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コロナ禍のなか「マスク」を考える

あけましておめでとうございます

　コロナ感染拡大防止に世界中が必死になって取り組ん
でいるなか、日本においては第５波の急速な感染拡大を
経て、その後、世界でも稀な急激な感染者の減少をみて
います（2021年12月初旬現在）。今後、日本において
も新種のオミクロン株をはじめ予断を許さない状況であ
り、第6波の到来も否定できません。ただ、第5波収束後
の日本における急激な感染者の減少は世界的に見れば類
をみないことであり注目を集めています。その原因につ
いて種々模索が続いていますが、海外の様子をニュース
映像で見る限り、感染者が少ない日本の街頭での風景に
比べて、感染が拡大し続けている諸外国の街頭風景にお
いて、マスク着用者がそう多くないことに気づきます。
　北米や欧州において、「マスクの着用」が個人の自由
を束縛するものとして反対論が根強いことも報道されま
す。コロナの状況のまっただ中にいるからこそ、私たち
にとって「マスク」が持っている意味を少し考えてみた
いと思います。
　私たち日本人が使用する「マスク」という語は外来語
ですし、「マスク」の日本語訳はと問われてもなかなか思
いつきません。あえて挙げると「仮面」という語を思い
つくかと思いますが、コロナ禍のなかマスクをしている
ことを「仮面をつけている」とは私たちは思いません。
もともと西洋文化のなかで「マスク」は内面を覆い隠す
もの、多くの場合他者にみられたくないものを隠すもの
というニュアンスがあるとされています。マスクの語源
の一つにアラビア語の「道化」を意味する「マスカラ
(maskharah)」があると言われます。「道化」は本当は
悲しみや苦しみを深く刻んでいる顔を仮面やメーキャッ
プで覆い隠して偽りの姿を見せているのです。なお、「マ
スカラ」という語は「つけまつげ」を表す言葉として現
代の日本で使用されますが、語源をたどると興味深いと
思います。
　一方、日本におけるそうした「仮面」に似たことは、
能の面や歌舞伎のメーキャップに見ることができます。
ところが、日本における「面」は「内面や実際を隠す」
というよりは積極的に「内面をより効果的に表現する」

道具であることが多いことに気づきます。能の「面」の
多くはその「面」自体が何らかの表情や内面性を固定的
に持っているのではなく、演者の効果的な所作とりわけ
面のわずかな傾きや動きで内面を表現します。西洋の「仮
面」と大きな違いを感じずにはいられません。古くから
日本に存在した「面」に対して、日本でのマスクの普及
は明治時代の種々の感染症対策に端を発したことはよく
知られています。日本ではまさに「マスク」は「偽装」
ではなく「身を守る」ものとして受け入れられてきたと
思えます。
　「マスク」から「仮面」にたどり着いたら、今度は逆
に、日本語の「仮面」から外国のことばを探してみます。
そうするとギリシャ語の「ペルソナ (persona)」に行き
着きます。このことばは心理学で性格や人格を表現する

「パーソナリティ (personality)」の語源ですが、パーソ
ナリティが「仮面」に由来するというのも意味深いこと
です。いずれにせよ、古代ギリシャでも行われ、中世ヨー
ロッパで隆盛を極めた「仮面劇」は古代ギリシャでは「ペ
ルソナ (persona)」だったものが16世紀の表記では「仮
面劇＝マスク (masque)」と表現されています。
　ここで日本の伎楽や能における「面」と西洋の仮面劇
の「マスク」を比較してみます。皆さんは外国映画に出
てくる「仮面舞踏会」で人々がつけている「仮面」と、
能などの「面」に違いを感じますか？仮面舞踏会の「仮
面」は顔の上半分を隠し口はそのまま露出しているのに、
日本の「面」は顔全体を覆います。このことはそうした
特定の場や領域だけでなく、スーパーマンやバットマン
の面と月光仮面や仮面ライダーなどを比較しても共通し
ています。
　西洋文化のなかで「口を覆う」ことは、そこに何らか
の否定的な意味が感じられることがあるように思えます。
コロナ禍のなか多くの日本人がそう強くは感じない「マ
スクへの抵抗感」は、西洋文化のなかでは何かしら根深
いものが感じられます。海外映像でマスク未着用者の多
さを揶揄する前に、そうしたくなる心理に思いをはせて
ください。
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１　試験期間
　　令和４年１月14日（金）～１月21日（金）

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（金）(当日消印有効 )までに提出

５　成績発表
　　2月下旬に「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。

2021年度第２学期
単位認定試験は自宅受験にて実施します

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。

　2021年度第２学期単位認定試験は、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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今学期（３月末）で学籍がなくなる方

次学期の手続についてあなたの学籍はどうなっていますか？

　１月中旬に、大学本部から科目登録申請要項や入学関連書類が送付されますので、内容を確認の上、手
続を行ってください。

除籍について（教養学部 全科履修生）
　全科履修生が次のいずれかの事由に該当するときは、除籍されます。
　①　在学年限を超えたとき
　②　休学期間を除き学費納入がない期間が 4 学期続くとき

  ＊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。

次学期に受講する科目を選び、以下の期間内に科
目登録申請をしてください。

郵送の場合 
　「科目登録申請票」を郵送
　2月13日（日）～2月27日（日）本部必着

システム WAKABA の場合  
　「教務情報」の「科目登録申請」から手続
　2月13日（日）9:00～ 2月 28日（月）24:00まで

今学期通信指導 未提出・不合格の方
今学期単位認定試験 未受験・不合格となった方
令和3年度第2学期に新規登録した科目は、
科目登録を行わなくても再試験を受験できます。
（再試験に係る授業料はかかりません。）
※放送授業と単位認定試験を行うオンライン授業のみ

次学期（４月以降）も学籍が続く方

次学期も継続して学習を希望する場合は、以下の
期間内に出願手続をしてください。

郵送の場合 
　出願票を郵送
　3月15日（火）本部必着

システム WAKABA の場合  
　「教務情報」の「継続入学申請」から手続
　3月15日（火）17:00まで

面接授業の登録を希望する方
以下の期間と条件を満たす場合のみ、学期当初から
の面接授業を登録申請することができます。
① 2月13日（日）9:00～ 2月 28日（月）24:00
②システムWAKABAから出願し、放送授業科目
　またはオンライン授業科目を1科目以上登録

重 要！
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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

基盤科目：
外国語

110
（初級） 韓国語の学び方 鄭　芝淑 ４月16日（土）

４月17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16日（土）

４月17日（日） 21

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 薩摩焼の考古学 渡辺　芳郎 ４月23日（土）

４月24日（日） 24

専門科目：
情報

320
（中級） e ラーニングコース制作演習 森本　容介 ４月30日（土）

５月   1日（日） 14

導入科目：
自然と環境

220
（中級） 鹿児島湾洋上実習（注１）

山中　有一
幅野　明正
福田　隆二
有田　洋一
三橋　廷央

５月   7日（土）
５月   8日（日）

10

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 社会心理学入門 森　津太子 ５月   7日（土）

５月   8日（日） 24

導入科目：
社会と産業

220
（中級） 日本国憲法～現代憲法の諸課題～ 小栗　實 ５月14日（土）

５月15日（日） 24

専門科目：
心理と教育

320
（中級） 心理学実験１ 大坪　治彦 ５月14日（土）

５月15日（日） 21

基盤科目：
外国語

110
（初級） 実用英語検定チャレンジ基礎講座 坂本　育生 ５月21日（土）

５月22日（日） 24

導入科目：
生活と福祉

220
（中級） 動物医学と人の関わり（注２） 三浦　直樹 ５月21日（土）

５月22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21日（土）

５月22日（日） 24

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28日（土）

５月29日（日） 24

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 ４日（土）

６月 ５日（日） 24

導入科目：
人間と文化

220
（中級） アメリカの小説を読む（注３） 森　孝晴 ６月 ４日（土）

６月 ５日（日） 10

導入科目：
人間と文化

220
（中級） 絵の見方・描き方 桶田　洋明 ６月18日（土）

６月19日（日） 16

専門科目：
生活と福祉

320
（中級） 老年期の健康科学 牧迫　飛雄馬 ６月18日（土）

６月19日（日） 21

基盤科目 110
（初級） 新・初歩からのパソコン 新森　修一 ６月25日（土）

６月26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25日（土）

６月26日（日） 24

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 ２日（土）

７月 ３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）　授業の実施会場は、県立奄美図書館（奄美市）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。

2022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（日）9:00 ～２月 28 日（月）24:00
　　　　　　　　　　　郵送（科目登録申請票）による申請期間 : ２月 13 日（日）～２月 27 日（日）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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　2022 年度第１学期の面接授業は、全国の学習センター等で開講を予定していますが、前学期

と同様に新型コロナウイルス感染症対応としての定員削減や、対面授業の閉講又は Web（Zoom

等）授業への変更、状況次第では代替措置への切替え、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、状況により返金

対応となる場合があります。学習センターからのお知らせや大学本部 Web サイト、システム

WAKABA にてお知らせいたしますので、定期的にご確認ください。

　また、シラバス左下の「実施会場欄」に、「※不測の事態発生時は閉講」又は「※不測の事態発

生時は Web 授業で開講」と表示していますので、これらの措置が実施される可能性があること

をご理解いただき、面接授業の科目登録をご検討ください。

　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方にお

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してください。

　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

必ず御持参いただくもの）は「教科書」として指定しております。受講生の方各自

で御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！

面接授業登録時の留意事項について
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2 月の公開講演会のお知らせ

2021 年度卒業研究発表会を開催します

　鹿児島学習センター所属の卒業研究履修者及び修士修了予定者の研究発表会
です。研究発表を希望される方は、1 月 15 日（土）までに事務室に申込んで
ください。（時間の都合上、希望者が多い場合は発表時間が短くなります。）
　なお発表会の詳細については、鹿児島学習センターホームページ・システム
WAKABA の「学内連絡」にてお知らせいたします。

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 4 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６日（日）
13:30 ～ 16:00

鹿児島学習センター
講義室

テーマ：がん患者家族のための こころ のケア
講　師：久松　美佐子（鹿児島大学医学部保健学科助教）

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 20 日（日）
13:30 ～ 15:00

鹿児島学習センター
講義室

テーマ：薩摩藩英国留学生 長沢鼎
かなえ

の人生と謎
講　師：森　孝晴（鹿児島国際大学国際文化研究科教授） 35 名

※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。
※対面で開催いたしますが、諸事情により対面での参加が難しい方は、鹿児島学習センター所属の学生に限り、

リモートで参加できる場合がありますので、ご相談ください。

聴講無料
要予約

日　時：202２年2月２７日（日）

時　間：14:00～（予定）

場　所：鹿児島学習センター講義室
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★利用時間について
　2021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。
　※現在閲覧できる試験問題・解答等は、システム WAKABA 内で公開しているものと同じです。

★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2020年4月～2020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・教育学研究・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 ( 土 )　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19日（土）～3月26日（土）まで新学期準備・整理のため閉室します。

鹿児島学習センター内での Wi-Fi 利用について

　図書・視聴学習室には、無線 LAN 接続（Wi-Fi）が整備されております。これにより、学生個人で
お持ちのパソコン、タブレット端末やスマートフォンが学習センター内で利用しやすくなっています。
利用の際は、以下の手続を行ってください。

１　放送大学自己学習サイト「情報セキュリティ研修（学生用）」を受講する。
２　受講後の小テストに合格すると発行される「修了証」を事務室へ提示する。
３　事務室より配付される「無線 LAN 利用申請書」を記入し、再度「修了証」と一緒に事務室へ提出。
４　Wi-Fi 接続のための ID・パスワードを発行します。
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閉所日 単位認定試験

【１月の予定】
　　１日～３日　閉所日（年始休日）
　　４日　臨時閉所日
　　９日　教養セミナー「植物栽培学の話題について」
　  11日　閉所日（県民交流センター休館日）
　  14日～21日　単位認定試験期間

【２月の予定】
　　６日　公開講演会と学士（看護学・保健衛生学）取得説明会
　  11日　閉所日（建国記念の日）
　  13日　2022年度第１学期科目登録受付開始
　　　　　（郵送2/27、システム WAKABA2/28まで）　
　  20日　公開講演会
　  23日　閉所日（天皇誕生日）

【３月の予定】
　　６日　臨時閉所日
　　３日～15日　教員免許更新講習修了認定試験期間（自宅受験）
　 19日～26日　次学期準備・整理のため図書・視聴学習室は閉室
　 21日　閉所日（春分の日）
　 22日　閉所日（県民交流センター休館日）
　 27日　令和３年度第２学期卒業証書・学位記伝達式
　　　　　及び令和４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。

　　　　　　　令和４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：2021年11月26日（金）～2022年2月28日（月）本部（千葉市）必着
　　　　　　　第2回：2022年  3月  1日（火）～2022年3月15日（火）本部（千葉市）必着
　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。募集要項等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。
※令和５年度４月入学の大学院修士全科生及び博士全科生の募集は、令和４年8月中旬から下旬の予定です。


