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　松尾芭蕉の｢さまざまのこと思ひ出す桜かな｣の句がしみじみと実感される�
この時季に、4月入学生をお迎えすることになりました。放送大学高知学習�
センターの教職員一同、皆様の入学を心から祝福し歓迎いたします。�
　当学習センターではCD、DVD、インターネットなどによる放送授業の視�
聴以外にも、皆様の向学心を満足するさまざまなプログラムを提供していま�
す。その一つが面接授業です。当センターの教室で85分の授業を一日4回、�
2日間受講します。受講者が一堂に会して教員から直接教えを受けることが�
できる面接授業は、ともすれば孤独になりがちな放送授業の弊害を解消する�
良い機会です。また、テレビやインターネットの画面で見覚えのある放送大学専任教員から直接講義
を受け、親しく話をすることができるまたとないチャンスでもあります。面接授業における学友の真
摯な学びの姿に接することにより、自らの学習意欲を喚起するきっかけになります。�
　さらに、当学習センターの客員教員によるセミナーや学習相談も実施しております。教員から学生
への一方向の授業ではなく、セミナーでは学生と教員が議論をし、特定のテーマについて理解を深め
ることにより、学問の神髄に触れることができます。修学上の悩みや問題に関して、客員教員のアド
バイスを受けることができます。同窓会に集う先輩や職員も、履修の仕方、単位認定試験の対策、通
信指導のレポートの書き方、などに関して親身になってアドバイスしてくれます。また、講演会や資
格取得に関する相談会なども開催しています。学習センターを会場にサークル活動も行われています。
その活動成果は毎年秋に開催される芸術文化祭で発表されます。同窓会や学習センターが主催する研
修旅行などもあり、見聞を広めると共に、学ぶ喜びを分かち合う、あるいは気軽に相談に乗ってくれ
る学友と知り合う貴重な機会になっています。�
　このように、学習センターは、年齢や経験を異にする学生、同窓生、教員、職員、さらには、一般
の方も加わって、お互いが切磋琢磨するコミュニティーです。私達、教職員は学生の目線を大切にし、
学生が主役の学習センターでありたいと願っています。ぜひ、放送授業で学ぶだけでなく、学習セン
ターのコミュニティーの一員として、さまざまなプログラムに参加して、充実した楽しい大学生活を
送って下さい。当学習センターの教職員は、そのような意欲溢れる皆様を、全力で支援することを約
束いたします。�

高知学習センター�
所長　　倉　紳一�

　4月9日（日）入学者の集い、オリエンテーションが行われました。新
入生のうち、25名が出席し、所長ならびに来賓の方々から祝辞が贈られ
ました。オリエンテーションでは学習の進め方、学習センターの利用方法
などに新入生は熱心に耳を傾けていました。オリエンテーション後、所長・
客員教員の先生方を囲み、交流会を開き、それぞれの入学への想いやきっ
かけ、不安や悩みなどを語り合いました。�
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「卒業によせて」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（心理と教育コース）片岡　かおり�
�
　思い起こせば、2年と1ヶ月ほど前に入学案内資料を本部より取り寄せ、ひと通り目を通したもの
の黄色い封筒に入れたまま放置していました。そんな時、1人の30代の女性が私の目の前に現れま
した。彼女は「午前中に大学の試験を終えてここに来ました。」と言って、肩に掛けてあった赤い
Bagから黄色い封筒が・・・。ちらっと見えた時、思わず「もしかして放送大学？」と聞いたこと
から私の大学生活がスタートしました。今考えると、あの日、あの時、あの場所でパンフレットに
出会わなかったら、そして、彼女に一声かけてもらわなかったらどうしてたでしょう。3年次の編入
で入学し、無事に2年間で卒業できたことに感謝しています。仕事をしながらの勉強は大変なところ
もありましたが、スムーズに卒業できてうれしいです。所長や事務局の方々にも感謝しています。
そして、再入学して4月からは選科生です。これからもどうぞ宜しくお願い致します。�

　3月25日（土）東京ＮＨＫホールにて学位記授与式

が行われました。高知からは学部卒業生5名が参加し、

白井理事長・岡部学長などから祝辞が贈られました。�

　99歳の最高齢学位取得者として、学長より表彰さ

れる、北海道学習センターの加藤榮さんの写真を掲載

します。�

　3月26日(日)高知学習センターにて卒業証書・学位記授与式が行われ、卒業（修了）生32名のうち15名

が出席されました。ご家族・在学生らが見守る中、吉倉所長より1人1人に学位記が授与され、卒業（修了）

生を代表して、吉田和子さん（教養学部）が答辞を述べました。大学院2名、教養学部30名の方がご卒業

（修了）されました。皆さま心よりお慶び申し上げます。　�

�

臨床心理学プログラム　　　1名�

生活健康科学プログラム　　1名�

生活と福祉コース　　7名�

心理と教育コース    15名�

社会と産業コース　　6名�

人間と文化コース　　1名�

自然と環境コース　　1名�

－2－



「卒業メッセージ」　　　　　　　　（心理と教育コース）川村　千佳�
�
　放送大学に入学して5年、無事卒業の日を迎える事ができました。小さな努力
を積み重ねると、いつかは目標を達成できると実感しています。放送授業では怠
け心と戦う事もありましたが、面接授業で様々な講師の先生方や、学生さん達と
出会い、刺激を受けまた頑張る気になったものです。学習を終えてみると、一つ
の学問を系統だって学ぶ事の大切さも知りました。入学願書提出のおぼつかなか
った私が、最後の年は学友と卒業論文にも取り組みました。担当教授から温かく、
時に厳しく指導をして頂きました。卒業論文と取り組んだ期間は、人生の中で最
も集中し、没頭できた貴重な時間でした。完成した時の喜びは、言葉では言い表
せません。�
　放送大学がこれからも、学びたい人に大きく門が開かれている大学であってほ
しいと願っています。皆さん、ありがとうございました。�

「卒業」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （社会と産業コース）野町　俊治�
�
　この度、10年間かけて卒業できました。学び始めた当初は、卒業をあまり意識したことはなく、興味の
ある分野を好きなように取っていた感じでした。6年経ってまだ51単位しか取れていない状況で、継続す
るかどうか考えた末、専門科目の学びがいを鑑み、そこで初めて卒業を目指すことになりました。その後の
4年間は以前の倍のペースで学ぶので、きつくなりましたが、学ぶ興味は衰えず、毎回の授業の中で「へえ！」
「ああ、そうだったのか！」と感嘆することも多く、学び通せて本当に良かったなと思っています。最後の
2年間は後がないので時間を無駄にできず、度々、夜11時が過ぎてからインターネットを開けて学んでい
ましたので、家族から「なんか、受験生みたいやね」と揶揄というか激励されながら学びました。終わって
みると、10年もよくやれたなと感慨深く、充実した期間でした。ありがとうございました。�

「放送大学で学んでみて」　　　　　　　　　　　　　　　 （生活と福祉コース）山下　香苗�
�
　私は、高等学校の教員として勤務しています。そんな中、教員としての上位の免許が必要となりましたが、
実際どのように上位の免許を取得すればよいのか分からず色々と模索していました。�
　そんな時、放送大学で免許が取れるかもしれないと聞き放送大学に問い合わせをしました。私のようなケ
ースは、高知学習センターでは初めてのケースでした。�
　しかし、 学習センターの方々は、私の免許取得ができるように、 色々な所に問い合わせてくださったり、文部
科学省の教育職員免許法について細かく調べてくださりました。そのお陰で免許取得が実現可能となりました。�
　さらに、免許取得に必要な教科に関する科目、教職に関する科目を選択するにあたっても、きめ細かくご
指導していただいたお陰で無事免許取得に至る事ができ、同時に放送大学も卒業することができました。�
　放送大学は生涯学習のための通信制大学ですが、学習だけでなくスキルの向上にも繋がる大学です。今回
の免許取得は私と同じような状況の方々に対して、道が開かれたと感じています。�
　そして、放送大学は、放送大学が目指している、学びたい人がいつでも学べる「開かれた大学」さらに道
も開かれる大学だと実感しています。�
　今、私は仕事や家庭を持ち大変忙しい日々を送っていますが、免許取得や大学卒業は、自分の生活に合っ
た学び方ができ、必要な時にはサポートを徹底的にしていただける放送大学だからこそ成し遂げることがで
きました。放送大学で学んで本当に良かったと思っています。�

「卒業によせて」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人間と文化コース）吉田　和子�
�
　今回卒業出来たことを大変うれしく思っております。私は、長い間未知の世界を知る為に志し、大学で学
びたいと思っておりました。�
　子供達も独り立ちできたので、放送大学に入学しました。十年計画で卒業する予定でしたが、一年早く卒
業できました。�
　過ぎ去った様々なことが、フラッシュバックによみがえりました。何十年もの間試験ということを経験し
ていないので、最初の試験の時は、緊張して手が震え、字がうまく書けませんでしたが、時の経過と共に多
数の試験を受けると、手の震えもなくなり、自信もついてきました。�
　共に学ぶ人達との旅行も大変楽しく、毎回参加させていただき楽しい一日をすごしました。又、サークル
活動や、俳句、英語のセミナーも毎回楽しく学んでいます。�
　でも、この九年間には、姉、夫、妹の死という人生の非哀にも遭遇しました。人生の無常を痛感したこと
でした。とりわけ、妹の死の時は、試験の二日前に、オーストラリアから帰ってきて試験を受け、結果を心
配したりしました。�
　色々と楽しいこと、嬉しいこと、悲しいことなどが思い出されます。�
　放送大学でいろんな人生経験のある友人と出会ったことで、私自身の人生も豊かになりました。心から感
謝致します。�
　放送大学を通じ未知の世界が開けたことは、私の何よりもの財産だと思っています。�

－3－



退任にあたって�
　　　　　　　　　　　　　　　　　�
　　　　　　　　　　　　放送大学高知学習センター客員准教授　宮井　千恵�
�
　放送大学高知学習センターで、平成24年度から5年間、セミナー「医療・看護�
（介護）・福祉の現状とこれからの課題について」を担当させていただきました。�
あっという間の5年間でしたが、私のセミナーを受講して下さった方々は、協力的�
で向学心に燃えた方ばかりで、受講者の皆様と楽しく有意義な時間を過ごすこと�
ができ心から感謝申し上げます。�
　担当分野の、「医療・看護・介護・福祉の現状とこれからの課題」では、日本の社会保障制度など政
策的なことや身体のしくみについてなど広範囲にわたり、話題性のある内容になるよう努めて参りまし
たが、果たして受講者の皆様のお役に立てたかどうかはわかりません。�
　日本は、ますます高齢化と少子化が進み、医療と介護の連携の中で、誰もが住み慣れた地域で安心し
て過ごせる社会を創るために、医療や介護に関わる方々が総戦力で頑張っています。私の専門である看
護も在宅領域には特に力を入れて取り組んでいます。�
　5年間のセミナーをとおして、自助の精神「自分の健康は自分で守る」という原点に立ち返り、そのた
めに、何をどうするかを共有することができました。受講者の皆様と、≪100歳まで元気で楽しくおり
ましょう！≫と約束をしましたので、皆さん、頑張りましょう。�
　放送大学のますますのご発展を祈念しております。�

退任される皆さま大変お世話になりました。�
新任・復帰される皆さま4月からよろしくお願いします。�

退任にあたって　　            　  徳弘　靖人�

　平成25年4月から4年間、学生の皆さんと接
しながら、楽しく仕事させていただきました。�
　その中でセンターへの要望など、いろいろな
意見をお聞きし、できる限り実現できるように
心がけてきましたが、振り返ってみると希望に
沿えず十分に果たせなかったと思っております。�
　これからもセンターでは講演会や講習会、セ
ミナーなど学生の皆さんにとって有意義な時間
を提供できるよう、様々な催しを計画していま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。�
　私事ですが、引き続き放送大学生として在籍
し、皆さんとともに学びますので、今度は学生
同士として仲良くしてください。�
　4年間、ありがとうございました。�

　平成29年4月1日付けで高知学習センターに
事務長として勤務することになりました山　正
浩と申します。この3月までは同じ朝倉キャン
パスの中にあります高知大学の事務局に勤務し
ておりました。�
　徳弘前事務長からは、放送大学はほんとに楽
しいところだ、とよく聞かされております。少
しでも早く業務に慣れ、4月から新たに入学さ
れた皆様、これまで長年在籍されている学生の
皆様や同窓会の皆様が楽しい学生生活を満喫で
きるお手伝いができるよう、精一杯努力をする
つもりです。そうした中で、徳弘前事務長同様
に、私自身、放送大学での業務を楽しんでいき
たいと思っておりますので、見かけましたら、
気軽に声をお掛け下さい。どうぞよろしくお願
いいたします。�

新任にあたって　　              　山　　正浩�

＜事務職員＞　　　　  退任　　　　　　　新任　　　　　　　復帰�
　　　　　　　　　矢部　喜久　　　　 山　　正浩　　　　竹田　優子�
　　　　　　　　　竹内　理恵　　　　 中山　　胤　　　　黒萩　紗恵子�
　　　　　　　　　小松　美沙�
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オンライン授業�
オンライン授業は、インターネットで講義を視聴、小テストやディスカッション、�

レポート等の課題を科目ごとに決められた期間に提出して学びを進めます。�

提出期限：6月7日�

→� →� →� →� →� →�

 入学＆�
　 学習スタート�
（印刷教材・�
   放送番組を視聴�
  して学習）�

  通信指導提出�
�
（出題範囲は、原則、�
　第1回～第8回）�
 

「通信指導�
添削結果・単�
位認定試験通�
知（受験票）」�
の送付�
（7月中旬）�
�
�

単
位
認
定
試
験�

成 

績 

通 

知�

単 

位 

認 
定�

次の学期の�
科目登録�
         または�
継続入学手続き�
�

未
提
出�

不
合
格�

欠
　
席�

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」を提出できます。�
　通信指導に合格すれば、「単位認定試験」を�
　受験できます。�
�

※次学期に限り、学籍があれば�

再度「単位認定試験」を受験できます。�

再試験は該当科目の科目登録は不要。�

通信指導に合格しなければ、単位認定試験が受けられません。必ず提出期限までに提出を！�

※5月8日までに問題が届かない場合は、大学本部（Tel  043－276－5111）に連絡を！�

提出�
期限�

〈郵 送〉5月24日（水）～ 6月7日（水）必着�

〈Web〉5月17日（水）10：00 ～ 6月7日（水）17：00

◇通信指導問題は印刷教材と一緒に送付されます。�
　�

◇提出期限を過ぎて本部に到着したものや、利用するパソコン及びネットワーク環境によるトラブルに�

　より提出が間に合わなかった場合でも、未提出扱いになりますので、余裕をもって提出してください。�
　�

◇webでの提出の場合、提出後必ずトップ画面に戻り、科目名の横に「提出済（送信済）」と表示され�

　ていることを確認してください！　送信したつもりが、操作を誤って送信できておらず、不合格にな�

　ってしまった…などという事にならないようお気をつけください。�

通信指導問題の提出は忘れずに！！�
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新入生の皆さんへ�

利用の手引き・学生生活の栞は必ず読んでください！�

「高知学習センター利用の手引き」・・・新入生・在学生に送付�

　学習センターの利用に関して、大切な情報や注意事項が記載されています。�

「学生生活の栞」・・・印刷教材等と一緒に送付�

　学習の流れや方法、各種手続きなど、学生生活について必要な情報が書かれています。�

　　※困った時にはいつでも読めるように、大切に保管をお願いします。�

システムWAKABA・キャンパスネットワークホームページを活用しましょう！�

「システムWAKABA」  ・・・・・科目登録申請や成績照会、各種届出等が�

　　　　　　　　　　　　　　　　 できる便利なシステムです。�

「キャンパスネットワークHP」・・大学からのお知らせ閲覧、Web通信指導、�

  　　　　　　　　　　　　　　　  授業科目ネット配信等が利用できます。�
　�

2つのシステムを利用するためには、ユーザーID、パスワードが必要です。�

これらは「入学許可証」に記載されています。ぜひ一度利用してみてください。�

　　URL　http://www.ouj.ac.jp/index.html (放送大学HP)  �

　　画面上部「在学生の方へ」ボタンからアクセスできます。�

　　※詳しくは、学生生活の栞（教養学部P111、大学院P96）をご覧ください。�

郵送物は必ずチェック！�

通信制大学にとって郵便物は重要なものです。ご家族にも伝えておきましょう。大切なお知らせが送られてき�

ますので、放送大学から送付される郵便物は必ず目を通してください。�

分からないことがあればお気軽に学習センター・本部へお問合わせください。�

（お問合わせ先）高知学習センター（088－843－4864）�

　　　　　　　　放送大学本部　　（043－276－5111）�

学生証の発行�

図書・視聴学習室の利用、単位認定試験受験等には学生証が必要です。�

手続きが必要な方手続きが必要な方�手続きが必要な方� 受取方法受取方法�受取方法�

・平成29年度第1学期入学生（新規・継続）�

・学生証の有効期限が平成29年3月末までの方�

下記のものを事務室窓口までお持ちください。�

・新入生・・・・「入学許可証」�

・在学生・・・・「期限切れの学生証」�

�
4月9日より配付を開始しています。お手続きはお早めに！�
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駐車場の利用方法�

各種届出の提出期限について�
平成29年度第2学期から変更する場合の各種願（届出）の受付期間です。期日にご注意ください。�

届出内容� 郵送提出期間� システムWAKABA提出期間�

所属コース・専攻変更願兼�
カリキュラム移行届�

所属学習センター変更願�
�
休学届・復学届�

単位認定試験受験センター�
変更願※�

平成29年4月20日～6月7日必着�

平成29年4月20日～8月10日必着�

平成29年4月20日～9月30日必着�

平成29年4月1日～5月26日必着�

平成29年4月20日～6月7日�

平成29年4月20日～8月10日�

平成29年4月20日～9月30日�

平成29年4月1日～6月2日�

※単位認定試験受験センター変更願のみ、平成29年度第1学期が対象です。�
　所属センター以外での受験を希望する場合は必ず期間内に届出してください。�

悪天候等による臨時閉所基準について�
夏が近づき、台風・大雨等の多くなる季節となりました。高知学習センターでは、�
悪天候の場合、以下の基準に従い閉所いたします。�

＜閉所基準＞�
台風等の接近により、高知市において「大雨警報」または「暴風警報」が発表された場合は閉所とします。�
ただし、「大雨警報」「暴風警報」全てが、�
　　　①午前7時から正午の間に解除された場合→解除時刻より2時間後に開所�
　　　②正午を過ぎても解除されない場合→終日閉所�
　　　　　　　　　　　　　　　※悪天候が予想される場合は、前日に閉所が決定する場合もあります。�
＜告知方法＞�
　　　①キャンパスネットワーク ホームページ　②学習センターホームページ　③学習センター内掲示�
　　　④面接授業等緊急の場合は個別に連絡　⑤メールマガジン�

平成29年4月1日より自家用車の駐車料金を徴収することになりました�
�
＜自家用車の駐車料金について＞�
　高知大学朝倉キャンパス構内の駐車場を利用する場合は、カーゲートで発行される駐車券を受けとることに
より、入構することができます。カーゲートで発行される駐車券に印字された入構開始時刻から120分を超え
ると500円の駐車料金の支払いが発生しますが、120分を超えない場合は無料です。入構日の24時を超える
と500円の駐車料金が追加され、以後1日経過毎に500円が加算されます。土曜日、日曜日、祝日はゲートを
開放しており、駐車料金は無料です。新年度4月1日以降は、駐車場利用の際、事務室で発行していた「入構
許可証」は、必要ありません。�
�
＜駐車場利用料の特別措置について（平成29年度第１学期限り）＞�
　駐車場有料化の周知期間を踏まえ、在学生の皆さんがセンターに来所し120分を超えた場合は、平成29年
度第1学期（4/1～9/30）に限り、無料券を１階事務室窓口でお渡しします。その場合、1階事務室窓口で駐
車券及び学生証の提示と、所定用紙へ記入をお願いいたします。�
�
　　二輪車（バイク・自転車）は、駐車料金は必要ありません。バイクの構内への乗り入れはでき�
　ませんので、正門、東門、南門近くのバイク置き場に駐車してください。周辺の路上等への�
　駐車は禁止です。自転車の方は、駐輪場を利用してください。�
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面接授業って？�

教養学部生が学習センター等で他の学生と一緒に直接講師から指導を受ける授業です。�
また、高知県だけではなく、全国どこの授業でも受けられます。�
 　☆授業時間　1時間25分×8回�
 　　　（土日の連続2日や、平日に4日に分けてなど、授業によって異なります）�
　 ☆面接授業の単位　1単位�
 　　　（全科履修生は卒業要件として20単位以上が必要）�
 　　　　※編入学・再入学の方は面接授業単位が不要の場合があります。�
　 ☆授業の登録方法�
 　　　　在学生・・・・・・・・・前学期中の登録 + 追加登録�
 　　　　新入生・継続入学生・・・出願時の登録（諸条件有り）+追加登録�

科目登録決定後に空席のある科目については、「追加登録」により面接授業の登録ができます。�

新入生は、この機会に希望する面接授業の登録を行ってください。�

各科目の区分（基盤科目・コース科目等）を確認し、受講するようにしてください。�

面接授業の「追加登録」日程�

追加登録申請方法�

追加登録に必要な書類�

追加登録期間�

空席発表日� 4月15日（土）12時�

4月～7月�
開講の授業�

8月開講の授業�

4月21日（金）～�
科目ごとに定められた受付期限日�

4月21日(金)～7月16日（日）�

キャンパスネットワークホームページ・�
高知学習センター掲示板にて、空席状�
況等を確認できます。�
※4月15日現在の、高知学習センター�
　開講の面接授業空席状況は別紙で確�
　認してください。�

事務室窓口にて申請を受付けます。�

空席数を超える申請があった場合は 4月21日（金）10：00～（10：00迄に来所の方を

対象に）抽選会を行います。�

以降は先着順にて受付します。�

窓口申請�

郵送申請�
追加登録期間開始 2日目（4月22日（土））から先着順にて受付けます。�
ただし、4月22日・23日に開講する「無意識発見の思想史」は、4月21日（金）15：00から�
受付けます。�

①「科目追加登録申請書」（別紙）�

　　　　 　　（学習センター窓口にも有り・キャンパスネットワークからダウンロードも可能）�

② 学　生　証（郵送の場合はコピー）�

③ 授　業　料（おつりのないように用意してください）�

④ 返信用封筒（宛先記入・82円切手貼付）※郵送申請の場合のみ 

－8－



授業日程� 科目名� 担当講師� 教科書名� 申込期限�

5/13・14�

5/20・21�

6/6・7

対人関係論�
（魅力・友情・愛情）�

アドラー心理学入門�

交流分析に基づく�
カウンセリング�

増田　匡裕�

向後　千春�

倉成　宣佳�

対人関係の心理学―親密な関係の�
形成・発展・維持・崩壊�

アドラー“実践”講義幸せに生きる�

交流分析に基づくカウンセリング�

4/12�

4/19�

5/9

授業日程� 科目名�

4/22・23�

4/27・28�

6/24・25�

6/29・30�

7/15・16

無意識発見の思想史�

健康生成論とストレス対処力�

オセアニアの歴史と文化�

ジオパークと自然保護�

大地の変動を観測する�

  安藤　恵崇�

戸ヶ里　泰典�

  飯高　伸五�

  柴田　伊廣�

  大村　　誠�

担当講師�

郵送申請について（高知SC）�

◆　申請方法�
 　　　封筒に追加登録に必要な書類①～②を同封し、高知学習センター宛に送ってください。�
 　　　授業料は、現金書留によりお送りください。�
　�
◆　授業料�
 　　　5,500円/科目　　　授業料が不足している場合は受付できませんので、必ずご確認ください！�
　�
◆　受付ルール�
 　　　郵送申請と窓口申請が同時になった場合は、窓口申請を優先します。�
　�
◆　登録結果の通知・授業料の返送�
 　　　登録された科目については、「面接授業科目追加登録決定書」（領収書を兼ねます）の返送に�
 　　　よりお知らせします。�
 　　　登録が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た金額を返金します。�

各学習センターにより申請方法が異なりますので、必ず希望する授業を開講する�
学習センターにご確認ください。�

教科書必携科目�

　下記の面接授業教科書は、「面接授業時間割表　中国・四国ブロック版」冊子を�
確認の上、各自で購入するか、事務室に申込期限までに電話等にてお申込みいただ�
くようお願いします。�

共修生募集中�
　面接授業は本来教養学部在学生のみが受講できる授業ですが、定員に余裕があり、センターが許可した科目
に限り、その他の方も受講することができます。本学学生でなくても受講できますので、 ご家族・お友達をぜひ
お誘いください！　※教養学部生は「共修生」として、以前受講した科目を再受講することができます。 �
　　　○共修生として受講できる方：一般の方・大学院生・教養学部生　�
　　　○受講料：5,500円（単位の認定はありません）　　�※申込期限は、通常の追加登録と同じです。�
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　2月１9日、高知市文化プラザかるぽーとにて、早稲
田大学人間科学学術院教授の向後千春先生による講演
会「アドラー心理学入門講座」を開催し、106名の方
にご参加いただきました。アドラー心理学の全体像を
解説していただいた後、楽しいワークをしながら学び
ました。会場では書籍の販売や向後先生のサイン会も
行われました。�

　2月21日・22日、高知大学講師の俣野秀典先生によ
る「看護職のためのファシリテーション力養成道場」
を開催し、26名の看護職の方にご参加いただきました。
朝から夕方までの二日間、ハードなスケジュールでし
たが、講師の熱心な研修に参加者はとても満足して終
えられました。�

　2月25日、室戸ジオ
パークでジオガイド外
国語研修を開催しまし
た。高知大学の留学生
と交流を図りながら室
戸ジオパークのガイド
さんとジオパーク内を
回りました。天候もよ
く、有意義な研修会と
なりました。�

　3月4日、高知県立
高知城歴史博物館の開
館記念講演にて、放送
大学高知学習センター
主催の公開講演会を開
催し、多くの方にご参
加いただきました。東
京大学・放送大学名誉
教授の五味文彦先生を
お迎えし、土佐の歴史
についてご講演をして
いただきました。�

　3月11日、放送大学教授の森津太子先生をお迎えし、公開講演会「人のこころは読めるのか？
－自己認識と他者認識との関係性―」を開催し、81名の方にご参加いただきました。講演後
には、認定心理士資格取得説明会＆森先生とセンター職員による個別相談会を開催しました。�

－10－



英語で自己表現� 「心」を臨床心理学の視点から共に考える�

高知学習センターでは、所長・客員教員によるセミナーを開催しています。�

どなたでも無料で参加できます。（単位認定はありません）�

ぜひご参加ください！�

※セミナー開催日は、学習センター掲示板、またはお電話にてご確認ください。�

放送大学生以外の�
一般の方も大歓迎！�

村上　英記　客員教授�
（高知大学教授）�
　�

　専門分野：地球電磁気学�
　　　　　　地球惑星内部物理学�

ヨース・ジョエル　客員准教授�
（高知県立大学准教授）�
　�

　専門分野：日本史・思想史�

　　　　　　政治思想史・文化論�

リンダ・アラム　非常勤講師�
（高知大学非常勤講師）�
　�

　専門分野：英語教育�

蒲生　啓司　客員教授�
（高知大学教授）�
　�
　専門分野：分離化学�
　　　　　　天然物有機化学　�
　　　　　　有機機器分析�

池　雅之　　客員教授�
（高知工科大学教授）�
　�

　専門分野：臨床心理学�

鈴木　恵太　客員准教授�
（高知大学講師）�
　�

　専門分野：発達障害�

　倉　紳一　所長�
（高知学習センター所長）�
　�

　専門分野：地質学　岩石学�

客員教員は、学習の方法、進め方、大学�
院進学など、学習上の諸々の相談にも応�
じています。希望者は、事前に事務室ま�
でお申し込みください。�
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セミナーの内容�

≪自然の中の数理≫�
村　上　英　記�

　　　　　　　　　　木曜日　10：30～12：00�

　自然現象は単純な規則性を持つものからとても複雑なも
のまで様々です。規則性を見つけ数式で表現できると現象
を予測することができます。しかし、単純な数式で表現でき
る現象の予測が極めて複雑になるというものもあります。身
近な自然に潜む規則性とそれを表現する数理的方法を通し
て自然の中に潜む数理を味わってみたいと思います。特別
の予備知識は前提としませんのでお気軽に御参加ください。�

≪「心」を臨床心理学の視点から共に考える≫�
池　　　雅　之�

　　　　　　　　　　土曜日　10：00～11：30�

　本来、病の床に臨んで、そこに臥したひとへの援助行
為の現場を「臨床」といいます。学問・研究的要素と実
践要素の両面を考慮しつつ「心」を臨床心理学（心理臨
床）、の視点から受講の皆さまと共に学習ができればと
思います。現場は教育、医療保健、産業など多岐にわた
る領域があります。本セミナーではそれらのエッセンス
を紹介しつつ、ミニワークも含めた内容設定を考えてい
ます。この分野に興味のある方は是非ご参加ください。�

≪「学び」と「発達」～特別支援教育の視点から～≫�
鈴　木　恵　太�

　　　　　　　　　　日曜日　15：30～17：00�

　このセミナーでは「発達障害」の理解を通して、子ども
達の「学び」と「発達」を考えてみたいと思います。発達
障害のある子どもは生活や学習に様々な課題を示します。
適切な支援を行うためには、その前提として、彼らが示す
特性とその機能的背景を理解する必要があります。実は、
この過程にはすべての子ども達の「学び」と「発達」を捉
える大きなヒントがあるのです。�
　セミナーは、予備知識がなく毎回出席できなくとも理
解できるよう配慮しますので、お気軽に参加下さい。�

≪生活と健康の化学－化学物質とどう付き合うか？－≫�
蒲　生　啓　司�

　　　　　　　　　　金曜日　10：30～12：00�

　近代科学技術は、化学物質の開発・生産・廃棄を加速し
て、私たちの生活を豊かに快適にしてきました。私たちが
日常的に関わる化学物質は、家の中にも外にも多種多様多
量に在り（過ぎ）ますが、その関わりの中で、私たちが化
学物質を「選択」する意思を働かさなければなりません。
何を根拠に？でしょうか。物質によって起こる様々な化学
変化を観察することで、「化学的」に見るとはどういうこ
とか、という視点を養いその意味を考えることによって、
「選択」をする根拠を明らかにしていきましょう。同時に、
化学物質と健康（安全・安心）の関わりを考えましょう。�

�

≪世界史の中の自由民権運動を考える�
                    －植木枝盛とその読者たち≫�

ヨース・ジョエル�

　　　　　木曜日　15：30～17：00�

　近代的メディアの出現とそれが生み出す言論が我々の社
会観や文化意識に大きな影響を及ぼしている。日本でも、
明治時代の文明開化は、新聞や雑誌など新たなメディアの
登場をもたらした。土佐における自由民権運動も例外では
ない。当時の社会と文化について学ぶ上で、新聞の言論を
避けて通れないという観点から、明治時代の新聞記事を実
際に読んで、人物・時代背景・物質的精神的文化の特色な
どについて学ぶ。植木枝盛を中心に、土佐が日本全国に斬
新で貴重な痕跡を残した日々の偉業を探求し、その明暗を
浮き彫りにする。�

≪英語で自己表現≫�
リンダ・アラム�

　　　　　火曜日　15：00～16：30�

　英語で会話をしましょう！このセミナーでは、英語に興
味のある方が集まって、英語で色々なことについて話をし
ます。準備をしてきた方は書いてきた文章を読んだり、ア
ドリブで話したい方はその場で思ったことを話したりしま
す。自分を自由に英語で表現することが目的です。お互い
に色々話したり尋ねたりする間に仲良くなりましょう。受
講者のレベルは問いません。実践的な英語を楽しく使いた
い方はぜひご参加ください。�
（テーマの例：自己紹介、日々のことについて、家族やペ
ット、庭や花、食べ物、気になるニュース、旅行、外国、
子供の頃、趣味、面白い出来事、教育、ことわざなど）�

※内容を考慮し、定員を20名とさせていただきます。�

�

≪俳句で出会う新たな自分と豊かな世界（Ⅲ）≫�
　倉　紳　一�

　　　　　　　　　　水曜日　14：00～15：30�

　　あなたの心の中に眠っているさまざまな思い、これま
で体験したいろいろなこと、日々の生活の中で目にする何
気ない景色などを言葉に紡ぎ俳句に仕立てる。すると今ま
で気付かなかった豊かな世界や新しい自分を発見できます
。このセミナーでは俳句の初歩を学び、句会（「ゆとろぎ
句会」）や吟行を楽しみます。俳句の経験は問いません。
まったくの初心者も大歓迎です。だれでもすぐ俳句が作れ
ます。ぜひご参加下さい。�
※内容を考慮し、定員を25名とさせていただきます。�

セミナー開催日は、学習センター掲示板、�

またはお電話等にてご確認ください。�
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今学期に開催するイベントのご案内をいたします。参加をご希望の方は、高知学習センター窓口、�
電話（088-843-4864）、メール（kochi39@ouj.ac.jp）までお申し込みください。�

放送大学高知学習センター・高知同窓会共催事業「調査旅行」�

＊横倉山や佐川を訪ねて自然や日本一古い地質に出会おう�
　日本で最も古い地質である横倉山を通じて、地球のおいたちや牧野博士が愛しためずらしい植物、越知の歴史に
ついて学びます。また、「化石の宝庫」で知られる佐川盆地の四国4億年の歴史や珍しい化石のコレクションを見
学し、地球と生命の歴史を様々な角度から学びます。�

　■日　　時：2017年6月3日（土）　高知大学朝倉キャンパス8時40分集合�
　■定　　員：25名（先着順）　 　■申込締切：2017年5月24日（水）�
　■参 加 費：2,500円（バス代、施設入館料、昼食代、保険料を含む）�
（日程）�
　 8：40　　高知大学朝倉キャンパス（事務棟前）集合�
　 9：00　　高知大学朝倉キャンパス　発�
　 9：50　　横倉山自然博物館　着　　館内及び写真展見学�
  11：45　　横倉山自然博物館　発　（バス内で吉倉所長の地質の話もあります）�
  12：00　　佐川総合文化センター　着　　昼食�
  13：00　　佐川地質博物館　見学�
  14：30　　佐川地質博物館　発�
  14：45　　佐川ナウマンカルスト　佐川の町並み見学�
  16：00頃　佐川発�
  16：30　　高知大学朝倉キャンパス　着�

＊公開講演会「宮本武蔵『五輪書』に学ぶ―“勝つ”ことの極意」�
　       　講師：魚住　孝至  先生（放送大学教授）�
（概要）宮本武蔵は、小説のイメージがあまりに強くて誤解されています。最新の研究によって武蔵の実像を明らかにするとと
もに、『五輪書』を読み解きたいと思います。激動の時代に剣の道を極めて己れを確立した武蔵は、生涯をかけて見出した事柄
を後世に伝えるために『五輪書』を著しました。道を極めるのに必要な心掛けは何か、剣だけでなく、人として優れた生き方と
はどのようなものか、その言葉は、現代にも活かせるものだと思います。�

　■日　　時：2017年7月9日（日）　13：30～15：00�
　■会　　場：放送大学高知学習センター3階　講義室（大）�
　■定　　員：60名（先着順）　　 ■参 加 料：無料　  ■申込締切：2017年7月7日（金）�

＊公開講演会「体も口ほどにものをいう：非言語コミュニケーションのあれこれ」�
　       　講師：大橋　理枝　先生（放送大学准教授） �
（概要）「目は口ほどにものをいう」ということわざがありますが、「口ほどにものをいう」のは目だけではありません。私た
ちは体全体を使ってコミュニケーションをしています。ジェスチャーはもちろん、服装、他人との間に取る距離、時間の使い方
なども、コミュニケーションの手段となります。今回はこのような言語を使わないコミュニケーション手段を通して、日常的に
行っているコミュニケーションについて再考してみたいと思います。�

　■日　　時：2017年7月15日（土）　13：30～15：00�
　■会　　場：放送大学高知学習センター3階　講義室（大）�
　■定　　員：60名（先着順）　 　■参 加 料：無料　  ■申込締切：2017年7月13日（木）�

＊卒業研究履修ガイダンス�
　       　講師：大橋　理枝　先生（放送大学准教授）、本部学生課卒業研究係職員 �
卒業研究の流れや、教員からのアドバイス、卒業研究履修者の体験発表などを予定しています。詳細は決まり次第、
掲示板・ＨＰ・郵送案内（全科生のみ）でお知らせします。�
　■日　　時：2017年7月15日（土）　15：30～17：30�
　■会　　場：放送大学高知学習センター3階　講義室（大）�
　■定　　員：60名（先着順）　 　■申込締切：2017年7月13日（木）�
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　★毎月第4土曜日　13：00～15：00�
　★場所：2F研修室　　代表：武政恭子�
　�
　初心者でも大丈夫！英語耳を育てよう。�
聞いてみないとわからない単語や語句ってありま
すよね。�
　ネイティブの先生と英会話を通して英語の単語力、
対話力を身につけませんか。�

　★毎月第3日曜日　14：00～16：30�
　★場所：2F研修室　　代表：大野久美子�
�
　オフ・シアター作品を中心に、時には世界の名画、
話題の作品も上映しています。鑑賞の後にはお菓
子をつまみながら、お互いの感想を発表しています。
お気軽にのぞいてください。�

　★毎週土曜日（第１土曜除く）�
      13：30～15：30�
　★場所：3F講義室兼実習室　　代表：吉田和子�
　�
　毎週土曜の午後、学習センター3Fのパソコン室
に集まり、みんなで教えあいながらパソコンを楽
しんでいます。初心者大歓迎です。パソコンをや
りたいなぁという人は、一度のぞきに来てください。
待ってま～す！�

　★毎月第１土曜日　13：30～�
　★場所：2F研修室　　代表：武政恭子�
　�
　いろいろな場面で、筆で書く事を要求された時、
どうしよう…とか思う事があります。少しでも書
道の世界に接し、学習する事によって、書道力を
養いたいと思います。メンバー相互のコミュニケ
ーションをとり、わいわいがやがやと楽しく字の
世界をエンジョイしましょう！�

　高知学習センターでは、在学生の皆さまに、より充実したキャンパスライフを送っていただくためにメー

ルマガジンを配信しています。配信内容は、高知学習センターが主催する公開講演会や資格取得説明会など

の催しを中心にお知らせしています。ぜひ一度ご登録ください。ご希望の方は、高知学習センターの代表メ

ールアドレスkochi39@ouj.ac.jpへ「①学生番号 ②氏名 ③配信を希望するメールアドレス」をお知らせく

ださい。�

メールマガジン配信中�

募
　
集�

内　　容 　　　　　   申込期間 　　　　　　　　            申込方法�

看護資格取得に資する科目�

学校図書館司書教諭講習�

教員免許更新講習�

5月  1日（月）～�
5月31日（水）必着�

5月  1日（月）～�
6月  7日（水）必着�

4月14日（金）～�
5月18日（木）17時�

学習センター又はインターネットにて募集要
項を請求し、申込期間内に本部へ郵送くださ
い。（看護資格取得に資する科目はインター
ネット出願も可能です）�

インターネット出願のみになります。詳しく
は放送大学ＨＰをご覧ください。�
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　図書・視聴学習室の窓から眺める景色も緑が濃くなり、入ってくる風も爽やかな季節になりました。�
新入生のみなさんは、ご入学おめでとうございます。これからよろしくお願いします。�
　たくさんの便利なサービスが、皆さんの学習を豊かにしてくれます。新入生・在学生の方、図書・視聴学習
室をどんどん活用して、充実した学習の時間を過ごしましょう。利用の方法は図書担当がお教えしますので、
お気軽にどうぞ。�

図書・放送教材の貸出�

★放送教材�
　貸出期間：1週間�
　貸 出 数：3巻以内�
　�
★図書�
　貸出期間：1ヶ月�
　貸 出 数：4冊（教養学部生）�

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！飲食は学生控室でお願いします。�
★グループ学習禁止！ �
★図書・放送教材の室内視聴・貸出は必ず受付を通し�
　て下さい。�

こんなこともできます！�
★全国の学習センター・他大学の蔵書の�
　検索・取り寄せ�
★過去の単位認定試験問題・解答の閲覧�
★郵送による貸出�
★CDプレイヤー貸出�
★パソコン利用�

★取り扱いにご注意を！�
CD・DVD、図書、カセット、CDプレイヤー�
などの破損・紛失が多くなっています。�
紛失の場合、賠償していただきます。�

放送教材の宅配（郵送）貸出のご案内�

放送を見逃してしまった！自分のペースで視聴したい！でも、学習センターまで行けないな…という方。�
便利な放送教材の宅配（郵送）貸出を利用しませんか？�

☆貸出期間☆�
　　貸出日（発送日）と返却日を含めて9日間�
 �
☆貸出数☆�
　　3巻以内�

放送教材の送付・返送に係る送料は学生�
負担ですが、第４種郵便も利用できます。�
送料　（例） CD・DVD 2巻…25円�
　　　　　　　 　　　3巻…35円�

申込書は事務室・図書受付・学習センター�
ＨＰ（各種お手続き）にあります。�
詳しい利用方法は「利用の手引き」�
をご覧ください！�

また、読み取りの悪いＣＤ・ＤＶＤが�
ありましたら、返却時等に受付にお知�
らせください。�
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日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

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

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 24

25 26 27 28 29 30

4 月�

5 月�

6 月�

4 月�

5 月�

6 月�
　7日  　　　通信指導提出締切�
15日 　　　  第2学期学生募集開始�
�
○面接授業日程○�
6・7日　　　 「交流分析に基づくカウンセリング」�
24・25日　　「オセアニアの歴史と文化」�
　 　              「クマムシの生物学」�
29・30日　　「ジオパークと自然保護」�

3～5日　　　　閉所日（憲法記念日・みどりの日・こどもの日）�
6・7日　　　　臨時閉所日（入居建物休館のため）�
�
○面接授業日程○�
13・14日　　「対人関係論（魅力・友情・愛情）」�
　　　　　　　「文化財を科学的に考察するには」�
20・21日　　「アドラー心理学入門」�
27・28日　　「心理検査法基礎実習」�

15日　　　　　第1学期面接授業　空席発表�
21日　　　　　第1学期面接授業　追加登録受付開始�
29日　　　　　閉所日（昭和の日）�
30日　　　　　臨時閉所日（入居建物休館のため）�
�
○面接授業日程○�
15・16日　　「地域の見方・とらえ方」�
15・22日　　「持続可能な社会とジェンダー」�
20・21日　　「脳科学概論」�
22・23日　　「無意識発見の思想史」�
27・28日　　「健康生成論とストレス対処力」�

★利用時問�

（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）�

★利用時閏�

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�
次号は、７月発行予定です。�

「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。�

�

＝閉所日　　　＝面接授業�
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