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月 利用できる日 利用時間 備考 

４月～７月 
火曜・木曜 10：00 ～ 16：00 原則左記の通り開室する予定ですが、 

今年４月は、新型コロナウイルス対応のため 

土曜日のみの開室となります。ご注意ください。 

※ 詳細は８ページをご確認ください。 

土曜 9：00 ～ 16：00 

８月 土曜のみ 9：00 ～ 12：00 

９月 全日閉室（利用できません） 

◎火曜・木曜は学生ボランティアの方々による開室ですので、放送教材の視聴のみできます。 

◎土曜は、職員が担当しますので、放送教材の視聴、過去問題の閲覧ができます。 

学習相談・学生証の受け渡しをご希望の方は事前に、宮崎学習センターまでご連絡ください。 

◎電話は設置しておりません。お問い合わせは宮崎学習センターまでお願いします。 

 

放 送 大 学 

宮崎学習センター 

〒883-8510  

日向市本町１１－１１ 

 0982-53-1893 

   FAX 0982-53-1898 

第９６号 令和２年 ４月号  

放送大学 宮崎学習センター 

目 次

放送教材を視聴したいけど、日向市まで行くのは遠くて・・・・ 

BS放送を見逃してしまった・・・・  インターネットは苦手・・・・ 

自宅だと集中できない・・・・  そんな方にオススメ！！ 

宮崎市分室を利用してみませんか？ 

宮崎市及び宮崎市教育委員会のご協力を得て、 

宮崎市教育情報研修センターの 1階に、 

『放送大学宮崎市分室』を設けています。 

火曜・木曜は、学生ボランティアで運営し、 

土曜日は放送大学職員により開室しています。 

施設は大変静かで、学習に適した環境だと 

利用者の方々から好評です。 

大学院学生論文集「オープンフォーラム」 

第 4号～最新号までの閲覧もできます。 

宮崎市分室では、オンライン

授業等一部を除く科目の 

放送教材（DVD・CD）の 

視聴ができます。 

 

～学生ボランティア募集中～ 

ご自分の学習をしながら他の学生さんの学習支援（宮崎市分室の開室・閉室作業、運営）を担当して

いただける運営協力員（ボランティア）を募集しています。月2回程度、午前か午後のどちらかご希望の

時間に運営をお願いしています。ご協力いただける方は、宮崎学習センターまでご連絡をお願いします。 

 

担当時間 午前の部： １０時から１３時 午後の部： １３時から１６時 
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宮崎学習センターに集う学生の皆様へ 

 

宮崎学習センター所長（特任教授） 松下 洋一 

 

１．ご卒業おめでとうございます、ご入学ありがとうございます 

 令和２年３月に開催予定の「令和元年度第２学期卒業証書・学位記授与式並びに令和２年度第１

学期入学者の集い」は、新型コロナウイルス感染の広がりを踏まえ、参加者の健康・安全を優先す

る判断から中止といたしました。式へのご出席を予定されていた皆様には誠に残念な仕儀となり、

申し訳ありませんでした。 

 卒業・修了された皆様には、放送大学本部より卒業証書・学位記を送付させていただきました。

幾多の困難を乗り越えて学び続けられたご努力が、卒業・修了に結実したことを心よりお祝いいた

します。 

 宮崎学習センターでは、令和元年度第 2 学期に教養学部を卒業された方が 21 名、大学院文化科

学研究科修士課程を修了された方が 3名でした。1996 年 10月に宮崎学習センターが発足して以来

今回までで、合計 689名の卒業生・修了生数になりました。 

 令和元年度第１学期から新しい宮崎学習センター学生表彰規程による表彰を卒業期に行ってい

ます。今回は、学部のコースを複数回目の卒業をされた方として、２コースを卒業した方１名を学

習奨励賞パール賞および３コースを卒業された方２名を学習奨励賞エメラルド賞として表彰しま

した。また、特に優秀な学業成績を修められた方３名を、優等生賞ひまわり賞として表彰しました。

これらの方のご精進に敬意を表します。 

 令和２年度第１学期の宮崎学習センター所属の入学予定者数（３月２７日現在）は学部が 171名

および大学院修士課程が 27 名で、合計 198 名です。ご入学ありがとうございます。学位取得や資

格取得を目指す方、自分の教養をさらに高めたい方など学ばれる目的・目標は様々でしょうが、実

現に向けて一歩一歩お進みください。学び始めると不明、不安な点が幾つも出てくると思いますが、

学習センター教職員一同が皆様の学びを支えますので、何でもセンターにご相談ください。 

 

２．令和２年度からの宮崎学習センター客員教員を紹介します 

令和元年度までの客員教員の中で、山﨑正夫教授（宮崎大学農学部）、川村道子准教授（宮崎県立

看護大学）および遠藤宏美准教授（宮崎大学教育学部）のお三方の任期が終わり、退任されました。

４年間に亘って面接授業や講演会で楽しく有意義な講義をいただき、誠にありがとうございました。

令和２年度は、引き続き就任いただく坂本眞人准教授（宮崎大学工学部）と松本ソニア准教授（南

九州短期大学）に加えて、新たに４名の先生方に加わっていただきました（表）。所長の私を加えた

７名の教員で、学生の皆様の学習支援をいたします（表）。新型コロナウイルス感染の拡大が終息し

た時期に、客員教員と相談して公開講演会、学園祭、各種の学習セミナー、学習相談会などを企画

する予定です。開催計画が決まりましたら、機関紙やホームページなどで案内をしますので、是非

ご参加ください。  
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表 令和２年度の宮崎学習センター客員教員 

氏名 ふりがな 現職 専門分野 

坂本 眞人 さかもと まこと 宮崎大学工学部准教授 計算機科学 

土田 博 つちだ ひろし 南九州短期大学教授 会計学 

永松 敦 ながまつ あつし 宮崎公立大学教授 日本民俗学 

藤井 良宣 ふじい よしのり 宮崎大学教育人文学部教授 統計科学、基礎・応用数学 

松本 ソニア まつもと そにあ 南九州短期大学准教授 児童英語教育、比較文化学 

柳田 俊彦 やなぎた としひこ 宮崎大学医学部教授 臨床薬理学 

 

３．学生同士の横のつながりをもっと強くしましょう 

 放送大学では主に一人一人が放送授業を視聴学習する学習形態です。講師・学生および学生同士

が集う学習機会として面接授業（スクーリング）があり、コミュニケーションの場になります。し

かし、もっと学生同士の横のつながりを増やして、学生生活をエンジョイしてほしいと思っていま

す。 

3-1. 学生の自主会員組織「学友同窓会ひまわり」をご存知でしょうか？ 

 2010 年５月に宮崎学習センターに学友会ひまわりが発足し、2018 年度からは学友同窓会ひまわ

りに改称し、継続的に活動されています。卒業生だけでなく在学生も参加する交流組織である点が

特徴です。学友同窓会では会員親睦会（年１回）と新卒業生・修了生を祝う会（毎年３月）を恒例

のお楽しみ行事で実施されています。2019年度にはセンター活動に一層の協力をいただき、学生交

流親睦会 2019（宮崎市、８月、参加在学生・卒業生 17 名）、先輩学生による学習相談会（宮崎市、

11 月）および学園祭ひまわりふれあい祭でのおもしろ科学実験（センター、10 月）などに取り組

んでいただきました。和気あいあいとした雰囲気で、楽しい会の活動をされています。会費無料で

会員になれますので、気軽に参加して、学習や学生生活での情報交換、お得な生活の知恵の交換、

気の合う仲間とのおしゃべりなどで、横のつながりを広げましょう。先輩学生から試験合格しやす

い放送授業科目や試験勉強のコツを教えてもらうこともできますよ。 

3-2. 学生サークルに参加しましょう、学生サークルをつくりましょう 

センター公認の学生サークルとして絵画サークル、英語サークル、パソコンサークルおよびハン

グルみやざき交流会の４つがありますので、参加してみませんか？ また、自分と趣味の合う方を

募って、新たなサークルを立ち上げてみませんか？ 放送大学および放送大学宮崎学習センター振

興協議会からサークルの活動経費の一部を補助しています。サークルに参加したい方はセンター事

務室に申し込んでください。また、サークル結成のお手伝いもセンターがいたしますので気軽にお

声掛けください。 

 

 新型コロナウイルス感染拡大が終息をするまで、どうぞご自愛ください。面接授業や公開講演会

などで皆様にお会いできるのを楽しみにしています。 
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卒業生・修了生のひとこと 

  
伊藤 喜代司 様 

今回３回目の卒業ですが認知症予防のた

め引き続きお世話になります。よろしくお

願いします。 

 

   
須﨑 淑恵 様 

自分の心が知りたい・・・そんな好奇心から始

まった放送大学での学びが、一つの区切りを迎

えます。自ら求めた学びは全てが発見の感動で

あり、ワクワクが止まらない２年間でした。 

また、学びを通して心を通わせた学友は、大学

院で得た知識以上の財産です。「求めて学ぶ」こ

との楽しさを経験できたことは本当に幸せです

し、その機会を与えてもらえたことに感謝して

います。 

 
宇田津 真理 様 

 卒業までの６年間、あっという間に過ぎ

た楽しい学びの時間でした。ありがとうご

ざいました。 
 
  
島田 正浩 様 

 新しい知識を得ることに、楽しさを覚え

た日々でした。感謝しています。 

 

  
寸田 五郎 様 

 選科生、全科生を含めて３年半にわたってお

世話になりました。指導教員ならびに宮崎学習

センターの方々に感謝申し上げます。仕事や家

事、育児の合間をぬっての学習・研究で苦しくも

ありましたが、時間的な制約が少ない放送大学

だからこそ修了することができました。 

今後ともよろしくお願いします。 

  
岩本 健児 様 

 ３回目の卒業となりました。先生方、職員

の皆様に感謝申し上げます。 

 
  
佐藤 和代 様 

 ２０１４年２学期に入学しました。当初
は学習の仕方も分からず、面接授業も体調
不良で受けられないことが続き諦めたくも
なりましたが、自分のペースでの勉強が合
っていたのか、慣れると思ったよりもスム
ーズに進めることができました。面接授業
でお会いした方々、学習センターの職員さ
ん、サークルでお世話になった方々にとて
も感謝しています。これからも何らかの形
で勉強を続けるつもりです。 
 

   
前田 和久 様 

ようやく卒業することができました。長い道

のりでしたが、自分のペースでやってこれたの

が放送大学の良さです。学ぶことによって、人生

の考えや幅は確実に広がっていったと思ってい

ます。今後も「一生学ぶこと」を継続していける

ように頑張っていきます。学習センターの職員

の皆様には大変お世話になりました。今後も継

続入学しますのでよろしくお願いします。 

 

 
近藤 泰子 様 

この度、無事卒業となり、大変お世話様になりました。大学入試に失敗して専門学校で資格を

取って就職しましたが、ずっと心から離れず自信が持てずにいました。その後も続き、孫が誕

生したのを機にようやく入学することが出来ました。 

しかし、その時私は５７才、介護に仕事、世話役も受けており、今までで一番忙しい時期と

なりましたが、自己満足の世界に浸りながら勉強しました。面接授業で知り合った友人にも励

まされました。この春から新しい仕事をすることになりましたので、大学で学んだ事を心に置

いて自信をもって頑張りたいと思います。いろいろご支援いただき、ありがとうございまし

た。 
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卒業生・修了生のひとこと 

 
水久保 美穂 様 

 入学時に予定していた「４年で卒業する」と

いう目標が達成出来て嬉しいです。大学で学

んだことを忘れず、これからも勉強を続けて

いきたいです。 
 

  
加治 隆志 様 

 定年後、菜園、シルバー人材センター、歩け

歩け協会・・・。余暇を持て余してた頃、放送

大学に出会いました。人生百年時代、健康寿命

を延ばすために“ピンピンころり”を目指して

いたので、何の迷いもなく「生活と福祉コー

ス」を学びました。自らの健康のために“教育

「今日行く」、教養「今日用」”を実践中。数年

前から平均年齢８０歳３０数名と週２回の百

歳体操にも活かしております。のんびり・ゆっ

くりと過ごしてきたので、卒業は予定外でし

た。今後も６ヶ月毎のスケジュールは放送大

学を最優先に継続入学しますので宜しくお願

いします。宮崎学習センター・教職員皆様の心

温まるご指導に有り難く感謝いたします。 

 

 
真方 富士代 様 

仕事を続けながら学ぶということは時間の
やりくりの苦手な私には大変でした。しかし
それ以上に新しいことを学んだり、オンライ
ン授業で映像を見ながら学ぶ時間はとても有
意義なものでした。学校の職員の皆様ありが
とうございました。入学生の皆様方もどうぞ
無理のないスケジュールを立て楽しみながら
学習を頑張ってください。 

 

 
安藤 沙織 様 

看護師として働く中で、よりスキルアップしたいと思い編入学して早３年。いよいよ卒業を

むかえる事になりました。最初は、「本当に卒業できるだろうか・・・」と心配する事も多か

ったのですが、学習の楽しさ、知る事の素晴らしさを経験する事ができました。特に私は、「オ

ンライン授業」がとても大好きでした。時間のない中でも自分の好きな時間に沢山の方々とデ

ィスカッションし、大きな学びを得る事ができました。家族の支えもあり、念願の卒業をむか

える事ができました。これからも放送大学で学んだ事を看護の世界で広げていきたいです。 

  
 横山 えり子 様 

 この卒業メッセージを書く日をどれほど待ち望んだことでしょうか。こうして書いている

今を大変幸せに思います。私は「心理と教育コース」を通して、“人が生きる”ということを改

めて考える貴重な機会を得ました。どの科目も想像以上に内容が深く、心に沁みるものばかり

でした。面接授業は本当の“学生気分”で楽しく通い、緊張でいっぱいの試験が終われば心地

よい充実感と達成感で満たされ、それは全て私のエネルギーとなり、明日への活力となりまし

た。勉強した日々は宝です。支えてくれた家族は勿論、面接授業で出会った皆様、講師の先生

方、そしていつも教室に一番乗りの私に優しく接して下さった放送大学の先生方に心より感

謝申し上げます。 

 

 

寄稿いただきありがとうございました。 

令和元年度第２学期、宮崎学習センターから２１名が教養学部を卒業、 

３名が大学院を修了されました。心よりお祝い申し上げます。 
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学生証の交付について 

４月入学者（再入学者を含む）、ならびに全科履修生で有効期限切れの学生証をお持ちの方は、宮崎学

習センターにおいて学生証の交付を受けてください。学生証の受取りに際して、入学者（再入学者を含

む）の方は「入学許可証」を持参し、有効期限切れの方は「有効期限切れの学生証」をご持参願います。 

なお、宮崎学習センターにおいて学生証の交付を受けられない方は、次のいずれかにより学生証をお受

取りください。 

■ 宮崎市分室での受取  

・宮崎市教育情報研修センター（宮崎市旭 1―4―1：宮崎小学校隣り）１階に宮崎学習センターの宮 

崎市分室があります。 

・宮崎市分室での受取りは土曜日のみです。受取りを希望される方は必ず事前に宮崎学習センターへ 

ご連絡ください。分室の開室日や利用時間は「学習センター利用の手引き」をご覧ください。 

■ 単位認定試験会場（南宮崎ブランチ試験場）での受取 

・単位認定試験を受験する際は、学生証が必要となります。 

・単位認定試験受験日に受取りを希望される方は、事前に宮崎学習センターへご連絡のうえ、受験開始 

時間前に余裕をもって来場され、試験実施本部にて学生証の交付を受けてください。 

■ 郵送による受取 

・郵送による受取りを希望される方は、以下の書類を同封して宮崎学習センターへ送付してください。 

①白紙に、郵送による学生証交付希望と書き、氏名・学生番号・電話番号・学生の種類を記入したもの 

②新規・継続入学生は、｢入学許可証｣と｢運転免許証などの顔写真の入った証明書｣のコピー 

③有効期限切れの方は、「有効期限切れの学生証」 

④返信用封筒：長３又は長４（宛名を記入し、８４円切手を貼付したもの） 

 

※ 学生証は、顔写真がシステムＷＡＫＡＢＡに登録されないと交付できません。未登録者は「学生生 

活の栞」の18ページの登録手順により登録してください。 

通信指導について  

単位認定試験を受けるためには、通信指導問題を提出して合格する必要があります。 

提出された答案は、担当教員が添削指導を行い、添削結果により、単位認定試験の受験資格が得られま

す。通信指導の合否は、「単位認定試験通知（受験票）」によって通知されます。 

■郵送による提出■【郵送提出期間：５月１５日 ～５月２９日（必着）】 

通信指導は印刷教材（教科書）と一緒に送付されます。 

提出期限を過ぎて到着したものは受理できません。 

■Web通信指導による提出■【Web通信指導提出期間：５月８日１０時 ～５月２９日１７時】 

提出については、一部の科目を除き、郵送によるもののほか、インターネット上で通信指導問題の提

出・解説の閲覧ができる「Web通信指導」が利用可能です。対象科目、受講方法等について、詳しく

はシステムWAKABAをご覧ください。 

■未提出および不合格だった場合■ 

単位認定試験の受験資格が得られません。 

ただし、新規に科目登録した学期に答案を未提出または不合格だった場合には、次の学期に学籍がある

場合に限り（休学中を除く）、科目登録を行わなくても再度通信指導を受けることができます。（学籍が

切れてしまう方は、改めて入学手続きが必要です。） 

学生証 
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※重要※ 南宮崎ブランチ試験場について（学部生のみ） 

令和２年度第１学期 教養学部 単位認定試験（７/17～７/23）の、 南宮崎ブランチ試験場は、

下記の施設で実施します。 

※大学院の方は、学習センターでのみ受験できます。 

試 験 会 場 

 宮崎県技能検定センター 

 〒889-2155  宮崎市学園木花台西 2丁目 4-3 

 問い合わせは宮崎学習センター（0982-53-1893）まで 

 【交通アクセス】 

  電車：ＪＲ日南線「木花駅」から徒歩約 5分 

  バス：宮崎交通「宮交バスセンター」から 

「宮崎大学バス停」から約３５分 

  自家用車：敷地内駐車場をご利用ください 

 詳しい地図は、別紙をご覧ください。 

単位認定試験会場変更について 

単位認定試験は、原則として所属学習センターにおいて受験することになりますが、変更手続きを行うと、

所属学習センター以外での受験が可能です（変更を希望する受験センター等の収容人数を大幅に超過した

ときは、所属学習センターで受験することとなる場合があります）。詳しくは学生生活の栞 P7１～73を

ご覧ください。 

※入学時に、出願票の「単位認定試験受験センター等コード」で希望会場を記入した方は、改めて変更手

続きを行う必要はありません。 

現在の登録状況はシステムＷＡＫＡＢＡで確認できます。 

システムＷＡＫＡＢＡ ＞ 教務情報 ＞ 学生カルテ ＞ 学籍情報 ＞ 受験センターをご覧ください。 

変 更 手 続 き 方 法 

① システムＷＡＫＡＢＡでの変更手続き 

システムＷＡＫＡＢＡ ＞ 教務情報 ＞ 変更・移動手続 ＞  

単位認定試験受験センター変更 より提出してください。 

〈受付期間〉 

４月１日（水）９：００ ～ ６月１日（月）２４：００ 

② 「単位認定試験受験センター変更願」（学生生活の栞 巻末様式 11）を郵送 

提出先  〒261-8586 千葉市美浜区若葉２－１１ 

放送大学学生課 単位認定試験係 

〈受付期間〉４月１日（水） ～ ５月２５日（月）（本部必着） 

 

  
記入例 南宮崎ブランチ試験場で受験希望の場合 

受験を希望するセンター 

コ ー ド 
南宮崎 

８ ４ Ａ 

その他の受験センターコード一覧については、「学生生活の栞」教養学部

P79～82、P138～140、大学院 P124～126をご覧ください。 
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・４月および５月１日（金）・２日（土）開講の面接授業については、全国一律閉講（中止）します。 

※日程変更（延期）は行いません。 

 

・５月７日（木）以降の面接授業を開講するか否かは、新型コロナウイルス感染症の今後の状況に応

じて、各月ごとに逐次判断しお知らせします。 

 

 

 
 
～面接授業空席発表及び追加登録につきまして～ 
 
４月１８日（土）１２時に予定していた面接授業空席発表及び４月２４日（金）に予定していた追加

登録の受け付けは、当分の間、延期します。新型コロナウイルス感染症の今後の状況に応じて、各月

ごとに逐次判断しお知らせします。 

２０２０年度第１学期面接授業における新型コロナウイルス感染症の対応について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年度４月入学の皆様へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎市分室の開室について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面接授業の閉講について 

 

閉講になった面接授業の授業料の返還につきましては、放送大学本部より郵送にてお知らせいたします。

または、放送大学ホームページに掲載している新型コロナウイルス感染対策についてをご確認ください。 

２０２０年度４月ご入学の皆様、ご入学ありがとうございます。 

コロナウイルス感染拡大防止対策のため、「入学者の集い」は３月２２日に実施できませんでしたが、４月に入

りましても感染拡大が継続する模様ですので、第１学期の「入学者の集い」は中止とさせていただきます。 

放送大学の各種手続きや放送授業等の受講で、ご質問やお困りのことがあれば、宮崎学習センターまで電話また

はメールにてお問い合わせください。また、学習センターに直接お出でいただければ、職員がご説明します。 

なお、宮崎市分室（宮崎市教育情報研修センター内）も４月以降の毎週土曜日には、センター職員が常駐してい

ますので、分室に来ていただければご説明します。但し、学生証の受取には事前にご連絡が必要ですので、宮崎学

習センターまでご連絡をお願いいたします。 

２０２０年度第１学期面接授業における新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、大学として下記の通り

取り扱うこととなりましたのでお知らせいたします。新学期が始まってからの面接授業を楽しみにしていた皆様に

は残念なお知らせとなりますが、皆様の感染リスクを最小限に抑えるために、また、急激な感染の拡大を防止する

ために、ご理解くださいますよう、よろしくお願いします。 

４月以降の宮崎市分室の開室については、放送大学本部より通知のありました「新型コロナウイルスへの４

月以降の対応について」を踏まえて、次の通り開室する予定としています。 
 

・４月は土曜日のみ ９：００～１６：００ 

      （火曜・木曜の学生ボランティアによる開室はしていません。） 
 

・５月以降の開室は、今後の状況に応じて判断し、 

宮崎学習センターホームページにてお知らせいたします。 

 

放送大学宮崎学習センター  TEL：0982-53-1893 FAX：0982-53-189８ 

                メール：miyazaki-sc@ouj.ac.jp 

開所時間：火曜～日曜 9：15～17：45（月曜・祝日は閉所） 

宮崎市分室の開室・運営等について、ご不明な点等ありましたら下記へお問い合わせ願います。 
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学習相談のお知らせ 

学習方法や修士論文の進め方などの修学上の諸問題について、宮崎学習センター所長・客員教員が相談に 

応じます。希望者は、事前に事務室へお申し込みください。希望者と教員双方の日程を調整したうえで、 

相談日・時間を決定します。 

放送授業の主任講師に対する質問については、学生生活の栞「質問について（P83～84）」を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークル案内 

宮崎学習センターでは、学生の皆さんが互いに趣味や研究等による交流を図るため、現在４つの公認サー 

クル団体が活動しています。 

 

 

氏 名 専 門 分 野 

松下 洋一 先生（宮崎学習センター 所長） 有機合成化学・天然資源科学 

坂本 眞人 先生（宮崎大学 准教授） 理論計算機科学 

土田 博 先生（南九州短期大学 教授） 会計学 

永松 敦 先生（宮崎公立大学 教授） 民俗学 

藤井 良宣 先生（宮崎大学 教授） 統計科学数学基礎・応用数学 

松本 ソニア 先生（南九州短期大学 准教授） 児童英語教育・比較文化・地域教育 

柳田 俊彦 先生（宮崎大学 教授） 薬理学一般 

●ハングルみやざき交流会「ハナルンサークル」● 

より良い日韓の文化交流と親善振興を期して、韓国語の学習に勉めているほか、韓国語の講習会や発表会

の実施、国際交流に関する行事の実施やそれらに参加することにより、他団体との交流を図っています。 

●絵画サークル● 

主に学習センター講義室にて静物画を描いています。時には人物・風景写真の模写をしています。特に顧

問の先生はいないのですが、初心者の方には基本的なこと、デッサンの仕方などをやってもらいます。 

●パソコンサークル：【顧問】坂本眞人 先生● 

顧問の坂本先生を囲んで毎回７,８人程でパソコンの基礎から応用まで楽しく勉強しています。自主学習と

して会員同士がお互いに不理解の所を教えあい、また自分の理解度を確認する日を設定しています。 

●英語サークル：【顧問】松本ソニア 先生● 

平成２３年度からサークルの内容が新しくなりました。日々の生活の中で少しでも英語に触れていたいと

いうメンバーの思いのもと集まって勉強しています。学習センターのパソコンを使ってＵＰＯ－ＮＥＴを

利用して学習したり、ジャパンタイムス紙を使って勉強する事を基本にしますが、折にふれて外国の方と

交流する機会を設けて英会話も練習していきたいと思っています。 

活動場所や日程につきましては、 

学習センターへお問い合わせください！ 
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図書・視聴学習室へ入室後は、 

「図書室来室者（受付簿）」へ記入してください！ 
 
 
 

図書資料の閲覧・貸出について！ 
 
 宮崎学習センターでは、辞書・年鑑等の資料や授業に関連した各分野の代表的な書籍・雑誌等を

備えています。図書・視聴学習室内で自由に閲覧することができます。 

 
 図書の貸出については、放送大学附属図書館から取り寄せてからの貸出になります。 

附属図書館所蔵の図書資料の貸出冊数・期間は、下記の通りです。 
 

 教養学部 大学院(修士) 大学院(博士) 

貸出冊数 10冊まで 20冊まで 30冊まで 

貸出期間 31日 31日 31日 

センターに貸出できない資料 刊行後1年未満の雑誌・貴重本・大型本・美術書の一部等 

センター内利用資料 

(センター外への持出不可) 

参考図書・製本雑誌・白書・雑誌(刊行後1年以上経たもの) 

利用期間：最大2週間 

 

Ｗｉ－Ｆｉの利用について！ 
 

学習センターでは、Wi-Fi環境が整っているので、個人所有のパソコン・スマートフォン・タブレット端末による

インターネット接続が可能です。 

（全国の学習センターでも同じID及びパスワードでインターネット接続が可能です。） 

 
 利用方法 

①放送大学が指定するeラーニングの情報セキュリティ研修を受講し、小テストに合格すると発行される

「修了証」とともに、「無線LAN利用申請書」に所定の事項を記入の上、図書･視聴学習室にて申

請手続きを行ってください。 

※「情報セキュリティ研修」は、システムWAKABA＞放送大学自己学習サイト＞情報セキュリティ研修

（学生用）より受講できます。「修了証」の提示が無い場合は、申請を

受付できません。 
 
②交付された「無線LAN利用許可書」に記載されているSSIDに接続し、同

許可書に記載されているID及びパスワードを入力することでインターネット

接続ができます。なお、接続は各自で行ってください。 
 
ご不明な点がありましたら、図書･視聴学習室担当までお尋ねください。 
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■退職の挨拶■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送大学宮崎学習センターには平成２７年４月から５年間勤めさせていただきました。 

 宮崎大学勤務時に当時の国際連携センターを単位認定試験会場として提供していたこと 

もあり、放送大学はどんな大学かは少しは分かっていたつもりでしたが、実際務まるのか 

不安でした。案の定、宮崎大学での経験は役に立たない状況でした。 

 放送大学で学ばれている、若年の方から年配の方まで、一人ひとりが学習意欲を持ち、目的に

向かい勉学に励まれている姿に感動を覚え、刺激を受けました。 

 宮崎学習センターに５年間勤めさせていただいた中で、センター開設２０周年記念事業、 

学友同窓会の九州・沖縄ブロック会議を担当させていただき、成功裏に終えられたことを誇りに

思っています。これも、学生の皆様、学友同窓会の皆様のご協力の賜物だと思っております。 

 今後は、私も全科履修生として入学しており、皆様とともに学びを続け、一方で、畑でも耕し

ながら過ごしたいと考えております。 

 ５年間お世話になりました皆様に心より感謝申し上げます。宮崎学習センターの益々の発展

と、学生諸氏のご健勝とご多幸をお祈りいたします。ありがとうございました。 

 

齋藤 義弘 

放送大学宮崎学習センターには、2年間勤務させていただきました。 

センターに勤務できて 1番よかったことは、明るく、向上心のある先輩方（学生）にたくさん出

会うことができたことです。何歳になっても、自己の成長を目指して学び続ける人は若くて魅力的

であることをしっかりと認識できました。 

そして、「人生 100年時代」ということと、「生涯学習」を強く意識するようになりました。 

4月からは日向市教育委員会に勤め、社会教育指導員として市の社会教育・生涯学習推進の仕事

をさせていただきます。 

今後は生涯学習の指導者を目指し、努力をしていきたいと思っています。 

お世話になりました皆様方に心より感謝申し上げますとともに、今後ますますのご健勝とご活躍

をお祈り申し上げます。 

 

橋本 愼朗 

宮崎学習センターでの勤務が決まり、初めて卒業式・入学者の集いに参加した際、幅広い年齢層

の方々が学習意欲を持って取り組まれている姿に、大変感銘を受けたことが昨日のように思い出さ

れます。 

仕事や介護の合間を縫って勉学に励む方や、次の夢に向かって進んでいく方の背中を拝見しなが

ら、私自身、多くの刺激を受けました。 

本当に名残惜しく、寂しい気持ちもありますが私も新しい道へ進んでいきたいと思います。 

また、放送大学宮崎学習センター開設２０周年の記念すべき年に、勤務させていただいたことを

誇りに思います。今後、皆様がますますご健勝でご活躍されますよう祈念しております。５年間、

ありがとうございました。 

 

黒木 茜 
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学習スケジュール 

 

４月 
センター閉所日・・ ６日・１３日・２０日・２７日・２９日 

宮崎市分室 ・・・ 火・木曜（１０時～１６時）土曜（９時～１６時）  

１日（水） 
放送授業開始  

第１学期 単位認定試験受験会場変更願受付開始（郵送：～５/２５ Web：～６/１） 

３日（金） オンライン授業開始 

１３日（月） 教員免許更新講習受講申込受付開始（～５/１８） 

１８日（土） 第１学期面接授業空席発表 

１８日（土）・１９日（日） 面接授業「発音クリニック３（初級）」（宮崎市） 

２４日（金） 第１学期面接授業追加登録開始 

２５日（土）・２６日（日） 面接授業「宮崎の原始・古代」（宮崎市） 

２９日（水） 閉所日（昭和の日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 
センター閉所日・・ ３～６日・１１日・１８日・２５日 

宮崎市分室 ・・・ 火・木曜（１０時～１６時）土曜（９時～１６時） 

３日（日）～６日（水） 閉所日（憲法記念日・みどりの日・こどもの日） 

８日（金） 第１学期 通信指導提出開始（Web：～５／２９ １７時迄） 

９日（土）・１０日（日） 面接授業「中世日本の絵巻を読みとく」（日向市） 

１５日（金） 第１学期 通信指導提出開始（郵送：～５／２９ 必着） 

１６日（土）・１７日（日） 

面接授業「新・初歩からのパソコン」 

（日向市） 

面接授業「自然の恵みと水・土壌の汚染」 

（宮崎市） 

２３日（土）・２４日（日） 面接授業「物忘れ予防と認知症予防」（日向市） 

３０日（土）・３１日（日） 面接授業「脳研究と人工知能」（日向市） 

６月 
センター閉所日・・ １日・８日・１５日・２２日・２９日 

宮崎市分室 ・・・ 火・木曜（１０時～１６時）土曜（９時～１６時） 

６日（土）・７日（日） 面接授業「海洋生物学実習」（延岡市） 

１０日（水） 
第２学期 学部・大学院（選科生・科目生）第１回出願受付開始（～８/３１） 

大学院（修士全科生・博士全科生）２０２１年度出願資格事前審査受付開始（～７/１５） 

１３日（土）・１４日（日） 面接授業「経済の地方特性について」（日向市） 

２０日（土）・２１日（日） 面接授業「心理学実験３」（日向市） 

２７日（土）・２８日（日） 面接授業「人間関係の社会心理学」（日向市） 

４月に開催予定の面接授業はコロナ

ウイルス感染拡大防止のため中止と

なりました。 


