
通巻� 号�センターだより�

平成30年7月発行�
101

The Open University of Japan

　広島から高知にやってきて5年目。方言研究者として生活者として、毎日�

高知方言（土佐弁）のシャワーを浴びて暮らしています。�

　高知の方言と言えば、動作の進行と結果を区別できる「ゆう」 と 「ちゅう」。�

雨が今まさに降っている最中は「降りゆう」で、雨は上がり、地面が濡れて�

水たまりができている時には「降っちゅう」になるという、全国的にも有名�

な区別です。「のうがわるい(具合が悪い）」「おまん(おまえ）」「ちゃが�

まる（こわれる）」、「～き（～から）」なども高知らしい方言です。そうそう、ビールの広告の「た

っすいがはいかん」の「たすい」「が」なども高知らしい方言で、大学で方言を学んだときに教科書で

見たこれらの語が、今も生き生きと使われていることに軽い感動を覚えています。高知には新しい方言

もあり、自転車を思い切り漕ぐという意味の「もりこぎ」は、その一つでしょう。�

　ところで、方言であると気づきにくい方言もあります。発音上の特徴や、共通語と同じ語でありなが

ら使い方が違う語などです。例えば、高知では母音の連続をはっきり発音する傾向があります。「計算」

は「けーさん」ではなく「けいさん」、「生徒」は「せーと」ではなく「せいと」。単語では、例えば

「積む」。荷物だけでなく、人も「積んでってやるが」。共通語では物は「積む」、人は「乗せる」で

すから、初めて聞くと違和感があります。お金をおろすという意味での「お金を引く」も高知方言らし

い使い方ですし、深い眠りを表現するとき以外の「ぐっすり」も高知方言に特徴的です。�

　今、気になっているのは「ひょっと」。共通語では「ひょっと」の後には、もっぱら「する」が付き

ますから、「ひょっと先生、ここへ判（はん）ついちょってください」「ひょっと聞いてみたいがやけ

ど」などの「ひょっと」は、高知独特なのではないかと「ひょっと気になって」います（使い方は正し

いでしょうか？）。少し古い時代の用法が残っている例の一つではありますが、高知では他の地域より

も盛んに使われているように思います。�

　こういった方言は、例えば災害時の医療現場などで、外来の医師や看護師とのコミュニケーションで

誤解を生じさせたり、意味が理解できなかったり、といったことにつながりやすい方言の一つです。も

ちろん、方言らしい方言も問題にはなるのですが、土地の人が方言だと思わず使ってしまう「気づかな

い方言」や、共通語と同じ形であっても使い方が異なる語は、外来者にとって注意の必要な語です。東

日本大震災では、被災者の話す方言が、支援に入った医療従事者に通じにくいという事例が報告されて

います。南海トラフ地震に備え、外来の医療従事者に対して使いやすい方言集を準備することも必要で、

こういった「医療と方言」研究を10年ほど続けてきました。�

　日々の高知方言のシャワーを楽しく浴びながら、これからも高知方言を見ていきたいと思っています。�

高知学習センター�
岩城　裕之 客員准教授�

土佐弁のシャワー　�

＊＊客員教員リレーエッセイ＊＊�

101号を迎える今回より、客員教員によるリレーエッセイを掲載します。�

ちっくと学んでみんかえ、�
まっこと身になるちや！！�
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第1学期　単位認定試験日程　�
大学院　7月27日（金）～7月28日（土）�
学　部　7月29日（日）～8月  5日（日）�

※8月3日（金）は臨時閉所日�
※試験日が例年より大幅に遅れています。ご自分の試験日を受験票で必ず確認してください。�

単位認定試験のスケジュール・・・・・試験日まで�

＜本部からの送付物を確認＞�
◆通信指導添削結果�

科目Ａ�

科目B

科目C

7月中旬までに一科目�
ごとに送付されます。�

◆単位認定試験通知�
　　（受験票）�

・試験科目名�
・試験日時�
・試験室�
などが記載�

記載内容を�
チェック�

試験日の約1週間前までに�
届くよう送付されます。�

通信指導添削結果より先に�
受験票が届くことがあります。�注意�

※受験票が届いていない場合や誤って紛失�
　してしまった場合など　�

放送大学本部（043－276－5111）へ連絡�

＜学生証を確認＞�

期限切れの学生証をお持ちの方、新入生の方でまだ学生証をお持ちでない方は、早めに事務室�
にて学生証の発行手続きを済ませてください。�
また、学生証にQRコードを貼付していない方は図書・視聴学習室で手続きをお願いします。�

単位認定試験のスケジュール・・・・・試験当日�

※試験室を必ず受験票で確認して入室してください。�

  （同じ科目でも教室が分かれている場合があります）�

※座席は科目ごとに指定していますので 試験室入口の座席表に従って着席 してください。�

※新規登録科目と再試験科目が重なっている場合は、選択した科目の座席に着席してください。�

※7/28（土）・ 29（日）・ 8/4（土）8/5（日）はメディアの森正面玄関は9時開錠です。�

　9時までは正面玄関を右手に回った、放送大学南入口をご利用ください。�

＜試験日に持参するもの＞�

① 単位認定試験通知（受験票）　　　② 学生証�

③ 持込み許可物品　　　　　　　　　④ 筆記用具(HBの黒鉛筆)

持込み許可物品とは？�

持込み許可物品は、受験票に同封の「単位認定試験に際しての注意事項」に記載されて�
います。その他、システムWAKABA「キャンパスライフ→学内連絡」や学習センター�
掲示板でも確認できます。�
※「印刷教材」には、通信指導問題・添削結果も含みます。�
　「ノート」には、紙媒体のものであればパソコン等から出力したものも含みます。�

択一式：7/8(日)、記述式：7/19(木)�
までに通信指導添削結果が届かない時�

7/20(金)までに受験票が届かない時�

単位認定試験について�
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試験期間中の注意�
�

単位認定試験のスケジュール・・・・・試験終了後�

＜試験成績の確認＞�

8月下旬に「成績通知書」を送付します。�
また、システムWAKABAの「教務情報→履修成績照会」でも確認できます。�
�

再試験制度について�

次の場合、次学期に限り、再試験を受けることができます。�
�
① 登録科目の試験を初めて受け、不合格だった場合。�
② 登録科目の添削指導問題を提出しなかった方で、次学期に添削問題を提出し、結果が合格の場合。�
③ 登録科目の初めての試験を欠席した場合。�
�
【科目登録・出願手続きについて】�
  ● 次学期に学籍がある方・・・・・・・再試験科目をあらためて科目登録する必要はありません。�
  ● 次学期に学籍がない方・・・・・・・再試験科目をあらためて科目登録する必要はありませんが、�
                                                         出願手続きが必要です。�
                                                         （入学料と他に新たな受講科目がある場合は授業料を納入）�

試験問題・解答の公表について�

※試験問題を持ち帰ることができません。�

試験問題の公表�

解答の公表�

（1）全ての科目の試験問題をシステムWAKABA「学内リンク」に掲載、また学習センター�
　　  でも公開します。�

（1）主任講師の了承があった科目のみ公表し、解答を公表しない科目については、解答の�
        ポイント等（公表しない理由となる場合もあります）を公表します。�
（2）システムWAKABA「学内リンク」に掲載、また学習センターでも公開します。�
�
　　　※2018年度第1学期の試験問題・解答等の公表期間は、受験票に同封の�
          「単位認定試験に際しての注意事項」にてご確認ください。�

利用が認められます� 利用が認められません�
○自宅パソコンで閲覧・印刷�
○学習センターパソコンで閲覧・USBメモリー等�
　にデータ保存�
○学習センター備え付けの試験問題をデジカメで�
　撮影�

×学習センターパソコンで印刷�

×学習センター備え付けの試験問題をコピー�

7/27（金）～8/5（日）は、試験室以外の教室を自習室として開放しますので、利用して�
ください。教室は1階 階段横の掲示等で確認してください。�

自習室について�

試験当日は窓口が混み合ってお待たせする場合もありますので、ご用の方は時間に余裕を持�
ってお越しください。�

窓口について�
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平成30年度第2学期（次学期）の�
科目登録および継続入学を忘れずに！�
平成30年度第2学期（次学期）の�
科目登録および継続入学を忘れずに！�

☆7月中旬頃送られてくる「科目登録申請要項」「面接授業時間割表・開設科目一覧表」で�
　申請してください。�次

学
期
に
学
籍
の�

あ
る
方�

今
学
期
で
学
籍
が
切
れ
る
方�

卒
業
見
込
み
の
方�

申請方法� 申請期間�

郵送�

システムＷＡＫＡＢＡ�

8月15日～8月30日　私書箱必着�

8月15日9時～8月31日24時�

�

☆継続入学用の書類が送られてきますので、郵送またはシステムＷＡＫＡＢＡから登録を！�

出願期間� 印刷教材の送付�
面接授業の登録�
  （学期当初）�

学　　費�
納入期限�

第
１
回�

第
2
回�

6月15日～�
8月31日�

9月  1日～　�
9月20日�

9月14日までに�
学費を納入した�
場合に限り、�
学期開始�
（10月1日）�
までに到着。�

9月14日までに�
学費を納入した�
場合に限り、�
学期開始�
（10月1日）�
までに視聴可能。�

インターネット�
による授業視聴�

10月5日�

※いずれもシステムＷＡＫＡＢＡからも届出可能�

☆所属学習センター変更☆�

8月10日【郵送の場合必着】�

☆休学届・復学届・退学届�

9月30日【郵送の場合必着】�

　皆さんの周りに放送大学、生涯学習、�

資格取得に興味のある方はいませんか？�

只今10月入学生を募集しています。�

ご友人、ご家族にぜひ放送大学をご紹介�

ください。�

　科目登録について不明な点や疑問点はありませんか？�
　卒業に必要な単位や、資格取得（認定心理士、幼稚園教諭免許状、学芸員など）の要件単
位について、どの科目を履修すればよいのか分からないなどの質問がありましたら、窓口ま
でご相談ください。また、「どのように学習すれば単位がとれるのか」、「新カリキュラム
移行について知りたい」などの疑問点についても対応いたします。所長、客員教員も学習上
の諸々の相談に応じています。相談を希望される方には、事前に希望日時を事務室（088－
843－4864）まで、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。�

8月15日9時～31日24時�
の間にシステムＷＡＫＡＢＡ�
から出願の場合登録可。�

登録できません。�
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　4月8日（日）高知学習センター所長　吉倉紳一先生

による公開講演会を開催し、54名の方に参加していた

だきました。日本南極地域観測隊として参加経験をもと

に、南極についてクイズを交えながら楽しく学びました。�

　6月2日（土）高知学習センター・高知同窓会共催

事業「調査旅行～嶺北の旅～」を開催し、放送大学生・

同窓会員・一般の方など34名が参加しました。�

　当日は天気にも恵まれ、本山町の大原富枝文学館

や早明浦ダムなどを見学し、郷土の地形や歴史、文

化について学びました。参加者の方から寄せられた

寄稿文をご紹介します。�

　みずいろの川面を仰ぎみるような空間のなかに、みどり深き山々が幾重にも囲い、眼にみえない生

きる重荷が住民をつつみこみ、過ぎ去った人間の生きる雄叫びをまきこみ、みどり深く流れる吉野川

沿に嶺北の街本山が静かに生きようとしていた。�

　川の流れのように貧しい住民から大きな街へと流れていき、山野は荒れ、貧しい廃屋が点在し、未

来ということばを忘れてしまったような街が、それでも生きようと、生きる象徴として大原富枝文学

館を簡易裁判所跡へつくりあげた。文学と法学は互いにことばを大切にする学問である。�

　大原富枝の生きようとするいのちの叫びが、生きるいのちの流れとなってあふれ、フェルトセンス

のなかに「ひと夏にいのちをかける蝉のこえ」という、ことばがうかびあがり、みどりにけむるいの

ちの流れに涙がひかった。�

南極を知るための7章 �
― これであなたも南極博士 ―�

嶺北の旅�

「嶺北紀行」 　　　　   石元　博彦�

 調査旅行のバスの中では、参加者の皆さまに俳句を詠んでいただきましたので作品をご紹介いたします。�
�

・ほととぎす赴任地四十五年ぶり（関家教道さん）　・ドラの鳴り姫流太鼓に汗が飛ぶ（金集　昇さん）�

・万緑や姫流太鼓に天地揺る　　（森　典子さん）　・本山に和太鼓聞けり五月晴　　（松本富紀枝さん）�

・嶺越えて響く和太鼓五月晴　　（岡崎国昭さん）　・和太鼓のバチの乱舞や若葉風　（平井静江さん）�

・青空に飛び立ちそうな夏帽子　（川上由美子さん） ・幽閉といふ歳月や蛍籠　　　　（小松禮子さん）�

・夏の湖「四国の命」湛へをり　（上田良子さん）　・新緑の早明浦ダムを風渡る　　（矢野元朗さん）�

・鎮魂に湖面波立つ青葉風　　　（福本明美さん）　・梅雨の間に学び深めるバスの旅（山　正浩さん）�
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毎年恒例の研修旅行の季節がやってきました。�
歴史と文化にふれ、知識と教養を深めるとともに、学生間および教職員との相互の交流を図るこ
とを目的としています。はじめての方もお気軽にご参加ください！�
　�
■日　　時：2018年10月13日（土）　高知大学朝倉キャンパス　7時20分集合�
■行 き 先：岡山　～倉敷美観地区（大原美術館等）・ 吹屋街並散策～�
■定　　員：40名（先着順）�
■申込方法：参加費を添えて、事務室窓口までお申込みください。�
　　　　　　電話の場合は、10月6日（土）までに参加費をお支払いください。�
■申込期間：9月1日（土）～10月6日（土）�
■参 加 費：6,000円程度（バス代、昼食代を含む）�
※参加費は9月上旬ころ決定いたします。�
�
【旅　程】�
  7：30　　　　   　高知大学朝倉キャンパス出発�
11：10～11：50　ラ・フォーレ吹屋（昼食）�
12：00～13：40　吹屋街並散策／広兼邸�
15：30～17：00　倉敷美観地区／大原美術館等�
19：30　　　　　   帰着予定�
　※時間・内容等は多少変更になる可能性があります。�
　※参加費等詳細は後日、センター内掲示・HPにてお知らせします。�

事務室からのお知らせ�

　今年も芸術文化祭を開催します。美術展覧会やワークショップなど�
様々な企画をご用意しております。一般のお客様にも参加していただ�
けますので、ご家族やご友人の皆さまをお誘い合わせの上、ぜひお越�
しください。芸術文化祭を通して学生の皆さまが交流し、充実したキャンパスライフを過ごして
いただけることを職員一同願っております。�

日時：11月4日（日）10：00～17：00　　11月5日（月）10：00～16：00�

＜催しもの＞　美術展覧会　ワークショップ　サークル催し　バザー等�

美術展覧会作品の出品について（出品料無料）�
美術展覧会へ作品を出品してみませんか？洋画・日本画・書道・写真など様々な�
作品を受付けております。ご希望の方は、同封の「出品申込書」へご記入の上、�
高知学習センターまでご提出ください。皆さまの大作をお待ちしております。�

バザー商品提供のお願い�
贈答品・日用品・雑貨・DVD等、身の回りで眠っている�
ものはありませんか？どんなものでもかまいません。�
高知学習センターまでお持ちください。�

 同日、高知大学文化祭�
「黒潮祭」も開催予定！！�
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図書・視聴学習室からのお知らせ�

閉講科目印刷教材・雑誌無料配布�

★10月1日から28年度閉講科目（全科目）と�

　配架終了雑誌を下記のとおり配布します。�

★譲渡方法�

　①学生控室で配布。先着順で予約・取置は不可。�

　②図書受付で名前を記入してからの譲渡。�

単位認定試験中の利用�

★試験期間中の利用時間は、�

　9：00～19：00�

★試験期間中は、講義室兼実習室のパソコンは�

　使用できません。図書・視聴学習室のパソコン�

　をご利用ください。�

利用のルール�

★かばんはロッカーへ�
　持込み可能なもの（勉強に必要なもの・貴重品）は備え付の透明袋へ入れてから�
　入室してください。�
★学生証は受付に預けてください。�
★携帯電話は電源を切るか、マナーモードに。�
★飲食禁止（但し、蓋付きの飲み物の持込は可）�
★図書・放送教材の室内視聴は必ず受付を通して下さい。�

29年度からの試験問題も置いています。図書・視聴学習室を積極的に
使って、試験を頑張ってください！�

今回より、学生サークル「シネマ鑑賞会」のおすすめ映画（DVD）を紹介してもらいます。�

　　　　　　　　◎「シネマサークルのお薦め　ＤＶＤ作品」◎�
�
「シャイン」スコット・ヒックス監督（1996年公開オーストラリア映画）��
【あらすじ】メルボルンに生まれたディビットは、厳格な父のもと、ピアニストになる
べく英才教育を受ける。天才少年と呼ばれ、イギリスの王立音楽院への留学話が持ち上
がるが父親に反対され、家を飛び出してロンドンへ。ロンドンでのピアノのコンクール
で難関のピアノ協奏曲に挑戦し、見事に弾き終えるが、その後精神に異常をきたし始め
る・・・。実在のピアニストをモデルにした感動の実話。主演のジェフリー・ラッシュ
は第69回アカデミー賞主演男優賞を受賞。芸術文化祭2013で上映しました。�
�
【サークルからひと言】厳格な父親のトラウマを抱えてピアノに没頭するあまりに精神
を病んでしまったピアニスト、ヘルフゴッドの実話を基に制作された伝記映画です。�
演奏はヘルフゴッド自身が行なっており、手のみのシーンは本人のものです。�
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：大学院単位認定試験�

：教養学部単位認定試験�

7月�

8月�

9月�
9/15・16　　 臨時閉所日�
9/20              第2学期学生募集締切（第2回）�
9/22　　　　  臨時閉所日�
9/23　　　　  閉所日（秋分の日）�
9/28・29       夏季集中型（看護）単位認定試験�
9/30              学位記授与式�

8/3  　　　 　 臨時閉所日�
8/9・10　　   臨時閉所日�
8/11　　　　  閉所日（山の日）�
8/12　　　　  臨時閉所日�
8/13              夏季集中型科目通信指導提出期限（必着）�
8/15              第2学期科目登録申請開始�
8/15～31       平成30年度修士全科生募集・出願期間�
8/25・26       教員免許更新講習修了認定試験�
8月下旬           単位認定試験成績通知送付�
8/30              第2学期科目登録申請締切(郵送必着)�
8/31              第2学期科目登録申請締切（web申請）�
                      第2学期学生募集締切（第1回）�

★利用時間�

　（通常期間）�

　火～金　10：00～18：30�

　土～日     9：30～18：00�

　（単位認定試験期間）�

　火～日　  9：00～19：00�

★閉所日�

　月・祝日、年末年始�

　（12/29～1/3）�

★利用時間�

　月～金　9：30～16：30�

　（12：00～13：00除く）�

★閉所日�

　土・日・祝日、年末年始�

　（12/29～1/3）�

�

幡多視聴室�高知学習センター�

＝閉所日�

＝面接授業�

《臨時閉所のお知らせ》��

8/3は試験中閉所日のため終日閉所といたします。�

下記の日程は入居建物休館のため終日閉所といたします。�
8/9・10・12　9/15・16・22

6月末頃 　　　  通信指導添削結果送付�
　　　　　　　  単位認定試験通知（受験票）送付�
7/22～8/5      夏季集中型科目　放送授業期間�
7/27・28       第1学期単位認定試験（大学院）�
7/29～8/5      第1学期単位認定試験（教養学部）�
�
○面接授業○　�
7/14・15　  「成人の健康と看護の役割」�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

7

8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6

14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

30

24 25 26 27 28 29

7月�

8月�

9月�

「くじら」へのご意見・記事掲載希望は、�

事務室までご連絡ください。�
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