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放送大学大分学習センター

九州国立博物館前にて

特別展「三国志」 太宰府天満宮 坂本八幡宮

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

　10月14日（月・祝）、第31回学生研修旅行を

行いました。学生34名、職員7名が参加し、九州

国立博物館特別展「三国志」、太宰府天満宮、坂

本八幡宮、紅乙女酒造耳納蒸留所を巡りました。

特別展「三国志」では、最新の発掘成果に触れ、

隣国・中国の歴史について学びました。爽やかな

秋晴れの下、太宰府天満宮で散策を楽しみ、新元

号「令和」ゆかりの地とされる坂本八幡宮を訪れ

た後、紅乙女酒造耳納蒸留所に立ち寄って胡麻焼

酎やアイスキャンディに舌鼓を打ち、充実した一

日を過ごしました。

　大分学習セン
ター入口に、修士
選科生・学生団体
よらん会代表の秋
篠誠司さんがお手
製の門松を飾って
くださいました。 

　本年も大分学習センターをよろしくお願いいたし
ます。

学生研修旅行を行いました学生研修旅行を行いましたあけまして
おめでとうございます
あけまして
おめでとうございます
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学生行事のご報告

 

石垣祭（別府大学文化祭）バザー
ご協力ありがとうございました

放送大学大分学習センター第一回文化祭
ご来場ありがとうございました

　11月2日（土）、別府大学石垣祭にバザーを出店しました。お蔭様で大盛況！　特に大根や白菜など、
とれたての新鮮な野菜は開店直後から飛ぶように売れました。ブランド品のタオルなど掘り出し物もあ
り、かわいいメダカの無料配布サービスも好評でした。品物をご提供いただいた皆様、当日販売のお手
伝いをしてくださったゆふ会、よらん会の皆様、ご協力ありがとうございました。

　同日、大分学習センター初となる文化祭「アフリカの写真展と世界の人形展」が開催されました。
　普段はカフェや面接授業が行われている教室1が、この日はギャラリーに変身し、新たな顔を見せてく
れました。
　選科履修生・佐藤由理さんがJICAの活動を通して撮影されたアフリカ各地の写真の数々や、修了生・
矢野瞳さんが世界を旅して集めた人形コレクションが展示され、来場者は興味深げに見入っていました。
会場内には無料のカフェコーナーも設けられ、コーヒーやお茶を味わいながらくつろぐ来場者の姿も見ら
れました。
　なお、人形の一部は文化祭終了後、学生控室に展示しています。当日ご来場できなかった方も、来所さ
れた際は是非ご覧ください。

★第14回テニス大会★
　11月17日（日）、旧別府大学大分キャンパステニスコートにて
第14回テニス大会が開かれました。
　秋晴れの下、学生・職員計20名が心地よい汗を流しました。

※今後も様々な学生行事を企画しています。今後の予定はp.7をご覧ください。
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客員教員・所長からのメッセージ

　前回「ゆふ」に寄稿したのは、放送大学が別府キャンパスに移転してすぐのことだったと記
憶している。山を望むのどかな大分キャンパスから、海の見える別府のキャンパスへ。キャン
パスの移転とともに、学習相談やカフェに訪れる人の顔ぶれも少しずつ変化してきた。一方
で、学習相談の常連学生の相談の中身も変化してきた―というより、進化してきたと言った方
が良いかもしれない。
　いつも学習相談に来る学生が、俳句を英語に訳してみている、という話を聞いた。少しご紹
介しよう。

五月雨をあつめて早し最上川
Mogami River quickly flows with early summer rain.
荒海や佐渡に横たふ天の河
The Island of Sado under the Milky Way is in the rough sea now.

　どれも有名な句だが、英語にするにはその言わんとするところを自分なりに考えなくてはならない。なるほど、
最上川の句も佐渡の句も、英語にすると訳者の素直な心象風景が表現されて、元の句よりも景色がはっきり見える
ような気がする。

閑さや岩にしみいる蝉の声
　この句については、俳句英訳学生と、蝉はジリジリとうるさく鳴いているはずなのに、なぜ「閑さ」なのか、と
いう話になった。みなさんならどう訳すだろうか。
　私事だが、数年前、俳句を嗜む叔父が「誰かに教えたくなった」と言い出し、近場で暇そうにしている私が引っ
張り込まれた。俳句を始める前、叔父に一冊の本を渡された。藤田湘子『実作　俳句入門』。作句の苦労を知る前
のことなので、新しい世界を知る楽しみで手に取った。入門書なのだが、どうすれば俳句が上達するのか、に主眼
を置いて書かれており、そのアドバイスは、何かを学んでいる人には共通するものが多い。
　俳句の素質のあるなしを生徒に訊かれたら、藤田は「俳句をつくることを継続するかどうかで、素質のあるなし
がきまります」と答えると言う。

どんな習いごとにも、要領のいい人と悪い人とがいます。スタートダッシュのいい人とスロースターター
とがおります。だから俳句のばあいも、作句歴五年や十年では優劣をきめることはできません。七十歳台
になって花ひらいた鉄斎の例もあるでしょう。（中略）また、これとは別に、何年も作句しているのに、
ときどき櫛の歯の抜けたように休んでしまう人がいます。これはたいへんな損です。休んだ当人は「たか
が二、三カ月くらい……」などと考えているのかもしれませんが、大間違い。もとのレベルへ戻るには、
休んだ期間の三倍以上を必要とすることを覚悟しなければなりません。

　耳の痛い話である。そして、「五年や十年では」である。継続自体が一つの素質となり、開花へとつながる。冒
頭に述べた、学生の進化もまた、継続という素質の上に成り立っているのである。いまだとても「俳句」とは呼べ
ないようなものしか詠むことができず、句会に行く度に、呻吟するばかりの私も、日常、ふと頭の中で句を捻って
いるだけ進歩しているのだと信じよう。

客員教員　三重野　佳子（別府大学教授）継 続 は 力 な り

　11月2日、別府大学で石垣祭（学園祭）が催され、本学習センターからはゆふ会、よらん会の皆様が中心
となって、昨年同様、バザーを開店し大好評のうちに終えることができました。また、この日に合わせて
学習センター初の文化祭（人形展＋写真展）を開催するとともに、学習センター開設25周年記念誌を発行
しました。これらにより、今年度に予定していた一連の記念事業を成功裏に完遂することができたことに
なります。この後、来年2月12日に、田城孝雄放送大学教授をお迎えして公開講座「地域共生社会の創造と
発展をめざして―　在宅医療・介護連携のあり方を考える」を日田市において開催しますので、ひきつづ
き皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

所長からのメッセージ

大分学習センター開設25周年事業へのご協力有難うございました。
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試験日程

試験時間

時間割・試験室

通信指導の結果

受験に
必要なもの

大学院 １月２１日（火）、２２日（水）

２３日（木）、２５日（土）、２６日（日）、２８日（火）～３０日（木）
※１月２４日（金）、２７日（月）は閉所

受験票に記載の時限・試験室で行います。

学　部

単位認定試験通知
（受験票）

筆記用具
（ＨＢの黒鉛筆・消しゴム）

持ち込み許可物品

解答用紙への記入の際は、必ずＨＢの黒鉛筆を使用して記入し
てください。（シャープペンシル・ボールペン・サインペン不可）

受験票に同封されている「単位認定試験に関しての注意事項」
に記載されています。また、内容は試験の１か月前にシステム
WAKABA「キャンパスライフ→学内連絡」及び学習センター
視聴学習室にて公表しております。

試験日の約１週間前までに送付されてきます。１月１４日（火）に
なっても届かない場合は、大学本部へお問い合わせください。

学生証

第１時限

第２時限

第３時限

第４時限

第５時限

第６時限

第７時限

第８時限

通信指導の添削結果は科目ごとに返送されます。
単位認定試験開始５日前までに届かない場合は、放送大学本部へお問い
合わせください。（総合受付　ＴＥＬ：０４３－２７６－５１１１）

大分学習センターで発行しており、窓口でお渡しします。
顔写真登録の手続きがお済みでない方は至急手続きを行って
ください。（「学生生活の栞」にある用紙を学生課入学・履修係
に送付）
※試験期間中はセンター窓口が込み合いますのでお早めにお
受け取りください。
≪受け取りに必要なもの≫
【新入生】…入学許可証、【在学生】…有効期限切れの学生証
上記が無い方は運転免許証など顔写真付きの身分証明書

  9：15～10：05
10：25～11：15
11：35～12：25
13：15～14：05
14：25～15：15
15：35～16：25
16：45～17：35
17：55～18：45

９：００～１９：００センター開所時間

教務担当より

２０１９年度第2学期単位認定試験について
【重要】試験会場は、別府市北石垣82（別府大学別府キャンパス39号館2階）です。
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受験に際して
の注意事項

成績評価

再試験について

駐 車 場

その他（重要）

座席指定について

控室について

飲食について

不測の事態への対応

喫煙について

試験について

試験結果は２月下旬に「成績通知書」によって
通知されます。尚、それまでに修得した授業科目
の成績と単位数が記載されている「単位修得状
況一覧（単位認定書）」も一緒に送付されます。
この通知書は証明書ではありませんので、証明
書が必要な場合は所定の手続きを行い、「成績
単位修得証明書」の交付を受けてください。

新規に科目登録した学期に単位を修得できなかった場合、次の学期まで学籍（休学中
を除く）が継続している学生に限り科目登録を行わなくても再試験を受験できます。
※当該学期で学籍が切れる方は、改めて入学手続きが必要です。

試験期間中は、学内、グラウンドを駐車場として利用できます。ただし、台数には限りが
ございますので、原則、公共交通機関でお越し頂きますようご協力をお願いいたします。
試験期間中は、駐車場の混雑が予想されます。停められない場合もございますので、試
験時間に間に合うよう、時間に余裕をもってお越しください。
身障者用の駐車場があります。(２台可)
特別な理由で駐車を希望される方は事務室に申請をしてください。
（許可証を発行いたします）
大分学習センターは、平成３０年４月より別府市に移転しました。試験会場を間違えるこ
とのないよう注意してください。
試験会場は、別府市北石垣８２ （別府大学別府キャンパス３９号館２階） です。
試験教室は、 別府大学３９号館２階教室１、教室２ です。必ず受験票でご確認ください。
試験会場電話番号：０９７７－６７－１１９１

全ての教室に座席が指定してあります。各教室に掲示してある
座席表に従って座ってください。
学生控室があります。その他、1階の「ラーニングコモンズ」を
控室として利用できます(飲食可)。
※ラーニングコモンズは別府大学の学生も利用します。
試験期間中は学生控室のテレビは使用できません。
施設内では学生控室、１階のラーニングコモンズのみ飲食が可
能です。他の場所では一切の飲食ができません。学生食堂は、
平日、土曜日は14時までの営業となっており、日曜日は営業
しておりません。
天災、交通機関のトラブル、その他受験生の責任に帰さないや
むを得ない事態により試験時間に遅れたり、受験不可能に
なった場合は必ず大分学習センターへご連絡ください。
※ただし、自家用車等使用時の事故は不測の事態とは認めら
れません。

喫煙は決められた喫煙所でのみ行ってください。喫煙所は大分学習セ
ンター内に掲示してあります。喫煙所以外は敷地内での喫煙は一切認
められません。(2020年度より別府大学は全面禁煙となります。)
・試験開始時刻１０分前には入室してください。
 （事前説明があります）

・試験開始後、２０分を過ぎると入室できません。

・試験時間は５０分です。　

・１時限に１科目しか受験できません。

※システムＷＡＫＡＢＡからも成績を確認できます。「教務情報→履修成績照会」

合　格

不合格

Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
D
E

100～90点
  89～80点
  79～70点
  69～60点
  59～50点
  49～   0点
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★システムWAKABA　パスワード変更のお願い★

試験期間は文献複写及び科目申請等のご相談
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。

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

館内のご利用について
《図書・視聴学習室利用時間》 

＊3月24日（火）～31日（火）
　整理期間のため館内貸出を停止します。

図書館は学習のための場所です。試験期間は特に静粛にお願いいたします。図書館は学習のための場所です。試験期間は特に静粛にお願いいたします。図書館は学習のための場所です。試験期間は特に静粛にお願いいたします。図書館は学習のための場所です。試験期間は特に静粛にお願いいたします。

・試験問題・解答をカウンターにて貸し出しています。館内にてご覧ください。手書きでの複写や
写真撮影は可ですがコピー機での複写は出来ません。
　また、システムWAKABAからの閲覧も出来ます。

‼廃棄雑誌を無償提供いたします‼
ご希望の方は、3月1日（日）～14日（土）の間に学生控室に取りに来てください。予約は受け付けません。
（例）婦人公論・週刊文春・栄養と料理・臨床心理学・ニュートン・文藝春秋・セーノ！等

          

〈図書館内ブースの配置予定〉

①〜⑨ 学習スペース

⑩～⑬ 教材視聴用デッキ

⑭～⑱ 視聴用パソコン

　　⑲ タブレット

視聴機器設置ブースを減らし、学習ブースを増
やしました。ぜひこちらもご利用ください。

【臨時閉館日のお知らせ】
＊毎週月曜日は閉館です＊

1月 18日（土） 大学入試センター試験会場のため
 19日（日） 
 24日（金） 閉所日　　　
2月 1日（土） 別府大学入学試験のため
 11日（火） 建国記念の日
 23日（日） 天皇誕生日
3月 20日（金） 春分の日
 29日（日） 学位記授与式・入学者の集いのため

☆学習スペースが広くなりました☆

カウンター

学
習
ス
ペ
ー
ス

パスワードを初期値のまま利用されている方は、令和２年３月４日（水）午前６時までにパスワードの変
更をお願いいたします。パスワードは、「システムWAKABA」画面左の「パスワード変更」から変更で
きます。 ※初期パスワードは使用できなくなります。

重要

図書・視聴学習室より
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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。

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

●第18回　囲碁大会
　日　時：2月5日（水）13：00～
　場　所：教室1
　参加費：無料
　締　切：1月29日（水）

●第35回　親睦ゴルフ大会
　日　時：3月2日（月）
　場　所：未定
　参加費：プレー代＋1,500円
　締　切：2月22日（土）

●第47回　ボウリング大会
　日　時：2月11日（火・祝）
　場　所：タワーボウルわさだ
　参加費：1,000円（2ゲーム、貸し靴代込み）
　締　切：2月4日（火）

●第25回　グラウンドゴルフ大会
　日　時：4月6日（月）　10:00～
　場　所：別府大学別府キャンパスグラウンド
　参加費：無料
　締　切：4月3日（金）

「頭脳スポーツ」ともいわれる囲碁で
脳を鍛えましょう。

春、夏、秋の年3回開催しています。 初心者も大歓迎！

今回は祝日に開催します。お仕事などの都合で平日参
加できなかった方も、この機会に是非ご参加ください！

 

第22回 自然探勝と食味の会第22回 自然探勝と食味の会第22回 自然探勝と食味の会
毎回大好評！　湯布院の自然の中で、おいしい空気とおいしい
料理を満喫。
野山を歩き回って山菜等の食材を探し、参加者皆で調理します。
自分で見つけた採れたての食材の味は格別です。この時季・こ
の場所だけの味を堪能しましょう。

日　時：2020年4月29日（水・祝）10：00～（現地集合）
場　所：由布市湯布院町中川1849-2　茶房「風曜日」
参加費：1,500円
締　切：4月21日（火）
《講師》村田　勝先生
　　　別府大学短期大学部名誉教授、
　　　風曜日食品加工研究所所長

◆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おすすめします。
　行事の前日までに、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。

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（1月～4月）

 1日 臨時閉所日（別府大学入学試験）
 5日 第18回囲碁大会
 11日 第47回ボウリング大会
 12日 日田講演会
 16日 卒業研究最終発表会
 22日 県立図書館講演会
 29日 教員免許更新講習修了認定試験

 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）
 23～30日 単位認定試験（学部）
　　※24日は試験期間ですが閉所日となります。

 1日 教員免許更新講習修了認定試験
 2日 第35回親睦ゴルフ大会
 24日 館内貸出停止（～3月31日）
 29日 2019年度第2学期学位記授与式・
  2020年度第1学期入学者の集い

 6日 第25回グラウンドゴルフ大会
 11日 ゆふ会（同窓会）総会・役員会
 18・19日 面接授業「核物理の初歩と今日の核問題」
  　　　　「社会心理学とWellbeing」
 25・26日 面接授業「おもてなし英語」
  　　　　「認知行動療法入門」
 29日 第22回自然探勝と食味の会

　単位認定試験期間中は、学習相談・カフェはお休みと
なります。詳しくはセンター掲示板、HP等でお知らせい
たしますので、ご確認ください。

◇1月の学習相談・カフェについて◇
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