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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!!

令和元年度2学期　ご卒業おめでとうございます

教
養
学
部

生活と福祉コース　7名　人間と文化コース　7名
心理と教育コース　7名　情報コース  　　　 1名
社会と産業コース　2名　自然と環境コース   4名

臨床心理学プログラム　
                         1名

大 

学 

院

数学を学んで　　　　　　                                                             （人間と文化コース）廣瀬　隆志　
　卒業にあたり寄稿の機会を頂きました。 2コース目となる今回、狙って為した卒業ではなく、2016新カリの単位読
み替えルールで自コース扱いとなる科目が必要分達した後の移行で至った事なのです。 休学も使いつくした10年の
学籍期間、しばらくは数学からの履修は緩やかなものでしたが、後に入学してきた母が先に単位を集め、一時期「これ
では自分も数学に好意的な1人としての立場がないじゃないか！」というほど水を空けられてしまったものの、休学を使
い切った2017年度末からの翌2年間費やして、匹敵する単位を揃えました。母は未着手な大学院科目も含みます。 
本学で都合7科目に達した履歴は尊い経験です。

卒業生からのメッセージ

この他にも喜びのメッセージをいただいています。次回のくじら(7月号)に掲載しますのでお楽しみに！

高知学習センターから新たな「放送大学名誉学生」が誕生しました祝

卒業によせて　　　　　　               （自然と環境コース）山本　良一　  
　定年を機に放送大学で学びを続け、このたび6回目の卒業を迎えました。 最初
は歴史や文学を学びたくて「人間の探求」を専攻しました。 無我夢中で勉強して
いたら４年で卒業になりました。当時裁判官制度が話題だったので「社会と経済」
を専攻し、主として法律を勉強しました。 さらに孫たちが大きくなってきて少しは
話ができなくてはと「心理と教育コース」に進みました。3度目の卒業の頃には母
の介護が必要になってきたので「生活と福祉コース」は主として介護の問題点を
勉強。ここまで来ると全コースを勉強しようと欲を出して「情報コース」そして今
回の「自然と環境コース」を専攻、全コース卒業となった次第です。 長年にわたっ
てご指導をいただいた先生方と学習センターの皆様に感謝申し上げます。これ
からも新しいテーマを見つけて生涯学習を続けて行きたいと思っています。また、
放送大学学友同窓会の役員として学習センターの皆様と共に色々な活動をさせ
ていただきました。今後とも在校生の皆様のお役に立てることがあればお手伝い
いたしますのでお気軽に相談いただければと思います。



　皆さま、初めまして。今年度（令和2年度）から放送大学高知学習センター
（以下、センター）所長に就任することになりました深見公雄です。前年度
まで所長をお勤めになった𠮷倉紳一先生の後任として、精一杯がんばってい
きたいと思います。
　まずは私の自己紹介をさせていただきます。私は昭和29年8月に京都で生
まれ、大学を卒業するまでずっと京都の実家に住んでいました。その間、一
度も引っ越しをしたことがありませんでした。その後、京都を離れ、東京に8
年、滋賀県の大津に3年そのほかと、何度か引っ越しをしつつ、高知には、平成元年3月に高知大学に赴
任するために移り住み、もう31年が過ぎようとしています。すなわち、人生で一番長く住んでいるの
が、高知ということになります。この間、県内のいろんな所に出かけましたが、高知と京都は、言葉の
イントネーションや食べ物など、ふとした場面で、割と似ているなあと思うことがあります。
　私の専門は、海洋微生物生態学および海洋環境保全学です。微生物とは、目に見えない小さな生き物
のことで、細菌類やカビ、あるいはアメーバーのような原生動物、植物プランクトンなどのことを指し
ますが、海の中にもこれらの微生物が多数生息しており、私たちの生活にはなくてはならない働きをし
ています。陸地から我々が生活排水や産業排水を海に流しても、何とか海がきれいなままに保たれるの
は、これらの微生物が一所懸命に有機物を分解し、浄化してくれているためです。私はこれまで、この
ような海洋微生物の生態、すなわち海洋環境でどのような微生物がどんな働きをしているかを研究して
きました。またそれらの働きを活かして、海洋環境をきれいなままに保つにはどうしたらいいか、ある
いは汚くなった海をもう一度きれいにするにはどうしたらいいかなどを研究してきました。このような
話題については、また何かの機会にお話しできればと思っています。
　また私の趣味についてもお話させていただきます。私は旅とお酒が大好きです。高校生の頃から、日
本各地を一人旅してきました。47都道府県はもう2巡目3巡目（あるいはもっとかも）、最近はますま
す旅好きが高じています。また、ビールと日本酒が好きで、夏はもっぱらビールですが、冬になると日
本各地の純米酒を取り寄せては、楽しんでいます。ただし、酒を飲んで大騒ぎするのはあまり好きでは
なく、いいお酒をいい料理と一緒に、静かに楽しむのが好きです。このような飲み方のことを浅酌（せ
んしゃく）と云うのだそうです。また皆様方と何かの機会に一緒に飲むのを楽しみにしています。
　自分のことばかり書いてきましたが、本センターでは、皆さまの向学心に少しでもお手伝いできるよ
う、スタッフ一同が支援していきたいと思います。何かお困りのことや疑問点等がおありの際には、ど
うぞお気軽にお声がけいただければ幸いです。
　ではこれからどうぞよろしくお願いいたします。
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所長就任のご挨拶

高知学習センター
所長　深見　公雄

令和2年第1学期　ご入学おめでとうございます
　新入生の皆さまには、４月5日「入学者の集い」で配布予定であった資料を同封しています。
必ずご確認ください！ 本誌の「事務室からのお知らせ」にも必ず目を通していただき、
不明点がありましたら、高知学習センターにお気軽にお問合せください。



前　高知学習センター
所長　𠮷倉　紳一

－3－

　平成27年4月から5年の任期を終え、定年退職する日が近づいてきました。
大禍なく過ごすことができた安堵感と、一抹の寂しさが交錯する今日この頃です。
この間、職員や同窓会の皆様のご支援により職責を全うすることができました。
ありがとうございました。また、多くの学生の方々とセミナー・面接授業・調査
旅行・研修旅行・ビール会・忘年会・芸術文化祭などを通じて、親しくお付き合
いいただきました。目を瞑ると時々の出来事と誰彼の顔が浮かびます。本当に充実した楽しい日々でし
た。心から御礼申し上げます。
　さて、在職中の思い出の一つに『放送大学に学んで-未来を拓く学びの軌跡-』（東進堂）の出版があ
ります。当時の広島学習センター所長の安原義仁先生、香川学習センター所長の大平文和先生と共に編
集委員を務め、3センターの中間点にある香川学習センターに集まり編集作業をくり返しました。同書
は中国・四国地域にある9学習センターの在学生や卒業生が、学びの体験談を綴ったものです。日々多
忙の中で、強い克己心をもって、幾多の困難を乗り越え、見事に学業を成就された皆さんの声には胸打
つものがあります。同書を編集する中で学びの本質とは何か、また、多くの人々を惹きつけてやまない
放送大学のブランド力とは何か、ということについて考えさせられました。
　「放送大学」は英語名称の「The Open University of Japan」に違わず「誰でも、いつでも、どこ
でも」学べるOpenな（開かれた）大学です。このことは広く知られているところですが、Openには
さらに重要な意味があります。本学の300科目を超える放送授業の全てが、さまざまなメディアを通じ
て公開されており、世界中の人々が視聴できる環境にあります。これはとりもなおさず、授業が世界的
な評価に晒されていることを意味します。さらに、単位認定試験の問題も解答も公開されています。こ
のような公開度の高さは授業内容・印刷教材・講師陣・授業方法・単位認定制度などに自信を持ってい
る証拠であり、厳格な質保証につながっています。これに加えて、学習センターは地域に開かれてお
り、生涯学習機関として重要な役割を担っています。これほど公開度の高い大学は他に類を見ません。
　また、これからは今まで以上に学問領域の越境性と総合性が重要となります。放送大学では6つのコ
ースのいずれかに籍を置き、それぞれの専門領域を学ぶと共に、他コースの科目の履修が奨励され、そ
の単位が卒業要件として認められています。すなわち、越境が制度的に保証されています。これによ
り、教養学士の名にふさわしい総合性に富んだ人材を輩出しています。このような公開度の高さ、およ
び越境性と総合性が放送大学のブランド力の源泉だと思われます。
　今後、この素晴らしいブランド力にさらに磨きをかけて、放送大学が益々発展することを祈念しま
す。そして放送大学の設立趣旨に謳われている「新時代の大学教育を行い、わが国の大学教育の改善に
資する」ことが実現されるよう期待しています。

所長退職のご挨拶と放送大学雑感

現時点で、開催時期は未定です。今後の情勢を判断しながらの調整となりますので、ご了承ください。
開催決定しましたら、ホームページや学習センター掲示板でお知らせします。

延期 𠮷倉前所長の最終講義



客員教員　新任ご挨拶
　新任教員のご挨拶　　　　　　　　　　　　　玉里　恵美子　客員教授
　はじめまして。高知大学地域協働学部の玉里恵美子と申します。大阪府出身で、早口の関西弁
は相変わらずですが、土佐弁もどきも少しは話せるようになってきて、私も高知の人間になって
きたなあと思う毎日です。地域協働学部では、学生と地域の皆さんと一緒に、地域課題を解決す
るために、「協働」という視点で大学教育を行っています。地域では、地域福祉の考え方を学びあいながら、
「共助」を大切にした地域づくりを検討していきます。これが私の研究テーマにもなっています。それともう一
つ、高知に来てから私が関心を持ち続けているのが「土佐の社会事業家」というテーマです。社会福祉の黎明期
に、子どもたちのために愛情を注いだ高知県出身の社会事業家をご存じでしょうか。韓国孤児3000人の母（オ
モニ）と呼ばれた田内千鶴子さんや、保育の父と言われる佐竹音二郎さんです。この他にも多くの社会事業家
が活躍しました。今回、放送大学客員教員をお引き受けするにあたり、放送大学生の皆さんと「土佐の社会事業
家」について思いをはせ、一緒に調べて、彼らの思想について深めていくことができればと思いました。皆さん
とお会いするのを楽しみにしています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

　深海底を調べる！　　　　　　　　　　　　　　村山　雅史　客員教授
　高知大学農林海洋科学部で海洋資源科学分野、特に、深海底に眠るマンガン団塊や海底熱水鉱
床やレアアース泥などの金属資源、メタンハイドレートなどのエネルギー資源などに関連した授
業を中心に担当しています。ベースメタルはもちろんのこと、レアメタルやレアアースなどの希少
な金属は、スマートフォンやパソコン、ハイブリッドカーや電気自動車などに多く使われており、
現代社会では最先端産業に欠かせない重要な元素です。このような資源は国土の小さい日本の陸上からは産出
せず、ほとんどが海外からの輸入に頼っているのが現状です。しかしながら、世界第6位の広さを誇る日本の排
他的経済水域（EEZ）の深海底には多量に存在していることがわかってきています。このように、我々の住んで
いる日本列島周辺に存在し、日頃から親しんできた‘海’からは多くの恵みを受けています。
　一方、人間がおこなう資源開発で、海洋生態系の変化や環境の汚染がおきたりもします。そのために、私たち
は‘海’のことを調査し、よく理解したうえで利用すること、さらに護（まも）っていく総合的な海洋管理をおこな
うことが必要になってきます。私は、海洋研究に携わり30年が経ちましたが、海洋調査に行くたびに新しい発見
があり、未知なる‘海’の魅力の虜になっています。我々のまわりに身近に存在する‘海’の姿を解き明かし、皆さん
と一緒に学んでいきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ポーラ　フェビアン　非常勤講師
　English should be a fun adventure, so please relax, enjoy yourself, and try to say 
what you think about any topic that interests you---music, movies, current events..... 
Start with simple language for easy communication, explore and build. Remember the 
phrase, "Roman was not built in a day". 

　I am an American by birth, but a global citizen by life. I was born in the U.S. mid-west in an 
agricultural area, Ohio, but I grew up in a South African coastal city, Port Elizabeth, much like Kochi. 
I have lived more than half of my life outside of the U.S.A., with more than 30 years in Kochi. I have 
an educational background strong in science and business, but language with the focus on English 
for everyday communication is an important part of future globalization. Let's look, listen, and learn 
about the world together through an eye and ear on English. 

　Take it easy, have fun and "REST"--- R=relax, E=enjoy, S=speak up, and T=think about the many 
topics to explore.
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客員教員　退任ご挨拶①

　退任にあたってー学び続けるー　　　　　　　蒲生　啓司　客員教授
　2020年3月をもって高知学習センターの客員教員を退任することになりました。セミナーを受
講していただいた皆さん、有難うございました！化学を通じて科学技術の歴史を振り返り、化学
の目で物事を考え、皆さんが元気に学ぶことができるよう心掛けてきました。受講生の皆さんと
共に、私自身も楽しんで授業をしてきました。一方通行の講義ではなく、なるべく受講生の方から話題を提供し
ていただくようにして、「化学物質」とどう向き合うか、何が問題なのか、何故そのようなことが起きるのか、
皆さんから出てくる疑問に応える形で皆さんと考えてきました。
　自然を感じ地域を感じ食を感じ、化学物質漬けになっていただいて、質問を出し合いながら「何故？」に応え
てきました。皆さんと一緒に、目をショボショボさせながら『分子モデル』を作りました。一人一人がアミノ酸
の分子を作り、それを一つ一つ全部繋げていくことでペプチドができて、もっと繋がっていくとタンパク質にな
っていくということを、直に感じていただきました。そうすると、「分子」という単位で化学の変化や現象を考
え説明することができました。セミナーを受講していただいた方々は、間違いなく「学び続けて」いる方ばかり
でしたし、これからも学び続けられることでしょう。
　最後に、私に客員教員の機会を与えていただきました石川充宏前センター所長並びに吉倉紳一センター所長
には心より感謝申し上げます。また、授業準備や事務処理でお世話になりましたセンター職員の皆さんに感謝し
御礼申し上げます、有難うございました。

　退任にあたって　　　　　　　　　　　　　　　　 村上　英記　客員教授
　2020年3月末で高知学習センターの客員教員を退任することになりました。この5年間、「自
然の中の数理」と題して自然の中に潜む数理とそのモデル化について紹介してきました。実は、
客員のお話をいただいた時には、学生の皆さんから数学のセミナーの要望があるので数学のセミ
ナーをというお話でした。当初は数学者ではないのでお断りをしたのですが、数学的要素を持たせる内容であれ
ばということで引き受けさせていただきました。
　自然科学では、現象を観察し、規則性を見出し、それをモデル化することで未来を予測します。規則性の事例
として最初に紹介したのが地震学におけるグーテンベルグ・リヒター則でした。この規則性を表す数式には対数
が使われます。対数を実感してもらうために対数グラフ用紙にデータをプロットしてもらいました。以後最初の
３年半は、手計算やグラフを描くといた手作業を交えながらの進行でした。残りの1年半は、Excelを使ったグラ
フの作成や計算を中心にしてセミナーを進めました。小さな画面とマウスの操作に苦戦をしながらも意欲的に
取り組む受講生の皆さんの姿勢に支えられながらのセミナーでした。
　受講生の皆さんの要望に応えらえたかどうかは甚だ疑問ですが、このような機会を与えてくださった受講生
の皆さん、そしてPC室利用の便宜を図っていただいた吉倉センター長並びに資料の準備をしていただいた職員
の皆さんには心よりお礼を申し上げます。
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退職される皆さま、大変お世話になりました。新体制の高知学習センターも何卒よろしくお願いします。
次のページ（p.7）に、新・旧事務長のご挨拶を掲載いたしました。

                                    退職　　　　　　　　    新任　　　　　
＜事務長＞　　　　　　山﨑　正浩　　　　　　 中山　胤
＜事務職員＞　　　　　黒萩 紗恵子（図書）　　   井手　玲子

センター事務職員　退職・新任のお知らせ

客員教員　退任ご挨拶②

　　　　　                                                      リンダ　アラム　非常勤講師
　（英語メッセージ）
　Thank you so much to all of you who have attended my classes over the years. 

　In the intermediate classes, thank you for your many interesting thoughts and stories from your 
daily lives. I was always impressed by the content of your talks and often left our classes with your 
words echoing in my mind. I will miss you.

　In the beginner class, our class was fun thanks to your participating in such a lively way by 
working with your partners, asking good questions, singing the chants and presenting in front of 
the class without hesitation. I always looked forward to see you. 

　I was so sorry that our last lessons were cancelled because of the coronavirus. We didn’t get a 
chance to say goodbye properly, but I’m sure we will see each other on campus and have a 
chance to talk again. I wish you good health, much happiness and all the best in your English 
studies! 

♡Linda

　（日本語メッセージ）
　長い間レッスンに参加してくださった皆さんへ、本当にありがとうございました。
 
　中級クラスでは皆さんの考え方や日常生活のおもしろいお話が聞けて、とても楽しかったです。いつも感動さ
せられ、レッスン後も私の心にずっと余韻が残るようなお話ばかりでした。お会いできなくなると寂しくなりま
す。
 
　初心者クラスでは、パートナーと協力し合って面白い質問をしたり、チャンツを歌ったり、堂々とみんなの前
で発表したりと、みなさんが元気に楽しく参加してくださったおかげで本当にいいクラスになりました。皆さん
とお会いできるのを毎回楽しみにしていました。
 
　新型コロナウイルスの影響で、最後のレッスンが開催できず本当に残念です。皆さんに正式に最後のごあい
さつができない事は本当に心残りですが、またキャンパスで会ったら声をかけて下さいね。皆さんの英語の上達
と、ご健康、ご多幸をお祈りしています。

♡リンダ
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新任ご挨拶

　皆様こんにちは。
　４月から高知学習センターの事務長に就任しました中山です。
　私は高知大学を定年退職後、平成２９年４月から高知学習センター事務職員として、前任の山﨑事務長の下
で３年間勤務しておりました。
　この度思いがけず事務長職を拝命することとなり、身が引き締まる思いです。
　４月から深見所長のもとで職員が一丸となって、これまでと同様に学生の皆様に寄り添って、苦楽を共有で
きる学習センターでありたいと思っております。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止の影響で、４月の入学者のつどい、教養を深めるセミナー、サークル活
動などが中止となり、高知学習センターに来ていただく機会が少なくなってしまって、学生の皆様には大変ご
迷惑をおかけしております。
　学生の皆様、特に新入生の皆様は、放送大学の学習の仕組みや、高知学習センターの利用などで、分からな
いことなどが沢山あろうかと思いますが、気軽にお問合せ下さい。また、改善してほしい点など、気付いたこ
とがありましたら、どんな小さなことでも結構ですので、気軽に声掛けして頂ければ有り難いです。

　明るく、快適に利用でき、入学してよかったと思ってもらえる学習センターになるよう頑張る所存ですの
で、よろしくお願いします。

高知学習センター事務長　中山　胤

退任にあたって

　平成29年から３年間、皆さんに支えられながら楽しく仕事をさせて頂きました。
　３年間を振り返ってみますと、各地で開催した公開講演会、研修旅行、芸術文化祭やビール会など多くのイ
ベントで在学生の皆さんと共に楽しむ機会を頂きました。また、卒業証書・学位記授与式では、皆さんが様々
な思いで放送大学に入学され、困難を乗り越えて、卒業証書を受け取られる姿を目にして、毎回胸に迫るもの
がありました。　
　通信制の大学ゆえに、県内に７００人近くいる学生の皆さんと顔を会わす機会は多くはありませんでした。
それでも年に２回の単位認定試験は、多くの在学生の皆さんに出会える数少ない機会であり、高等教育のセー
フティネットとしての放送大学の役割を、改めて実感させられる機会でもありました。
　一番の思い出は、２０１８年11月に、「オーテピア開館１００日記念事業」として來生学長をお招きして公
開講演会を開催できたことです。当日は１００名近くの方に参加頂き、大いに放送大学をアピールできまし
た。同時に、同図書館には、放送大学の教材を置いてもらう契約も交わし、今も多くの市民の方に放送大学の
教材を手に取ってもらっています。
　これからも高知学習センターが高知県における高等教育機関の一つとして大いにその存在意義を発揮し、多
くの学生の皆さんが集まる、良い意味での“溜まり場”になるよう期待をしております。３年間大変お世話にな
りました。ありがとうございました。

前　高知学習センター事務長　山﨑　正浩

高知学習センター開設25周年記念誌　ホームページ掲載のお知らせ

高知学習センター開設25周年記念誌(2019年度に刊行)が、「高知イーブックス」
（http://www.kochi-ebooks.jp/school/）で電子閲覧できるようになりました。
ブック形式で閲覧、ご自身で印刷も可能です。
高知学習センタートップページにもリンクがあります。ぜひご覧ください！
※PDFデータがほしい方は、事務室までお問合せください。



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：5月29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月上旬）

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１日（金）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15日（金）～5月29日（金）必着
〈Web〉 5月8日（金）10：00 ～5月29日（金）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！！

1学期のスケジュール
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事務室からのお知らせ①

システムWAKABA不正利用防止のため
パスワード変更をお願いいたします！

(パスワード変更手順)
システムWAKABA
へログイン→
トップ画面プロフィー
ル画像の下「パスワー
ド変更」をクリック

新型コロナウイルス感染症対応について
　2020年度第1学期の新型コロナウイルス感染症の対応については、下記のとおりとします。
最新の情報は、放送大学やセンターホームページ、掲示板などで随時お知らせしますのでご留意く
ださい。
〇 面接授業の閉講と追加登録の延期
　　（１） ４月中及び５月１日・２日に開講予定の面接授業は、全国一律に閉講。
　　（２） ５月７日以降の面接授業は、４月中旬に決定し通知。
　　（３） ４月１８日（土）１２時に予定していました空席発表　及び
　　　   同月２４日（金）以降に予定していた追加登録の受付は当面延期。（各月ごとに開催判断）
〇 各種ガイダンス・学習センター主催教育活動関係の中止
　　４月中は、「教養を深めるセミナー」及び「学生サークル活動」等を中止しております。
　　5月以降の実施については、改めて検討の上、お知らせいたします。

システムWAKABA
ログイン画面
「お知らせ」

　教務情報システム（システムWAKABA）や学生メール（Gmail）などのパスワードが、入学許
可書に書かれている初期パスワードのままになっていませんか？　

〇 令和2年１学期入学生…入学許可書が届いたらパスワード変更
〇 在学生…初期パスワードから変更しておらず、システム利用再開をご希望の方は、変更手続きが必要

　上記の該当者は、システムWAKABAログイン画面に記載の「お知らせ」をご確認いただき、各
自パスワード変更の手続きをお願いします。不明点がありましたら、事務室へお問合せください。

　変更手続き後は、初期パスワードでログインできるようになりますが、速やかにシステムＷＡＫ
ＡＢＡにログインの上、パスワードの変更を行ってください。翌朝６時までにパスワードを変更し
なかった場合、再度システムが利用できなくなります。
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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」・・・新入生に郵送
　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。科目登録申請、Web通信指導、
　　　　　　　　　　　　　  インターネット配信システム等が利用できます。
　　URL　http://www.ouj.ac.jp/index.html (放送大学HP) 
　　画面上部「在学生の方へ」-「システムWAKABA」からアクセスできます。
　　利用方法は、「学生生活の栞」(学部p.115、院p.102)をご覧ください。

  初めて利用する際は、パスワードの変更が必要です！　
  P.9でもご案内していますが、システムWAKABAのトップページ「お知らせ」の
  手順に従って、各自変更をお願いします。
  ★ログイン時のユーザーID、パスワードは、「入学許可証」に記載されています★

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。
また、高知学習センターが入居している高知大学メディアの森・学術情報基盤図書館の
正面入口にはセキュリティーゲートが設置されており、学生証に「QRコード」が貼付
されています。

手続きが必要な方 受取方法
・２０２０年度第１学期入学生（新規・継続）
・在学生で、学生証の有効期限が
   平成３２（2020）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」
・全科履修生・・・「期限切れの学生証」

４月9日～5月6日は入館禁止のため交付していません。5月7日以降にお手続きください！

－10－



駐車場利用料金の徴収について

各種届出の提出期限について
2020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※

２０２０年4月20日～6月  7日必着

２０２０年4月20日～8月10日必着

２０２０年4月20日～9月30日必着

２０２０年4月  1日～5月2５日必着

２０２０年4月20日～6月  7日

２０２０年4月20日～8月10日

２０２０年4月20日～9月30日

２０２０年4月  1日～６月  １日

※単位認定試験受験センター変更願のみ、２０２０年第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
＜閉所基準＞
台風等の接近により、午前7時の時点で高知市に「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。
①  「大雨警報」「暴風警報」の両方が解除された場合は、午後1時から開所します。
②  午前11時までに「大雨警報」「暴風警報」の両方が解除されない場合は終日閉所します。
③  午前11時以降に「大雨警報」または「暴風警報」が発表された場合は、直ちに閉所します。
＜告知方法＞
①  学習センターホームページ　②  学習センター内掲示
③  面接授業やセミナーなど緊急の場合は個別に連絡　④  メールマガジン

高知学習センターでは、高知大学朝倉キャンパス駐車料金徴収への対応について、以下の通りとさせて頂きます。

1. 一時的に入構される方　
　 教材の貸出、面接授業、単位認定試験において来所される方はこちらに該当します。

2. 常態として自動車通学する学生
　 常態として自動車を運転して通学することが必要な学生の方については、高知大学事務局へ申請書を提
 出の上、受理されると、入構・駐車許可証が発行され、料金納入の上構内への乗り入れが可能となります。
 料金は月額1000円で、原則1年または半年契約となります。

　　　                            申請手続き窓口 「入構・駐車許可証交付申請書」  ・・・高知大学経理室総括係
　　　　　　　　　　                             「駐車料金の納入」・・・・・・・・・高知大学経理室出納係
　　　　　　　　　                             　「入構カードの交付」 ・・・・・・・・高知大学財務課管財係
                 

3. 身体に障害のある学生
　身体に障がいがあるため自動車で通学する必要があると、当学習センター所長が認めた学生の方について
は、一定の手続きの上、駐車料金を免除します。
　　　申請手続き窓口「駐車料金免除申請書」・・・・・・・高知学習センター事務室
　　　　　　　　　　「入構・駐車許可証交付申請書」・・・高知大学経理室総括係

（注）各種申請書類は高知学習センター事務室に用意してあります。申請時には、印鑑を
　　持参し、車検証のコピーと運転免許証のコピーを添付してください。

区　分
高知学習センターへの来所者

～30分
0円

～60分
200円

～90分
300円

～120分
400円

120分超
500円

区　分
高知学習センター所属学生

 年　額
12,000円

 月　額
1,000円
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客員教員＆セミナーの紹介

－12－

宮井　千恵　客員教授
（元日本看護協会会長）
　
　専門分野：看護管理

玉里　恵美子　客員教授
（高知大学教授）
　
　専門分野：社会学
　　　　　　農村社会学
　　　　　　地域社会学

岩城　裕之　客員准教授
（高知大学准教授）
　
　専門分野：日本語学

村山　雅史　客員教授
（高知大学教授）
　
　専門分野：同位体地球化学
　　　　　　古海洋学
　　　　　　海洋地質学

ポーラ・フェビアン　客員准教授
（高知大学非常勤講師）
　
　専門分野：英語教育

ヨース・ジョエル　客員教授
（高知県立大学教授）
　
　専門分野：日本史・思想史
　　　　　　政治思想史・文化論

渡邊　ひとみ　客員准教授
（高知大学講師）
　
　専門分野：発達心理学

深見　公雄　所長
（高知学習センター所長）
　
　専門分野：海洋微生物生態学
　　　　　　海洋環境保全学

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。

　高知学習センターで開催している２０２０年４月～９月のセミナーをご紹介します。
放送大学の学生に限らず参加できますので、ご家族・ご友人の方お誘い合わせの
上ぜひご参加ください。参加費は無料です。参加申し込みは、学習センター１階事
務室まで。
　※現在、セミナーは開催中止しております。再開できるようになりましたら、
　　高知学習センターホームページや掲示板でお知らせいたします。



セミナーの内容

≪これからの保健・医療・福祉制度についてともに考える≫
宮　井　千　恵

　　　　　　　　　　水曜日　10：30～12：00
　地球規模で高齢が進んでおり、特に我が国においては
２０５５年には総人口が１億人を切り、高齢化率が３８％
になると推測されています。また、現在の若者の２人に１
人が１００歳まで生きる時代に突入しております。大きな
変化の時代に、健康に、そして幸せに生き抜くために、保
健・医療・福祉制度等についてタイムリーな情報を共有
し、高齢先進県に暮らす私たちひとり一人が、どのような
役割を果たしていけば良いかなど、さまざまな課題につい
て共に考えていきたいと思います。

≪土佐の社会事業家に学ぶ≫　　　　　　
玉　里　恵美子

　　　　　　　　　　木曜日　13：00～14：30
　保育の父と呼ばれる佐竹音次郎、韓国孤児3000人の母(
オモニ)と呼ばれる田内千鶴子。社会福祉が社会事業と呼
ばれた明治期から昭和前期にかけて、土佐の風土が多くの
社会事業家を生み、育てました。彼らの活動は、日本国内
のみならず、遠く外地（海外）へおよび、国籍や人種の分
け隔てなく子どもたちに愛情をそそぎました。セミナーで
は、参加者の皆さんと一緒に、隠れた資料を探し、彼らの
生きざまや思想を学んでいきます。

≪英語で自己表現≫        ポーラ・フェビアン     
毎月第２・４金曜日　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。実用的な英語を使って、自分を自由に表現してくだ
さい。リラックスした雰囲気の中で、いろんなトピックに
ついて楽しい会話をしますので、是非ご参加ください。
※内容を考慮し、定員を２０名とさせていただきます。

≪海こそが人類を救う！―エネルギー・食料問題と海洋の関係―≫
深　見　公　雄

　　　　　　　　　　水曜日　13：30～15：00
　人類の未来を考えた場合、エネルギーと食料をいかに確
保するかは非常に大きな問題です。遠からず枯渇すること
が予想される化石燃料や、安全性が不安視される原子力に
取って代わるエネルギー源をどうするのか。また、農業は
主に炭水化物（穀物）を生産する手段ですが、ではタンパ
ク源はどうやって手に入れるのか。この両者を生み出すの
が「海」です。セミナーでは、高知県民になじみの深い黒
潮の正体や海洋深層水の真相を始め、多様で不思議な海の
生態系を紹介し、海がなぜエネルギーと食料問題を解決す
るカギになるのかについて皆さんと共に考えていきます。

≪明治時代の新聞を読む―150年前の土佐の
　　　　　　　　人々は何を考えていたか≫  

 　　ヨース・ジョエル
木曜日　10：30～12：00

　高知が自由民権運動のメッカであったことはよく知られ
ています。自由民権運動のエンジンともいえるのが、新聞
です。当時の土佐の人々は、どのようにして自らの思想を
訴え、何を目指していたのか－明治１０年代の新聞を手に
取って読んでいくのが本ゼミナールの主旨です。明治時代
の日本語に少しずつ慣れつつ、ゆっくりと読みますので、
お気軽にご参加してみてはいかがでしょうか。

≪心理学の知識はどう応用されているの？≫
渡　邊　ひとみ

　　　　　　　  毎月第１・第３金曜日10：00～11：30
　心理学の知識が日常の様々な場面にどう応用されてい
るのかをみんなで考えていきます。臨床や教育場面への
応用は誰もがパッと思いつく代表的な例だと思います
が、お店に並んでいる商品の価格表示や配列、信号機や
街のライトの色、出会いの場や居心地の良い場のつくり
かたなど、その応用範囲は多岐にわたります。本セミナ
ーを通して、いつもとは違う視点から日常を捉えてみま
せんか？
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≪地球温暖化と海洋酸性化≫　　
村　山　雅　史

　　　　毎月第２・第４金曜日　10：30～12：00
　産業革命以降、人類の活動によって石炭や石油などの化
石燃料を消費し、大量の二酸化炭素を大気に放出しました。
その結果、地球は温暖化がすすみ、現在私たちの生活する
様々な環境が変わりつつあると言われています。一方、この二
酸化炭素は海にも取り込まれ、海水の酸性バランスを変化さ
せる、いわゆる「海洋酸性化」が問題になっています。これ
は、海洋生態系へ計り知れない影響を及ぼすと言われていま
す。このような課題に直面し、私たち国民ひとり一人がどのよ
うな役割を果たしていけば良いのか、さまざまな課題につい
て共に考えていきたいと思います。

≪ことばの変化を捉える≫　
岩　城　裕　之

　　　　　　　　　　火曜日　10：30～12：00
　ことばは時代とともに変化していきます。私たちが使う
日本語も、変化して今の姿になり、今もまた、変化をして
います。このセミナーでは、日本語の歴史や、今現在起き
ている日本語の変化など、ことばの変化について実例を挙
げながらお話ししたいと思います。例えば、「大瓶」を「おお
びん」と読むか、「だいびん」と読むか、「ら抜き言葉」がなぜ
生まれたのか、などです。受講生の皆さんが日頃気になっ
ていることばの問題も、ぜひ聞かせて下さい。

≪初歩の英語―ＡＢＣから学びましょう≫            
毎月第１・３金曜日　15：00～16：30

  英語が苦手な方、もう一度基礎から学びなおしたい方向
けの初歩の英語セミナーです。数字、曜日、挨拶など基礎
から学びましょう。



はちきん・いごっそうおしゃべりサロン
   高知学習センターで「はちきん・いごっそうサ
ロン」を開催しました。今回で３回目の開催とな
り、２２名の学生、学友同窓会の皆さんと職員が

参加しました。在学生の池 昭満さんによる「私の単位認定試験
攻略法」紹介や笑いヨガの体験、バルーンアートで作った風船の
剣を使ったチャンバラ合戦も行い、参加者同士で楽しく有意義な
時間を過ごしていました。

1/11

公開講演会「土佐の偉人　鹿持 雅澄の万葉学」
   高知大学メディアホールにて、公開講演会「土佐の偉人　鹿持 雅
澄の万葉学」を開催し89名が参加されました。高岡市万葉歴史館 
坂本 信幸　館長をお招きし、知られざる土佐の偉人 鹿持 雅澄の生

涯や、その功績である『万葉集古義』の解説を中心にお話しいただきました。参
加者からは、専門的で少し難解だったという声もありつつ、万葉学や鹿持 雅澄へ
の理解や興味が深まったという声も多くいただきました。

　　　　　 パソコン講習会（２月１日・２日）
　パソコン未経験の在学生を対象とした講習会を開催しました。アールシステム
株式会社のインストラクターよりパソコンの基本操作からインターネットやメー
ルの活用方法について教えていただきました。
　この講習会は、年2回開催しています。お気軽にご参加ください！

2/1
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キャンパスライフ１月・２月

看護師のための研修会
   高知学習センターにて「看護師のための研修会」を開催しました。
看護職員のほか一般の方を含め29名の方に参加していただきまし
た。「アドバンス・ケア・プランニング～もしもの時の話し合い」

をテーマに高知大学医学部附属病院 がん看護専門看護師の弘末 美佐氏をお迎え
し、人生の最終段階における医療・療養について、経験や事例などをもとにお話
いただきました。参加者は、もしバナゲームなどのワークも通して、自分にとっ
て「大事なこと」を見つめ直している様子でした。

2/15

ラジオ番組「シーサイド・ステーション」出張収録   
　エフエム高知　パーソナリティの加藤 結さんが来所し、出演中
のラジオ番組「シーサイド・ステーション」(隔週土曜18:40～出
演)出張収録を行いました。「高知学習センター開設25周年記念

スペシャル」と題し、𠮷倉前所長へのインタビューと「俳句セミナー」体験の様
子を収録しました。(2月29日放送)

2/19



事務室からのお知らせ②
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＊放送大学高知学習センター・高知学友同窓会共催事業「大豊町調査旅行」のご案内
　初夏恒例の調査旅行。今年は移住推進、農村民泊、碁石茶のブランド化などに積極的に
取り組む大豊町を訪ねます。昼食は、かの有名な「ひばり食堂」にて。
　一緒に日帰り旅行をしませんか。多くの方のご参加をお待ちしております。

　■ 日　　時：２０２０年６月６日 (土 )　高知大学朝倉キャンパス８時15分集合
　■ 定　　員：27名（先着順）　 
　■ 申込期間：2020年5月10日(日)～5月31日（日）
　■ 参 加 費：３，５００円（主にバス代と昼食代）

　　8:15高知大学朝倉キャンパス集合

　　日本一の大杉、美空ひばりの遺影碑、絶景に囲まれた「ゆとりすと
　　パ－ク」、懐かしの昭和館「お宝屋敷おおとよ」、「幻のお茶・碁石茶」
　　協同組合、道の駅大杉を各々訪問。昼食は行列が出来ることで有名な
　　【ひばり食堂】。

　　16:45高知大学朝倉キャンパス着・解散

　◎ 各施設の入場料（計９００円程度）は個人負担となります。
　◎ 締め切り日以後のキャンセルの場合、参加費の返金はできません。
　◎ 学友同窓会員は５００円割引します。（会費滞納者を除く）

＊参加申込は、高知学習センター窓口、電話（088-843-4864）、
　メール（kochi39@ouj.ac.jp）まで。
＊今後の新型コロナウイルスの感染動向次第で延期または中止することもあります。

＊卒業研究履修ガイダンス、大学院入学希望者ガイダンス
　講師：小林　真理子　先生（放送大学教授）、卒研ガイダンスのみ：本部学生課職員

（卒業研究履修ガイダンス） 　　　 2020年 6月27日（土）10：00～ 11：30 
（大学院入学者希望ガイダンス） 2020年 6月27日（土）13：30～ 15：00 
　■ 会　　場：放送大学高知学習センター

　6月27日は「ガイダンスデー」。午前は卒業研究履修、午後は大学院（修士全科生）入学に
ついての説明会を実施します。手続き方法や教員からのアドバイス、先輩方の体験談もお聞
きいただけます。お気軽にご参加ください。
（今後の情勢により中止の場合もあります。詳細決定後、ホームページ等でお知らせします）

資
格
取
得
・
免
許
更
新

内　　容 　　　　　   申込期間 　　　　　　　　            申込方法

学校図書館司書教諭講習 5月１日（金）～
６月７日（日）本部必着

郵送出願のみになります。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。

4月16日（木）15時～
5月21日（木）  9時

インターネット出願のみになります。詳しくは放送
大学ホームページをご覧ください。教員免許更新講習

※いずれも教員免許をお持ちの方を対象とした講習です。教員免許取得の講習はありません。



4月

5月

6月
10日     　第2学期学生募集開始
27日    　 卒業研究履修ガイダンス
　　　　　　大学院入学希望者ガイダンス 　　
○面接授業日程○
6・7日 　  「ハリウッド映画の見方」
　　          「深海底の堆積物と海洋環境の変化」
　　　　　　　　　 （高知大物部キャンパス）
11・12日  「四国自然史科学」
13・14日  「坂本龍馬と幕末の政治・社会」
　　　　　 （高知学習センター及び県立坂本龍馬記念館）
20・21日  「心理学実験3」

★利用時間
（通常期間）
火～日　9：10～17：40
（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＜）

★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

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

4 月

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

5 月

日 月 火 水 木 金 土

654321

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21

28

22 23 24 25 26 27

29 30

6 月

２日　 　　 臨時閉所日（入居建物閉館のため）
３～6日　　閉所日（憲法記念日・みどりの日・こどもの日・
　　　　　　　　　  振替休日）
29日　　　  通信指導提出締切  
○面接授業日程○
9・10日　 「オペレーションズ・マネジメント」
16・17日　「高齢者の終末期ケア」
23・24日　「古典文学の基礎、及び高知県」
30・31日　「オリンピックの歴史」

29日　 　　閉所日（昭和の日） 
【延期となった予定】…詳しくは、p.9を参照
18日　　　（延期）第1学期面接授業　空席発表
24日　　　（延期）第1学期面接授業　追加登録受付開始 
【閉講となった面接授業】
18・19日　（閉講）「行動医学」
23・24日　（閉講）「ジェンダー平等社会を考える」
25・26日　（閉講）「生徒指導の理論と実践」

31
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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。
Email:kochi39@ouj.ac.jp
Tel :088-843-4864
Fax:088-843-4813


