・単位修得状況の確認や、通信指導問題

の提出（送信）、放送授業のインターネット配信（各科目全１5回分）の視聴や住所変更等の諸手続

きをすることができます。

　詳しくは、同封の「令和２年度利用の手引き」（P31～）をご覧ください。
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　2020 年度第１学期面接授業の開講については、新型コロナウイルス感染拡大が継続している状況を受
け、下記のとおり対応することに決定いたしました。新学期が始まってからの面接授業を楽しみにしていた
皆様には残念なお知らせですが、皆様のリスクを最小限に抑えるために、また、急激な感染の拡大を防止す
るために、ご理解くださいますよう、よろしくお願いします。

（１）４月および５月１日（金）・２日（土）開講の面接授業については、全国一律閉講（中止）します。
（２）５月７日（木）以降の面接授業を開講するか否かは、新型コロナウイルス感染症の今後の状況に応じて、

各月ごとに逐次判断し、放送大学ホームページでお知らせします。

※詳細については、別添２- ２「2020 年度第 1 学期面接授業における新型コロナウイルス感染症の対応
について」をご確認ください。

　４月 18 日（土）12 時に予定していた面接授業空席発表及び４月 24 日（金）に予定していた追加登録
の受付は、当分の間、延期します。新型コロナウイルス感染症の今後の状況に応じて、各月ごとに逐次判断
し放送大学ホームページ等でお知らせします。

2020 年度第１学期 面接授業の開講について

面接授追加登録について

「共修生」制度のご案内
　面接授業は、本来教養学部に在籍し科目登録を行った学生だけが受講できるものですが、生涯学習環境の
さらなる充実を図るため、正規に科目登録した学生以外にも聴講の機会があります。定員に余裕がある科目
に限り受け付けますので、対象科目および募集期間・申請方法については学習センター事務室までお問合せ
ください。

●「共修生」として聴講できる方

本学学生（学部生及び院生）
正規科目の登録は行っていないが、一度修得した科目の再受講など、単
位修得を目的とせず知識・教養を深めるための聴講ができます。

本学の学籍を持たない一般の方 本学の正規の授業を通し、生涯学習の場として活用できます。
※受講料は、本学学生・一般の方ともに5,500円／１科目です。
※受講の際は、８時限全て出席することを原則とします。また、大学や講師の指示に従い遅刻や途中退席

のないようにしてください。
※単位の修得、認定証等の発行はできません。

教養学部生で単位修得を希望される方は、追加登録にてお申込みください。

重要
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2020 年度第１学期　面接授業開講科目一覧
2020 年 3 月 30 日現在

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 備　　　　考

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 ４月 18 日（土）

４月 19 日（日） 40 閉講（中止）
第 1 学期中での

復活開講を検討中
（ホームページ等で

お知らせします。）

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 教育心理学基礎実験 今林　俊一 ４月 18 日（土）

４月 19 日（日） 40

専門科目：
生活と福祉

320
（中級） 健康生成論とストレス対処力 戸ヶ里　泰典 ４月 25 日（土）

４月 26 日（日） 50

導入科目：
社会と産業

220
（中級） 日本国憲法～人権と憲法裁判～ 小栗　實 ５月　９日（土）

５月 10 日（日） 40

追加登録受付期限
については未定です。

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験１ 大坪　治彦 ５月　９日（土）

５月 10 日（日） 40

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 島津斉彬の集成館事業（注１）

安川　周作
松尾　千歳
山内　勇輝
小平田　史穂

５月 16 日（土）
５月 17 日（日） 35

専門科目：
心理と教育

320
（中級） コミュニティ援助論 平田　祐太朗 ５月 16 日（土）

５月 17 日（日） 40

基盤科目：
外国語

110
（初級） 韓国語の学び方 鄭　芝淑 ５月 23 日（土）

５月 24 日（日） 40

専門科目：
社会と産業

310
（初級） オペレーションズ・マネジメント 松井　美樹 ５月 23 日（土）

５月 24 日（日） 25

導入科目：
自然と環境

220
（中級） 鹿児島湾洋上実習（注２）

東　隆文
内山　正樹
三橋　廷央
山中　有一

５月 30 日（土）
5 月 31 日（日） 20

専門科目：
社会と産業

320
（中級）

これまでの奄美とこれからの奄美
（注３）

東　美佐夫
高梨　修
平城　達哉
徳山　一史
豊　勇樹

５月 30 日（土）
５月 31 日（日） 15

導入科目：
生活と福祉

220
（中級） 食の健康科学入門（注３） 亀井　勇統 ６月　６日（土）

６月　７日（日） 15

専門科目：
人間と文化

320
（中級）

黒田清輝と日本近代洋画の展開
（注４） 山西　健夫 ６月　６日（土）

６月　７日（日） 40

基盤科目 110
（初級） 新・初歩からのパソコン 新森　修一 ６月 13 日（土）

６月 14 日（日） 14

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 先史・原史時代の奄美・沖縄諸島 高宮　広土 ６月 20 日（土）

６月 21 日（日） 40

専門科目：
自然と環境

320
（中級） 実習で学ぶ宇宙・地球・環境 大森　聡一 ６月 20 日（土）

６月 21 日（日） 14

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 ６月 27 日（土）

６月 28 日（日） 40

総合科目 420
（中級） 電気とこれからの暮らし 住吉　文夫 ６月 27 日（土）

６月 28 日（日） 40

総合科目 420
（中級） 電気とこれからの暮らし（注５） 住吉　文夫 ６月 27 日（土）

６月 28 日（日） 15

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　４日（土）

７月　５日（日） 40

※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 ～ P95 でご確認ください。
（注１）　２日目は尚古集成館での授業となります。
（注２）　鹿児島大学附属練習船内で行う１泊２日の宿泊型授業です。
（注３）　授業の実施会場は、県立奄美図書館になります。
（注４）　２日目は鹿児島市立美術館、鹿児島県立図書館、鹿児島県歴史資料センター黎明館での授業となります。
（注５）　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。
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新旧客員教員の挨拶

　5 年間の放送大学勤務はあっという
間でしたが、特に、最後の 1 年半の「ミ
ニゼミ」は、私と同世代も含む受講者
の皆様の勉学への熱意に接し、新鮮で
楽しい体験をいたしました。「われら　
どこから来て　どこにゐるのか」（放送大学学歌）を知ろ
うという、生涯教育の真髄に触れた思いがします。得難い
良い思い出が出来ました。

　普段は、鹿児島大学で経済学の基礎理
論を中心に教えています。専門は、都市
や地域の経済学です。当センターでは、
通常の学習相談やミニゼミ及び面接授業
を担当する予定です。経済学のみならず、
地域に関する問題等も一緒に議論していきたいと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。

客員教授：渋　谷　　　正 客員教授：石　塚　孔　信
（鹿児島大学人文社会科学研究科　教授）

－お世話になりました－ －よろしくお願いします－

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ることと思います。
 令和２年４月１日現在

曜日 時　　間 客員教員名 分　　野 所　　属

火 13:30 ～ 16:30 新
シンモリ

森　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

スミヨシ

吉　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
チャダニ

谷　誠
セイイチ

一 日本近現代史 志學館大学人間関係学部教授

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

13:30 ～ 16:30 石
イシ

塚
ヅカ

　孔
ヨシ

信
ノブ

経済学 鹿児島大学人文社会科学研究科教授

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

※　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。（TEL099-239-3811）

※　所長は上記の時間以外でも随時相談に応じます。

　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。
　また、当センターホームページからダウンロードすることもできます。
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客員教員による「ミニゼミ」の案内
　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。令和２年度第１
学期は以下の５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。いずれも 90 分間ずつ計６回ですが、全回出席できることを受講の
条件としておりません。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。
※コロナウイルスの感染状況により、実施日等を変更する可能性があります。
◎申し込み期間：４月 17 日（金）～５月２日（土）　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、５月８日（金）から第１回目の実施日の前日まで
受け付けます。）

（１）ウイルスと病気の関係－ウイルスの立場から考えてみよう－　出雲　周二　先生
　世界中を大混乱に陥れた「新型コロナウイルス肺炎」。ウイルスはエボラ出血熱や麻疹、インフル
エンザなどの急性疾患を引き起こしますが、慢性のエイズや ATL、肝がんも原因はウイルス。ウイ
ルスが人間に仕掛けて病気を引き起こす仕組みを理解し、やっかいな「隣人」とのつきあい方を考え
ましょう。

（3）　『昭和天皇実録』（日中戦争以降）を読む　茶谷 誠一　先生
　前年度に引き続き、2014 年に公開された『昭和天皇実録』を受講生とともに読み進めながら、史
実を確認しつつ当時の政治状況などを紹介していきます。今年度は 1937 年の日中戦争以降から読み
進め、アジア・太平洋戦争期を中心に、昭和天皇の実像を解説していく予定です。

（２）感染予防の 3 原則について考えてみよう　花井 節子　先生
　看護の現場や家庭などにおいて、院内感染予防は大きな命題です。感染予防には「病原体の除去」「侵
入経路の遮断」「免疫力の増強」が重要です。あらためて感染の成り立ちから、予防の方法を確認して
みましょう。日常生活の中での対処に役立つと思います。

（4）平成の日本経済の変遷について　石塚 孔信　先生
　平成の 30 年間で日本の風景が大きく変わってしまいました。本ゼミではその間の日本の政治経済
の変遷を学習し、特に現在の地方における少子・高齢化の波とそれに伴う中央と地方の地域間格差の
要因を探り、それに対する処方箋を考えます。そして、地方創生の在り方や有効な地域活性化策を考
えていきます。

（5）対人行動、集団行動の心理　有倉 巳幸　先生
　なぜ、いじめやハラスメントが起こるのか、どうして振り込め詐欺にひっかかるのか、噂やデマが
広がるのはなぜかなど、対人関係や集団行動に関する疑問は皆さんの中にいろいろとあるかと思いま
す。これらの対人行動や集団行動の背後にある私たちの心の働きについて、社会心理学の立場から概
説します。

◎各担当客員教員の実施日程
曜日 時　間 客員教員 実施日（※先生の都合により変更になる場合があります）
水 14:00 ～ 15:30 出雲　周二 5/13（水）、5/20（水）、5/27（水）、6/3（水）、6/10（水）、6/17（水）
木 10:30 ～ 12:00 花井　節子 5/14（木）、5/21（木）、5/28（木）、6/4（木）、6/11（木）、6/18（木）
金 14:00 ～ 15:30 茶谷　誠一 5/15（金）、5/22（金）、5/29（金）、6/5( 金 )、6/12( 金 )、6/19（金）
土 14:00 ～ 15:30 石塚　孔信 5/16（土）、5/23（土）、5/30（土）、6/6（土）、6/13（土）、6/20（土）
日 10:30 ～ 12:00 有倉　巳幸 5/17（日）、5/24（日）、5/31（日）、6/14（日）、6/21（日）、6/28（日）
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「パソコン活用ゼミ～日本語入力と文書作成～」の
開講について

１．趣旨と受講対象者
　　放送大学在学生で、パソコンを日頃の学習や日常生活に活用したいという方を対象に、日本語

入力の方法と、文書作成ソフト「ワード」の基礎的な操作法と実際の文書作成法を系統的に学び
ます。また、受講者同志で様々な情報交換をしながら、楽しく学べることもこのゼミの特長です。
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（無
料）。できるだけ全回受講することが望まれます。

２．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）
３．日程と学習内容
　　5月12日（火）から6月23日 ( 火 ) まで、全7回。14時から15時30分までの
　　1時間30分。日程と主な学習内容は変更することがあります。
※コロナウイルスの感染状況により、実施日等を変更する可能性があります。
回 期日（火曜日） 主な学習内容
1 5 月 12 日 オリエンテーション、Windows の基礎と日本語入力方法
2 5 月 19 日 文字列の各種操作、ファイルの保存と管理
3 5 月 26 日 文書への図の挿入やレイアウト等の修正方法
4 6 月　２日 表の作成方法や扱い方など
5 6 月　９日 文書の体裁と加工技法
6 6 月16日 自由課題の作成 (1) 例：案内文書、暑中見舞いハガキ、縦書き文書、挨拶状、

　  レポートなどの文書7 6 月23日 自由課題の作成 (2)
４．教室
　　放送大学鹿児島学習センター講義室
５．使用するパソコン
　　放送大学の学生用ノートパソコン。OS は Windows10、ソフトは Word2016。
６．募集者数と申込方法
　　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申し込ん

でください。申込期間は4月17日 ( 金 ) ～5月2日 ( 土 ) ですが、定員に達し次第締め切ります。
７．ボランティアの TA 募集について
　　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。ワード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。

客員教員による「教養セミナー」の案内
　客員教員の先生方から、それぞれの専門分野における興味ある話題についてお話しいただきます。
会場は鹿児島学習センターの講義室で、時間は90分程度です。ミニゼミと違って人数制限はなく、
放送大学の学生であれば誰でも無料で参加できます。資料等の準備のために、事前に事務室へお申
込みください。なお、客員教員の都合により、日程が変更になる場合があります。

回　数 日　時 内　容 客員教員
第１回教養セミナー ６月　７日（日）10:30 ～ 心理学の話題 有　倉　巳　幸
第２回教養セミナー ７月 31 日（金）14:00 ～ 日本近現代史の話題 茶　谷　誠　一
第３回教養セミナー ９月 13 日（日）14:00 ～ 英米文学の話題 森　　　孝　晴
第４回教養セミナー 12 月 13 日（日）14:00 ～ 情報数理学の話題 新　森　修　一

新 設
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卒業研究ガイダンス開催のお知らせ
　卒業研究は全科履修生の選択科目であり、２年以上在学し62単位以上修得していれば申請するこ
とができます。なお、この申請は履修したい年の前年度に行う必要があります。６月上旬には「卒
業研究履修の手引」を学習センターにて配布予定です。履修を希望される方は、手引きを入手の上、
申請締切日より充分前にセンター所長と事前相談を行ってください。
　今年度の履修予定者向けの卒業研究ガイダンスを下記のとおり開催します。興味のある方は是非
ご参加ください。修士論文研究をされる方にも参考になると思います。

【卒業研究ガイダンス】
日　時：令和２年６月13日（土）　13:30～15:10
会　場：かごしま県民交流センター大研修室３（東棟４階）
講　師：滝浦　真人　教授（人間と文化コース）（予定）
　　　　   専門分野：言語学／日本語学／コミュニケーション論
　　　　   担当科目：日本語リテラシー（放送授業）
　　　　　　　　　　日本語アカデミックライティング（放送授業）
　　　　　　　　　　新しい言語学（放送授業）
　　　　　　　　　　日本語リテラシー演習（オンライン授業）
　　　　　　　　　　異言語との出会い（放送授業）大学院科目

卒業研究・修士論文発表会を開催しました
　２月22日（土）に鹿児島学習センター講義室にて卒業研究・修士論文発表会を開催しました。
　今回の発表者は、2018年度及び2019年度に履修し、発表を希望された８名の方々です。当日
は、卒業研究・修士論文に興味関心のある在学生を含め、54名の方が聴講されました。

　発表者は、発表時間15分、質疑応答５分という限られた時間で、ご自身の研究成果についてパワー
ポイントを用いて発表しました。発表後の質疑応答においても、単純明快に自信をもって質問に答
えていました。
　なお、今回発表された8名の方々には、放送大学鹿児島学習センター特別賞が授与されました。
　（放送大学鹿児島学習センター特別賞の要件の一つである、鹿児島学習センター所長主催の卒業研究・

修士論文発表会で優秀な発表をされた方になります。）

あなたも、卒業研究･修士論文に取り組んでみませんか!!
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５月 ･ ６月 ･7 月の公開講座の開催について
日　時 場　所 テーマ 定　員

5 月 31 日（日）
13:00 ～ 14:30 県立奄美図書館

（第１研修室）

テーマ：これまでの奄美とこれからの奄美～奄美の目指す方向～
講　師：東　美佐夫　奄美市副市長 40 名

６月２日（日）
13:00 ～ 14:15

テーマ：健康を保つための特定保健用食品
講　師：亀井　勇統　鹿児島県立短期大学生活科学科教授 40 名

7 月 26 日（日）
13:30 ～ 15:30

鹿児島大学
農 ･ 獣医共通棟

104 講義室

テーマ：鹿児島の健康食材（仮題）
講　師：候　徳興　鹿児島大学農林水産学研究科教授 60 名

※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、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ホームページまたはチラシをご覧ください

学生サークル活動の紹介
　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。サークルの詳しい活動内
容や入会申し込み等は、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 14時～17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 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、４月20日までに事務室にお問い合わせください。

夏季集中型科目「学校図書館司書教諭講習」の履修生募集
　2020年度「学校図書館司書教諭講習」の履修生を募集します。受講希望者は、学習センターまたは大学
本部へ募集要項を請求して、出願期間内に大学本部へ提出してください。

募集要項配布 ４月１日（水）～
科目登録期間 ５月１日（金）～６月７日（日）
入　 学　 料 5,000円（在学生は無料）
授 　 業　 料 11,000円（１科目（２単位）あたり）
放送授業期間 ７月20日（月）～８月４日（火）

『教員免許更新講習』の講習生募集
　2020年度「夏期の教員免許更新講習」の講習生を募集します。

申 込 期 間 ４月16日（木）～５月21日（木）

視聴可能期間 インターネット ７月14日（火）～８月23日（日）
放送授業 ７月15日（水）～７月31日（金）

講　 習　 料 30,000円（５科目30時間分全て受講の場合）
※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。

※2019年 度 ま で 夏 季 集 中
として開講していた看護師
資格取得に資する科目は、
2020年度から各学期に開
講します。
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●受験センターの変更について
　４月になり、転勤・転居により、鹿児島学習センターで単位認定試験を受験するのが難しくなった方はい
ませんか？単位認定試験の受験地を変更することが出来ますので、その際は受験センター変更を行ってくだ
さい。変更を希望する学習センター等の収容人数を大幅に超過したときは、所属学習センターで受験するこ
ととなる場合があります。
◆システム WAKABA での変更手続き◆　　　　　◆「単位認定試験受験センター変更願」による提出◆
　４月１日（水）9:00～６月１日（月）24:00　　　４月１日（水）～５月25日（月）（郵送本部必着）

詳しくは、学生生活の栞（大学：Ｐ71～72、大学院：Ｐ68～69）をご覧ください。

●学生証の交付・更新について
　令和２年度４月入学生の方および全科履修生で学生証の
有効期限が切れた方は、鹿児島学習センター窓口で交付を行っております。

【交付・更新時に必要なもの】
　・4月入学生・・・入学許可書（継続入学者は旧学生証でも可）
　・全科履修生で有効期限切れの方・・・旧学生証
　学習センター利用時、単位認定試験の受験時などに必要です。必ず学生証の交付を受けてください。
郵送での学生証受取りを希望される方は、同封されています「学生証の交付についてのお知らせ」をよく
読んで、必要な書類等を揃えて学鹿児島学習センターへ郵送してください。

●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。地下駐車場のご
利用は、学習センターでの学習や面接授業、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】
①４階放送大学鹿児島学習センター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。
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。

連 絡 事 項

自分の学生証の
有効期限を確認
しましょう。

新旧職員の挨拶

　なぜ学ぶのか。学生に、忙しい中大変な思いをし
ながらなぜ学んでいるのか問いかけたら、「やって
みないとわからないよ。単位認定試験を受けること
で目標が出来、がんばれるし、合格した時の喜びは
格別だよ」と言われました。私は学びの手助けをし
たい、学習センターを学生が身近に集い学ぶ仲間が
励まし合う場にしたいと思って働きましたが、逆に
多くの事を学びました。今後は面接授業や単位認定
試験でお会いしましょう。

　人生第二の職場として４年間でしたが、大変お世
話になりました。勤務した当初、私よりご年配の方
が勉学に取り組んでおられ、その姿に尊敬と感銘の
嵐でした。私も、退職後は本学の校歌にもあります
ように「生きるとは知ること　知ることはよろこび」
を旨に探求心を持って、セカンドライフを過ごそう
と思っております。これからも皆さまが、目的に向
かって学んでいかれることを応援しております。

　生涯学習機関である当センター
で、目標に向かって意欲的に取り組
む学生の皆様と出会える喜びの気持
ちでいっぱいです。皆様が目標を達
成し、知的好奇心が満たされ，より
豊かな人生が開かれるよう微力ながら精一杯努めて
まいります。どうぞよろしくお願いいたします。

　放送大学での学びに希望と期待を
持たれ、自分の目標に向かって学ば
れ、そしてその目標を達成するため
に多くの皆さまが日々学修に励んで
いることと思います。少しでも皆さ
まの学びのお役に立てるよう努めて参りたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

事務長：山脇　香織

総務主幹：田淵　善昭

事務長：上
かみ

林
ばやし

山
やま

　礼
あや

美
み

総務主幹：四
し

郎
ろう

園
ぞの

　修
しゅう

一
いち

－お世話になりました－ －よろしくお願いします－
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＊面接授業＊
18日（土）・19日（日）　「英語を日常に取り入れる」
　　　　　　　　　　　　「教育心理学基礎実験」
25日（土）・26日（日）　「健康生成論とストレス対処力」

＊面接授業＊
９日（土）・10日（日）　 「日本国憲法～人権と憲法裁判～」
　　　　　　　　　　　　「心理学実験１」
16日（土）・17日（日）　｢ 島津斉彬の集成館事業 ｣
　　　　　　　　　　　　「コミュニティ援助論」
23日（土）・24日（日）   ｢ 韓国語の学び方 ｣
　　　　　　　　　　　　「オペレーションズ・マネジメント」
30日（土）・31日（日）　「鹿児島湾洋上実習」（船内宿泊授業）
　　　　　　　　　　　　「これまでの奄美とこれからの奄美」
 （奄美会場）

＊面接授業＊
６日（土）・７日（日）　　｢ 食の健康科学入門 ｣（奄美会場）
　　　　　　　　　　　　「黒田清輝と日本近代洋画の展開」
13日（土）・14日（日）　「新・初歩からのパソコン」
20日（土）・21日（日）　｢ 先史・原史時代の奄美・沖縄諸島 ｣
　　　　　　　　　　　　 「実習で学ぶ宇宙・地球・環境」
27日（土）・28日（日）　｢ アメリカの小説を読む ｣
　　　　　　　　　　　　「電気とこれからの暮らし」（遠隔授業）

【４月の予定】
18日　面接授業空席発表
24日　面接授業追加登録受付開始
29日　閉所日（国民の休日）

第1学期中での復活開講を検討中（ホームページ等でお知らせします）

【５月の予定】
３日～６日　閉所日（祝日）
１日　令和２年度集中科目履修生出願受付開始
　　　学校図書館司書教諭講習（～６/ ７本部必着）
８日　通信指導（Web）受付開始（～５／29）

【６月の予定】
10日　令和２年度第２学期入学出願受付開始
　　　 （教養学部、大学院修士選科生、修士科目生）
　　　　第１回（～8/31）、第２回（9/1～9/15）

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。

所　　　　　長　　住　吉　文　夫
事　　務　　長　　上林山　礼　美 
総　務　主　幹　　四郎園　修　一
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）  

よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

職　員　紹　介

閉講（中止）
閉講（中止）

閉講（中止）


