
グローバル化と国際化

あけまして
おめでとうございます

　現代はグローバル化の時代だといわれる。振り返って
みると1980年代～1990年代の前半までは、国際化の
時代と呼ばれていた。それが、1990年代の中盤あたり
から国際化がグローバル化にとってかわられたと記憶し
ている。ここで、注意しなければならないのは、国際化
とグローバル化というのは似て非なる概念であるという
ことである。国際化というのは国や地域の伝統や文化に
裏打ちされた制度や法律をベースに外国と友好関係を結
んでいくという考え方であるのに対して、グローバル化
は、世界の制度や法律をフラット（一律）なものにして
効率化を進めるという考え方である。世界的にはグロー
バル化が進んだのは、1980年初頭のイギリスのサッ
チャーリズムに端を発する。政治的には新自由主義、経
済的には市場原理主義を標榜して世界を席巻してきた。
我が国では、1985年のプラザ合意以降、バブル経済
の発生からその崩壊を経て、1990年代から本格的にグ
ローバル化がすすめられた。
　我が国においては、第２次世界大戦の敗戦後の混乱
期から立ち直り、1960年代の高度経済成長期を経て
1970年代～1980年代にかけての安定成長期に至り、
世界第2位の経済大国になったが、それを支えていたの
は、総需要管理政策（いわゆるケインズ政策）であった。
当時の政権を担当していたのは現在と同様に自民党であ
るが、当時の自民党は政治的には社会民主主義、経済的
にはケインズ主義の政策をとっていた。しかしながら、
1980年代にソビエトの崩壊とともに東西冷戦が終結し、
それまでソビエト連邦との軍拡競争に膨大な軍事費を費
やしてきた米国が、経済の停滞と財政赤字の増大に苦し
むことになった。その中で、当時堅調な経済の日本から
アメリカへの輸出が増大し、対日貿易赤字が膨らんでい
た。この財政赤字と貿易赤字という双子の赤字に苦しむ
ことになった米国と日本の貿易摩擦によって、日本は輸
入関税の撤廃や輸出規制を要求されていくことになる。

さらに、為替相場への介入（プラザ合意）から、1990
年代には日米構造協議によって、日本に対して構造改革
を迫っていくことになった。その際、ベースとなったの
は、新自由主義による構造改革である。それは、小さな
政府と民営化によって、公共セクターを市場メカニズム
に委ねていくという流れと規制緩和であった。具体的に
は、大店法（大規模小売店舗法）の改正、司法制度改革、
郵政民営化等が代表的なものであった。さらに、米国が
トランプ政権に代わったために、米国抜きのものとなっ
たが TPP への参加がある。これは、全般的に関税の撤
廃や規制緩和がうたわれているものである。このように
新自由主義によって進められているグローバル化の波が、
日本においてもこの30年間（平成の時代）に吹き荒れて
きたのである。
　令和の時代になり、世界の状況をみるとグローバル化
による弊害が目に付くようになっている。貧富の格差は
拡大し、少数の富める者はさらに富み、貧しいものはさ
らに貧しくなってきている。日本においても、かつて

「一億総中流」と言われた時代は遠い昔で、格差社会が進
んできている。米国でトランプ政権が誕生したのは、共
和党であれ民主党であれ、近年とられてきた新自由主義
的政策に対する国民のアンチテーゼから来たものだった
と思われる。トランプ政権では「アメリカ第一主義」が
標榜され、グローバル化とは明らかに一線を画した政策
がとられてきた。それは、鎖国をするということを意味
するのではなく、アメリカが大切でそれをベースに他国
と交渉していくという国際化を進めるという考え方が復
活しているように思われる。我が国においても平成の時
代にすすめられたグローバル化の弊害を見るときに、国
やその地域を大切にして、他国と交渉するという国際化
を進めていくという考え方に立ち戻ることも必要かと思
われるのである。
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１　試験期間
　　令和３年１月 13 日（水）～１月 21 日（木）

２　実施方法
　　自宅受験（自宅等で答案を作成し郵送で提出する方法）
　　　学習センターで受験することはできません。

３　試験問題の出題方法（①②のいずれかで入手する）
　　 ①放送大学ホームページからリンクされたウェブページから試験問題を閲

覧できます。期間中は何度でも閲覧可能です。
　　 　プリンターがあれば印刷も可能です。

　　　鹿児島学習センターのパソコン・タブレットとプリンターは使用できま  
せんのでご注意ください！

　　 ②コンビニ設置のコピー機端末で提供されているプリントサービスを利用
して試験問題を印刷してください。（有料サービス）

４　答案の提出方法
　　自宅で大学本部から送付された答案用紙に解答を記入

　　大学本部から送付された返信用封筒を使用し郵送で提出

　

　　１月21日（木）(当日消印有効 )までに提出

５　成績発表
　　２月 22 日以降に「試験結果」を郵送します。
　　システム WAKABA でも確認することができます。

　※詳細については、12 月下旬に本部から送付された「単位認定試験関係書類」
をご確認ください。

第２学期単位認定試験の実施について

その後は無効となります。ポストに投函する場合は集荷時間を必ず確認してください。

　2020年度第２学期単位認定試験につきましても第１学期と同様、新型コロナ
ウイルス感染症をめぐる国内状況を鑑み、以下のとおり代替措置を講じて実施い
たします。
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次学期の科目登録をお忘れなく!!
　１月中旬に、大学本部から科目登録申請要項や継続入学関連書類が送付されますので、内容を確認の上、
手続きを行ってください。
◆次学期も学籍が続く方
　　◎提 出 物：科目登録申請票
　　◎申請期間：（システム WAKABA の場合）2 月 13 日（土）９時～ 2 月 28 日（日）24 時
　　　　　　　　（郵送の場合）2 月 13 日（土）～ 2 月 27 日（土）本部（千葉市）必着
！しばらく科目登録をされていない方！

全科履修生が、科目登録を連続して４学期間（２年間）行わないと除籍になります。連続した３学期間、
科目登録をしていない方は登録をお願いします。

◆３月で学籍の切れる方
　　◎提 出 物：継続入学用出願票
　　　　　　　　選科履修生・科目履修生から全科履修生へ入学する場合は、「全科履修生用出願票」に

て出願してください。
　　◎申請期間：（システム WAKABA の場合）11 月 26 日（木）9 時～ 3 月 16 日（火）17 時
　　　　　　　　（郵送の場合）11 月 26 日（木）～ 3 月 16 日（火）本部（千葉市）必着
◆今学期で卒業見込みの方
①卒業の場合の継続入学出願
　　◎提 出 物：継続入学用出願票
　　◎申請期間：（システム WAKABA の場合）11 月 26 日（木）９時～３月 16 日（火）17 時
　　　　　　　　（郵送の場合）11 月 26 日（木）～３月 16 日（火）本部（千葉市）必着
　②卒業できなかった場合の科目登録
　　◎提 出 物：科目登録申請票
　　◎申請期間：（システム WAKABA の場合）2 月 13 日（土）９時～２月 28 日（日）24 時
　　　　　　　　（郵送の場合）２月 13 日（土）～２月 27 日（土）本部（千葉市）必着

　継続入学をされる方で、2021 年度第 1 学期に面接授業を希望される方は、2 月
13 日（土）～ 2 月 28 日（日）にシステムWAKABAで出願を行ってください。こ
の期間以外で、システム WAKABA から継続入学を行った場合、学期当初から面接授
業を登録することができません。また、学期当初からの面接授業の科目登録申請は、
郵送での受付はありませんのでご注意ください。

注意！

休学について

　全科履修生、選科履修生、修士全科生、修士選科生、博士全科生は、病気や仕事等の事由により修学の
継続が困難な場合には、休学することができますので、休学の制度を有効に利用してください。
　休学は「休学届」を大学本部へ提出した学期の次学期からとなります。なお、システム WAKABA での
申請もできます。
　2021 年度１学期から休学を希望する方は、3 月 31 日までに手続きを行ってください。
　詳しくは、学生生活の栞（教養学部：P90 ～ P91、大学院：P86）をご確認ください。

①　休学期間
全科履修生 通算して８学期間（４年間）
修士全科生 通算して４学期間（２年間）
博士全科生 通算して６学期間（３年間）
選科履修生・修士選科生 通算して２学期間（１年間）

②　科目履修生、修士科目生、学籍が期間満了予定の方、除籍予定者（科目登録を４学期間していない方）
のように、次学期に学籍がない方は休学できません。
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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

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 臨床心理学実習 佐　藤　仁　美 ４月17日（土）

４月18日（日） 24

基盤科目：
外国語

110
（初級） 韓国語の学び方 鄭　　　芝　淑 ４月24日（土）

４月25日（日） 24

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24日（土）

４月25日（日） 21

導入科目：
自然と環境

220
（中級） 鹿児島湾洋上実習（注１）

東　　　隆　文
内　山　正　樹
三　橋　廷　央
山　中　有　一

５月  ８日（土）
５月  ９日（日） 10

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験１ 大　坪　治　彦 ５月  ８日（土）

５月  ９日（日） 21

専門科目：
社会と産業

320
（中級） 人的資源管理 原　田　順　子 ５月13日（木）

５月14日（金） 24

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 島津斉彬の集成館事業（注２）

安　川　周　作
松　尾　千　歳
福　元　啓　介
小平田　史　穂

５月15日（土）
５月16日（日） 20

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15日（土）

５月16日（日） 24

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 ５月22日（土）

５月23日（日） 15

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 ５月22日（土）

５月23日（日） 24

導入科目：
社会と産業

220
（中級） 日本国憲法～いろいろな人権～ 小　栗　　　實 ５月29日（土）

５月30日（日） 24

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
豊　　　勇　樹

５月29日（土）
５月30日（日） 15

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  ５日（土）

６月  ６日（日） 24

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 山　西　健　夫 ６月  ５日（土）

６月  ６日（日） 24

基盤科目 110
（初級） 新・初歩からのパソコン 新　森　修　一 ６月19日（土）

６月20日（日） 14

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 ６月26日（土）

６月27日（日） 24

総合科目 420
（中級） 電気とこれからの暮らし 住　吉　文　夫 ６月26日（土）

６月27日（日） 24

総合科目 420
（中級） 電気とこれからの暮らし（注４） 住　吉　文　夫 ６月26日（土）

６月27日（日） 15

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 ７月  ３日（土）

７月  ４日（日） 24

（注１）　鹿児島大学の大型練習船かごしま丸に乗船して行う１泊２日の宿泊型授業です。
（注２）　２日目は尚古集成館での授業となります。
（注３）　授業の実施会場は、県立奄美図書館（奄美市）になります。
（注４）　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。

2021年度第１学期　面接授業開講科目一覧

【科目登録申請期間】・・システム WAKABA による申請期間２月 13 日（土）9:00 ～２月 28 日（日）24:00
　　　　　　　　　　　郵送（科目登録申請票）による申請期間２月 13 日（土）～２月 27 日（土）私書箱必着
★１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。
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　2021 年度第 1 学期の面接授業は、4 月 16 日（金）～ 8 月 1 日（日）の間、全国の学習セ

ンターで開講を予定していますが、2020 年度第 2 学期と同様に、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響を受け、対面授業の中止（閉講）、定員削減、Zoom 等のシステムによる Web 授業への

変更、状況次第では代替措置へ切り替え、加えてご自身の居住都道府県外に所在する学習センター

での面接授業の越境受講禁止などの措置をおこなう可能性があります。学習センターからのお知

らせやシステム WAKABA への掲示にご注意ください。

　（シラバス左下の「授業会場」欄に、“※不測の事態発生時は閉講”または“※ 不測の事態発生

時は Web 授業で開講”と表示しています）

　以上をご理解いただき、特に卒業見込者、資格取得を主眼とした単位修得を目的とする学生に

おかれましては、放送授業やオンライン授業を積極的に受講ください。

　時間割表（シラバス）には、面接授業の日程、実施時間、授業概要、8 回分のテー

マ、成績評価の方法などが記載されています。受講に際し必要な図書（授業当日に

必ずご持参いただくもの）は「教科書」として指定しております。受講生の方各自

でご用意をお願いします。

　【教科書】授業で使用します。事前に各自で必ず用意してお

いてください。

　【参考書】受講する前に読んでおいた方が良いものや授業

を理解する上で参考となるものです。（参考書

の購入は、必須ではありません。）

面接授業を受講する前に、面接授業時間割表（シラバス）
を必ず確認してください！

2021年度第1学期面接授業の授業形態について
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2 月の公開講演会のお知らせ

鹿児島学習センター内でのWi-Fi 利用について
　図書・視聴学習室に Wi-Fi が整備されており、お持ちのタブレットやスマートフォン等で授業を視聴
することができます。（「WiFi-houdai」に接続すると面接授業等で他の学習センターに来所した際もそ
のまま利用できます。）

※ Wi-Fi の利用には事前の申請が必要です。
　放送大学が指定する e ラーニングのサイバーセキュリティ研修を受講し、小テストに合格すると発
行される「修了証」を提示の上、事務室窓口に「無線 LAN 利用申請書」を提出してください。
Wi-Fi 接続のための ID・パスワードを発行します。

≪ e ラーニングのサイバーセキュリティ研修の受講方法≫
システム WAKABA にログイン → 放送大学自己学習サイト → 2019 年度情報セキュリティ研修（学
生用）→ 情報セキュリティ動画コンテンツから視聴 → 情報セキュリティ小テストを受験（100 点満
点で初めて合格）→合格後、修了証発行へ
修了証を発行後は、事務室にて申請手続きを行ってください。

鹿児島大学の講義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３年度第１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
出願には、様々な条件があります。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。

日　時 場　所 テーマ・講　師 定　員

2 月７日（日）
13:30 ～ 16:00

鹿児島学習センター
講義室

テーマ：日々の暮らしの中からお酒との上手な付き合い
　　　　方を考える
講　師：山下　亜矢子（鹿児島大学医学部保健学科教授） 35 名

看護師・医療関係者のための学士（看護学・保健衛生学）取得説明会

2 月 21 日（日）
13:30 ～ 16:30

鹿児島学習センター
講義室

第 1 部
テーマ：レトロウイルス感染と神経難病、そして古代日本人のルーツ
講　師：出雲　周二（鹿児島大学名誉教授）

35 名
第 2 部
テーマ：コロナ禍での暮らし と ナイチンゲール
講　師：花井　節子（元鹿児島純心女子大学教授）

※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。
※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。

聴講無料
要予約
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★利用時間について
　2020年度第2学期の単位認定試験1週間前と試験期間中は、自宅受験となるため通常の利用時間
となります。

利用時間：9:30 ～ 18:00

★過去1年分の試験問題・解答等が閲覧できます。
　試験前と試験期間中は、閲覧が込み合う場合がありますので、早めの閲覧をお勧めします。
　ただし、今回の単位認定試験を閲覧することはできません。
　※ デジカメでの撮影はできますが、コピーはできません。
　※ 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。

★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。
　学習センターでは室外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2019年4月～2019年9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：1月22日（金）　9:30～
　　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。

図書・視聴学習室からのお知らせ

図書 ･視聴学習室は3月18日（木）～3月27日（土）まで新学期準備・整理のため閉室します。

●2021年度第１学期（4月入学）学生募集中！

◆ 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

≪出願受付≫　第 1 回：2020 年 11 月 26 日（木）～ 2021 年 2 月 28 日（日）本部（千葉市）必着
　　　　　　　第 2 回：2021 年　3 月　1 日（月）～ 2021 年 3 月 16 日（火）本部（千葉市）必着
＊今学期末で卒業あるいは在学期間が満了となる学生が再入学する場合、入学料が 25％割り引かれ

ます。ぜひ、再入学を検討してみませんか。
＊皆さんの周りに放送大学に興味・関心をお持ちの方はいませんか。募集要項は無料でお送りします

ので、事務室までお知らせください。

〇 2022 年度入学の大学院修士全科生及び博士全科生の募集は、2021 年 8 月中旬から下旬の予定です。
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閉所日
面接授業 単位認定試験

【１月の予定】
　１日～３日　閉所日（年始休日）
　12日　閉所日（県民交流センター休館日）
　13日～21日　単位認定試験期間

【２月の予定】
　 ７日　公開講演会
　11日　閉所日（建国記念の日）
　13日　2021年度第１学期科目登録受付開始
　　　　 （郵送2/27、Web2/28まで）
　21日　公開講演会
　23日　閉所日（天皇誕生日）

【３月の予定】
　  ３日～15日　教員免許更新講習修了認定試験期間
　20日　閉所日（春分の日）
　18日～27日　次学期準備・整理のため図書・視聴学習室は閉室
　28日　令和２年度第２学期卒業証書・学位記伝達式
　　　　  及び令和３年度第１学期入学者の集い

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
ストを見せる。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。

新型コロナウィルス感染拡大防止対策のお願い

①　必ずマスクを着用し、入所前には手指消毒をしてください。
②　事務室窓口で ｢ 感染症対策チェックリスト ｣ を記入し提出してください。
　※　発熱や風邪の症状など体調不良の方は利用をご遠慮ください。
　※　来所前にご自宅等で体温測定をお願いします。
③　健康と安全を確保するため ｢ 三密 ｣（密集・密接・密閉）に配慮してください。
　※　図書・視聴学習室、学生控室、会議室、講義室では、利用人数を制限しています。
　※　人との間隔を確保し、会話する際は可能な限り対面を避けてください。

＊1月の面接授業＊
　　9日（土）・10日（土）「心理学実験３」


