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ご卒業・ご修了おめでとうございます

生活と福祉コース 7名
心理と教育コース 11名
社会と産業コース 5名
人間と文化コース 3名
自然と環境コース 1名
情報コース 2名
計　29名 累計　723名

生活健康科学プログラム 1名
自然環境科学プログラム 1名
計　  2名 累計　 33名

教養学部

大 学 院

大分学習センター学生表彰
優秀学生賞  ・古庄　紀子 さん  ・渡邉　幸生 さん

エキスパート学生特別賞

・佐藤　昌貴 さん　・上ケ市　由美 さん
・玉田　千春 さん

大分学習センター 

～発行所～

　2021年3月28日(日)、大分学習センターにて2020年度第２学期卒業証書・学位記授与式を３部に分けて
挙行いたしました。教職員一同、心よりお祝い申し上げます。

５．宇佐分室移転のお知らせ・図書より
６．卒業研究発表会・パソコン講習会のご報告
７．学生行事・公開講演会のお知らせ
８．今後のスケジュール(４月~７月)

１．2020－2学期学位記授与式のご報告・目次
２．所長メッセージ・学習相談・カフェのお知らせ
３．退任のご挨拶
４．面接授業追加登録・通信指導について

大分学習センター
卒業者・修了者数

～　謝　　辞　～
　やわらかな春の日差しが感じられる季節となりました。この度、修了証書を授与されるにあたり、研究指導をしてくださった
加藤教授をはじめ、大分学習センターの古城所長、職員の皆様方に心より感謝とお礼を申し上げます。
　私が、大学院を目指しましたのは、大学を卒業するときは就職という選択肢しか考えていなかったため、もっと視野を広げて
大学院へ進んでいたらという心残りがずっとあったからです。今の生活のなかで学べる学校として、自然科学の研究が行える放
送大学大学院を知り、一念発起して大学院に進むことができました。とはいえ、大学を卒業してから20年以上の年月が経ち、学
生として、レポートの締め切りに追われたり、単位認定試験を受けたり、仕事と両立することはなかなか大変でした。
　しかし、千葉の放送大学での研究レポート報告会では、全国から学ぶ志を持った学生と顔を合わせ、様々な環境の中で、修士
学生として熱心に取り組まれていることに、大変敬服いたしました。途中からは新型コロナウィルスの影響により、リモートで
の報告会へ変更となり、修士論文発表会もZoom会議で最後に直接お会いできなかったことをさみしく思っております。
　研究指導してくださった加藤教授には、私が研究の報告が遅れがちになりながらも、最後まで丁寧なご指導をいただき、修士
論文を完成できたことに感謝しきれない思いです。また、学生として初心に戻り、私が大学生だった頃と比べてずっと進んだ水
準で学びなおすことができたことは、自分にとって大変有意義であったと思います。修士学生としては修了しましたが、修士論
文で取り上げた「竹」について、これからも研究を継続していきたいと思っております。
　最後になりましたが、大分学習センターのご発展と放送大学関係者の皆様や放送大学で学ぶ方々の健康とご多幸を心よりお祈
りいたしまして、お礼の言葉とさせていただきます。

修了生代表　小野　嘉子（大学院自然環境科学プログラム）
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　令和３年度（2021年度）第1学期がスタートしました。本センター所属の今学期の入学者は340名で、在校生を含
め登録上の学生の皆さんは計628名です。（４月１日時点）コロナ禍はまだ続いていますが、私たち教職員は感染防
止対策を徹底し、皆さんの学びの環境整備に努めてまいります。
　明るいニュースを一つご紹介します。本センターの宇佐分室は、平成11年4月に別府大学宇佐教育研究センター
（宇佐市高森）内に設置され、以来、宇佐市およびその周辺地域の学生の皆さんの放送授業再視聴に活用されてき
ました。しかし、宇佐教育研究センターが令和3年3月末で閉館となることが決まったことから、宇佐分室の存続に
は移転が必要になってきました。幸いにも宇佐市教育委員会のご理解とご支援を得て、宇佐公民館（宇佐市南宇佐）
内の１階の教養室に移転し、今年度4月1日から利用できることになりました。
　宇佐公民館は、国道を挟んで宇佐神宮のすぐ近くに位置し、ひじょうに利便性の高い施設です。本冊子の５ペー
ジに宇佐分室の地図や利用時間などを記載しています。これまで以上に皆さんが利用してくださることを期待して
います。

大分学習センター所長　古城　和敬

宇佐分室が宇佐公民館内に移転、新たなスタートです

　学習相談では、学習の中の疑問や学習方法などを相談できます。オープンユニバーシティカフェとは、客員教

員による“ゼミ”のことで、講読会や討論会など、放送授業とは一味違った双方向の授業を行っています。試験や成

績評価はありません。受講は無料です。お気に入りのカフェに立ち寄る感覚で気軽に参加してみてください。

※日程・時間は変更になる場合があります。その際は、大分学習センターHPでお知らせします。

2021年度４月より、新たに鈴木雄清先生が着任いたしました。よろしくお願いいたします。

教員名 専門分野 学習相談
（13:00～16:00） カフェ

古城　和敬　先生

小野　貴美子　先生

合田　公計　先生

三重野　佳子　先生

鈴木　雄清　先生

渡邉　亘　先生

望月　聡　先生

シャーリー・
ジェラルド先生

学生相談／カウンセリング

日本近現代史
戦後改革・農業改革

「今と歴史を結ぶ(日本近現代史)」
第3火曜日13:15～15:15

「くらしの社会心理学」
第2水曜日13:00～15:00

「Open University English Café with Gerald 
Shirley」　第4火曜日13:30～15:30

「臨床心理学について」
第1金曜日14:00～16:00

「栄養とは？食べ物とは？」
第2金曜日14:00～16:00

教育社会心理学

臨床心理学

外国語教育

アメリカ文学

臨床心理学

栄養生化学・水産化学

随時

随時
（月・日を除く）

第１火曜日
（13：00-16：00）

第１・２・３火曜日
（13：30-16：30）

第１・３・4木曜日
（14：00-16：00）

第３金曜日
（13：00-16：00）

第４金曜日
（13：30-16：30）

第１・２・４木曜日
（13：00-16：00）

教育工学
教授システム学

学習相談・オープンユニバーシティカフェについて

「英語で物語を読んでみよう」
第3木曜日13:30～15:30

「パソコン活用ワークショップ」
第2木曜日14:00～16:00NEW

2021年度は
第２水曜日に

変更と
なりました。

2021年度は
パソコンカフェは

第２木曜日に
行います。
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退任の挨拶 大分学習センター　平野 純治 事務長

　私が客員教授として勤務することとなった2017年4月には、学習センターは旧別府大短期大学の丘の緑に囲まれ
た美しいキャンパスの中にありました。翌年には現在の校舎に移転し、APUに勤務する身としては通うのは便利に
なりましたが、前の心癒される瀟洒な環境を懐かしく想い起していました。放送大学のルールとして、客員教授は72
歳になる前の年度の最後（3月）をもって退職ということで、4年間の勤務を終えさせていただくことになりました。
　この間には、現に働きながら学位の取得を目指して努力し、卒業論文を発表していく姿や、退職後に放送大学で学
びなおし、終生学ぶという姿勢を示していただいた方々などに大きな感銘を受けました。また、私のカフェでは、その
時々の国際政治・経済状況や日本の戦後の政治外交史などについて話をさせていただきました。最後となった2020
年は、英国のEU離脱の確定に始まり、最後は米国のバイデン大統領当選という大きな節目となる事項が目白押しで
したが、ここに熱心に参加し、さまざまな考察や意見を積極的に述べていただいた皆さんからも大きな刺激をいただ
き感謝しています。
　また、学習センターの教職員の皆様に大変お世話になりました。末尾ながら、大分学習センターのますますのご発
展を祈念しております。

大分学習センターに勤務して 客員教授　山神　進 先生

　この3月で任期が終わりましたが，この5年間楽しく充実した仕事をさせていただきました。このセンターには，前
センター長の前田所長が重点的に取り組む柱として，この学習センターにコンピューター関連のカフェを開設する
ために，お声をかけていただきました。このパソコンカフェでは実に多くの皆様が参加され，たいへん活気にあふれ
楽しいコミュニケーションの下で活動でき，しかもコロナ禍でも意欲ある皆様の参加で運用できたことは，すごいこ
とだと思いました。もともと大学は，専門的なことを学びたい学生たちが教員を招いたギルドの形から始まりまし
た。大学で学問・研究活動をするということは，学生間や教員との議論などで本人が成長していくことが一つの形だ
と思います。学問・研究を深めていくのには，ゼミなどでの同僚たちとのオンサイトでのコミュニケーションは欠か
せません。放送大学は，出先機関である学習センターを各県に設置しているユニークな通信制の大学であり，これは
大変重要な仕掛けだと思います。すなわちコミュニケーションができる場所があることが，非常に有効なスタイルで
あると思います。勤めや自分の生活と掛け持ちながら自分のペースで学べるということがありますが，いろいろな意
味で勉学の中身やスタイルも深めるためにも，学習センターを活用した学園生活を謳歌されるといいと思います。こ
れからはオンラインでの社会が進展するのかもしれませんが，やはり人間はオンサイトでのコミュニケーションは
不可欠な要素だと思っています。
　原稿の遅延など迷惑もおかけしましたが，センター長，職員の皆様には大変お世話になりました。私にとってはた
のしい仕事場でありました。今後の皆様のご発展とセンターがますます価値ある場所として位置づいていくことも
お祈りしています。

退任の挨拶 客員教授　山下　茂 先生

　放送大学大分学習センターに2015年４月から勤務させていただき、この３月に期間満了により退職いたします。こ
の間、教職員の方々、学生の皆さまに恵まれて職務を全うできたことに感謝いたします。最後の年度（2020年度）は、新
型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、これまで経験もしたことがない状況下にいます。
　毎年、当たり前のように行っていた学生研修旅行や、会話をしながら楽しく時間を過ごしていた納涼会、忘年会（明
日を語る交流の集い）、湯布院の野山を散策しながら食材を集め参加者とともににぎやかに調理をして食した自然探
勝と食味の会も残念ながら中止になり、以前の生活様式が一変して新しい生活様式へと変わりつつあります。
　そのような生活様式になっても「人生100年時代」を迎え生涯にわたって学習できる放送大学は、学びたい人がいつ
でも学べる場であり、さまざまな年代や職業の方が学んでいます。少し充電期間をおいて再び学びたいと思っていま
すので、今度皆さまと会うときは学生として会えることを楽しみにしています。
　長い間お世話になり、ありがとうございました。

３月末をもって、大分学習センター平野純治事務長、客員教授の山神進先生、山下茂先生が
退任されました。今後のご活躍をお祈りいたします。
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■追加登録申請方法
空 席 発 表 日：４月16日（金）12時　　放送大学トップページ　→　お知らせ　に記載
　　　　　　登録者が定員を超える場合は抽選を行います。それ以外の科目は随時登録します。

追加登録抽選日時：４月22日（木）10時　※追加登録受付初日以前に窓口での受付はできません。
　申請方法は、「抽選日時にセンターに来所する」「または抽選日２日前までに郵送する」の２種類です。

面接授業追加登録のお知らせ 学生生活の栞P.63～65

　面接授業は、学習センターで他の学生と一緒に直接講師から学ぶスクーリング形式の授業です。
連続する土日に、90分の授業を７回、45分の授業を１回、計８回行われます。成績評価は、試験・レポー
ト等、担当講師の指定する方法により行い、合格者には１単位が認定されます。
　面接授業の内容については、冊子『面接授業時間割』または、「システムWAKABAの教務情報→シラバ
ス参照」をご覧ください。新入生の皆さんは、在学生の科目登録状況に空きがある場合に「追加登録」が
できます。

通信指導について

単位認定試験について

■通信指導送付時期
通信指導課題は、印刷教材と一緒に郵送されます。
５月６日（木）までにご自宅に届かない場合や、科目登録した科目と異なる科目の問題が届いた場合、
または落丁等があった場合は大学本部（℡：043-276-5111（総合受付））に連絡してください。

■提出期間　
　郵 送：2021年５月14日（金）～ ５月28日（金）必着
　Web：2021年５月 ７日（金）10:00 ～ ５月28日（金）17：00　まで

　　※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、
　　　未提出扱いとなります。余裕をもって提出（送信）してください。

■評価
当該科目の担当教員が添削を行い、１科目ごとに返送されます。
＜添削結果返送時期＞2021年６月末頃～2021年７月上旬
択一・併用科目：７月７日／記述科目：７月13日までに届かない場合は、大学本部に連絡してください。

　2021年度　第１学期単位認定試験についても、引き続き新型コロナウイルス感染が拡大する可能性を
考慮し、代替措置による自宅受験にて実施いたします。詳しくは、放送大学ホームページからシステム
WAKABAをご覧ください。

※期限内に郵便が届かなかった場合や、郵便が届いた際にすでに空席がなかった場合、申請内容に不備がある場合は、返送
にかかる経費（現金書留郵便代）を授業料から差し引いた額を返送いたします。あらかじめご了承ください。

抽選に来所される方 来所できないため郵送で参加される方

【準備物】
・追加科目登録申請書
・学生証
・授業料　１科目
　　　　　５,５００円

現金書留にてセンターへ郵送。
４月２０日（火）必着

・追加科目登録申請書
・学生証の写し
・授業料　１科目　５,５００円
◎ 返信用封筒　長形3号　94円切手貼付

学生生活の栞P.66～70

通信指導課題を提出し合格しないと、単位認定試験を受験できません。注 意
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○臨時閉館する場合があります。センター内
の掲示やホームページでご確認ください。
○センター図書館内にある放送教材（DVD・
CD）及び図書資料は全て館内利用のみと
なります。
　館外貸出ご希望の場合は本部へお申し込み
ください。

曜　日 利用時間

月曜日・祝日

通 常 期 間
単位認定試験期間※
閉 館 日

火～日
火～日

9：30～18：00
9：00～19：00

館内のご利用について
《図書・視聴学習室利用時間》 ※単位認定試験が自宅受験の場合は通常期間と同じ利用時間です。

♢♢♢図書館ではご静粛にお願いします。♢♢♢ ◇詳細については「学生生活の栞」をご参照ください。

＜図書返却ポストについて＞

図書館の開館時刻（AM9：30）までに入れられたものに限り前日返却として処理します。

別府大学の正門が開いている時間（8：00～19：00）
※祝日・国民の休日・大学が特に必要と認めた休日は敷地内に入れないため利用不可。

本部貸出図書の返却にセンター出入り口付近の図書返却ポストをご利用いただけます。
利用時間

学習センター内でのWi-Fi 利用について
学習センターにて個人のＰＣ・スマートフォン・タブレットのＷｉ-Ｆｉ接続を行いたい方は、システム

ＷＡＫＡＢＡ自己学習サイト内に設置されている「情報セキュリティ研修」を受講してください。研修の最後の小
テストを受験し合格すると修了証が発行されますので、申請書と一緒に図書係にご提示ください。利用許可証を発
行します。 ＊ご不明な点は図書係へお尋ねください＊

大分学習センター宇佐分室移転のお知らせ

図書・視聴学習室よりお知らせ

　大分学習センターでは、センター外再視聴施
設「宇佐分室」を別府大学宇佐教育研究センター
内にて開設していましたが、令和３年４月１日よ
り南宇佐地区の宇佐公民館内に移転することと
いたしました。１階の教養室にて、同時に３名の
方が利用できます。

① 発熱や咳などの症状がある方、体調不良の方の入館をお控えください。
② 入口でサーマルカメラでの検温を行ってください。
③ マスク・フェイスシールド等を着用してください。
④ 利用時に、手指の消毒や手洗いをお願いします。
⑤ ３密を避けるために、座席の指定や換気を行うことがあります。
⑥ 他の方との距離をあけ、大声での発声や近接した距離での会話等はお控えください。
⑦ 窓口にある入館記録票に記入してください。

〜大分学習センターご利用時のお願い〜

宇佐分室

10

大分銀行
神宮前出張所●

宇佐警察署
宇佐駐在所●

宇佐市
観光協会●

宇佐神宮●

中津太陽
交通（株）
宇佐（営）●

バス停
宇佐八幡
（宇佐駅方面行）

●
宇佐郵便局

●
（有）佐藤酒舗

●
宇佐市文化財
資料室

宇佐八幡宮駐車場

宇佐公民館駐車場

所 在 地：〒872－0102　
　　　　　宇佐市大字南宇佐2150番地の１
電　　話：0978-37-1121　
Ｆ Ａ Ｘ：0978-37-1121
開 所 日：火曜日・木曜日・土曜日
利用時間：10：00～16：00
　　　　 （入室は15時までにお願いします）

宇佐神宮の近くです！！

交通：JR日豊本線宇佐駅より
　　　バスを利用の場合は大交北部バス
　　　宇佐八幡バス停下車が便利です。
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番　組：スペシャル講演会『現代社会』と子どもの遊び
講　師：前大分学習センター所長　大分大学名誉教授　前田　明　先生
放送日：2021年5月16日（日）　午後7時30分～午後8時15分　BS231ch

卒業研究最終発表会を行いました

 大分学習センターでは、2020年度卒業研究を履修した学生による卒業研究の最終発表会を実施しまし

た。どの学生さんも熱心に取り組まれ、卒業研究の指導教員の先生はもとより、客員教員の先生方にも

様々な方面でご指導、ご協力をいただきながらたいへん興味深い卒業研究に仕上がりました。

　卒業研究は、図書・視聴学習室で閲覧できます。学生の研究の成果をぜひお手に取ってご覧ください。

　2021年1月23日(土)、前大分学習センター所長の前田明先生によるスペシャル講演会が大分学習セン

ターで行われました。その様子がBS２３１chで放送されます。放送日時は下記の通りです。

2021年度卒業研究ガイダンスを実施する予定です。卒業研究をお考えの方、興味・関心のある方はこの機
会にぜひご参加ください。詳細が決まり次第、大分学習センターHP等でお知らせします。

２月６日、２７日、３月６日の日程でパソコン講習会を行いました。講師の山下茂先生ご指導のもと、２名の
学生ボランティアと約１６名の学生が積極的に「学び」「教えあう」３日間でした。パソコンに親しむことは
もちろん、教えあうことで学生同士の交流も深まりました。

日　時  2021年６月１２日(土)　　場　所  大分学習センター教室１

学び教えあう！初心者のためのパソコン講習会が開催されました。

学生同士で教えあう様子

ご参加いただきありがとうございました。

パソコンをもっと学びたいという方は、面接授業「ICT活用学習の初歩」「ICT活用学習の応用」の受講をおすすめします！！！

※上記以外にも同じチャンネルで再放送が予定されていますが、再放送の日時は未定です。

放送大学BS231chスペシャル講演会 放送日のお知らせ
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大分学習センター同窓会員募集
●会員資格：在学生・卒業生・現旧職員
●会　　費：終身会費　10,000円（一度納入して頂ければその後の会費は頂きません。）
　　　　　　※入会希望の方は事務室までお問い合わせください。

2021年度　大分学習センター開催予定行事一覧

学生さん同士で交流できるチャンスです。気軽に参加してみませんか？

初めての方でも大歓迎です！！

◆未定箇所については決定次第、センター掲示板、HP等でお知らせします。
◆都合により日時、場所等は変更になる場合があります。また、新型コロナウイルス感染拡大状況により、
開催ができない場合もあります。あらかじめご了承ください。
◆学生行事に参加される際は、「学生教育研究災害傷害保険」の加入をおすすめします。事務室窓口にて保
険料(100円)を支払い、手続きをしてください。

2021年度　大分学習センター公開講演会のお知らせ2021年度　大分学習センター公開講演会のお知らせ2021年度　大分学習センター公開講演会のお知らせ2021年度　大分学習センター公開講演会のお知らせ

日　時：2021年4月24日（土）　13：30〜
場　所：大分県立図書館2階　視聴覚ホール
講　師：山崎 清男 先生（大分大学名誉教授）
演　題：大きくはばたけ子どもたち―これからの教育を考える

参加費無料！

2021年  4月12日(月)

2021年10月11日(月)

2021年  5月13日(木)

2021年11月  3日(祝・水)

2021年  6月13日(日)

2021年  2月27日(日)

2021年  9月  8日(水)

2021年  2月  9日(水)

2021年  8月  7日(土)

2021年12月  5日(日)

2021年11月23日(祝・火)

2021年  9月20日(祝・月)

2021年  9月  6日(月)

2022年  3月  7日(月)

グラウンドゴルフ大会

テニス大会

ボウリング大会

囲碁大会

納涼会

明日を語る交流の集い（忘年会）

学生研修旅行

自然探勝と食味の会

親睦ゴルフ大会

別府大学別府キャンパスグラウンド

大分キャンパステニスコート

未定

タワーボウルわさだ

大分学習センター教室１

未定

未定

未定

湯布院　茶房『風曜日』

未定

未定

行　　事 日　　時 場　　所
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今後の予定（4月～7月）
※日程は変更になる場合があります。最新の情報は学習センター掲示板、HPにてご確認ください。

 12日 第27回　グラウンドゴルフ大会
 16日 面接授業空席発表
 17.18日 面接授業『日本と戦争、戦後、現在』
  　　　　『物忘れ予防と認知症予防』
 22日 面接授業追加登録初日
 24日 公開講演会（大分県立図書館　共催）

5月

6月

7月

4月 塗りつぶしは閉所日です

 13日 第17回テニス大会
 15.16日 面接授業『基礎英語リーディング』
  　　　　『大分の文学』
 22.23日 面接授業『はじめての手作り絵本』
  　　　　『心理学実験３』
 29.30日 面接授業『東洋医学と鍼灸』
  　　　　『認知行動療法入門』

 5.6日 面接授業『心理学実験１』
  　　　　『社会心理学とWellbeing』
 12日 卒業研究ガイダンス
 13日 第50回学生ボウリング大会
 19.20日 面接授業『ICT活用学習の初歩』
  　　　　『心理カウンセリングの基礎を学ぶ』
 26.27日 面接授業『ICT活用学習の応用』
  　　　　『香りの科学』

 13～21日 単位認定試験期間（消印有効）

単位認定試験期間中 (7/13 ～ 7/21) の
学習相談・カフェはお休みです。
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