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放送大学鹿児島学習センター所長

住　吉　文　夫

　放送大学鹿児島学習センターに着任してから４年目の春を無事に迎えることができた。幸いにも「無事に」
と書けたが、人生で二回目の定年が目前に迫った高齢の私にとって、いつまで心身の健康が保てるかは最大関
心事である。先日も、近所に住む一人暮らしの幼馴染が健康を損ねて病院に繋がれている、と耳にした。

　私が着任した初日、職員の方々に対して、「私のモットーは、『皆で毎日楽しく』です。皆さんにとって楽
しい職場であってほしいのですが、ここは放送大学という教育の場ですから、兎に角、学生ファーストでお
願いします。」と、挨拶したのはつい先日のような気がする。

　このモットーは、出身高校の還暦同窓会のときに、「運良くこの歳まで生き抜いた。このあとの人生はお
まけ。『毎日楽しく』暮らそうよ。」と、言われたことに由来する。それから数年経って、あるシンポジウム
の進行役を務める機会があった。何かの手違いで事前に打ち合わせが出来ないまま始まり、基調講演では
「我々の社会は人と人とのつながりが大切です。」と、事例を挙げてつながりの効果が紹介され、その後パネ
ルディスカッションへと続いた。最後に私が締めくくりのコメントをする流れになり、とっさに、「会場の
皆さんは本日のシンポジウムに参加して、どういうことをお考えになられたでしょうか？私は、『毎日楽し
く』という自身のモットーを、今日から『皆で毎日楽しく』に変えようと思います。」と言って閉会した。

　放送大学で働くようになって、多くの高齢の学生さんが生涯学習を楽しんでおられることを知った。私は
40年近く通学制の大学教育に関わってきたが、放送大学を退職した後のこととして、教える立場から教わ
る立場へと変われる自分をずっと想像できずにいた。そんな中、昨年11月の面接授業「トラウマの臨床心
理学」の冒頭、講師の餅原尚子先生の序論を聴いた。「人は死ぬ直前まで変わり続けることができます。素
直になれない人も、死ぬ間際に『ありがとう』と素直な気持ちを伝えることができるのです。『自分には“前”
がない』と嘆きながらも、『変わりたい』と思ってカウンセリングに来られ、変わっていきます。成熟や成
長とは異なり、『発達』とは生涯にわたり『いつまでも』よりよい自分に変わっていくことです。そのスピー
ドは人それぞれ違うし、違ってよいのです。」という話でした。『いつまでも変われる』この言葉は、退職後
が見えない、“前”がない私を大いに元気づけた。

　こんな具合に、人生の中の出会いや人とのつながりによって変わってきた今の私のモットーは、
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ご卒業･ご入学おめでとうございます!

　令和３年３月28日（日）鹿児島学習センター講義室にて「令和２年度第２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51名のうち14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・学位記が授与されました。また、受賞者６名のうち３名に鹿児島学習センター特別
賞が授与されました。新型コロナウィ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３年度第１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なりました。

教養学部卒業生名簿
教　養　学　部（計51名）
　＊自然と環境コース＊　　
　　上之園　詔子　　宮　内　美智子　　柳　田　あや子　　脇　田　昭　信

　＊社会と産業コース＊　　
　　市　來　弘　彬　　他２名

　＊心理と教育コース＊　　
　　池　　　千　尋　　石　原　尚　子　　岩　下　貴　子　　岩　下　まち子　　大　窪　梨　沙
　　尾　上　真由美　　小　池　咲　貴　　小　森　照　美　　坂　下　秀　明　　下　村　治　雄
　　田　頭　侑　子　　田　中　多惠子　　茶　圓　修　子　　中　重　敬　子　　西　田　眞里子
　　原　田　志穂子　　本　坊　京　子　　前　田　孝　貴　　宮　脇　典　子　　向　鶴　和　幸
　　森　下　美　月　　森　田　百　代　　山　下　朋　子　　山之内　明　佳　　他７名

　＊人間と文化コース＊
　　大　保　智　彰　　猶　野　智　子　　橋　口　紀　子　他1名

　＊生活と福祉コース＊
　　有　馬　映　子　　伊　東　千香子　　河　野　祥　子　　坂　元　あかり
　　薗　田　安　浩　　永　田　富美子　　中　村　祥　悟　　安　山　久美子
　　渡　邉　博　美

　令和２年度第２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：　 1,693名（男性：515名　女性：1,178名）
修了生：  　　  47名（男性：   28名　女性：      19 名）

令和２年度第２学期卒業証書・学位記授与式

祝　令和2年度第2学期　放送大学教養学部　卒業記念（2021.3.28）



－ 3－

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

　私が放送大学に３年編入学した動
機は、離職中のこの機会に教養や知
識を習得し、心理学を学び直したい
と思ったからでした。
　放送大学には平成18年秋に福祉、
健康、生活について深く学べる「生活と福祉専攻」
に入学。無謀にも全科履修生を選択。その時は放送
授業の学習スタイルに不慣れだったこともあり、短
大卒業後20年のブランクを経た最初の単位認定試験
は散々な結果でした。
　それからは、学習センターでの授業視聴に頻繁に
通い、職員の方々、試験勉強で集う先輩方に教わり
ながら勉強をしました。そのため通信制大学という
孤独感や孤立感は無く、今後の進路や方針を決定す
る機会に繋がって良かったと思います。
　卒業までに途中体調を崩し、休学と復学を経て６
年を有した最初の卒業式はとても嬉しいものでし
た。２度目は今度こそ最短２年で卒業すると目標を
掲げ継続入学。興味のある産業、経営、社会環境、
法学を深く学びたくて「社会と産業コース」に進み
卒業研究に挑みましたが、エデュケーションギャッ
プに遭遇。研究ゼミに参加するだけで精一杯でし
た。しかし、大きな刺激と貴重な経験と高いレベル
のご指導を享受する機会を得られて、今までで一番
長く勉強したと思います。
　その後「情報コース」でヒューマン系を学び、「教
育と心理コース」で心理学に興味のある分野を深く
学び、最短２年の卒業達成するまでに２コースの卒
業を経て数えると入学から５年経過。修得単位数が
100を超えると「放送大学エキスパート」専門分野
も視野に入れて新しい学習の目標にしました。今は
８項目のプランの認証を取得し私の大きな誇りと
なっています。
　もう一つ誇れることがあります。それは、学んだ
ことが日常生活の中で、様々なメディアから溢れ
る情報の中に、習得したフレーズが時折思い浮か
ぶ時、「放送大学での勉強は決して無駄になってな
い。」と誇れる嬉しいひと時を過ごすことです。不

○教養学部　全科履修生　心理と教育コース
 岩　下　貴　子

○教養学部　全科履修生　情報コース
 福　田　ル　ミ

卒業生代表

入学者代表

　春の息吹が感じられる今日この
頃、私は放送大学へ入学し、学べる
ことにワクワクしています。
　仕事に役立てるため、プログラミ
ングの勉強をしたいと思っていまし
た。どうにか働きながら学ぶことが出来ないかと探
していたところ、図書館に置いてあった放送大学の
パンフレットを見つけたことがきっかけで、入学に
至りました。　　
　当初は仕事に役立つ科目のみを学習しようと、科
目履修生になるつもりでしたが、学びたい科目を選
んでいたら学位取得のための必要単位数になってし
まい、せっかくならと全科履修生となり学位取得を
目指すことにしました。
　学生時代、勉強は好きでも嫌いでもなかったです。
ただ面倒くさい。与えられた授業を受け、試験に合格
するための勉強をして、無事に卒業できれば良いと考
えていたからだと思います。今回は、自分が知識を深
めたいと思った授業科目を選択するので、勉強するの
が楽しみでしょうがありません。好きな時間に学べる
というのは自分次第でメリットにもデメリットにも
なり得ると思います。仕事と両立するためにきちんと
学習計画をたて、学位取得を目指します。
　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ほどよろしくお願い申し
上げます。

思議なもので、勉強をしているうちに、次期コース
に繋がる切っ掛けを見つけてもっと学びたいという
欲が沸いて、気付かないまま幾度も勉強を繰り返し
ています。それが、放送大学の居心地の良さと魅力
に取り付かれて10数年も在籍することになってしま
いました。私は今後、「自然と環境コース」に進み、
様々な探求心を持ち続けて新たに勉学に励みたいと
思います。
　卒業にあたりまして、菅沼前所長先生及び住吉所
先生、学習センター職員、在学生の方々に感謝致し
ます。本当に有難うございました。
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4/1～

郵送
5/14～
5/28

郵送
8/15～
8/30

7月上旬

7/13～
7/20

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
Ｗ eb通信指導提出期間：5/7 ～ 5/28 17：00まで

次の学期の科目登録手続き
ｼｽﾃﾑ WAKABA申請期間：8/15～ 8/31 24：00まで

「通信指導」に合格！
通信指導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
コロナ禍のため、自宅受験方式に変更になりました。

「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

　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。※コロナウイルスの感染状況により、申請方法等を変更する可能性があります。

空席発表 ４月16日（金）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 ４月22日（木）から 22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。

22日午前10時の時点で、申請者が空席数を超える科目について
①　受付初日（４月22日（木））午前10時までに来所された方及び郵送での申請の方で、４月22日（木）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。（４/16～４/21の間に追加登録申請書類を学習センター
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。

2021年度第1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
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2021年度第１学期　面接授業の追加登録科目一覧

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

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 　５月１日（土）

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 ★５月２日（日）

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
福元　啓介
小平田　史穂

５月15日（土）
５月16日（日） 20 　５月８日（土）

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 　５月８日（土）

導入科目：
生活と福祉

220
（中級） 食の健康科学入門（注２） 亀井　勇統 ５月22日（土）

５月23日（日） 15 　5月15日（土）

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 　５月15日（土）

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29日（土）

５月30日（日） 24 　５月22日（土）

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２）

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 　5月22日（土）

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 　５月29日（土）

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 　５月29日（土）

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 　６月12日（土）

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 　６月19日（土）

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 　６月19日（土）

総合科目 420
（中級） 電気とこれからの暮らし（注３） 住吉　文夫 ６月26日（土）

６月27日（日） 15 ★5月25日（火）

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 　６月26日（土）

（注１）　２日目は尚古集成館での授業となります。      
（注２）　授業の実施会場は、県立奄美図書館になります。      
（注３）　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。

★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。

◆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、P4の「2021年度第１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P85～ P94及び放送大学ホー
ムページでご確認ください。
③４月17日（土）～４月25日（日）までに開講する科目及び「鹿児島湾洋上実習」は、追加登録を行っていませ
ん。その他の科目は空席状況をご確認の上、お申込みください。
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、２月12日付で放送大学ホームページ及びシステムWAKABA「学内連絡」に掲載されました
「2021年度第１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、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ます。〈県外（近距離移動圏内）に居住する方はご相談下さい。〉
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新旧客員教員の挨拶

　5年間有り難うございました。面接
授業、ミニゼミ、学習相談、そして公
開講演会などをとおして、意欲的に学
び続けておられる学生さんと身近に接
し、「学習欲」はホモ・サピエンスが持っ
ている基本的な欲望の一つであると、実感することができ
た貴重な体験でした。生涯学習の場としての放送大学が
益々発展していくことを祈念しております。

　ゼミや研究を通して様々な出会いや
学びがありました。その中で「看護職
は真面目でひたむき」という一般論を
再確認し、同時に「日常はいつでも非
日常に」「人は違ってあたりまえ」を実
感しました。変化の中で「問題意識をもち学習を継続する
ことこそ、今を生き抜く力につながる」これが放送大学の
真髄だと思いました。ありがとうございました。

　今年度から客員教授を務めさせていた
だきます鹿児島大学医学部保健学科理学
療法学専攻の牧迫飛雄馬です。健康科学、
老年学を専門としており、健康寿命の延
伸をテーマとして認知症やフレイル（虚
弱）の予防を目指した疫学研究や実証研究などに取り組ん
でいます。どうぞよろしくお願いします。

　今年度から客員教授を務めさせていた
だくことになりました山下亜矢子です。
鹿児島大学医学部保健学科で勤務してお
ります。専門は精神看護学で、薬物・ア
ルコール使用障害のある方の回復に関す
る研究をしています。学生の皆様とともに歩んでいきたい
と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

客員教授：出　雲　周　二

客員教授：花　井　節　子

客員教授：牧　迫　飛雄馬

客員教授：山　下　亜矢子

－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
　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 分　　野 所　　属

火
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 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

木 13:30～ 16:30 山
ヤマ

下
シタ

　亜
ア

矢
ヤ

子
コ 精神看護学 鹿児島大学保健学研究科教授

金
10:00～ 13:00 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

13:30～ 16:30 牧
マキ

迫
ザコ

　飛
ヒ ュ ウ マ

雄馬
健康科学
老年学 鹿児島大学保健学研究科教授

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。

　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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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３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７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回が基本ですが、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。なお、6回終了後も希望者に対しミニゼミを継続実施する場合があります。
※コロナウイルスの感染状況等により、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（土）～５月２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、５月７日（金）から第１回目の実施日の前日まで
受け付けます。）

（1）薬物・アルコール使用障害のある方の回復について考える　山下　亜矢子　先生
　一度、薬物やアルコール依存が形成されると自分の意思ではやめられません。薬物・アルコール使
用障害のある方の回復には、周囲の人々の理解が必要となります。本ゼミでは薬物・アルコール使用
障害のある方の回復について文献を読み進めながら理解を深め、回復を促進する環境について考えて
いきます。

（3）動作の環境適応と運動の学習　牧迫　飛雄馬　先生
　私たちの動作は無意識のうちにさまざまな要因によって促進されたり、規定されたりしています。
運動は知らず知らずに学習して、上手く動作を遂行することができるようになります。普段の何気な
い運動・動作の学習や環境への適応を科学的に考えてみましょう。

（2）『大学でまなぶ日本の歴史』を輪読する　茶谷　誠一　先生
　木村茂光ほか編『大学でまなぶ日本の歴史』（吉川弘文館、2016年）を履修生で輪読します。古
代から現代までの全41章のうち、各自で興味、関心のある１章を選定、担当し、簡単に内容を紹介
してもらいます。私からも追加資料を提示し補足説明を行います。できれば、テキストの事前準備（購
入）をお願いします。

（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りました。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。さらに、コロナ禍後の地方創生の在り方や地方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（※変更や追加される場合があります）
木 14:00～ 15:30 山下　亜矢子 5/13（木）、5/20（木）、5/27（木）、6/3（木）、6/10（木）、6/17（木）
金 10:30～ 12:00 茶谷　誠一 5/14（金）、5/21（金）、5/28（金）、6/4（金）、6/11（金）、6/18（金）
金 14:00～ 15:30 牧迫　飛雄馬 5/14（金）、5/21（金）、6/4（金）、6/11（金）、6/18（金）、7/2（金）
土 14:00～ 15:30 石塚　孔信 5/15（土）、5/22（土）、5/29（土）、6/5（土）、6/12（土）、6/19（土）
日 10:30～ 12:00 有倉　巳幸 5/16（日）、5/23（日）、5/30（日）、6/6（日）、6/13（日）、6/20（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11日 ( 火 ) から6月15日 ( 火 ) まで、全６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。
回 期日（火曜日） 主な学習内容
1 5月11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18日 文字列の各種操作、ファイルの保存と管理
3 5月25日 文書への図の挿入やレイアウト等の修正方法
4 6月　1日 表の作成方法や扱い方など
5 6月　8日 文書の体裁と加工技法
6 6月15日 自由課題の作成：暑中見舞、縦書き文書、レポートなどの文書

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 ( 土 ) ～5月7日 ( 金 ) 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
　今年度はまず、住吉所長から論文の作成と発表のノウハウについて、引続き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（今回はコロナ禍のた
め制限あり）、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に、事前に
事務室にお申込みください。なお、日程を変更する場合があります。

回　数 日　時 内　容 客員教員 定　員

第1回セミナー ６月20日（日）14:00～ 論文の作成と発表 住吉　文夫 20

第 2回セミナー ７月25日（日）14:00～ 経済学の話題 石塚　孔信 30

第 3回セミナー ９月12日（日）14:00～ 精神看護学の話題 山下　亜矢子 30

第 4回セミナー １月　９日（日）14:00～ 植物栽培学の話題 遠城　道雄 30
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５月 ･６月の公開講座の開催について
日　時 場　所 テーマ 定　員

5月23日（日）
13:00～ 14:30 県立奄美図書館

（第１研修室）

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 30名

5月30日（日）
13:00～ 14:30

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 30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

夏季集中型科目「学校図書館司書教諭講習」の履修生募集
　2021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（木）～
科目登録期間５月１日（土）～６月７日（月）
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（火）～８月４日（水）

『教員免許更新講習』の講習生募集
　2021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９日（金）15時～５月12日（水）朝９時

視聴可能期間 インターネット ７月15日（木）～８月17日（火）
放送授業 ７月15日（木）～７月31日（土）

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。

卒業研究ガイダンス開催のお知らせ
　卒業研究について興味・関心のある方を対象に下記の要領でガイダンスを開催します。講師とし
て本部教養学部の専任教員と学生課職員が来所します。大学改革支援・学位授与機構への「学士」
申請に必要な『学習成果（レポート）』を書かれる方にとっても有意義なガイダンスです。是非この
機会に参加してみませんか。
　注）新型コロナウイルス感染状況によっては中止になる場合があります。

　　　　　　日　　時：令和３年６月13日（日）13：30～15：10
　　　　　　会　　場：鹿児島学習センター講義室
　　　　　　定　　員：25名（要予約・先着順です‼）
　　　　　　講　　師：滝浦　真人　教授（人間と文化コース）（予定）
　　　　　　申込方法：学習センター事務室、またはＱＲコード
　　　　　　　　　　※機種によっては読み取れない場合がありますのでご了承ください

※卒業研究の履修にあたっては、履修申請条件があります。詳しくは、学習センター事務
室までお問い合わせください。
☆住吉所長による教養セミナー「論文の作成と発表」も合わせて参加されることをお勧めし
ます。（6月20日（日）14：00～、定員は20名、要予約・先着順です）
　申し込みは学習センター事務室、またはQRコードからお願いします。
　（機種によっては読み取れない場合がありますのでご了承ください。）



－ 10 －

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

●住所変更について
　通信大学にとって郵便物は重要なものです。転居等により住所が変わった方、電話番号に変更があった場

合は、「住所等変更届」を提出してください。システムWAKABAからも申請できます。

　【提出先】◆教養学部生：学習センター窓口

　　　　　  ◆修士全科生：大学本部教務課大学院研究指導係　

　　　　　 ◆修士選科生・修士科目生：大学本部学生課入学・履修係

詳しくは、学生生活の栞（大学：Ｐ88、大学院：Ｐ80）をご覧ください。

●学生証の交付・更新について
　令和３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。（大学本部からは送付されません。）

学生の種類
全科履修生・

修士全科生・博士全科生
選科履修生・修士選科生 科目履修生・修士科目生

学生証の有効期限 ２年間 １年間 ６か月（１学期間）

【交付・更新時に必要なもの】

　・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鹿児島学習センターへ郵送してください。

自分の学生証の有効期限を確認しましょう。

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5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

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 13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。詳細は、事務室までお問い合わせください。
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新旧職員の挨拶

　二十数年前、一担当として誘致業務に携わった思
い出のキャンパスで、学ぶ意欲に溢れた幅広い年代
の様々な職業の皆様の生涯学習のお手伝いができま
したことは、とても有り難く、感慨深く、貴重な経
験となりました。今回退職いたしますが、今後も学
生の皆様の目的が達成されますよう、また夢が実現
されますよう応援しております。３年間ありがとう
ございました。

　５年間を回想すると、奄美での面接授業は全国か
ら学生さんが多く来島し、地元の学生さんも含め学
びを深める姿には大きな感銘を受けました。また広
報活動では、各市町村の教育委員会をはじめ行政の
広報担当課、図書館、公民館さらにはメディアの皆
様にもお力添えを戴き、大変お世話になりました。
この場を借りて関係各位に対して心から感謝申し上
げます。最後に、学生の皆様の生涯における学びの
成就を心から願って止みません。

　4月から当学習センターで勤務す
ることになりました今村です。多く
のシニア世代の皆様が生きがいや心
の豊かさを求めて、この放送大学で
学んでおられることを知り、素晴ら
しいことであり、私も見習いたいと思いました。皆
様の学修のお役に立てるよう頑張っていきますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

　今年度から奄美再視聴室で勤務する
ことになりました村田です。平成29
年３月まで県内の小学校に勤務してお
りました。
　これからは、鹿児島学習センターで
学ぶ方々のお役に立てるよう、微力ではありますが
努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいた
します。

広報主幹：中尾　純則

奄美再視聴室長：伊集院　晋

広報主幹：今　村　孝一郎

奄美再視聴室長：村　田　達　治

－お世話になりました－ －よろしくお願いします－

住吉文夫所長が 塩田康一鹿児島県知事を表敬訪問
　住吉文夫所長は、令和2年12月22日に鹿児島県庁を
訪れ塩田康一知事に面会し、地域人材育成や生涯学習に
関わる放送大学鹿児島学習センターの諸活動について説
明した。また、本学習センター発足当初から続く鹿児島
県教育委員会からの支援に感謝の意を伝え、今後一層の
支援をお願いした。なお、塩田知事は知事就任前から鹿
児島大学をはじめ県内高等教育機関の地域人材育成活動
に高い関心を示されており、その活動に関わるシンポジ
ウムの基調講演をされたこともある。

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 　今　村　孝一郎 
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　　村　田　達　治
（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
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＊面接授業＊
17日（土）・18日（日）　「臨床心理学実習」
24日（土）・25日（日）　「韓国語の学び方」
　　　　　　　　　　　　「教育心理学基礎実験」

＊面接授業＊
  ８日（土）・  ９日（日）　「鹿児島湾洋上実習」（船内宿泊授業）
　　　　　　　　　　　　「心理学実験１」
13日（木）・14日（金）　「人的資源管理」
15日（土）・16日（日）　｢島津斉彬の集成館事業 ｣
　　　　　　　　　　　　「コミュニティ援助論」
22日（土）・23日（日） 　｢ 食の健康科学入門 ｣（奄美会場）
　　　　　　　　　　　　｢先史・原史時代の奄美・沖縄諸島 ｣
29日（土）・30日（日）　「日本国憲法～いろいろな人権～」
　　　　　　　　　　　　「これまでの奄美とこれからの奄美」
 （奄美会場）

＊面接授業＊
 ５日（土）・  ６日（日）　｢アメリカの小説を読む ｣
　　　　　　　　　　　　「黒田清輝と日本近代洋画の展開」
19日（土）・20日（日）   「新・初歩からのパソコン」
26日（土）・27日（日）    「熱帯・亜熱帯の農業と作物」
　　　　　　　　　　　　「電気とこれからの暮らし」（遠隔授業）

【４月の予定】
16日　面接授業空席発表
22日　面接授業追加登録受付開始
29日　閉所日（国民の休日）

【５月の予定】
３日～６日　閉所日（祝日）
１日　令和３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）
７日　通信指導（Web）受付開始（～５/28）

【６月の予定】
10日　令和３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（９/１～９/14）

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。


