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公開講演会のご案内�公開講演会のご案内�

看護職員向け研修会�

■開 催 日：平成30年2月7日（水）9：30～16：40�
■会　　場：放送大学高知学習センター3Ｆ講義室（大）�
■対　　象：看護職員�
■定　　員：60名（先着順）　　■参加費：無料�
■申込締切：平成30年2月4日（日）�

高知が生んだ森田正馬と生家保存を願う会の活動とその意義�

講師：上村　直人（高知大学医学部医学科精神科講師）�
（概要）森田正馬は高知県の生んだ精神科医で、その生家は高知県香南市野市町に現存している。
また、約100年前に完成された日本独自の精神療法である森田療法はこの森田正馬が完成させた
技法であり現在も世界中でMorita Therapyとして受け継がれている。この森田療法は森田正馬
の生まれた高知県の風土や当時の文化的・歴史的背景が非常に関連しているとも指摘されている。
そこで本講演では森田療法の現代的意義について発表者の考察を提示する。�

■開 催 日：平成30年2月25日（日）13：30～15：00�
■会　　場：高知市立自由民権記念館　民権ホール�
■定　　員：100名（先着順）　　■参加料：無料�
■申込締切：平成30年2月23日（金）�

すべての子どもたちが生きられる未来をー子どもの貧困への挑戦ー�

第1部講演：看護師のためのインストラクショナルデザイン入門�
　　　　　　　　－看護現場の人材育成に活かす「教える技術」と「勇気づけ」－ 9：30～15：30�
　　　　　　講師：向後　千春（早稲田大学人間科学学術院教授）�
第　2　部：「大卒・学士（看護学）取得説明会」15：40～16：40�
　　　　　　講師：高橋　さとみ（放送大学広報課）�

講師：宮本　みち子（放送大学副学長）�
（概要）「失われた20年」を経て日本は格差の大きい社会へと変貌しましたが、その影響は子どもに及び、�
子どもの7人に1人が貧困状態にあります。子ども期の貧困は心身の成長や学力に影響を及ぼし選択の機会を�
奪います。また社会的損失をもたらします。その実態を研究や調査をもとにお話しします。子どもの貧困対策�
法ができ全国で取り組みが始まっています。その実態を紹介し、私たちにできることを考えたいと思います。�

■開 催 日：平成30年3月10日（土）　13：30～15：00�
■会　　場：放送大学高知学習センター3F講義室（大）�
■定　　員：60名（先着順）　　■参加料：無料�
■申込締切：平成30年3月8日（木）�
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第2学期　単位認定試験日程　�
大学院　1月19日（金）～1月20日（土）�
学　部　1月21日（日）～1月28日（日）�
�

看護集中科目再試験�
1月19日（金）�

※1月26日（金）・1月30日（火）は臨時閉所日�

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

1月中旬に一科目�
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�

1/16(火)までに通信指導添削結果が届かない時�

1/１2(金)までに受験票が届かない時�

※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。�

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。�

※1/20(土)・21（日）・27（土）・28（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、キャンパスネットワークＨＰ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。�
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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＞�

2月下旬に「成績通知書」を送付します。�
また、システムWAKABAの「単位修得状況」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受講料を納入）�

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キャンパス・ネットワーク・ホームページに掲載、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）キャンパス・ネットワーク・ホームページに掲載、また学習センターでも公開します。�
�
　　　※2017年度第2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� 利用が認められます�
○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�

1/19（金）～1/28（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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パソコン講習会のご案内�

①パソコン初心者のためのパソコン講習会�

　日　時：第1回　2月  4日（日）10時～17時（13時～14時休憩）�

　　　　　第2回　3月17日（土）、3月18日（日）10時～13時�

【第1回、第2回とも同じ内容です。参加を希望される方はどちらか選んでお申し込みください】�

�

　場　所：高知学習センター3階講義室兼実習室（パソコン室）�

　参加費：無料�

　定　員：各15名�

　申　込：1月28日（日）までに、高知学習センター事務室へお申込下さい。�

　　　　　定員に達し次第募集を締め切ります。�

�

②高知学習センターパソコンサークル�

　　毎週土曜日（第１土曜日を除く）に活動しているパソコンサークルへ、高知大学の学生さんを

　先生としてお招きし、ワードの講習を行います。（市販のテキストを使用し、内容等はその都度

　サークルメンバーが決めていく、自由なスタイルでの講習を予定しています）これを機に、パソ

　コンサークルへ入部してはいかがでしょうか。�

�

　日　時：2月17日、24日、3月10日、17日、31日（いずれも土曜日）13：30～15：30�

　場　所：高知学習センター3階講義室兼実習室�

　参加費：無料�

　定　員：なし（PCの台数が限られているため、参加者多数の場合、�

　　　　　一台のパソコンを数人で使用していただくこともございま�

　　　　　すが、ご了承ください）�

　申　込：不要�

　平成30年度から学習センターでの放送授業の再視聴方法がインターネット視聴用パ

ソコンやタブレットを利用した視聴方法に変わることから、パソコン未経験者を対象

とした初歩のパソコン講習会を開催します。パソコンの基本操作やe-メールの使い方

などを学ぶとともに、セキュリティーやメール文書のやりとりのマナーなど、パソコ

ン操作に必要なスキルを資格を持つ正規の指導者から学べます。パソコン初心者の方

はもちろん、もう一度基礎から学びなおしたい方もぜひご参加ください。�
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芸術文化祭2017へのご協力ありがとうございました！�

11月4日・5日に、芸術文化祭2017を開

催しました。美術展覧会は今年も力作揃い

で、来場された方も興味深げに鑑賞されて

いました。�

他にも、サークルイベント・バザー・ワー

クショップなど盛りだくさんな2日間でした。

出品ならびにご協力いただいた皆様方にお

礼申し上げます。�

室戸貫歩2017に挑戦！！�

11月25日～26日に、高知大学のイベン

ト「室戸貫歩2017」に放送大学同窓会チ

ーム11名が参加しました。休憩しながら

も夜通しゴールを目指して頑張りました。

参加された学生さん、そしてサポートをし

てくださった皆さん、本当にお疲れさまで

した。来年も貫歩目指してがんばってくだ

さい！�

12月2日、仁淀川町中津渓谷ゆの森にて、

放送大学の谷口義明教授による「宇宙の

謎―私たちはなぜここにいるのか？－」、

高知工業高等専門学校の今井一雅教授に

よる「地球と木星のオーロラの神秘」の

講演を行いました。43名の方にご参加い

ただきましたが、皆さん熱心に講演に耳

を傾けていらっしゃいました。�

第10回�
サイエンスツアーin AGAWA

－5－



　学生研修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。素晴らしい作品の中
から、一部をご紹介いたします。�
�
　 秋潮や鳴門の渦のせめぎ合ひ　　岡崎　国昭　  　 秋深し人形浄瑠璃淡路島      　岡村　恵子�
　 学び舎のバス行く淡路秋の色　　川口　多津　 　  寒風や観潮舟を傾かせ      　　川添　弘幸�
　 秋色の徳島道を渦を観に　　　　土居真智子　 　  紅葉や車窓に映る笑いじわ　　中野　真弓 �
　 紅葉の山間を縫って吉野川     　 西村恵里子    　  冬寒に阿波の順礼歌あはれ　　平井　静江�

11月18日（土）に、淡路島と徳島県に行ってきました。�
心地よい秋風が吹く中、楽しいひと時を過ごしてきました。�
参加者の方から寄せられた寄稿文をご紹介します。�

「鳴門・淡路島研修旅行」　　　　石元　博彦�
�
　鳴門・淡路島は瀬戸内海国立公園の東端にあたる。瀬戸内海は陸地であったが時間の流れのなかで、
地殻変動と外海からの海水の浸入によって形成された海である。水深は二十メートルから四十メート
ル程であるが、外洋水が出入りする海峡は激しい潮流の侵食によって海底が削られ海釜ができ、百メ
ートル前後から四百メートル前後に達するといわれている。�
　住民たちは、中央構造線など大小の活断層による地震や昭和新山（北海道）のような火山などによ
る不安のなかで、自然環境に適応しながら、たくましく生きている人間の英知をみることができた。�
　淡路島には大きな河川がないので、多くのため池による水源の確保や過去に瀬戸内火山帯があった
ので福良に温泉があり、海の景観を眺めながらの無料の足湯で疲れを癒すことができ、自然のめぐみ
をいかした能動的生活を観察できたこころ豊かな研修旅行であった。�

「吟行研修旅行」　　　　池　昭満�
�
　「錦秋の候」という。旅行日11月18日は、暦の上では初冬だが、四国では「錦秋」の2文字にふさ
わしい時期である。この日は朝から雨。高知大学朝倉キャンパスを出発したバスは、ほぼ満席。ワイ
パーを動かしながら、鳴門・淡路島を目指す。�
　遠足気分の私たちに、学習センター所長の　倉先生から、課題が出される。「この旅行中に必ず俳
句を詠んで、１句だけ提出して下さい。」「え～！」という声が車中に上がった。私など、詩歌とは
無縁の無粋なオジサン。さて、どうしようか。「俳句を詠むという意識を持って旅行していると、観
察が深くなります。」と　倉先生。なるほど。�
　高知・徳島自動車道は、四国の山間部を貫いている。山々は錦を飾ったかのように紅葉・黄葉に彩
られている･･･のだが、雨のため、降りてきた雲たちが意地悪をして錦織をチラっとしか見せてくれな
い。だが、雲煙に霞む紅葉というのも、なかなかオツなもの。山水画に色絵具を少し添えたかのようだ。�
　　　　　　　　　　　　　　　嶺飾る錦隠すや雲の海�
�
　鳴門を経て淡路島に入ると雨が小降りになり、傘が要らないほどに。私たちが訪ねた伊弉諾神宮は、
島の中西部に位置し「古事記」・「日本書紀」に記載された中では、全国で最も古い神社。そして、
淡路の国一の宮でもある。�
　ぬかるんだ参道を歩いて、本殿に参拝する。お社の両脇には、立派な菊の盆栽。庭園には、真っ赤
に色づいたもみじ。静寂の中に日本の秋を感じさせる風景である。心穏やかに家内安全、無病息災、
そして満１歳の孫の健やかな成長を祈願する。あっ、あれこれお願いする割には、ちょっとお賽銭が
少ないかも。�
　　　　　　　　　　　　　　もみぢばにいろどられをり一の宮�
�
　帰途、吉野川ＳＡで俳句を提出。バス車中で　倉先生が１句ずつ読み上げ、私たちは良いと感じた
句に拍手を贈る。そして、先生による厳しくもユーモアあふれる講評に車内は爆笑の連続。�
�
　今年も楽しい旅になった。大鳴門橋・渦の道では14年前、大学１年生だった娘とここを訪れた時の
記憶が蘇った。また、人形浄瑠璃を観劇し、別離を余儀なくされた母子の人情の物語に涙。これだけ
中身が濃くて、昼食も美味しい日帰り旅行が3,500円とは超お得だ。�
　来年も、是非また研修旅行に参加させていただきたい。お世話いただいた皆さん、ありがとうござ
いました。�
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はちきん・いごっそうサロンに参加しませんか？�

日　　時：2018年2月3日（土）13：30～15：00�
場　　所：放送大学高知学習センター　3階　講義室（小）�
申　　込：高知学習センター事務室　※当日でも可�
　　　　　電話（843-4864）、メール（kochi39@ouj.ac.jp）でも受け付けています�
内　　容：学生生活、同窓会活動がより魅力的になるような交流会です。サークル活動、旅行のこと、�
　　　　　学習相談等話す内容は何でもＯＫ。主要行事のスライド上映、ＮＨＫホールの学位記授与�
　　　　　式上映も予定しています。吉倉所長をはじめ高知学習センター教職員、同窓会員も参加し�
　　　　　ます。お気軽にご参加ください！�

図書職員に異動がありました。�
これからもよろしくお願いします。�
　�
　 退職　　　　　　　  新任�
楠木　菜央　　　　 澁谷　恵美子�

　放送大学では、情報通信環境の変化等に対応するため、放送授業の視聴について、DVD・CDに
よる視聴から、インターネット視聴用のパソコンやタブレットを利用した視聴に順次切り替えてい
く予定です。本年度中に学習センターに無線LAN（Wi-Fi環境）やインターネット視聴用のタブレ
ット等（6台）が整備され、2018年度から利用可能となります。�
�
配架放送教材の変更�
�
　2018年度は新規開設科目（大学院科目を除く）のＤＶＤ・ＣＤ１セットを配架します。
2017年度までに開設された科目は閉講するまでの間、学習センターで視聴することができます。�
�
室外貸出方法の変更�
�
　2018年4月から、放送教材の室外貸出は、放送大学学園本部で一括して行い、学習センターで
の室外貸出は行いません。2018年4月以降の申し込み方法等の詳細は、後日お知らせします。�

図書・視聴学習室からのお知らせ�

～学生・同窓会のおしゃべりの会です～�

夜の部の懇親会も�
計画しています！�

室外・郵送貸出について�

★2018年3月は準備のため、学習センター�
　での室外、郵送貸出を休止します。�
　2018年4月2日（月）午前9時から、放送�
　大学本部での貸出しが始まります。�

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。（台数に限りあり）�
�

閉室期間のご案内�

★下記の期間は、蔵書点検期間のため、図書・�
　視聴学習室は閉室となります。自習等も含め、�
　入室できません。�
　　【期間】3月26日（月）～31日（土）�
�
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