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　世の中は多様性を受け入れる方向に進んでいる
が、その一方で、ある共通性をもとにそこから外れ
る者を排除する傾向も窺われる。特定のカテゴリに
注目したり、モノサシを使ったりして外れる者、基
準を満たさない者を責める人々が一定程度いる。こ
うした傾向は、社会不安が高いときに顕著になるよ
うに思われる。
　今回、新型コロナの感染拡大に伴う不安が世界的
に私たちを襲っている。不安という感情はやっかい
だ。不安は、漠然としていて今より状態や状況が悪
くなると考えたときに生じる感情と定義されている
が、現在の状況はまさに、これからどのように悪く
なるのかがはっきりしない。不安が高まると、認知
的には先のことを考えたり相手の立場に立って考え
たりすることができなくなる。そうした不安を解消
しようとして短絡的な行動を取ったり、相手を攻撃
したりする。
　今回、ほとんどの国で行動を制限され、多くの
人々はそれに従わざるを得なかった。しかし、一人
ひとりの事情は様々だ。県外に出ることだって、店
を開けることだって個々の事情がある。そうせざる
を得ない事情がある。人は周囲の状況を知覚して自
分なりの適応の仕方で行動をする。私が専門にして
いる社会心理学は、そうしたことを解明する学問だ。
その社会心理学の立場から見ると、その適応の仕方
が社会の基準から外れて受け入れられない場合に、
周囲から見ている人々はその人の能力や性格に原因
を求め、攻撃する傾向があることがわかっている。

　多数者と違った行動をとった人を中傷する。その
ほとんどが匿名である。決して名乗らない。自分は
規範を守っているのに、守らない人が悪いのだと。
その意味でその人にとっては正義である。私はこれ
を正義という名の暴力と呼んでいる。しかし、人を
攻撃することは通常、社会に受け入れられない。自
分が攻撃したことが明らかになると、今度は自分が
責められるかもしれないので名乗れないのだ。
　今回の新型コロナでわかったことがある。日本と
いう国は多様性を受け入れている一方で、その文化
の根っこは違いを受け入れない同調圧力に支配され
ていると。この同調性は、漠然とした状況で強まる。
不安になるからだ。アッシュという研究者は、線分
判断の実験でこれを明らかにした。明らかに正しい
答えはあるのに自分以外の皆はそれとは違う判断を
表明する。どんな基準で判断しているのかが不明な
中、一部の人々は周囲に同調した。ソーシャルディ
スタンスやマスク着用が規範となった。規範には科
学的根拠に乏しいものもあり、また時代や状況に
よって遵守する意味が薄まるのに、不安が高い人は
その規範に無条件に服従し、従っていないように見
える人を攻撃する。
　今回の新型コロナと、世界で起こっている民族・
人種差別、そしていじめの根っこは一緒である。不
安だから人を攻撃する。規範となっている多数派の
側にいれば、自分の身は守れる。でもそれでよいの
だろうか。
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客員教授

有　倉　巳　幸
（鹿児島大学教授）

第 89 号
令和２年 10 月発行

〒 892-8790  鹿児島市山下町 14 番 50 号
5　  （099）239 － 3811
FAX（099）239 － 3841

   E-mail kagoshima46@ouj.ac.jp



－ 2 －

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

ご卒業･ご入学おめでとうございます!

　令和２年９月27日（日）鹿児島学習センター講義室にて「令和２年度第１学期卒業証書・学位記
授与式」を開催いたしました。今回卒業となる38名のうち11名が出席しました。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。新型
コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、式典出席者の健康・安全確保の観点から、卒業生と学習セ
ンター職員のみで執り行われました。
　なお、「令和２年度第２学期入学者の集い」は、入学者の皆様ほか関係の皆様の健康と安全を最優先
して中止することにしました。

教養学部卒業生名簿
教　養　学　部（計38名）
　＊自然と環境コース＊　　
　　有　村　幸　司　　齊　藤　國　久
　＊社会と産業コース＊　　
　　永　井　裕　子
　＊情報コース＊　　
　　池　田　和　厳　　迫　田　幸　夫
　＊心理と教育コース＊
　　有　村　貴　子　　上　田　和　也　　榎　園　美　紀　　折　口　哲　郎
　　東　條　初　美　　永　田　　　彰　　永　田　ちはる　　野　原　恵　美
　　前　田　卓　哉　　森　　　ふみ子　　森　　　玲　子　　山　崎　美津樹　　他３名
　＊人間と文化コース＊
　　加治屋　　　駿　　澤　　　幸　人　　原　田　ゆう子　　外　薗　広　巳
　　槇　　　満　信　　松　山　みち子　　満　園　早　苗　　他１名
　＊生活と福祉コース＊
　　入　道　光　代　　刈　川　千代子　　児　玉　尚　子　　重　田　盟　子
　　手　塚　研　正　　取　附　隆　昭　　肱　元　逸　郎　　藤　﨑　紗也香
　　宮　田　　　圭　　他１名

　令和２年度第 1 学期末までの鹿児島学習センター所属の卒業生、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： 1,642 名（男性：504 名　女性：1,138 名）
修了生：   　47 名（男性：   28 名　女性：      19 名）

令和2年度第１学期卒業証書・学位記授与式

祝　令和２年度　第1学期　放送大学教養学部卒業記念（2020.9.27）
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○教養学部　全科履修生　心理と教育コース
� 山　崎　美津樹

○教養学部　全科履修生　生活と福祉コース
� 原　井　俊　典

� 羽　月　賢　四

卒業生代表

入学者代表

　私と放送大学の出会いは、会社
に置いているパンフレットからで
した。何度も見てはいたのです
が、なかなか挑戦することはあり
ませんでした。ところが、上の子
供が成長して短大生となるに当たって、私もやって
みようという気持ちになり、入学することを決めま
した。
　元々勉強するのが好きで、今までも色々な資格の
勉強をして資格を取ってきたので勉強はそれほど苦
になりませんでした。そのうえ、心理学に興味が大
きく傾き、より多く勉強したいと思うようになりま
した。
　問題は学習の費用で、私には２人の子供がいるた
め、家計からの学費は出せない状況でしたので、普
段から自分の小遣いを毎月切り詰めて、それを次の
学期の費用として計画的に取りたい単位を取得して、
絶対単位を落とさないよう勉強に取り組みました。
　２人目の子供が大学に入ってからは、特に勉強を
頑張り、息子には負けんぞといった気持ちで頑張り
ました。仕事をしながらの勉強でしたので、通勤の
バスの中や帰ってから最低１時間は勉強する、休日
は休息の意味で平日と同じ時間にするように決めて
学習を進めました。その甲斐もあって、履修した科
目は全て単位を取得することができました。
　今後ですが、公認心理士や臨床心理士を目指した
いところですが、鹿児島県に資格を取れる夜間や通
信制で通える大学がなく、学びは続けたいことから
科目履修生として放送大学の大学院に通うこととし、
その間に今後のことを考えようかと思っています。

　私は高校を卒業後、職業訓練校
に行き就職しました。学生時代は
進路について深く考えたこともな
く漠然としていて、目標もありま
せんでした。今現在、会社員とし
て働いており、職場でも仕事を任せてもらえるよう
になりましたが、年を重ねるごとにしっかりと勉強
をして自分の将来にきちんと向き合えばよかったと

　令和２年度第１学期ご卒業の皆
様、「卒業おめでとうございます」。
また、第２学期に入学された皆様、

「ようこそ放送大学へ」。私たち放
送大学鹿児島学習センター同窓会から心よりお祝い
を申し上げます。例年、卒業式と入学者の集いの日
に、客員教授の先生方や在校生の皆さんも交えて、
同窓会主催の祝賀会を開いていますが、新型コロナ
ウイルス禍という未曾有の事態の中で今回は祝賀会
も中止せざるを得ない事態となってしまいました。
　同窓会は鹿児島学習センター所属の卒業生と在校
生で構成し、現在会員は300名を超えています。県
内に10支部を設置しており、支部内で交流会や勉強
会を行っているところもあります。また、同窓会の
取り組みの一つとして、学習センターが地方で開催
する公開講演会には該当支部が事前にチラシ配布を
したり、当日には会場設営の協力などの活動も行っ
ています。更に私どもは大学生活の経験者として、
入学された皆様のご相談にも対応させていただいて
います。どうかお気軽にお声をかけてください。

鹿児島学習センター同窓会会長

感じるようになりました。そこで、もう一度勉強を
やり直し、自分自身のスキルを高められたらと思い、
大学に進学したいと思うようになりました。しかし、
仕事もあるのでそう簡単にはいきません。働きなが
らでも学べる大学がないかインターネットや雑誌を
活用して調べてみると、放送大学があることを知り
ました。
　私は入学を決めた時から生活と福祉コースに所属
すると決めていました。その理由は数年前、事故で
大きな怪我をしてしまい入院したことがありました。
治療中はとても不自由で、日常生活にも支障がでま
した。現在は完治することができましたが、それは
両親をはじめ医療関係者の方の支えがあったからだ
と思います。この体験を機に私は、改めて健康とは
とても幸せなことなのだと気づかされました。そし
て、大学で病気のことや看護・福祉を学び少しでも
人の役に立ちたいと思ったからです。
　これから学生生活が始まります。仕事と勉強をう
まく両立できるのか不安でありますが、たくさんの
先輩方が目標にむかって学んでおられるので私も一
緒に頑張っていきます。
　最後になりますが、今後ご指導いただく大学の先
生方をはじめ職員の皆様、先輩方、これからよろし
くお願いいたします。
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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（木）から始まりました。
　テレビ、ラジオ科目の全15回の放送授業がはじまります。インターネット（システム WAKABA）

から、放送授業のインターネット配信により視聴もできます。

≪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18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。

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】
　Web 通信指導による提出の場合：11月10日（火）10:00～12月1日（火）17：00
　郵送による提出の場合　　　　  ：11月17日（火）～12月1日（火）本部必着

単位認定試験
　第1学期単位認定試験に続き、第２学期単位認定試験につきましても、新型コロナウイルス感染が
拡大する可能性を考慮し、代替措置による自宅受験にて実施いたします。

【単位認定試験期間】：2021年１月13日（水）～１月21日（木）（消印有効）
当初予定していた日程を変更し、実施いたします。期間をお間違えのないようご注意ください。

【単位認定試験実施方法】
　実施方法については、第１学期に準じた方法（自宅で答案を作成し、郵便で提出する方法です。）に
て実施する予定です。なお、第２学期の単位認定試験については、これから大学で検討を進め、郵便
や大学ホームページ、システム WAKABA 等で順次お知らせいたしますので、必ずご確認ください。
また、学籍に登録している住所が誤っている場合、単位認定試験の受験に必要な受験票や解答用紙等、
郵便物の未着や遅延が発生いたします。登録住所に誤りや変更がないか、あらためてご確認いただき
ますようお願いします。

10
月

11
月

12
月

1
月

　新学期がはじまりました。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。
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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 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

※　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。※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、以下の記載内容は変更になる可能性があります。

空席発表 10月17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23日（金）から 23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。

23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23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21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。（10/17～10/20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。

③　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。

　2020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
事務室に提出して下さい。『学習相談票』は事務室に用意してあります。
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2020年度第２学期　面接授業追加登録科目一覧

追加登録を希望される方へ
①追加登録の申請方法等については、５ページの「2020 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。
②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 P88 ～ P99 及び放送大学ホー

ムページでご確認ください。
③下表に記載の科目について、空席状況をご確認の上、お申し込みください。なお、10 月 17 日（土）から 10 月

25 日（日）までに開講する科目は、追加登録を行っていません。
④新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、追加登録対象科目や受付期限等を変更する可能性があります。
⑤当センターでは、８月７日付で放送大学ホームページ及びシステムWAKABA「学内連絡」に掲載された「2020
年度第２学期面接授業の科目登録申請にあたっての留意事項」に基づき、本学期に限り、近距離移動圏内を除き、
原則として鹿児島県に居住する学生以外の登録申請を禁じております。

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 追加登録受付期限

導入科目：
情報

220
（中級）画像記号による計算機操作の基礎 内山 博之 10 月 31 日（土）

11 月　1 日（日） 35 10 月 24 日（土）

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　６日（金）

11 月 13 日（金） 35 10 月 30 日（金）

基盤科目：
外国語

110
（初級）韓国語の学び方 鄭　芝淑 11 月　７日（土）

11 月　８日（日） 35 10 月 31 日（土）

専門科目：
社会と産業

320
（中級）自治体行政論２

西　啓一郎
柿内　一樹
桑代　毅彦
本田　豊洋

11 月　７日（土）
11 月　８日（日） 35 10 月 31 日（土）

導入科目：
自然と環境

220
（中級）魚類の博物学への誘い（注１） 本村　浩之 11 月 14 日（土）

11 月 15 日（日） 15 11 月　７日（土）

専門科目：
心理と教育

320
（中級）心理学実験２ 田爪　宏二 11 月 14 日（土）

11 月 15 日（日） 25 11 月　７日（土）

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 21 日（土）

11 月 22 日（日） 35 11 月 14 日（土）

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 28 日（土）

11 月 29 日（日） 35 11 月 21 日（土）

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 12 月　５日（土）

12 月　６日（日） 35 11 月 28 日（土）

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　５日（土）

12 月　６日（日） 35 11 月 28 日（土）

導入科目：
自然と環境

220
（中級）サル学からヒトの進化を考える（注１）藤田　志歩 12 月 12 日（土）

12 月 13 日（日） 15 12 月　５日（土）

導入科目：
自然と環境

220
（中級）水族館学入門（注２）

佐々木　章
検見崎　温久
久保　信隆

12 月 12 日（土）
12 月 13 日（日） 16 12 月　２日（水）★

専門科目：
心理と教育

320
（中級）心理学実験１ 大坪　治彦 12 月 12 日（土）

12 月 13 日（日） 25 12 月　５日（土）

導入科目：
社会と産業

220
（中級）日本経済の概観－現状と課題－ 石塚　孔信 12 月 19 日（土）

12 月 20 日（日） 35 12 月 12 日（土）

専門科目：
人間と文化

320
（中級）21 世紀に読む江戸川乱歩 村瀬　士朗 12 月 19 日（土）

12 月 20 日（日） 35 12 月 12 日（土）

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 12 月 26 日（土）

12 月 27 日（日） 30 12 月 19 日（土）

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 26 日（土）

12 月 27 日（日） 35 12 月 19 日（土）

専門科目：
心理と教育

320
（中級）心理学実験３ 有倉　巳幸   １月　９日（土）

  １月 10 日（日） 30 12 月 25 日（金）★

（注１）授業の実施会場は、県立奄美図書館です。
（注２）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。

★追加登録期限が、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。
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10日（火）から12月8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、使用するパソコンとテキスト
　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。次のテキストを利用しますので、第１回目の
ゼミまでに準備（購入）してください。
　テキスト名：「500円でわかるエクセル2016」、出版社：学研プラス、価格：500円＋税
　なお、テキストは「500円でわかるエクセル2019」でも大丈夫です。
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10月20日（火）～11月8日（日）
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 10 日（火）14:00 -15:30 オリエンテーション、Excel の特長とデータ入力

2 11 月 18 日（水）10:30 -12:00 表の作成・編集、基本的な関数の活用法

3 11 月 26 日（木）10:30 -12:00 基本的なグラフの作成と加工・印刷方法

4 12 月　1 日（火）14:00 -15:30 データベースの基本的な活用法

5 12 月　8 日（火）14:00 -15:30 データの統計的な分析法

受講無料
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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 15 日（日）
13:00 ～ 14:30

県立奄美図書館
（第１研修室）

テーマ／鹿児島と琉球列島の魚類多様性
講　師／本村　浩之　鹿児島大学総合研究博物館館長

40 名

12 月 13 日（日）
13:00 ～ 14:30

テーマ／サル学からヒトの進化を考える
　　　　～性の進化と家族の起源～
講　師／藤田　志歩　鹿児島大学学術研究院准教授

40 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、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。

『教員免許更新講習』の講習生募集

2020 年度冬期の講習生を募集します。
申 込 期 間 10 月 23 日（金）15 時～ 11 月 20 日（金）朝９時 ※

視 聴 可 能 期 間
インターネット配信：２月１日（月）～２月 28 日（日）
BS 放送：２月１日（月）～２月 17 日（水）予定

試 験 期 間 3 月上旬～中旬（予定）
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/hp/kousin/）をご覧ください。

第４回教養セミナーの案内

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７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
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25日までに事務室にお問い合わせください。

聴講無料

　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。第４回を下
記の日程で開催します。放送大学の学生であれば誰でも気軽に参加できます。資料等の準備のため、事前に事務
室にお申込みください。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。

日　時 会　場 内　容 客員教員
12 月 13 日（日）14:00 ～ 鹿児島学習センター会議室 情報数理学の話題 新森　修一
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　放送大学における修学に関するご相談（例えばシステム WAKABA の操作方法等）は、い
つでも受け付けております。右の QR コードから相談内容等を入力し、メールから問合せもで
きます。（月曜日、祝日以外）
　学修を進めるうえで不安な点等ございましたら、些細なことでも構いません。
　お気軽に鹿児島学習センター事務室までお問い合わせください。
※機種によっては読みとらない場合がありますので、ご了承ください。

令和２年度第２学期入学者の皆様へ

　令和２年度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】
　・今年度入学者‥‥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。

　在学証明書、成績・単位修得証明書等の交付は事務室窓口で行っています。教員免許状申請用証明書など、発
行までに２週間程時間を要するものもありますので、ご注意ください。

証明書発行手続きに必要なもの
窓口で請求
する場合

・諸証明書交付願（「学生生活の栞」巻末の様式）
・発行手数料（１通：200 円）

郵送で請求
する場合

・諸証明書交付願（「学生生活の栞」巻末の様式）
・発行手数料（１通：200 円の郵便定額小為替 ※記入不要です）
　※現金の場合は、必ず現金書留で送付してください。
・返信用封筒（長形３号：120 ミリ× 235 ミリ）
　※ 84 円（２通以上の場合は、94 円）切手を貼付し、宛名を明記してください。

学生証の交付について

各種証明書の発行について

　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鹿児島学習センターへ郵送してください。

学生証の有効期限を
確認しましょう。

忘年会は中止、意見交換会は書面開催します
　楽しみにしておられた学生さんも大勢おられると思いますが、今年の忘年会は、新型コロナウイ
ルス感染症蔓延のため中止します。例年、忘年会の前に開催しておりました意見交換会は、書面開
催にします。所長、事務長、客員教員等に対する御意見や御要望がありましたら、メール等で学習
センター宛、12月20日（日）までにお寄せ下さい。ご意見をお寄せいただいた方々には、後日ま
とめて回答いたします。
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図書 ･ 視聴学習室　からのお知らせ

10/17･18�面接授業
初歩からの
　　表計算プログラミング

近代天皇制から
　　　　　　象徴天皇制へ

トラウマの臨床心理学

新 着

11/6･13�面接授業 11/28･29�面接授業

12/5･6�面接授業

12/19･20�面接授業

1/9･10�面接授業12/19･20面接授業

12/12･13�面接授業医療現場での実用英語

日本経済の概観
　　　　－現状と課題－

心理学実験３21世紀に読む江戸川乱歩

サル学からヒトの進化を考える

新 着 新 着

新 着

新 着

　図書・視聴学習室には、新年度や学期ごとに推薦図書、通信指導課題図書、面接授業関連の
図書が配架されます。それぞれの事前学習としてご活用ください。
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図書 ･ 視聴学習室　からのお知らせ
こちらは推薦図書です。

先生方が推薦された図書97冊の中から一部のご紹介です。

住吉所長 新森先生

茶谷先生

遠城先生

森先生

有倉先生

花井先生

おすすめ！
読み継がれて、なんと99刷目

おすすめ！
ニュースは間違える真実
は一つじゃない

おすすめ！
「死ぬまで本を読む」
 知的生活のヒント

おすすめ！
歴史をわかりやすく、楽しく
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＊10月の面接授業＊
17日（土）･18日（日）　｢ 中国語で話してみよう」
　　　　　　　　　　　　「初歩からの表計算プログラミング」
23日（金）・30日（金）　｢ 認知症と高齢者のこころの病気」
24日（土）・25日（日）   「日常生活に役立つ法知識」（遠隔授業）
31日（土）･11月1日（日）「画像記号による計算機操作の基礎」

＊11月面接授業＊
　6日（金）･ 13日（金）  ｢ 近代天皇制から象徴天皇制へ ｣
　7日（土）・   8日（日）　「韓国語の学び方」
　　　　　　　　　　　  「自治体行政論２」
14日（土）・15日（日）  「魚類の博物学への誘い」( 奄美会場 )
　　　　　　　　　　　  「心理学実験２」
21日（土）・22日（日）  「暮らしからみえる鹿児島、日本」
28日（土）・29日（日）  「トラウマの臨床心理学」

＊12月面接授業＊
　5日（土）･  6日（日）  ｢ 医療現場での実用英語 ｣
　　　                　       「鹿児島の自然と土砂災害」                     
 12日（土）・13日（日）   「サル学からヒトの進化を考える」（奄美会場）
　　　　　　　　　　　  「水族館学入門」
　　　　　　　　　　　 「心理学実験１」
 19日（土）・20日（日）「日本経済の概観－現状と課題－」
　　　　　　　　　　　 「21世紀に読む江戸川乱歩」
 26日（土）・27日（日）   「教育心理学基礎実験」
　　　　　　　　　　　　  「古墳と隼人による新しい古代史」

【10月の予定】
  ３日　大学院修士全科生・博士修士全科生入学試験
11日　公開講演会
17日　面接授業空席発表
23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）
10日　Web 通信指導受付開始（10:00～12/1 17:00）
17日　通信指導郵送受付開始（ ～12/1 本部必着）
24日　臨時閉所日（県民交流センター休館日）
26日　2021年度第１学期（4月入学生）出願受付開始

【12月の予定】
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、強烈な赤い花弁と緑の葉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　　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）  


