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　令和2年4月1日付で、本センター所長として着任しました古城和敬です。前任の前田明先
生のマネジメント力や行動力には到底及びませんが、私なりに客員教員の方々や事務職員の
方々と一体となって、他大学との連携協力のもと、学生の皆さんがそれぞれ興味関心をもつ
学問分野についてより深い学習ができるよう、学習環境をさらに充実させていきたいと考え
ています。
　私の専門は教育社会心理学です。ですが、あるときには社会心理学といったり、別の場で
は教育心理学といったりもしています。両者を合わせて教育社会心理学です。もう少し踏み
込むと、社会心理学の立場から、教育の過程に関連する事象についての事実や法則性を明ら
かにするとともに、指導者（教師など）の教育的な働きかけをより効果的にするための心理学的知見や方法を提供
する科学であるといえます。
　さて、私たちは、社会の変化が急激で、先を見通すことが困難な時代に生きているといっても過言ではありませ
ん。もう少しスローになろうよ、といいたいところですが、今後この傾向はますます激しくなり、さらに複雑化す
ると予想されます。一例を挙げると、ICTやAI（人工知能）の発展で、人間にしかできないとされてきた職業でさ
え、機械が担う時代になりました。
　こうした時代を生き抜くためには、社会の変化に受け身で対処するのではなく、大学での学びの上に、自ら課題
を発見し、他者と協働してその解決を図り、新しい価値を創造する力を発揮することが求められます。だからこ
そ、私たちには生涯を通じて学び続けることが求められます。それが、この多様化した社会の中で心豊かな人生を
切り開くことにつながるからです。
　しかし、学び続けることは、容易なことではありません。これはいま放送大学で学んでいる学生の皆さん自身が
実感していることではないかと思います。そうしたことを踏まえると、私の役割は、冒頭で述べたように皆さんの
学習環境を充実させること、そしてもう一つは、皆さんの学びを心理的にサポートすることだと考えています。学
ぶ上での悩みや困りごとがありましたら、気兼ねなく所長室を訪ねてください。いずれにしてもこれからです。ど
うぞよろしくお願いいたします。

大分学習センター所長　古城　和敬新任のご挨拶
こじょうかずのり
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面接授業の中止について

　皆様もご承知のとおり、令和２年４月７日に政府が「緊急事態宣言」を発出しました。
　放送大学では、全学習センターにおいて、学生等の入館禁止をはじめとする一律の措置を
講じます。
　各学習センターの対応は各々のHPに掲載されますので、念のためご確認ください。学生
の皆様には、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 １　入館制限
「緊急事態宣言」の期間（～５月６日）の学生等の学習センターへの入館を禁止いたします。

 ２　事務室窓口
当該期間中は閉鎖いたします。なお、緊急時・非常時のお問い合わせやご相談について
はメール、電話、郵便にて対応いたします。

 ３　お問い合わせ等
学習センターをはじめ本学全体としてお問い合わせ等の連絡がつきにくくなりますが、
何卒ご容赦ください。

面接授業追加登録のお知らせ
　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 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」できます。

（1）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）となる授業は、６月以降に開講します。　

（2）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。　

（3）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。

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。
5月1日（金）までにご自宅に届かない場合や、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
は放送大学本部（TEL：043-276-5111（総合受付））に連絡してください。

■提出期間　
郵　送：2020年5月15日（金）～ 5月29日（金）必着
Wｅｂ：2020年5月  8日（金）10:00 ～ 5月29日（金）17：00
※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〉2020年6月末頃～2020年7月上旬
択一・併用科目：7月8日／記述科目：7月16日までに届かない場合は、大学本部に連絡してください。

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‼

学生生活の栞 P.63～65

学生生活の栞 P.66～70

学習センターにおける新型コロナウイルス
感染症に関する当面の対応方針について

教務担当より

― 3 ―― 2 ―



図書・視聴学習室より／教務担当より

◯臨時閉館する場合があります。館内及び学生控
室の掲示・ホームページをご確認ください。
◯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》 

新入学生のみなさんへ新入学生のみなさんへ新入学生のみなさんへ新入学生のみなさんへ

※図書館では静粛にお願いします。※図書館では静粛にお願いします。※図書館では静粛にお願いします。※図書館では静粛にお願いします。

♢単位認定試験期間は文献複写の受付を停止します♢ 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＊

学生証について システムWAKABA
利用について　学生証は学習センター事務室窓口にてお渡ししています。

　受け取りの際には、入学許可証（放送大学本部から送付さ
れる圧着はがき）または写真付きの身分証明証（他大学の学
生証、運転免許証等）をお持ちください。有効期限切れの学生
証を更新される方は、期限切れの学生証をお持ちください。
　本人による受け取り確認が必要なため、原則として郵送は
受け付けておりません。ご了承ください。

　学生証は、単位認定試験を受験する際に必要です。図書室
利用、各種証明書の申し込み等の際にも提示していただく場
合があります。

　学生証再発行の申し込みが増えています。学生証を紛失・
破損しないようご注意ください。再発行には手数料500円が
必要です。
　また、受け取りに来ていない方が「学生証を紛失した」と再
発行を依頼される場合がありますので、再発行を申し込む前
に、今一度よくご確認ください。

　放送大学では、教務情報システム「システム
WAKABA」を 運 用 し て い ま す。シ ス テ ム
WAKABAでは、インターネット上から各種手
続きや履修情報、成績情報などの確認ができま
す。

　放送大学トップページから画面右の「システ
ムWAKABA（教務情報システム）」をクリック
してログインしてください。ログインIDには学
生番号（ハイフンなし10桁）、初期パスワードに
は生年月日8桁が設定されています。
　なお、初期パスワードは必ず変更してくださ
い。初期値のまま長期間放置すると、ロックがか
かりログインできなくなる恐れがあります。万
一ログインできなくなった場合は、学生サポー
トセンター（TEL：043-276-5111）または学習
センターまでお問い合わせください。
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教務（学生係）より

※日程・時間は変更になる場合があります。

オープンユニバーシティカフェ、学習相談のご案内

カフェは客員教員によるゼミ形式の授業です。教室にはセルフサービスのお茶を用意し、講読会や討
論会等、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。お気
に入りの喫茶店に立ち寄る感覚で気軽に参加してみてください。

学習相談では客員教員が個別相談・個別指導を行います。「先生のカフェで取り上げられた話題につ
いてもっと知りたい！」「こんなことを研究してみたいけど、どうすればいいの？」など、学習や研
究に関する疑問・質問に答えます。
また、学習・研究以外の悩みごと、困りごとを相談したい方には、臨床心理学担当教員によるカウン
セリングを行っています。

カフェ、学習相談は申し込みが必要です。事務室窓口にある申込用紙に必要事項を
記入し、提出してください。当日の申し込みも可能です。

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

望月　聡　先生

山神　進　先生

山下　茂　先生

渡邉　亘　先生

シャーリー・
ジェラルド先生

国際政治・比較政治
東アジア地域研究

教育工学・情報教育・
理科教育

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木曜日13:00～15:00

「Open University English Café with Gerald 
Shirley」　第4火曜日13:00～15:00

「英語で物語を読んでみよう」
第3木曜日13:30～15:30

「『食べる』ことについて改めて考えてみま
しょう」　第2金曜日13:00～15:00

「国際政治経済の動向について」
第1水曜日13:00～15:00

「パソコン相談ラウンジ＆パソコン活用ワー
クショップ」　第2・4水曜日13:00～15:00

「臨床心理学について」
第1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

栄養生化学・水産化学

臨床心理学

随時

随時

第1火曜日

第1・2・3火曜日

第1・2・4木曜日

第4金曜日

第2・3・4水曜日

第1・3水曜日

第3金曜日

大分学習センターでは、毎週
オープンユニバーシティカフェ (カフェ )、学習相談を実施しています。

※4月のカフェ及び学習相談は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　中止となりました。ご了承ください。
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教務（学生係）より

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15回　テニス大会
　日　時：5月14日（木）
　場　所：旧・別府大学大分キャンパス
　参加費：500円
　締　切：5月12日（火）

●第48回　ボウリング大会
　日　時：6月14日（日）　10:00～
　場　所：未定
　参加費：1,000円（2ゲーム、貸し靴代込み）
　締　切：6月7日（日）

●第36回　親睦ゴルフ大会
　日　時：7月6日（月）
　場　所：未定
　参加費：プレー代＋1,500円
　締　切：6月29日（月）

開放的な大分キャンパスのテニスコートで
爽やかな汗を流しませんか？

毎回熱戦が繰り広げられるボウリング大会。
歴史ある優勝カップに名前を残せるかも？

春、夏、秋の年3回開催します。腕に自信の
ある方も初心者も奮ってご参加ください。

 

◆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。

●納涼会
　日　時：8月1日（土）　19：00～
　場　所：未定（別府市内）
　参加費：未定（4,000円～6,000円程度）
　締　切：7月25日（土）
恒例の納涼会。食べて、飲んで、喋って、
夏の暑さを乗り切りましょう！

　4月6日（月）開催予定の「第25回　グラウンドゴルフ大会」、4月29日（水・祝）
開催予定の「第22回　自然探勝と食味の会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策
のため実施いたしません。
　5月以降に日程を変更して開催する場合は、学習センター掲示板、HP等で改めてお知
らせします。

学生行事中止のお知らせ
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　3月29日(日)挙行予定の「2019(令和元)年度第2学期　卒業証書・学位記授与式」は、新型コロナウィ

ルス感染拡大防止のため中止となりました。また、3月21日(土)に予定されておりました東京・NHKホー

ルでの卒業証書・学位記授与式も中止となりました。卒業証書・学位記は、3月末に放送大学本部より郵

送にて卒業生・修了生の皆様にお届けしました。

　卒業証書・学位記授与式は行えませんでしたが、希望者には3月29日当日、所長からのメッセージを手

渡しました。

　同日、優秀学生表彰を受けた方には賞状と記念品を授与しました。

　卒業証書・学位記授与式を心待ちにしておられた卒業生・修了生の皆様には、式の中止は誠に残念

なことではありますが、職員一同、皆様のご卒業・修了を心よりお祝い申し上げます。

2019(令和元)年度第2学期
卒業・修了おめでとうございます

～　謝　　辞　～
　今般の新型肺炎COVID-19の感染拡大防止への配慮として、NHKホールでの「放送大学の学位記授与式」はもちろ
ん、大分学習センターでの開催も中止に追い込まれてしまいました。このような状況の中で、些か複雑な思いがあり
ますが、美辞麗句を押し並べてでも謝辞を申し上げなければならない気持ちでいます。
　振り返れば、私が放送大学に入学したのは、平成18年４月で、その２年前に父親を亡くし半ば途方に暮れていて、
これから何に従い何をすべきかを考えあぐねていました。そんなときに放送大学というものに出会い、自分の将来に
おいて如何に社会に適応するか、言わば処世術を身に付けることを目的として、当時の旧コース「社会と経済専攻」
を選択して学習を始めました。幸いに４年間で卒業する事ができたので、その後も好奇心の赴くままに、人間と文化
コース、生活と福祉コース、心理と教育コース、自然と環境コースを卒業し、そして今回、教養学部の最後の「情報
コース」を卒業する事になりました。14年間で、散々に苦労して修得した単位は、「339（サンザンク　散々苦）」な
らぬ338単位です。とりわけ最終年度に、ビートルズを題材にして取り組んだ卒業研究は良い経験となりました。修学
については、おおいに満足しております。また、時に、学習センターの行事あるいはレクリエーション活動等に参加
し、学習センターでのオープン・ユニヴァーシティ・カフェやサークル活動等にも出席した事はひじょうに良い思い
出であり、私の人生において、これからも生涯忘れる事はないでしょう。

　ところで、私には好きな言葉があります。やはりビートルズの作品の一節でありますが、「アンド・アイ・ホウ
プ・ザット・マイ・ドリームズ・ウィル・カム・トゥルー」です。直訳すると、「そして私は願うのです、私の夢が
叶うようにと。」となります。
　最後に、私たち卒業生・修了生は、それぞれの進路・目標に向かってこれから放送大学大分学習センターを旅立っ
て行きます。本学習センターの前田所長様をはじめ、客員教授及び職員の皆様のご健勝とご多幸を、また、放送大学
及び大分学習センターの益々の発展を心より祈念し、お礼の言葉とさせていただきます。今まで本当にお世話になり
ました。

まことにありがとうございました。
卒業生代表　　財前　久世　（情報コース）　
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優秀学生表彰
放送大学大分学習センター学生表彰規定に基
づき、7名の方が特に優秀な学生として表彰を
受け、1名が名誉学生に決定しました。

特別優秀学生賞　　田中　　努
優 秀 学 生 賞　　原田　由美
優 秀 学 生 賞　　田中　　肇
功 労 学 生 賞　　仲妻　信子
研 究 特 別 賞　　熊本　智之
研 究 特 別 賞　　白子　祐子
研 究 特 別 賞　　堀内　梨絵
名　誉　学　生　　財前　久世

（敬称略）

～　謝　　辞　～
　桜の蕾が顔を出し膨らみ徐々に花開く頃になりました。
　本日ここに卒業証書を授与される事を嬉しく誠にありがとうございます。
　放送大学大分学習センター前田所長様はじめ教職員の皆様に心より厚くお礼申し上げます。
　思えば7年前の桜の咲く頃、センターの門をくぐり学生生活がスタートしました。
　仕事と勉学の両立ができるだろうかと不安もありましたが、コツコツと単位を取得していきました。
　そんな中、夫が大病を患い入退院を繰り返す状態にあり、勉強して良いのだろうかと悩んだ事もありました。しか
し、20代30代に通信制の大学に入学したものの挫折した経験があり、今度こそは卒業したいという思いが強く、がん
ばろうと心をふるい立たせました。
　さて大学での思い出は沢山ありますが、忘年会、夏の夜のビアガーデン、ボウリング大会、そして同窓会として別
大の学園祭に参加出来た事の数々が楽しい思い出となりました。月日が流れ、仕事をしながらの勉強は、時間に余裕
がなく単位修得がむずかしい時期もありましたが、とにかく教科書を中心に学びました。
　面接授業は、幅広く好きな科目を選び楽しい時間を過ごせました。坐学だけでなく別府地獄めぐりや、仏の8割が大
分にあるという磨崖仏を現地で直接先生に説明して頂きながら見学出来た事が心に残っています。
　この7年間は私にとって掛けがえのないものとなりました。先生方に感謝です。
　さて今年の卒業式は、新型コロナウィルスの影響で行う事が出来ませんでしたが、卒業生の皆様の御多幸と御健康
を、お祈りします。
　放送大学で学んだ事や体験させて頂いた事をこれからの人生に生かせていけるよう努力していきます。
　最後になりましたが、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。

卒業生代表　木元　眞知子 ( 心理と教育コース )　

生活と福祉コース 9名
心理と教育コース 7名
社会と産業コース 1名
人間と文化コース 5名
自然と環境コース 1名
情報コース 1名
計　24名 累計　679名

大分学習センター
卒業者・修了者数

生活健康科学プログラム 1名
人文学プログラム 1名
情報学プログラム 1名
計　  3名 累計　 31名

教養学部

大 学 院
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　今号の機関紙「ゆふ」が皆様の手元に届く頃には、大分学習センター所長としての任務を
終えて、私は学習センターを去っています。まずは月並みなご挨拶で恐縮ですが、所長在任
中はたいへんお世話になりました。楽しく充実した５年間を過ごさせていただき有難うござ
いました。　
　皆様もご存知のように、着任して１年経ってから毎年度、「学生の満足度を高め、大分学
習センターのブランド力アップをめざす」という「年度年計画」を掲げて諸事業を展開して
きました。それは或意味、「学生の皆様への公約」のようなもので、別欄に示しましたよう
にその「約束」のほぼ全てを実現できたことに一定の安堵感と達成感を覚えています。それらを支え続けてくだ
さった学習センター学生や教職員、そして放送大学本部及び母体校である別府大学の皆様に心から感謝致します。
　私には、前職時代から私に取り憑く「難問」がありました。他方、私の手元には、その難問を整理する上で明ら
かに有効であろう書物、旧知の友人とりわけ倫理・哲学領域の彼らから贈呈されてきた極めて難解な著書がありま
す。前職時代、それらをほとんど読めずにいることに胸が痛くなるほどの心苦しさを抱くと同時に、当然ながら
「難問」は整理されていません。このことが、前職を定年退職する際、その後の進路に関わる選択肢のうちで、学
習センターの「所長席」に着くことを選ばせていただいた理由の一つでした。
　放送大学生の皆様に私は、「『汝』（あなた）と『我』（私）が共に人間らしく生きる」為に学ぶことをしばし
ば訴えてきましたが、「共に人間らしく生きること」がけっして観念的レベルではなく人間存在の本質として可能
であると断言できるかについて、無責任にも本人は明解ではないのです。マルティン・ブーバーの「我と汝におけ
る全人格的な存在関係」が「私との差異であり、私からの隔たりであるようななにものか」（熊野純彦）である他
者との間において、どうしてそれが可能なのか、どのように認識すればそれが可能なのかという「難問」が未だに
解けずにいるのです。フランクルの「意味への意思」は「我と汝」の全人格的な関係を内包するのか、それともそ
の基盤の上において可能なのかという問いにも応えきれていません。さらに、この「難問」に心理学の立場から例
えばアンリ・ワロンは、どのように接近することができるのかの議論については、その入り口にさえ差し掛かって
はいないのです。
　実際のところ、学習センターの所長への着任に対する動機には或意味で「不純」なものがあったかもしれませ
ん。学習センター所長とはどのような仕事をすべきかを全く理解せず、そこにどのような課題があるかについての
問題意識もありませんでした。ただ、所長室という「空間」でじっくりとあの難解な書物群に挑み、「難問」の整
理に近づける「時間」に魅力を感じていたのです・・・私を推薦してくださった方の「所長はデスクの前で座って
いるだけで良い」という一言に心を動かされて。それが所長就任後の１年間でした。
　２年目に冒頭で述べた「公約」を掲げて所長席から立ち上がり、諸々の事業に着手する上でいくつかの契機があ
りました。第一に、大学時代の恩師である高野清純先生から受けたお叱りです。前職退職後に「余生は、所長をし
ながら哲学書を読みふけることを楽しみに過ごします」と挨拶状をお送りしたところ、宗教者でもある先生から
「人生には余生などない」とのお叱りを受けました。第二には、退職される他センターの所長が退任時にされるレ
ポートに接して、「うちのセンター（大分学習センター）は他のセンターがやっていることを全てやっている」と
聞かされていたことが全くのフェイクであったことを思い知らされたことです。このことを思い知らされて以来、
センター規模の限界はあるけれども、学生のために他センターが取組まれていることで、うちでもできることは全
てやることを所内で誓いました。第三は、言うまでもなく真摯に「学び」に向かう学生たちの姿に何度も出逢った
ことです。或学生が言いました。「放送大学は大好きで通っているけれど、放送大学に通っていることは恥ずかし
いからご近所には秘密なのです」と。このような会話に接したのは１回や２回ではありません。それで、学生の自
慢と誇りになるような「学習センター」づくりをめざそうと近い、あのスローガンを「公約」にして掲げたのでし
た。学習センター開設２５周年記念誌の巻頭言末尾に書きました拙文の一節を再掲いたします。・・・ＴさんやＨ
さんのような放送大学の学生のみなさんと出逢い、古希を間近に控えながらにしても自分がまだまだ未熟であるこ
とを思い知らされます。学び続ける人々による学びへの思いを、自分はまだ全然学んでいないことに愕然とさえし

ています。・・・真に学ぶ人は真に学んでいる人とその学びへの思いからも学ぶものなのですが、私にはそのこと
がまだ不足しています。
　前述しました「難問」への本格的な挑戦はこの２度目の退職後に残された課題となりました。退職後の主たる活
動が幼児教育の場に移りますので、上述のワロンの「情動論」を物差しにして課題に接近したいと思っておりま
す。そして、４月からは私も放送大学に入学します（選科履修生）ので、卒業生、新入生の方は「同期生」とし
て、在籍生の方とは先輩―後輩という関係の中で学び合うことを楽しみしています。人生に余生なしです。

　すでに述べていますように、「学生の満足度を高め、放送大学大分学習センターのブランド力をアップする」と
いうスローガンのもとで年度計画（公約）を掲げて毎年取り組んできました。それらの公約が最終的にほぼ全て実
現できましたことに感謝しています。最後の最後になってぎりぎり達成できたのが「学習センター文化祭」の開催
と「記念文集」の発行でした。以下、私が所長であった５年間に達成した主な事業を羅列します。これらはけっし
て「所長自慢」の類ではなく、この小さな学習センターが挑戦した「財産」の例として皆様の記憶と共有できれば
と願います。（詳細はセンター開設25周年記念誌参照）

〈学長裁量経費などを活用した諸事業の展開〉
◇「情熱の学び　癒しの湯」という広報のもとで近場の温泉「竹泉」で放送大学生１割引を実現しました。独創的
事業第１号です。

◇公開講演など数々のイベントを実施しました。・「地方創生時代を切り拓く」をテーマに地方行政のリーダーに
よる講演を毎年実施しました。（例）広瀬勝貞大分県知事をはじめ大分市長、別府市長、宇佐市長、日田市長、
大分県副知事など。・「日本残像」（放送大学所蔵「ちりめん本」「古写真」）展　・県民・市民と連携した
「マチピチュ・古代アンデス文明」に関する大規模な展示会や一連の講演会。・バスのラッピング広告の実行
　・放送大学印刷教材の大分県立図書館への無償配架

　
〈地域自治体との連携（特に広報）〉

　大分県及び大分県教育委員会に加えて新たに地方自治体との密接な連携が生まれています。宇佐市、別府市、日
田市などと諸事業を共催で実施してきました。

〈母体校・別府大学との連携〉
　別府大学法人による支援により様々な事業が展開されています。・別府大学看護専門学校との連携協力（西日本
初）・学園祭への参加・大学バス利用における便宜供与など・・・。多数の優秀な先生方を客員教員、面接授業講
師に派遣して頂いています。

〈学生の学習活動への支援や学習環境改善に向けて〉
◇特色ある面接授業（大分、別府という地域特性を生かして）・温泉の科学・香りの博物館・東洋医学と鍼灸・史
跡巡り（飯沼賢司別府大学学長）・絵画、書道などの表現科目

◇卒業研究の充実　各年度3回の発表会「研究報告」の製本化
◇サークル活動への支援「テニス」「囲碁」に加えて、新たに「英会話サークル」「パソコンサークル」が誕生
し、「科学サークル」「卒業研究サークル」が設立準備中です。

◇「学生表彰制度の創設と充実」・特別優秀学生賞・優秀学生賞・功労学生賞・研究特別賞・エキスパート特別学
生賞

その他にも色々とありました。皆様のご支援に感謝いたします。

前田　明退任のご挨拶　　「人生に余生なし」
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◇公開講演など数々のイベントを実施しました。・「地方創生時代を切り拓く」をテーマに地方行政のリーダーに
よる講演を毎年実施しました。（例）広瀬勝貞大分県知事をはじめ大分市長、別府市長、宇佐市長、日田市長、
大分県副知事など。・「日本残像」（放送大学所蔵「ちりめん本」「古写真」）展　・県民・市民と連携した
「マチピチュ・古代アンデス文明」に関する大規模な展示会や一連の講演会。・バスのラッピング広告の実行
　・放送大学印刷教材の大分県立図書館への無償配架
　

〈地域自治体との連携（特に広報）〉
　大分県及び大分県教育委員会に加えて新たに地方自治体との密接な連携が生まれています。宇佐市、別府市、日
田市などと諸事業を共催で実施してきました。

〈母体校・別府大学との連携〉
　別府大学法人による支援により様々な事業が展開されています。・別府大学看護専門学校との連携協力（西日本
初）・学園祭への参加・大学バス利用における便宜供与など・・・。多数の優秀な先生方を客員教員、面接授業講
師に派遣して頂いています。

〈学生の学習活動への支援や学習環境改善に向けて〉
◇特色ある面接授業（大分、別府という地域特性を生かして）・温泉の科学・香りの博物館・東洋医学と鍼灸・史
跡巡り（飯沼賢司別府大学学長）・絵画、書道などの表現科目
◇卒業研究の充実　各年度3回の発表会「研究報告」の製本化
◇サークル活動への支援「テニス」「囲碁」に加えて、新たに「英会話サークル」「パソコンサークル」が誕生
し、「科学サークル」「卒業研究サークル」が設立準備中です。
◇「学生表彰制度の創設と充実」・特別優秀学生賞・優秀学生賞・功労学生賞・研究特別賞・エキスパート特別学
生賞

その他にも色々とありました。皆様のご支援に感謝いたします。

この5年間を振り返って
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　2018年春まで学習センターは大分大学医学部のすぐ近くにありました。前任の島田先生（解剖学、現大分
大学名誉教授）から私にご依頼があり、医学部在職中に客員教員に就任しました。それから5年間、オープン
カフェや学習相談を担当し、学生の皆さんと一緒に勉強してきました。卒業研究の指導や放送大学テキスト
の原稿の助言をしたり、納涼会や忘年会、ボウリング大会などに参加し、皆さんと歓談したりしました。
　そうした中で印象深いのは、月に一度のオープンカフェです。社会経験が豊富で年齢も多様な皆さんとお
茶を飲みながら勉強し、お話ができたことは、私にとって新鮮で刺激的でした。皆さんと共有できた時間は
楽しく、実りの多いものでした。お忙しい中、カフェにご参加いただいた皆さんに感謝しています。カフェに
ついては、『開設25周年記念誌』に詳しく書かせていただきました。
　退任間近（本年2月下旬）、県立図書館で開催（共催）された25周年記念公開講演（『現代ストレス社会とポ
ジティブ心理学』）も貴重な経験でした。講演では、私の研究も一部交えて最近のポジティブ心理学のトピッ
クスについてお話をしました。新型コロナウィルスの感染不安にもかかわらず、多数ご参加くださり、あり
がとうございました。
　学習センター長の前田先生や職員（大分と別府）の皆様には、大変お世話になりました。学生と職員の皆様
のますますのご発展とご健勝を祈念しております。

楽しく、刺激的な5年間

3月末をもって、上野　德美先生、オカナ・トマース先生、高見　博之先生の3名の客員教員が
退任されました。先生方の今後のご活躍をお祈りいたします。

退任のご挨拶

　客員教員に就任する平成27年の4月までは放送大学についてあまり詳しい情報を知りませんでした。就
任後に学習相談・オープンカフェ・面接授業を担当することにつれ、放送大学生の生涯学習に対する熱心
な心構えに感心しました。　当時はまだ日本に於いて母国アイルランドの認知度は低いと感じたため、特に
オープンカフェで我が国の情報を伝えながら、英語の総合学習ができるように、発音特訓・英語のスピーチ
練習・読解・英訳・和訳・音楽歌詞、などを取り組むことにしてきました。時には楽しく、時には難しかっ
たと思いますが、カフェ参加者の皆さまの感想はいかがでしたでしょうか。
　５年間の学習相談を振り返りますと、英文法・海外旅行・英訳の校正、と様々な相談を受けてまいりまし
た。私の助言と説明が少しでもお役に立てたなら幸いです。
　最後に、これから外国語の勉強に励む学生さんへのアドバイスですが、自分に合った勉強法を見つけるこ
とは重要ですが、１．単語と例文を書くこと　２．声に出して読み上げることは基礎として不可欠と思いま
す。短い間でしたが、皆さまへ感謝の言葉とさせていただきます。

　Wishing you all the best for your future studies.

退任の挨拶

客員教授　上野 德美

客員教授　オカナ・トマース
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退任の挨拶 客員教員　高見 博之

　約4年半の期間、放送大学大分学習センターで事務職員としてお世話になりました。いろいろと反省すべ
き点や思い出もたくさんありますが、一番印象に残るのはやはり、放送大学を通して出会うみなさんの、ま
なぶことに対する想いです。私自身刺激を受けることがありました。また、私の職員としての業務が少しで
もみなさんのお役に立てていたのであれば、うれしく思います。今までお世話になりました。ありがとうご
ざいました。

退職のご挨拶 事務職員　山元 美咲

４月より、古城　和敬所長、シャーリー・ジェラルド先生、望月　聡先生、
渡邉　亘先生が着任しました。どうぞよろしくお願いいたします。

新任客員教員のご紹介
よろしくお願いいたします

　5年間の大分学習センターでの客員教員の任期満了となりましたので「ゆふ」にてごあいさついたします。
これまで経済学担当にて学習相談やカフェ、また、面接授業で学生のみなさんと接する機会がありました
が、私自身の研究面に触れることはほとんどありませんでしたので、最後に簡単にお話しいたします。
　主として労働市場での報酬制度が雇用に及ぼす効果などを研究しています。想定するしくみは、ボーナス
制度のような「月給」と利潤に左右される「ボーナス」が併存する枠組みです。この枠組みは、石油危機を契機
とした70年代のインフレと不況が併存する状況への処方箋として80年代に議論が活発化したものです。
　一方で、中国の所得格差について研究する機会があり、その際に郵政のような公企業と宅配便を扱う民間
企業が同じ市場で競争する枠組みを検討する場面がありました。それを契機に、公企業を民営化する際に政
府がどの程度株式を保有すべきかといった問題と報酬制度の「組み合わせ」での研究を進めています。上述
のボーナス制度の固定部分と可変部分の「組み合わせ」がもたらす影響に関心を持ち、マクロ経済での景気
状況を背景として、ミクロの個別企業の行動について研究を続けております。
　これまで学生のみなさんから学ぶ上での大きな刺激を頂きました。感謝の気持ちをお伝えするとともに、
今後も放送大学を積極的に活用されますことをお願いいたします。ありがとうございました。

教員氏名 専門分野 現職・前職

古城　和敬 先生
(大分学習センター所長) 教育社会心理学 大分大学　教授

シャーリー・ジェラルド 先生 外国語教育 大分県立看護科学大学　教授

望月　聡 先生 栄養生化学、水産化学 大分大学　教授

渡邉　亘 先生 臨床心理学 大分大学　教授
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塗りつぶしは閉所日です

今後の予定（4月～7月）

 8～29日 通信指導提出期間
  （Web：8日10:00～29日17:00）
 14日 第15回テニス大会
 15～29日 通信指導提出期間（郵送:29日必着）
 16・17日 面接授業「日本と戦争、戦後、現在」
  面接授業「心理学実験1」
 25・26日 面接授業「基礎デザイン入門」
  面接授業「心理学実験3」
 30・31日 面接授業「ICT活用学習の初歩」
  面接授業「精神保健福祉の基礎を学ぶ」
 31日 公開講演会（大分県立図書館）

※4月に予定していた学生行事、
　面接授業は中止となりました。

 6・7日 面接授業「東洋医学と鍼灸」
 13日 卒業研究ガイダンス／修士全科ガイダンス
  卒業研究構想発表会
 14日 第48回ボウリング大会
 20・21日 面接授業「ICT活用学習の応用」
 27・28日 面接授業「香りの科学」
  面接授業「生涯学習時代のeラーニング」

 4・5日 面接授業「社会心理学とWellbeing」
  面接授業「おもてなし英語」
 6日 第36回親睦ゴルフ大会
 17・18日 単位認定試験（大学院）
 19～23日 単位認定試験（学部）
　　 ※20日は単位認定試験期間ですが閉所日となります。

※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。
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