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ちっくと学んでみんかえ､
まっこと身になるちや!!

田内千鶴子さんを知っていますか？

＊＊客員教員リレーエッセイ＊＊

みなさんは、田内千鶴子さんという女性をご存知でしょうか。田内千鶴子
さんは1912年（大正元年）に高知市若松町で生まれました。朝鮮総督府に
勤める父親と共に韓国全羅南道木浦（もっぽ）に渡ったのが7歳の時。木浦
高等女学校を卒業後、教会で奉仕活動をしたり、女学校の教師を勤めたりし
たあと、恩師の紹介で共生園という名の孤児院で働くようになります。そこ
で、“乞食大将”と呼ばれた尹致浩と出会い、周囲の反対を押し切って二人は
結婚しました。1945年に太平洋戦争が終わり、韓国は長い日本の支配から
解放され、反日感情が高まります。千鶴子は自分の子どもたちの手を引いて

一度は高知へ戻りますが、夫や共生園の子どもたちへの思いを断ち切ることができず、母一人を高知に
残して、まだ国交回復していなかった韓国木浦へ再び戻ります。1950年に始まる朝鮮戦争の中、夫は
行方不明になりますが、その後も共生園を守り続け、戦中、戦後を通じて、韓国孤児の母（オモニ）と
して3000人を育て上げました。貧しさの中で、母の形見のオルガンも売り払い、韓国語を話し、チマ
チョゴリを来て、孤児たちの母親として一生をささげました。1963年に、韓国政府は千鶴子の長年の
功績をたたえ、日本人としては初めての大韓民国文化勲章国民章を贈りました。しかし、波乱万丈の運
命の中で生き続けた千鶴子は、1968年の誕生日、10月31日に56歳で病気のため亡くなりました。
1994年、田内千鶴子の生涯を日韓合作で映画化する話が持ち上がり、高知市民による『映画を成功
させる会』が発足、多額の募金が集まります。翌年、「愛の黙示録」が完成
し、大きな話題になりました。さらに、記念碑建立の募金活動も始まり、大
きな花崗岩が木浦から運ばれました。木浦の方角を向いた記念碑の足元には
孤児3000人にちなんで3000個の小石が敷き詰められています。千鶴子さ
んの生誕地の近く、景勝地五台山を望む場所に、1997年に建立されまし
た。毎年、命日であり誕生日である10月31日には、多くの市民が記念碑を
訪れ、田内千鶴子を偲ぶ会がひらかれています。



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＞

放送大学本部
（043－276－5111）へ連絡

単位認定試験の受験にあたって（詳細は、本部郵送の「受験方法」を参照）

単位認定試験について
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これまでご案内しておりました通り、
2020年度第１学期単位認定試験は、自宅受験に変更となりました。
学習センター会場では実施しません。
大学本部からの送付物を熟読の上、 各自、期間内に受験し、 〆切までに余裕を持って答案を提出しましょう！

科目Ａ
科目Ｂ
科目Ｃ

受験
方法

ID
パスワード

答案用紙
答案用紙
答案用紙 返信用

封筒
・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

7月中旬までに
一科目ごとに送付

発送：7月1日～1週間程度
マークシートは履修科目より多い
枚数、記述式は履修科目に合わせ
た枚数が届きます。「受験方法」、
「問題閲覧用I D ・ パスワード」も
ご案内あり。

発送：６月30日～　順次
受験する試験科目の確認を
お願いします。試験日時は、
システムの都合上、シラバス
の日時のままですが、下記の
試験日程内に受験・答案提
出して下さい。

7/9（木）までに
受験票、答案用紙等が届いていない
場合や誤って紛失した場合

択一式：7月  8日（水）、
記述式：7月16日（木）までに
通信指導の添削結果が届かない
場合

◆通信指導添削結果 ◆答案用紙、返送用封筒等一式 ◆単位認定試験通知
　（受験票）

注意 添削結果より先に、答案用紙等や受験票が到着することがあります

①「2020年度第１学期単位認定試験 試験問題公開ページ」で、試験問題を閲覧し、解答用紙へ記入。
   ※試験問題は印刷OKですが、複製・転載は禁止いたします。また、学習センターでは印刷できません。

第1学期　単位認定試験日程　
7月１4日（火）10：00～7月21日（火）23：59（問題公開期間）
※7月2０日（月）は学習センター閉所日です。ご注意ください。

２０２０年度第１学期単位認定試験 試験問題公開ページ

https://www.ouj.ac.jp/shiken/　
※このページは閲覧用の専用ＩＤ・パスワードが必要となります。
　システムWAKABAログイン時とは異なるＩＤ・パスワードで、
　7/1（水）から順次発送されている解答用紙一式に同封されている文書に記載されています。
　ご確認の上、単位認定試験の受験の際まで大切に保管してください。

②　①の答案用紙を、送付物に同封されている返信用封筒で、大学本部へ郵送する

答案用紙提出〆切　
7月21日（火）　当日消印有効

答案用紙の郵送前に確認を！
・封筒裏面のチェック項目を確認し、全てにチェックを！
・学生番号、氏名、科目名（カッコ内の年号も忘れず記載）、
　科目コードの記載漏れ、マーク忘れはありませんか？



試験問題のウェブ閲覧ができない場合（詳細は、本部郵送の「受験方法」を参照）

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）
試験期間中の注意
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全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、 各自、 試験問題の印刷をお願いします。

　科目ごとに「ユーザー番号」もしくは「予約番号」が、受験者向けに通知される予定ですので、マルチコピー
機の「ネットワークプリント」または「ネットプリント」サービス画面で番号を入力の上、印刷してください。

A. ネットワークプリント
   （全国のファミリーマート、ローソン）

B. ネットプリント
   （全国のセブンイレブン）

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。

(1) コピー機のタッチパネルメニューから
　  「ネットワークプリント」を選択する。
(2) ユーザー番号 ********** を　  入力して、「次へ」を押す。
(3) 印刷するファイルを選択し、「次へ」を押す。
(4) プリント設定「白黒」を選択し、料金を入れ
　  「プリント開始」を押す。
(5) 「お知らせ」が印刷されたら OK。

(1) コピー機のタッチパネルメニューから
　  「ネットプリント」を選択する。
(2) 予約番号 ********** を入力して、     「確認」を押す。
(3) 注意事項が表示されるので、「同意する」を押す。
(4) 印刷するファイルの１ページ目が表示される
　  ので、確認し「これで決定」を押す。
(5) 料金を入れ「プリントスタート」を押す。
(6) 「お知らせ」が印刷されたら OK。

試験期間中の自習室の開放はしません
今学期は、自宅受験となるため、なるべくご自宅で学習いただくようご協力お願いいたします。
　　
学生証について
今回の試験は、自宅受験のため、学生証は必携ではありません。
試験以外で学生証がご入用の方は、センターの開所日を確認し、入学許可書または期限切れ
学生証を持って事務室窓口にお越し下さい。



令和2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！
令和2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10日～
8月31日

9月  1日～　
9月15日

原則として学期
開始（10月1日）
までに到着。

9月14日以降に
学費を納入した
場合、到着が学
期開始以降。

原則として学期
開始（10月1日）
までに開始可能。

9月14日以降に
学費を納入した
場合、視聴開始
が学期開始以降。

インターネット
による授業視聴

9月14日
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、登録可能。

登録できません。 10月6日
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※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。
（出願期間：6/10～9/15）

　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。

（令和2年度 第2学期から変更する場合）



事務室からのお知らせ①
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　　  高知学習センターは、７月７日から開所再開しました
　
　利用可能時間　10：00～17：00　（当面の間、利用時間を短縮）
　・事務室窓口で「施設利用申請書」を記入
　・図書・視聴学習室のみ利用の場合も、必ず事務室にお立ち寄りください　　
　一部、利用制限があります
　詳しくは、別紙の通知をご覧いただき、来所の際はご協力をお願いいたします

＝新型コロナウィルス感染拡大防止のために
　　　　　　　下記の項目をお守りください＝
　
①  発熱・体調不良の方は、入所禁止
②  マスク着装
③  手指の消毒
④  人との距離を保つ
⑤  不要な会話をしない
⑥  自分の使用した機器や備品の消毒をして退出
 （DVD視聴機、ヘッドフォン、机・イスなど）

図書・視聴学習室からのお知らせ

利用のルール
★かばんはロッカーへ
★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）
★放送教材の室内視聴は必ず受付を通して下さい。

7月7日から、上記に新たな利用ルールが追加になります。
詳しくは、別紙のチラシをご確認の上、ご利用下さい。
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　毎年10月に開催している研修旅行ですが、現在、感染症拡大の状況等を考慮しながら、催行する
かどうかを協議中です。

第31回学生研修旅行

　2020年3月に開催予定であった𠮷倉前所長の最終講義につきましては、延期のお知らせをしてい
るところです。
　現時点では、最終講義に代え、「公開講演会」に講師としてお招きし、ご専門分野についてお話
いただくよう調整中ですので、もうしばらく続報をお待ちいただければ幸いです。
　開催日時や場所、講演テーマなど、具体的に決まりましたら、ホームページやメールマガジンな
どでお知らせいたします。

　○ 開催時期…2020年秋以降
　○ 開催場所…高知市内　で調整中

学習センターホームページ 関連リンク集 追加のお知らせ

芸術文化祭２０２０
　毎年11月初旬頃に開催している芸術文化祭は、高知大学 黒潮祭に日程を合わせて開催しており、
現時点で黒潮祭の開催が未定のため、今月号では関連のご案内を見合わせました。
　開催する場合は、「美術展覧会の作品募集」と「バザー出品依頼」について、別途お知らせします。

　各イベントは、中止の場合もございます。実施可否が正式決定しましたら、改めて、在学生全員に
郵送・メールマガジン配信によりお知らせいたします。

【お知らせ】𠮷倉前所長の最終講義に代えて

○高知県の情報

・高知イーブックス
 （高知県内の電子書籍ポータルサイト、
　学習センターの刊行物を掲載）
・まなViva Search
 （高知県内の生涯学習ポータルサイト、
　講演会やセミナー情報を掲載）

○学習センター関連サイト

・放送大学高知学友同窓会

ぜひ活用してみてください！

事務室からのお知らせ②



夢は叶えられる　　　　　　                                  （心理と教育コース）明神　真里　
　放送大学を始めたきっかけは、学生の頃が叶わなかった大学院への憧れからでした。
三年時に編入したものの、四人の子育てに仕事と何足ものわらじを履いての学びは、ちっとも進まんし、幡多
から通うには土日の昼間に単位認定試験のある科目限定でした。「これじゃあちっともはかどらん。」と時には
上の子の遠征の合間に下の子を車で待たせもって試験を受けたこともありました。
　なぜ学びを続けられたのかと自分でも不思議に思えますが、やはり学ぶ楽しさや達成感を知ったからだと思
います。また自分よりはるかに年を重ねた方が学ばれている姿には、おおいに刺激を受けました。
　大人・親になると自分の人生を夢見ることは難しくなります。しかし放送大学での学びと出会ったことで、人
生の目標を持つことができました。一旦卒業にはなりますが、再入学し更に学びを広げたいと思います。
　ありがとうございました。
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卒業生からのメッセージ（2019年度2学期卒業生）

高知学友同窓会からのお知らせ
　昨年４月、同窓会は「放送大学高知学友同窓会」と名称を変更し、まだ卒業していない在学生の
方も、正規の会員とすることとしました。
　在学生の方、是非、学友同窓会に入会して下さい。
　現役学生も卒業生も一体となって、ともに学び、ともに励ましあいながら高知学習センターを楽
しく盛り上げて行こうではありませんか。
　会費は５千円/５年です。
　会員には旅行時の割引などの特典もあり、卒業生の助言も受けやすくなります。
　ご入会申込みなどは、
　高知学習センター窓口　または　学友同窓会会長　池　昭満　０８０̶５６６８-４３９８まで。

卒業にあたって　　　　　　                                  （人間と文化コース）矢野　元朗　
　退職後の余暇の過ごし方を考えて放送大学に入学して、はや８年が過ぎようとしています。入学当初は仕事
との両立の生活でしたので、仕事の合間に勉強し、休日には落ち着いて放送授業を受けたものでした。そして
初めての単位認定試験の時に高校の先輩に何年かぶりにお会いして、「この高校の先輩も頑張っているんだ
なあ。」と強いエネルギーを貰い、自分も頑張らなくてはと思った事でした。
　仕事から離れてからは、本格的に計画してみて、放送授業や面接授業にも参加して少しでも教養を身に着
けようと頑張っています。
　学習センターの先生方や職員方々のお蔭様で２コース目が終わり、この４月より再入学して目的の学習に
取り組みつつ、自分の目標に向かっている所です。この3月には卒業式が予定していましたが、新型コロナウイ
ルス感染防止のために中止になったことは残念でした。



7月

8月

9月
9/19・20　 臨時閉所日
9/20            第2学期学生募集締切（第2回）
9/22　        閉所日（秋分の日）
9/27　        学位記授与式　（10/4 入学者の集い）

★利用時間
  （7/7～当面の間、時間短縮中）
   火～日　10：00～17：00

★閉所日
   月・祝日、年末年始
 （12/28～1/6）

★利用時間
月～金　9：30～16：30
（12：00～13：00除＜）
　
★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

日 月 火 水 木 金 土

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

7 月

日 月 火 水 木 金 土
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9 月

～ 7月中旬　 通信指導添削結果 送付
6/30～　　　単位認定試験通知（受験票）送付
7/1～　　　  答案用紙、返送用封筒等一式 送付
7/14～21　  第1学期単位認定試験 （学部・大学院）（自宅受験）
7/21　　　  第1学期単位認定試験答案提出期限
7/20～8/3   夏季集中型科目（司書教諭）放送授業期間
7/23　　　  閉所日（海の日）
7/24　　　  閉所日（スポーツの日）
 
【閉講となった面接授業】
  4・  5日   「やさしい心理統計学」
11・12日   「スマホとネットとプログラミング」

：教養学部・大学院単位認定試験期間 (自宅受験)

8/8・9　　   臨時閉所日
8/10　　　　閉所日（山の日）
8/11～17　 臨時閉所日（17日は月曜のため閉所日）
8/12　　      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
8/15～26     2021年度修士全科生募集・出願期間
8/28～9/11 教員免許更新講習修了認定試験（自宅受験）
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）

《臨時閉所のお知らせ》
下記の日程は高知学習センターは終日閉所といたします。

8/8～17

30 31

－8－

「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。
Email:kochi39@ouj.ac.jp
　Tel :088-843-4864
　Fax:088-843-4813


