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大分学習センター 生きるとはまなぶこと
放送大学大分学習センター開設25周年記念

　9月29日（日）大分学習セン
ター教室1にて、2019年度第1
学期卒業証書・学位記授与式
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　教職員一同、心よりお祝い
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　「ゆふ」第95号で募集の告知をした記念文集「生きるとはまなぶこと　放送大学と私」に、在学生、卒業生を
始め、客員教員、元職員など、多くの方々から原稿をお寄せいただきました。ありがとうございました。文集は
11月初旬発行予定です。寄稿していただいた方には一冊進呈させていただきます。

大分学習センター開設25周年記念文集
「生きるとはまなぶこと 放送大学と私」

寄稿のお礼

～　謝　　辞　～
　猛暑の夏も終わりをつげ、徐々に秋の風を感じるようになりました。
　本日は、私たち卒業生のために、このような素晴らしい卒業証書・学位記授与式を催していただき深く感謝い
たします。
　また、お忙しい中、ご臨席いただきました、ご来賓の皆様、大分学習センター所長をはじめ諸先生方、ならび
に関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。
　私が放送大学へ入学したのは、正看護師免許取得のための単位を得るため、平成16年から選科履修生としてで
した。
　実は私は慢性腎臓炎がもとで平成9年の夏より人工透析を仕事が終わった夜に週三回毎回4～5時間受けていま
す。
　当時すでに准看護師として働いておりましたが、もし、准看護師のまま、障害に翻弄されたまま、人生を終わ
るとしたら、とても寂しく悲しく感じて障害に負けずにスキルアップを図り、前向きに生き、より良い仕事がで
きる様に頑張っていきたいと思ったのがきっかけでした。入学後、資格取得に必要な科目のほか、以前より興味
のあった、宇宙とか仏教などの科目も少し勉強させていただきました。
　その後、放送大学で習得した単位を持って通信制の看護学校に入学し仕事と透析と学習を両立させながら頑
張ってみましたが、大変に疲れてしまった時期がありました。
　そのころのある夜、こんな調子では・・あしたはどうしょうか・・・と思った夜がありました。
　その時、あした・・ああ、あしたは「明るい」「日」と書いて「明日」というんだったと思い出し、思わず
「あした」に「明るい日」と言う字を当ててくれた昔の方への感謝の気持ちで涙してしまいました。それから、
明るい「明日」がきっとくると思い、頑張れた気がします。そして、平成23年の春にようやく正看護師の資格を
取る事ができました。
　その時点で、放送大学卒業に必要な単位の約三分の一が取得出来ていました。
　翌、平成24年に看護学校の先生の勧めもあり、改めて放送大学に全科履修生として入学させていただき卒業を
目指してみることにしました。
　しかしながら、三分の一の単位が修得ずみとはいえ、透析と仕事を続けながら卒業するのは果てしない遠い道
に思えて私に出来るかな？・・と不安だったのですが、それでも無理せずにゆっくり卒業に近づけたらと思い、
少しずつ科目を選んで勉強させていただきました。
　その中で放送大学での卒業を目指した勉強をしていなければ、知る事の出来なかった事や体験できなかったこ
と・・・例えば、私が少年のころより憧れの憧れだった第一線で研究をされている天文学者の先生より面接授業
で直に教えをうけられたり、地元の戦国武将大友宗麟の館跡を専門の先生に直に案内していただき詳しい解説を
していただいたり映像クリエイター体験で実際にミニドラマを作ってみたり、香りについて詳しく学んだ上での
香水調合の体験・・・など、いま思い返せば、本当に楽しい、素敵な学びをさせていただくことができました。
ありがとうございました。
　そして、今日の卒業をむかえ、「千里の道も一歩から」のことわざって本当だったんだなと思い、私でも腎臓
不全の障害をもっていても、あきらめなければ、やればできるんだな・・とおもいました。
　このように学ばせていただいた事や体験させていただきました沢山の事をこれからの人生に生かしていけるよ
う、頑張っていきたいと思っております。
　最後になりますが、本日ご列席の皆様のご多幸と放送大学および、大分学習センターの一層の発展を心より祈
念いたします。
　本日は、まことにありがとうございました。

　　　　　　　　卒業生代表　小川　浩行（生活と福祉コース）
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客員教員・所長からのメッセージ

　アイルランド神話はキリスト教普及前に信仰されていた神々の伝承のことです。ケルト神話の多くと
比較して、アイルランド神話は現在に於いても語り継がれています。その理由の一つとしてよく挙げら
れるのは、ローマ帝国がアイルランドまで進攻しなかったことです。今日、小学校の授業の中で先生方
が読み上げるほどアイルランド人は皆聞いたことある話が多いです。今回は簡潔になりますが、いくつ
かアイルランド神話と伝説の紹介をさせていただきます。

バンシー（英: Banshee）
　バンシー（アイルランド語bean=女性、sí=妖精の）とは常に死の前兆をもった女性のことです。時に
は汚れた服装を着た老婆、時には美しい若い女性として現れました。伝説によると、家庭に死が訪れたときあるいは死が近い
時にバンシーが嘆きます。また、危険を知らせる時に泣くとも言われました。筆者が小学校の頃、天気が荒かった際に風の音
がすると親父に「バンシーが来ているかも」といわれたのが記憶に残っています。

レプラコーン（英:Leprechaun）
　アイルランドの伝承ではレプラコーンは赤毛、パイプを吸う、小人の男性妖精です。職業は靴屋ですが、人に捕まえられた
ら隠し持っている金の壺を見せるべきです。ただしこの妖精はずる賢くて、いたずら好きのため何としても金を渡したくあり
ません。
　有名な逸話では、ある日若い農夫がレプラコーンを捕まえると金の壺を渡すよう命令しました。
　林の1本の木の近くに埋まっているとレプラコーンが教えると、農夫がスコップを取りにいくため、どの木かわかるようにそ
の木に自分の赤いスカーフを巻きました。農夫が戻ってくると林のどの木も赤いスカーフが巻かれていました。
　いたずら好きで有名なレプラコーンですが、実は可愛い容姿からアイルランドのお土産屋のＴシャツやキーホルダーなどと
いった商品によく載っています。

リルの子供（英: The Children of Lir）
　逸話によると、アイルランドに住んでいたリル王様に4人の子供がいました。子供がまだ若い時に母親が他界して、数年後リ
ル王は再婚しました。しかし新しい女王はよこしまな魔法を持つ人で、いずれ王位奪取を狙っていたため、4人の子供を脅威と
みなしました。
　ある日、泳ぎ方を教えるために女王が子供たちを湖に連れて行ったが、水に入った途端白鳥になる魔法をかけました。900年
間の間リルの子供たちは日中の間白鳥として生きる運命でしたが、満月の夜だけ人間になることができました。キリスト教が
アイルランドに普及したことで呪いが解けるようになりました。リルの子供たちが教会の鐘を聞くと音を調べるために舞い降
りました。教会に入ったら羽が落ち、再び人間の姿となりました。

クークラン（アイルランド語　Cú Chulainn）
　太陽神ルーを父に持つクークランはアイルランドの伝説の闘士、そしてアイルランド神話にとってのクークランの存在はギ
リシャ神話にとってのアキレスと言われています。両者ともに戦いに不滅で半神半人でした。最も有名なクークラン伝説は
クーリーの牛争いです。メイヴ女王が味方のウルスター軍に眠りの魔法をかけたため、クークランは戦陣をたった一人数か月
間戦いました。今日もクークランはアイルランドの優れた英雄の一人と認められています。

客員教員　オカナ・トマース（別府大学専任講師）
巻 頭 言　

　11月2日（土）9時半から学習センターにおいて文化祭を開催いたします。今回は同窓会生の矢野瞳さ
んが世界の旅で収集された人形の数々や、学生の佐藤由理さんによるJICA等の国際貢献活動の記録であ
るアフリカの写真や資料を展示します。会場には喫茶席を設けますので、懇談も楽しんでください。
　尚、記念文集執筆者の皆様には会場において「25周年記念誌」をお渡ししますので、大勢のご出席を
お願いいたします。

所長からのメッセージ

大分学習センター最初の文化祭にどうぞ！
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教務担当より

面接授業追加登録のお知らせ
　面接授業とは、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。原則として、1時
間30分の授業を7回、45分の授業を1回、計8回行われます。試験・レポート等の担当講師の指定する方法によ
り成績評価を行い、合格者には1単位が認定されます。
■追加登録日程
　＜空席発表＞10月19日（土）12時
　　　　　　　【放送大学ホームページと大分学習センター掲示版でお知らせします。】
　＜登録期間＞科目ごとに定められた追加登録受付期限日
　　　　　　　【10月25日（金）から　原則各科目の開講日の1週間前まで】
■追加登録申請方法
　追加登録初日　10月25日（金）…定員人数を超えた科目は抽選を行います。

それ以外の科目は先着順に随時登録します。
　≪対 象 者≫ ・抽選日当日朝10時までに来所された方
　　　　　　　 ・郵送にて10月23日（水）までにセンターに必要書類が到着した方

＝来所による申請について＝以下のものを必ず持参して下さい。
【追加科目登録申請書・学生証・授業料（1科目：5,500円）】
※追加登録受付初日以前に窓口での受付はできません。

＝郵送による申請について＝申請の前に空席状況を確認し、以下の書類を現金書留にて郵送してください。
【追加登録申請書・授業料・学生証の写し・返信用封筒（長3サイズ・94円切手貼付・宛名明記）

※郵送による申請は現金書留のみの受付です。追加登録受付初日以前に窓口での受付・お預かりはできません。

通信指導について

■通信指導送付時期
通信指導問題は、印刷教材と一緒に郵送されます。
（一部の新規開設科目については別に送付する場合があります。）
11月5日（火）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、又は落
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：2019年11月15日（金）～11月29日（金）必着
　※提出期限を過ぎて到着したものは受理できませんので、余裕をもって送付してください。
　Web：2019年11月8日（金）10：00～11月29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ので、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〉2019年12月末頃～2020年1月上旬頃
択一・併用科目：1月8日（水）／記述科目：1月17日（金）までに届かない場合は、大学本部に連絡してくだ
さい。

《注意》通信指導を提出し合格しないと、単位認定試験を受験できません。

※期限内に郵便が届かなかった場合や、郵便が届いた際すでに空席がなかった場合、あるいは、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金額を返送いたしますので予めご了承ください。
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図書・視聴学習室より

○試験期間は文献複写及び科目登録申請等の
ご相談を受け付けられません。

　ご希望の方は通常期間にお越しください。
＊臨時閉館する場合がありますのでHP・
　学生控室の掲示等でご確認ください。

図書・視聴学習室利用時間 
曜　日 利用時間

月曜日・祝日
大学が特に必要と認めた休日

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

【館外貸出について】
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にお申し込みください。
○放送教材の貸出
「学生生活の栞」を参照し、放送教材貸出申込書を郵送かファックスで本部にお送りください。
インターネットからも申し込みできます。
郵送（第四種郵便）でご自宅に届きます。貸出日数は14日以内、貸出本数は5本以内です。
○図書資料の貸出
図書カウンターにある指定の用紙またはOPACからお申し込みください。センターに届き次第ご連
絡します。貸出期間は1ヶ月以内、貸出冊数は学部生10冊以内、院生(修士)20冊以内・院生(博士)30
冊以内、AV資料は2週間以内2本までです。
※到着から2週間以内に貸出手続きに来られないと本部に返却となりますのでご注意ください。

《図書返却ポストの利用について》―センター出入口付近に設置―

学習センター内でのWi-Fi利用について

　利用時間　8：00～19：00　(別府大学の正門が開いている時間) 
○必ず指定の貸出袋をご使用ください。
○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。
○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できません。
○別府大学附属図書館の図書は入れないでください。

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。
研修の最後には小テストが設けられており、100点を取るまで繰り返されます。
テストに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。
利用許可証を発行いたします。(ご不明な点は図書係へお尋ねください)

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。
研修の最後には小テストが設けられており、100点を取るまで繰り返されます。
テストに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。
利用許可証を発行いたします。(ご不明な点は図書係へお尋ねください)

放送授業視聴時には各ブースのタブレット・パソコンをご利用いただけます。カウンターにて利用希望の用
紙へご記入ください。 
※視聴学習室のタブレット・パソコンではオンライン授業の視聴はできません。（学生用パソコンは視聴可能）

 

《年末年始の閉館日》2019年12月29日(日)～2020年1月3日(金)
※変更になる場合がありますので、ホームページ及び館内掲示にてご確認ください。
※年末年始は返却ポストをご利用いただけません。ご注意ください。

館内のご利用について

◇宇佐分室ご利用の新入生の方へ◇教材配架は１０月下旬予定です。
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教務（学生）係より

放送大学全テキスト寄贈記念式典を行いました

2019年8月3日(土)別府亀の井ホテル(Beppu Bold Kitchen)にて、『納涼会』が行われました。
学生、同窓会生、客員教員、職員と、皆で食卓を囲んでおおいに語り合いました。
12月8日(日)には『明日を語る交流の集い(忘年会)』を大分市内にて開催予定です。

今回ご参加いただいた方も、そうでない方も、ご参加をお待ちしております！

～　学生行事のご報告　～

2019年9月18日(水)大分学習センター教室1にて『第17回 囲碁大会』を開催しました。今回の白熱し
た試合を制したのは学生の渋谷誠司さんでした！
次回の開催は2月です。ご興味ある方はぜひトロフィー目指して挑戦してみてください！

この度、放送大学より大分県立図書館に、現行の放送大学印刷教材(テキスト)全冊を寄贈
いたしました。寄贈に伴い、2019年9月21日(土)大分県立図書館にて『放送大学全テキスト寄贈記念式典』を行い
ました。記念セレモニーには放送大学教育振興会の御手洗康会長、県立図書館の塩川也寸志館長をお招きしたほ
か、記念講演には放送大学の來生新学長にお越しいただきました。

納涼会

囲碁大会

贈呈式の様子
來生学長と塩川館長

記念セレモニー
御手洗会長のご挨拶

会場の様子
大分県立図書館２F
視聴覚ホール

來生学長による記念講演
「―生涯、学び続けるとは―
生涯学習・社会教育の
明日を考える」
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放送大学が別府大学文化祭
（石垣祭）に出店します
別府大学文化祭への出品物を大募集！

出品希望者は大分学習センターまで
ご連絡ください。

日時：11月２日(土)　10:00～
場所：別府大学別府キャンパス

1．飲食物（缶コーヒー・ジュース・冷凍食品・
　　缶詰・インスタント食品）
2．薬品・アルコール・煙草等
3．キノコ・山菜等
4．持ち帰りできない物、
　　実行委員会が出品不可と判断した物

1．サツマイモ・カボチャ・ジャガイモ等の野菜
2．柿・みかん・カボス等の果物
3．お土産品・引き出物・古本等
4．その他（折鶴・生花・造花・切り絵・陶磁器等）

今後の学生行事予定 ※行事に参加されたい方は事務室窓口・またはお電話にてお申し込みください。
　はじめての方でもお気軽にご参加いただけます TEL.0977－67-1191

◆行事に参加される方は、学生教育研究災害傷害保険の加入をしてください。
　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。

※未定箇所については決定次第、センター掲示板等にてお知らせいたします。

●第24回　グラウンドゴルフ大会
　日　時：１２月２日(月)
　場　所：別府キャンパス
　　　　　グラウンド
　参加費：無料

●第24回　グラウンドゴルフ大会
　日　時：１２月２日(月)
　場　所：別府キャンパス
　　　　　グラウンド
　参加費：無料

●明日を語る交流の集い（忘年会）
　日　時：１２月８日(日)　19:00～
　場　所：大分市内(詳細未定)
　参加費：3,500円～ 6,000円程度

初心者大歓迎！どなたでもすぐホールインワン！

初心者大歓迎！

出品物はご寄付頂くものとします。（お返しできません。）

●第34回　親睦ゴルフ大会
　日　時：11月11日（月）
　場　所：大分富士見カントリー倶楽部
　参加費：プレー代＋1,500円
　締　切：10月29日（金）

●第34回　親睦ゴルフ大会
　日　時：11月11日（月）
　場　所：大分富士見カントリー倶楽部
　参加費：プレー代＋1,500円
　締　切：10月29日（金）

ゆふ会（同窓会）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。

第一回 文化祭第一回 文化祭

放送大学 大分学習センター

日時：11月2日（土）9：30～
場所：大分学習センター　教室1

　別府キャンパスへの移転を機に、昨年度より別
府大学文化祭（石垣祭）に出店していますが、今
年は同日に大分学習センター初となる文化祭を開
催します。
　佐藤由理さん撮影によるアフリカの自然や日常
風景の写真、矢野瞳さん所有の世界の人形コレク
ションなど、珍しい展示が盛りだくさん！
　皆様お誘い合わせの上、是非ご来場ください。

大分学習センター初の
文化祭を開催します

出品可能なもの

出品不可能なもの

●第14回　テニス大会
　日　時：１１月17日(日)
　場　所：元別府大学大分キャンパス
　　　　　テニスコート
　参加費：500円

●第14回　テニス大会
　日　時：１１月17日(日)
　場　所：元別府大学大分キャンパス
　　　　　テニスコート
　参加費：500円

教務（学生）係より
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塗りつぶしは閉所日です

今後の予定（10月～1月）

 2日 別府大学石垣祭（文化祭）
 9・10日 面接授業「英作文の基本」
  面接授業「パソコン講座―実用編―」
 11日 第34回親睦ゴルフ大会
 16日 臨時閉所日（別府大学指定校推薦入試）
 17日 第14回テニス大会
 30.12／1日 面接授業「大分の水と温泉」
  面接授業「韓国語に親しむ」
 ＊  8～29日 通信指導提出期間（Web：～29日17：00）
 ＊15～29日 通信指導提出期間（郵送：29日必着）

 14日 第31回学生研修旅行
 19日 面接授業空席発表
 19・20日 面接授業「磨崖仏とはなにか」
  面接授業「心理学実験2」
 25日 面接授業追加登録開始
 26・27日 面接授業「新・初歩からのパソコン」
  面接授業「日常生活の中で出来る禁煙支援」

 11／30・1日 面接授業「大分の水と温泉」
  面接授業「韓国語に親しむ」
 2日 第24回グラウンドゴルフ大会
 7・8日 面接授業「障害児の発達と発達診断」　
  面接授業「心身の健康と太極拳」
 8日 明日を語る交流の集い（忘年会）
 14・15日 面接授業「心理検査法基礎実習」
  面接授業「経済の地方特性について」
 21・22日 面接授業「調理と理論、その面白さを探る」
  面接授業「インクルーシブ発想の教育」

 18・19日 臨時閉所日（大学入試センター試験）
 21・22日 単位認定試験（大学院）
 23・25～30日 単位認定試験（学部）
※24.27日は試験期間ですが閉所日となります。
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