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　　　温州みかんは、いま日本で食べられているみかん
の中で一番一般的なものですが、英語名が「サツ
マ・オレンジ」であるというのをご存じだったで
しょうか。実は、筆者も詳しいことを知らずにいた
のですが、４年前に『大学的鹿児島ガイドーこだわ
りの歩き方』（昭和堂、2018年）を鹿児島大学法
文学部で編集することになり、「温州みかん」のコ
ラムを担当して初めて詳しい事情を知ることになり
ました。温州みかんは、薩摩が発祥の地で、長島（出
水郡長島町）に原木があった、というのは聞いてい
たので、コラムを書くことを引き受けたのですが、
調べてみると実に面白い内容が分かってきました。
　『園芸植物大事典』（小学館、1994年）によれば、
温州みかんは、約500年前に鹿児島県長島で偶然
に発生したものだそうです。また、江戸時代に普通
に食べられていたみかんは紀州みかんという種類
で、明治時代になってから、明治政府（大蔵省勧農
寮）の奨励で温州みかんが全国に広がり食べられる
ようになったそうです。ちなみに紀州みかんは中国
原産で、かなり古くから日本に入ってきており、紀
州（和歌山県）で栽培が始まったのは16世紀ごろ
ということです。桜島小みかんは紀州みかんで、鹿
児島では両方が食べられるのです。紀州みかんが甘
味は強いが種が多く小粒、一方、温州みかんは種無
しで大粒であったことが明治期の全国普及の決め手
であったようです。
　ここでアメリカ合衆国が登場します。当時、アメ
リカは、温暖な南部のフロリダ州を商業果実栽培の
国際的な拠点に育成しようと考えており、世界中か
ら優れた果実の品種を集めていました。その一つが
温州みかんで、明治９年（1876）に Dr.Gorge.

R.Hall によって、苗木が初めてアメリカにもたら
されました。ところが、「サツマ」と命名したのは
別の人物とされています。1908年にアメリカで出
版された『ペカンとサツマ・オレンジ』という書物
には、日本に来ていたアメリカ人外交官 General 
Van Valkenburg によってサツマ・オレンジの苗
木がアメリカにもたらされ、その夫人の示唆によっ
てサツマ・オレンジと命名されたと記されていま
す。また、1911年に出版された『サツマ・オレ
ンジ』という書物には、サツマの日本名はウンシウ
で、1876年に Dr.G.Hall によって、のちに1878
年に Van Valkenburg 夫人によってフロリダに
紹介されたと記されています。Robert B. Van 
Valkenburgh（1821-1888）は、元北軍の将校
で、1866年から1869年まで在日公使を務め、帰
国後はフロリダ州に住んでいたことが知られていま
す。そして、アメリカの南部諸州ではサツマ・オレ
ンジの栽培が盛んになり、サツマという地名が4箇
所も存在することになりました。上記のようなアメ
リカの書物をどのように調べたのか、と疑問に思わ
れるでしょう。実は、ハーティトラスト・デジタル
ライブラリ （HathiTrust Digital Library）という
電子図書館を利用しました。この図書館は、アメリ
カ合衆国を中心とした世界各国の大学図書館が所管
する書籍などをデジタル情報としてインターネット
で公開しており、自由に検索できます。「satsuma 
orange」で検索をして、年代の古い書物を順番に
調べて、上記のような情報が入手できました。鹿児
島に居ながらアメリカの大学図書館の本が読めると
いうのはすごいですね。

サツマ・オレンジ
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ご卒業･ご修了・ご入学おめでとうございます !

　令和4年3月27日（日）かごしま県民交流センター中ホールにて「令和3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・修了となる58名のうち20名が出席しました。住吉
前所長から卒業生、修了生一人一人に卒業（修了）証書・学位記が授与され、うち５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
と安全確保の観点から、卒業生、修了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４年度第1学期入学者の集い」は、４月28日（木）に開催いたします。詳細については、
鹿児島学習センターウェブサイト及びシステム WAKABA の学内連絡にてお知らせいたします。

教　養　学　部　卒　業　生　名　簿

教　養　学　部（計56名）
　＊生活と福祉コース＊　　
　　宇治野　三和子　　　中　村　千　恵　　　濵　﨑　美　穂　　　久　本　昇　志
　　福　田　梨　恵　　　松　尾　晴　代　　　眞戸原　由紀子　　　柳　　　律　子
　　他５名

　＊心理と教育コース＊　　
　　今　福　巧　一　　　大　庭　秀　斗　　　大　村　舞　子　　　奥　　　朝　子
　　加　覧　健　三　　　島　田　麻　里　　　時　吉　由美子　　　長　野　裕　子
　　夏　迫　イツ子　　　福　元　邦　子　　　福　吉　真美子　　　丸　山　　　萌
　　山　崎　奈津子　　　他７名

　＊社会と産業コース＊　　
　　赤　星　智　子　　　上ノ原　純　一　　　大久保　佳　奈　　　野　口　亜矢子
　　濵　田　知　子　　　福　岡　美　子　　　他３名

　＊人間と文化コース＊
　　出　雲　智　美　　　木　場　眞　治　　　田　中　涼　介　　　丸　久　千　裕
　　宮　原　智　子　　　柞　木　賢　一　　　他１名

　＊情報コース＊
　　宇　都　良　子　　　大　山　祐紀子　　　竹　山　光　信　　　樋之口　秀　男

　＊自然と環境コース＊
　　大　平　満　代　　　末　吉　アイコ　　　他１名

大　学　院（計2名）
　＊社会経営科学プログラム＊
　　倉　掛　真理子

　＊情報学プログラム＊
　　小　川　一　彦

　令和３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：1,795 名　　　修了生 ：52 名

令和３年度第2学期卒業証書・学位記授与式令和３年度第2学期卒業証書・学位記授与式
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○教養学部　全科履修生　心理と教育コース
� 島　田　麻　里

卒業生代表

　入学以前は子育てに多くの悩み
を抱えていました。ベビー関連の
資格を持っていますが思い通りに
いかない日々ばかりでした。自信
を持って楽しく子育てがしたい、
そして今より知識の幅を広げたい
ということが放送大学に入学した動機です。始めは
子供の成長に合った科目を選択し、発育を見守りな
がら学習を理解していくことにやりがいを感じてい
ました。勉強時間は主に子供を寝かしつけた後でし
たが、夜泣きが酷い子だったので時間のやりくりが
大変でした。ある時から「子供が起きていても勉強
しよう」と機転を利かせて時間の使い方を変えまし
た。少しでも時間が空けばテキストに目を通し、何
処へ行くにもそれを持ってすき間時間の活用に力を
いれました。テレビ科目やラジオ科目の放送授業
は、1.5倍速機能を利用して時間短縮を図り、また

過去の試験問題を使い更に理解を深めました。
　しかし在学中、身体が不自由になり学ぶ事すら難
しく「もう無理だ」、「諦めよう」と悩んでいた時、
学習センターの方から有難い電話があったお陰で再
び一歩ずつ歩み始められました。それからは病院の
待ち時間でも勉強をしました。何も出来ない日もあ
るなど課題は沢山ありましたが、まずは２つのエキ
スパートを取得することを目標にしました。また、
色んな方々から優しい言葉を頂いたお陰でやる気を
保持することができました。ですから孤独だと思っ
たことはありません。決して一人で卒業は成し遂げ
られなかったと思いますので、学習センターの方々
をはじめ多くの皆様、家族に感謝の気持ちでいっぱ
いです。まだ身体が不自由な私ですがこの経験を活
かし子供と肩を並べて勉強に励みたいです。

祝　令和３年度第２学期　放送大学教養学部卒業・大学院修了 記念（2022.3.27）
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○教養学部　全科履修生　情報コース
� 神水流　聖　悟

入学者代表

　私は学生時代、将来について深
く考えることはありませんでし
た。早く一人前の大人になりたい
と思い、高校を卒業してすぐに就
職し、気が付くと社会人4年目に
差し掛かろうとしていました。会
社では後輩もできて大事な仕事を任せられるように
なり、社会人としての責任を感じる反面、大人とし
て成長しているのか不安になることも多々ありまし
た。何か新しいことに挑戦したいと思い、自分自身
で学びたい分野をいろいろ勉強するようになりまし
た。そんな時に本屋でふと見かけたのが放送大学の
パンフレットでした。そこには、様々な目的を持っ
て学んでいる方達が記載されていました。仕事を続
けながらも大学生になれることを知り、自分もチャ
レンジをしてみたいと思い、放送大学の入学を志望
しました。
　情報コースを選んだ理由は、高校でも情報科の進
路を選択していたからです。近年、IT は世界的に
急激な進化を遂げています。その中でも私が一番興
味のある IT 技術はブロックチェーンです。私は株
式やコモディティに投資をしています。投資を勉強
する中で出会ったのが仮想通貨です。仮想通貨には
システムを管理するためにブロックチェーンが使わ
れていて、全員で情報を共有するためとても信頼性
が高い仕組みだと言われています。とは言え私は
IT に関して全くの無知なので、放送大学では土台
となる基礎をしっかりと身に付けたいと思います。
これから仕事と大学との両立は大変だと思います
が、同じ境遇の先輩方、同級生もいることで、勉学
に安心して励むことが出来ると感じています。
　最後になりますが、放送大学関係者の皆様、これ
からよろしくお願いいたします。

○大学院　修士全科生　社会経営科学プログラム
� 倉　掛　真理子

修了生代表

　私は看護師です。放送大学で単
位を修得し看護学の学位を2001
年に取得しました。それから十数
年が経ち看護管理者として現在勤
務をしています。医療という狭い
世界の中で井の中の蛙になってい
るのでは、という思いがありました。そこで看護の
分野ではなく、社会経営科学プログラムで学びたい
と思い放送大学大学院の選科履修生となりました。
働きながら無理なく単位を取得し、研究テーマが絞
れたのち大学院に入学しました。
　履修していく中で面白いと思った科目は都市社会
構造論です。都市社会は発展と衰退を繰り返し、ま
るで生き物のようです。少子高齢化が進み人口減少
が加速する現代、コンパクトシティ構想は経営効率
的な側面より国や市が推奨し実践している取り組み
です。所属している鹿児島徳洲会病院は、市内の中
心より周辺部（谷山地域）へ2021年12月に移転
しました。コンパクトシティ構想とは真逆の選択で
す。この選択に危機感を持ったことをきっかけに、
コンパクトシティ構想と病院立地について調査研究
を行いました。
　ゼミで教授や他の受講生に多角的な視点の示唆を
もらいながら研究を進め、新たなことがわかってい
く過程は楽しいものでした。コロナ禍であり、すべ
てが WEB でのゼミになりましたが、社会人学生に
とっては WEB ゼミはむしろ受講しやすいというメ
リットがありました。
　放送大学鹿児島学習センターをはじめ皆様のご支
援により、大学院修士課程を無事修了することがで
き、達成感と感謝の気持ちでいっぱいです。
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名誉学生が誕生しました
　放送大学では、教養学部の全コース（又は専攻）を卒業した方で、人物、学習態度が良好である
と認められる学生に対し「放送大学名誉学生」の称号を付与しています。この度、鹿児島学習セン
ター所属の卒業生が、全６コースを終えられ、名誉学生の称号を授与されました。その栄光と喜び
を称え、心よりお祝い申し上げます。鹿児島学習センター所属の名誉学生は2人目です。

〔名誉学生からのメッセージ〕
　自発的に「学びたい」と思った時、それが「学びの旬の時」だったと思う。
　入学までの各人の背景は十人十色。学ぶことに早い、遅いの限定的な圧をかけず、自分の意志を
尊重する。
　一つの事を奥深く掘り下げて学ぶことが苦手な私は、知らないことを知りたいという好奇心の優
先順位を上げ、約300ある多様な科目の引出しをいろいろ開けてみたくなっていた。
　そして、二つの目標を持った。一つ目は、各コースを最長在学期間内に卒業すること。二つ目は、
記憶、思考することがどの程度できるか試みること。
　優れた講師陣と印刷教材、対面の面接授業、学生同士の情報交換等、また試験時の集中と解放の
繰り返しの中で時は過ぎて行った。
　生活と福祉コースの卒業に始まり、苦手意識が一番強かった6つ目の自然と環境コース卒業で無事
すべて修了することができた。
　卒業が終わりではなく、今後の学生の利点を活かしな
がら、まだ生涯学習は形を変えて続いていく。
　私一人だけでは成し得なかった長い在学期間と卒業。
この大学で出会えた自分へプラスの影響を与えてくだ
さった多くの方々とマイペースの私には合っていた開か
れた放送大学へ心から感謝の気持ちを伝えたい。
　ありがとうございました。（O･M）

4/1～

Web提出
5/�910:00～
5/3117:00～

システム
WAKABA申請
8/159:00～
8/3124:00

7 月上旬

7/15～
7/26

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
郵送による提出の場合：5/16 ～ 5/31（本部必着）

次学期の科目登録申請
郵送による申請の場合：8/15 ～ 8/30（本部必着）

「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。

「Web受験方式」による単位認定試験を受験
自宅等から、インターネットを通じて Web 単位認定試験
システムにアクセスし、問題閲覧・回答提出を行います。
※詳細については 8 ページを参照ください。

「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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　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拡大防止の観点から、可能な限り郵送での申請をお願いします。

空席発表 ４月 16 日（土）12 時～ 学習センターの掲示または学習センター、放送大学のウェブサイトで空席状況
を確認できます。

追加登録期間 4 月 21 日（木）から 21 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、郵送または窓口で申請してくだ
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。

※郵送申請の場合（現金書留に限る） ※窓口申請の場合

追加登録申請書 追加登録申請書

学生証のコピー（上記申請書に貼付） 学　　生　　証

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、放送大学ウェブ
サイト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。

※21日午前10時の時点で、申請者が空席数を超えた科目について
＜空席数を超えていない科目については先着順です。＞

①　受付初日（４月21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19日（火）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。（４／16～４／20の期間は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。

2022年度第１学期　面接授業について

「不測の事態発生時」の対応について

追加登録について

　2022年度第１学期の面接授業は、対面での実施を予定しておりますが、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を受け、「閉講（中止）」または「Web（Zoom）授業で開講」のいずれかの措置を
おこなう可能性があります。学習センターウェブサイトやシステム WAKABA「学内連絡」への掲
示にご注意ください。なお、このような事態が生じた場合、既にご登録済の方については、個別に
ご連絡いたします。

（不測の事態発生時の対応については、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（Zoom）授業で開講」と表示しています。）
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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：
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 ４月 23 日（土）

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 ４月 30 日（土）

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 ５月　７日（土）

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 ５月　７日（土）

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 ５月 14 日（土）

導入科目：
生活と福祉

220
（中級） 動物医学と人の関わり（注１） 三浦　直樹 ５月 21 日（土）

５月 22 日（日） 15 ５月 14 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 21 日（土）

５月 22 日（日） 24 ５月 14 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 28 日（土）

５月 29 日（日） 24 ５月 21 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　４日（土）

６月　５日（日） 24 ５月 28 日（土）

導入科目：
人間と文化

220
（中級） アメリカの小説を読む（注２） 森　孝晴 ６月　４日（土）

６月　５日（日） 10 ５月　７日（土）★

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 ６月 11 日（土）

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 ６月 11 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 25 日（土）

６月 26 日（日） 14 ６月 18 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 25 日（土）

６月 26 日（日） 24 ６月 18 日（土）

基盤科目：
外国語

110
（中級） 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 ６月 25 日（土）

（注１）　授業の実施会場は、県立奄美図書館になります。
（注２）　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。

◆追加登録を希望される方へ◆
①追加登録の申請方法等については、6 ページの「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 ～ P96 及び放送大学ウェ

ブサイトで申請前に必ずご確認ください。
③４月 16 日（土）～４月 24 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当センターの、第 1 学期面接授業の受講については、原則として鹿児島県に居住する学生に限定いたします。なお、
近距離移動圏内）に居住する方は事前にご相談ください。

★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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2022 年度第 1学期単位認定試験が
WEB試験に変わります‼

2022年度第１学期単位認定試験は「Web 受験方式」が基本です。
※「正多面体と素数 ('21)」「日本美術史の近代とその外部 ('18)」「量子化学 ('19)」のみ郵送受験方式

１試験期間
　 令和４年７月15日（金）9:00～７月26日 ( 火 )17:00

２実施方法
　 Web 受験方式
　　・自宅等から、インターネットを通じて Web 単位認定試験システムにアクセスし、

問題閲覧・解答提出を行います。
　　・1科目50分の制限時間があります（一時停止不可、1回のみ受験可能）。
　　　　
３自宅等でのWeb受験が困難な方へ（要申請）
　 インターネット環境がない、またはパソコンの操作が困難等の事情により、自宅等での

Web 受験が困難な方は申請されると、「Web 受験方式」の科目の単位認定試験を学習セン
ター等で受験できます。

　　
申請手続

　　　①申請様式　学習センター受験申請書（印刷教材等に同封）
　　　　　　　　 　 ※ 印刷教材の発送がない方の場合「学生生活の栞」等に同封
　　　②申請期間　令和4年4月1日（金）～5月23日（月）必着
　　　③申請宛先　〒261-8586千葉市美浜区若葉2-11
　　　　　　　　　放送大学学務部学生課単位認定試験係

　　　〈学習センター等で受験する場合〉
　　　・授業科目案内に記載の試験日・時限に受験する必要があります。
　　　・原則として「問題の閲覧」及び「択一式の解答」は学習センターの
　　　　パソコンを用いてご自身で行っていただきます。（記述式の解答は解答用紙で行います）

～Web単位認定試験体験会を実施中です～
　　水曜日　14:00～17:00
　　金曜日　10:00～12:00

体験を希望される方は必ず事前予約をお願いします。

※本部からの単位認定試験関連の郵送物は必ず開封してください！重要
事項が記載されています‼
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客員教員相談日について
　鹿児島学習センターでは、所長と９名の客員教員が学習相談に応じます。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 13：30 ～ 16：30 高
タカ

津
ツ

　孝
タカシ

中国文学 放送大学鹿児島学習センター所長

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。

※　放送大学の科目登録方法などの手続に関する相談は、学習センター事務室へお願いします。

　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、相談希望日、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下さい。（『学習相談票』は事務室に用意し
てあります。また、当センターウェブサイトからダウンロードすることもできます。）

新旧所長の挨拶

　6 代目所長としての 4 年間が過ぎ、
この 3 月末で定年退職いたしました。
私の放送大学との出会いは唐突であり、
就任当初しばらくは事情が全くわから
ず、学生さんたちに充分なサービスが
できずに申し訳ないことでした。その後、放送大学で学ぶ
学生さんたちに触発されて私も少しずつ学び、結果、毎日
を楽しく過ごせました。ありがとうございました。

　７代目所長として就任いたしました高
津と申します。前職は鹿児島大学法文学
部教授で中国文学を専門としておりまし
た。住吉所長の後を受け、全国津々浦々
まで大学教育を受ける機会を国が提供し、
いくつになっても大学教育を受ける機会を国が保証すると
いう放送大学の設立趣旨に基づき、引き続き放送大学で学
ぶ学生さんたちのために努力したいと考えております。

前所長：住　吉　文　夫所　長：高　津　　　孝

－お世話になりました－－よろしくお願いします－
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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
　　放送大学の在学生で、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、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17日 ( 火 ) から6月14日 ( 火 ) までの全5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 17 日 オリエンテーション、Word の基礎
2 5 月 24 日 日本語入力方法と文字列の各種操作法
3 5 月 31 日 文書作成の基本と各種操作法
4 6 月　7 日 表の作成や各種設定方法など
5 6 月 14 日 グラフィック機能の活用法
４．教室
　　放送大学鹿児島学習センター講義室
５．使用するパソコンとテキスト等の準備
　　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 Word2016

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、予習もしておい
てください。また、ファイルのダウンロードや作成したファイルの保存のため、USB メモリ（8GB
程度の安価なものでよい）を持参してください。

　　テキスト名：「よくわかる初心者のための Word 2019」、FOM 出版、価格：1,320円
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16日 ( 土 ) ～5月13日 ( 金 ) ですが、定員に達し次第締め切ります。

客員教員による「教養セミナー」の案内
　今年度は、高津所長と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、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。リモートで参加できる場合がありますので、希望される方は、
ご相談下さい。

回　数 日　時 内　容 客員教員 定　員

第１回セミナー 6 月 12 日（日）14:00 ～ 心理学の話題 大坪　治彦 30

第２回セミナー 7 月 10 日（日）14:00 ～ 中国文学の話題 高津　孝 30

第３回セミナー 9 月 11 日（日）14:00 ～ 健康科学の話題 牧迫　飛雄馬 30

第４回セミナー 1 月   8 日（日）14:00 ～ 情報数理学の話題 新森　修一 30
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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４年度第１
学期は以下の客員教員と所長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、
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。リモートで参加を希望される方は、事務室にご相談下さい。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 16 日（土）～５月１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 6 日（金）から第１回目の実施日の前日まで
受け付けます。）

（1）『唐詩選』を読む　高津�孝　先生
　深澤一幸『ビギナーズ・クラシックス　中国の古典　唐詩選』（角川ソフィア文庫、2010 年）を
テキストにして、唐詩を読んでいきます。唐詩は中国文学の精華と言えるものです。日本でも平安時
代から受容され、江戸時代には明代に編纂された『唐詩選』がベストセラーとなっています。これを
機会に唐詩の世界に親しんでください。

（3）『昭和史講義』を輪読する　茶谷�誠一　先生
　筒井清忠編『昭和史講義』（ちくま新書、2015 年）を履修生で輪読します。同書に収録された第
1 講～第 15 講のなかから、各自で興味、関心のある１講を選定、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。安価なので、できればテキストの事前準備（購入）
をお願いします。

（2）　コミュニケーションを学び楽しむ　山下�亜矢子　先生
　良好な人間関係を築くためにコミュニケーションは欠かせません。コミュニケーションの基礎的知
識、自己理解や他者理解の方法、前向きに物事を考える思考方法、コミュニケーション技術について
概説します。コミュニケーションを楽しむ方法について科学的根拠と体験に基づき考えていきます。

（4）東西冷戦後の日本経済の変遷について　石塚�孔信　先生
　東西冷戦後からの平成の 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。また、グローバル化の功罪とその世界や日本の経済への影響についても考えます。

（5）ダイバーシティ時代の集団心理　有倉�巳幸　先生
　近年、国籍や性別、年齢などの違いを受け入れ、それぞれの多様な価値観や発想を活かせる社会に
向けて、様々な施策が導入されています。しかし、そこには根強く行動を拘束する日本文化の特有の
問題が横たわっていることも事実です。今回はこの問題に目を向け、日本における対人行動や集団心
理について概説します。

◎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 高津　　孝 5/11（水）、5/18（水）、5/25（水）、6/1（水）、6/8（水）、6/15（水）
木 14:00 ～ 15:30 山下　亜矢子 5/12（木）、5/19（木）、5/26（木）、6/2（木）、6/9（木）、6/16（木）
金 10:30 ～ 12:00 茶谷　誠一 5/13（金）、5/20（金）、5/27（金）、6/3（金）、6/10（金）、6/17（金）
土 14:00 ～ 15:30 石塚　孔信 5/14（土）、5/21（土）、5/28（土）、6/4（土）、6/11（土）、6/18（土）
日 10:30 ～ 12:00 有倉　巳幸 5/15（日）、5/22（日）、5/29（日）、6/5（日）、6/12（日）、6/19（日）
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　２月27日（日）に卒業研究・修士論文発表会をハイブリッド形式で開催しました。

　今回の発表者は、２021年度に履修し発表を希望された４名の方々です。初めてのハイブリッド
形式にもかかわらずオンラインにて27名、対面にて8名の在学生が参加聴講されました。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の中
で、パワーポイントにてご自身の研究成果を発表されま
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４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す。
　（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
文発表で優秀な発表をされた方になります。）

　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『学修成果（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。
　※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。

【卒業研究ガイダンス】
日　　時：令和４年６月5日（日）　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：苑　復傑　教授（心理と教育コース）（予定）
専門分野：教育社会学、高等教育論、比較教育、遠隔高等教育
担当科目：情報化社会におけるメディア教育（放送授業）
　　　　　　　　　　教育のための ICT 活用（放送授業）

卒業研究 ･修士論文発表会を開催しました

卒業研究ガイダンス開催のお知らせ

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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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３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

アメリカ文化研究会 毎週金曜日 14 時～ 17 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。

５月の公開講座の開催について

日　時 場　所 テーマ 定　員

5 月 22 日（日）
13:00 ～ 14:30

県立奄美図書館
（第１研修室）

テーマ／動物の病気と人の関わり
講　師／三浦　直樹　鹿児島大学学術研究院獣医学系教授 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ウェブサイトまたはチラシをご覧ください。
※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。

夏季集中型科目「学校図書館司書教諭講習」の履修生募集

　2022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（金）～

科目登録期間 ５月１日（日）～５月31日（火）

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（水）～８月４日（木）

『教員免許更新講習』の講習生募集について

　2022年（令和４年）度の教員免許講習の実施につきましては、文部科学省より公表のあった、2022年
度中に改正法令が施行された場合に講習の受講や免許の手続きが必要なくなる可能性を踏まえ、放送大学で
は夏季・冬季ともに実施の予定はありません。
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　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・博士全科生：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：87ページ、大学院：81ページ）をご覧ください。

住所変更について

キャンパスメールをご確認ください
　学生全員にメールアドレスが付与されています。放送大学や学習センターからのお知らせを随時送
付しております。定期的にご確認いただくとともに、メールの利用について確認をお願いいたします。
　なお、キャンパスメールアドレスは学生から本学への連絡手段とし
てもご利用いただけます。
※キャンパスメールに届いたメールを、普段ご利用の携帯メールアド
レスなど自動転送する設定方法については、システム WAKABA「キャ
ンパスライフ→附属施設・情報システム」にてご案内しております。

ミニゼミを受講して知識を増やしませんか！

　毎学期、客員教員によるミニゼミを開催しております。参加受講学生からは、充実したゼミに喜び
の感想をいただいております。

ミニゼミに参加した学生の感想

※ミニゼミの詳細については、11 ページをご覧ください。

所　　　　　長　　高　津　　　孝
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　　德　永　ますみ

（県立奄美図書館４階）  

職　員　紹　介

キャンパスメール（Gmail）はシステム WAKABA
トップページよりご確認いただけます。

・初めて参加したが、非常に興味深く新しい知識を得てワクワクした。
・質問や意見に対して丁寧に対応いただいて有難かった。
・全日程に参加できることに越したことはないが、可能な日だけ受け入れてくださり有難い。
・実施回数の度に知識が深まり楽しい学習の場となった。
・レポート担当もあり緊張もあったが、さらに関心も深まった。
・講師や受講生同士との意見交換を通じて、多くの学びを得ることができた。
・少人数だったので発言しやすい雰囲気は、ミニゼミならではだと感じた。
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　令和４年度４月入学生の方、既に在学中の全科履修生・修士全科生・博士全科生で学生証の有効期限が切
れた方は、以下の方法により、交付を受けてください。
　なお、当学習センターの利用時及び単位認定試験では、学生証が必要ですので、入学生および有効期限の
切れた学生証をお持ちの方は、早めに手続きをしてください。（大学本部からは送付されません。）

鹿児島学習センター窓口で受取を希望の方
　「入学許可証」または「有効期限の切れた学生証」をお持ちください。

郵送での受取を希望する方
　以下の書類を同封して、鹿児島学習センターへ送付してください。

①郵送による学生証交付願（下記の用紙を切り取り、必要事項を記入してください）
②新規・継続入学生は、「入学許可書」及び「運転免許証等顔写真の入った証明書」のコピー
③在学生は、有効期限切れの学生証
④返信用封筒長形３号（宛名明記、特定記録郵便244円分の切手貼付）

　≪宛先≫
　〒 892-8790
　鹿児島市山下町 14-50（かごしま県民交流センター内）
　放送大学鹿児島学習センター　宛

※顔写真が未登録の学生は学生証を発行することができませんので、「学生生活の栞」巻末の「写真票」〔教
養学部→様式 11、大学院→様式 10〕で本部学生課出願登録係（修士全科生・博士全科生は、本部教務
課大学院研究指導係）に提出していただくか、システム WAKABA の「学生カルテ」から写真の登録を
お願いいたします。

郵送による学生証交付願

 年　　月　　日

　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　教養学部 ・ 大学院　　　学生番号： 　　　　　　　　　　　　　　

※上記、②、③、④の同封を忘れずに！！

自分の学生証の有効期限を確認しましょう。

学生証の交付・更新について

キリトリ
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＊面接授業＊
 16日（土）・　　17日（日）  「韓国語の学び方」
　　　　　　　　　　　       「教育心理学基礎実験」
 23日（土）・　　24日（日）  「薩摩焼の考古学」
30日（土）・５月 １日（日）「e ラーニングコース制作演習」

＊面接授業＊
 ７日（土）・   ８日（日）「鹿児島湾洋上実習」（船内宿泊授業）
　　　　　　　　　　　「社会心理学入門」
14日（土）・15日（日）「日本国憲法～現代憲法の諸課題～」
　　　　　　　　　　　「心理学実験１」
21日（土）・22日（日） 「実用英語検定チャレンジ基礎講座」
　　　　　　　　　　　「動物医学と人の関わり」（奄美会場）
　　　　　　　　　　　「先史・原史時代の奄美・沖縄諸島」
28日（土）・29日（日）「コミュニティ援助論」

＊面接授業＊
 ４日（土）・  ５日（日） 「アメリカの小説を読む」（遠隔授業）
18日（土）・19日（日） 「絵の見方・描き方」
　　　　　　　　　　　「老年期の健康科学」
25日（土）・26日（日）「新・初歩からのパソコン」
                                  「熱帯・亜熱帯の農業と作物」

【４月の予定】
 16日　面接授業空席発表
 21日　面接授業追加登録受付開始
 28日　入学者の集い
 29日　閉所日（国民の休日）

【５月の予定】
  １日　令和４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（～5/31本部必着）
  ３日～５日　閉所日（祝日）
  ９日　通信指導（Web）受付開始（～5/31）

【６月の予定】
  ５日　卒業研究ガイダンス
 10日　令和４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（9/1～9/13）

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。

土 
2

 9
16
23

日 

3
10

月 

4
11
18

火 

5
12
19

水 

6
13
20

木 

7
14
21

金 

8
1

15
22

24

4  April

17
25 26 27 28 29 30

土 

 9
16 17

日 
1

月 
2

11

火 
3

12

水 

13

木 
4 5 6 7

14

金 

8
15

23 24 25 26 2722
29 30 31

5  May

10
18 19 20 21

28

閉所日 面接授業

土 

11
18
25

日 

5
12

月 

6
13
20 21

火 

7
14

28

水 

8
15
22

木 

9
16
23

29 30

金 

10
1 2 3 4

17
24

6  June

19
2726


