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　皆さん、新年明けましておめでとうございます。
　と一言ご挨拶を申し上げ、そのあとに、今年こそはよ
い年にしたいですね、というのが私の口癖のようになっ
ています。これは皆さんも同じではないでしょうか？　
しかし、どうあればよい年になるのかつき詰め始める
と、コロナ禍がその実現や達成を阻んでいる、だから落
ち着くまでもうちょっと待とう、といった論調になって
しまいそうな気がします。
　むしろ、何かをしない理由をコロナ禍に求めるのでは
なく、コロナ禍とは無関係に、これから目指すことにつ
いて考え、そのためにどのようにして階段を上っていく
か問い直してみる必要があるように思います。年頭に際
し、自戒の念を込めてポジティブに前向きに物事を考え
ていきたいと思います。
　ところで、大分学習センターの令和３年度第1学期の
面接授業は、当初の計画では14科目の開講を予定して
いましたが、コロナ禍の下、9科目が対面またはオンラ

インで開講され、5科目は閉講になりました。そして第
2学期の面接授業はすべて対面式で計画通りに終了しま
した。両学期ともそれぞれの授業の終了時には、受講生
の皆さんに「面接授業アンケート」への回答を求め、当
該の授業についての意見・感想を収集するとともに、今
後学びたい授業や内容などの要望もうかがっています。
　面接授業の科目設定は各学習センターに任されていま
すが、大分学習センターでは、学生の皆さんの所属コー
スの人数を勘案し、基盤、導入、専門科目といった科目
区分においても偏りのないバランスのとれた開講を目指
しています。これにできるだけ学生の皆さんの要望も取
り入れていきたいと考えています。
　そこで、この『ゆふ105号』の年頭の配布に合わせて、
上記の面接授業受講者だけでなく当センター所属の学生
の皆さん全員を対象に、今後面接授業で学びたい内容や
授業名、そして来年度の単位認定試験の受験方法などに
ついてのアンケートを計画しました。学生の皆さんの学
びへの “熱い思い” を反映させたいと思います。これも
私たちにとってポジティブ思考の一環です。
　アンケートのご案内は本誌ｐ.６下段に記載していま
す。ご回答の上、同封の封筒にてご返送いただきたくお
願い申し上げます。
　あらためまして、大分学習センター職員一同、今年も
よろしくお願い申し上げます。
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 心はどこにあるのか
　太古の昔から「心はどこにあるのか」という議
論があります。この問題は今も解決されていませ
ん。
　ハートheartという英語が心臓と心の両方の意
味を持つように、また「心臓」という言葉が文字
通り示すように、「心は心臓にある」という考え
方がありました。「心は脳にある」という考え方
もあります。この考え方に立てば、脳のメカニズ
ムが明らかになれば心の謎はた
ちどころに明らかになるのかも
しれません。しかし、「心は私
と相手の間に存在する」という
考え方もあります。この考え方
に立てば、心は私たちの体の中
（心臓や脳）ではなく、体の外、
つまり私と誰かの間に漂ってい
るとか、私と誰かの間に架け橋
のような形で存在するというこ
とになります。
　相手が誰であるかによって私
たちの気持ちや言葉は変わって
きます。例えば、相手が心を許
している人であれば、落ち着い
た気持ちになり、時には誰にも
言えなかったことを打ち明けたりもします。しか
し、初対面の人や、あるいは警官が職務質問など
してきた場合には、緊張感や警戒心が高まり、表
面的な話にとどまったり「下手なことは言うまい」
と思うでしょう。時には、相手と話をしているう
ちに、自分の意見が変わったり新しいアイディア
が浮かんでくることもあります。相手が目の前に
いなくても、ふと大切な人のことが頭に浮かん
で、「あの人だったらこんな風に言うだろうな」
と、自分の決断を助けてくれることもあります。
こんな風に、私たちの心は私たちの一部でありな
がら、誰かとの間に存在しているのです。そし
て、私たちの心は相手との関わり合いを通じて、
その都度、姿をかえていくのです。

 創造思考
　私の専門は臨床心理学（カウンセリングや心理
療法）ですが、こんな風に考えてくると、「悩み
を抱えている人の心の中には、悩みの原因が隠さ
れているのだから、それを明らかにして、解決に
導く必要がある」という原因追究思考だけでは足
りないということになります。そうではなく、

「私との間で、新しくどんなストーリーが展開し
ていくだろうか」という創造思考が必要になって
きます。
　ところが、私たちには「問題には必ず原因があ
る」という発想が染みついていて、なかなか原因
追究思考から自由になれません。つい犯人探しに
没頭してしまうのです。そんな時、私がすばらし
いと思うことの一つは、子どもの遊びです。子ど
もは誰かに指示されてではなく、自由に自発的に
遊び、その中で工夫と試行錯誤を繰り返し、世界

の真実を発見したり、自分の世
界を創造します。また、詩も多
くのことを教えてくれます。小
説などに比べて、詩は短い言葉
で構成されます。それだけに詩
人は自分の考えや気持ちを短い
言葉に託そうともがきます。そ
の結果、端的で、鮮やかで、そ
の詩人ならではの詩が創造され
ます。そこには、原因を分析す
るといったことが述べられてい
るのではなく、ただ生きること
の切なさ、けなげさ、複雑さ、
豊かさが描かれており、それは
私たちに生きることを励まして
くれるのです。

 他者の必要性
 　人の心における創造の営みが進むためには、そ
の場に立ち会う誰かが、現実にあるいは心の中に
存在していなくてはなりません。伴走してくれる
他者が必要なのです。人の心を考える時、このこ
とを真剣にみつめていかなければならないのでは
ないかと考えています。

参考文献　

河野哲也　2006 〈心〉は体の外にある：

　　　　　「エコロジカルな私」の哲学　NHKブックス

大岡信　1985  詩・ことば・人間　 講談社学術文庫

心の支援と創造
客員教員

渡邉　亘
（大分大学教授）

客員教員からのメッセージ

渡邉先生のカフェは毎月第1金曜日です。
学習相談は毎月第3金曜日です。
1月は第4金曜日です。

今度の木曜日、何先生の
カフェかしら？
QRコードからでも、お電話でも
お気軽にお問合せください。
平日は毎日客員教員によるカフェや
学習相談が開かれています。
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第40回　親睦ゴルフ大会

第51回
  ボウリング大会

学生行事に参加されませんか

※お申し込みは大分学習センターまで
　（TEL 0977-67-1191　FAX 0977-67-1193）

学生行事のご報告学生行事のご報告

学生行事のご案内学生行事のご案内

日　程

会　場

参加費

申込締切

2022年3月7日（月）

大分冨士見カントリー
倶楽部（予定）

1,500円＋プレー代

2月27日（日）

日　　程 2022年2月27日（日）

集合時刻 10:00（ゲーム開始 10：15～）

会　　場 タワーボウル　わさだ

参 加 費 1,000円（2ゲーム代、貸靴代、飲み物代など）

申込締切 2月18日（金）

2021年11月3日（祝）第18回テニス大会が

日出　ホテルソラ―ジュテニスコートにて開催されました。

青い海と澄んだ空気の中、別府大学からも上級者が参加してくれて

いつもとはまた一味異なる盛り上がりがみられた

楽しい大会となりました。

もちろん初心者もいて、ほがらかコートも盛り上がりました。

申込締切　1/25（火）
放送大学　大分学習センター
電話 0977-67-1191 にお電話ください

頭脳スポーツとも呼ばれる囲碁

わきあいあいと真剣勝負しましょう

前回は初参加の学生さんが優勝されました

どなたもお気軽にご参加ください

放送大学大分学習センターでは、広く交流を図る学生行事を行っています。

経験者はもちろん、未経験者も大歓迎のあたたかい雰囲気です。

次回はあなたもぜひ、参加されませんか。心よりお待ちしております。 

放送大学大分学習センターでは、広く交流を図る学生行事を行っています。

経験者はもちろん、未経験者も大歓迎のあたたかい雰囲気です。

次回はあなたもぜひ、参加されませんか。心よりお待ちしております。 

※10/11 グランドゴルフ大会は延期で日程調整していましたが、中止といたします。
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面接授業の魅力をご紹介します

学位取得を目指す全科履修生の皆さんへ

大分学習センターの皆さん、面接授業はもう受講されましたか？
「インターネットや教科書での勉強だけでは、なんだか少し淋しい」
「通信制大学だから、仲間ができたり、ともに学んだりすることはないのかな」
いいえ。放送大学には仲間と同じ教室で、先生や学生同士での熱気を
肌で感じながら学ぶことができる対面形式の授業もあります。
あらゆる分野の専門家である多様な講師陣を迎えて開講される面接授業。
あなたもぜひ、その魅力を五感で直接学んでみませんか？

自分の単位取得状況の確認方法

システムWAKABA → 教務情報 → 学生カルテ → 単位修得状況

①　卒業要件を満たすまでに、不足している単位数は赤字で表示されます。
②　履修中科目単位数は、当学期中の履修中科目が対象です。
③　「放送授業（Ａ）」「面接授業又はオンライン（Ｂ）」については、修得済単位数が修得すべき最低単位数を満たした場合、そ
れ以上の単位数は「放送／面接／オンライン（Ｃ）」へ表示されます。

放送授業（Ａ） 94 70 24 70 0 14 10

面接授業又はオンライン（Ｂ） 20 13 7 13 0 7 ***

放送／面接／オンライン（Ｃ）※４ 10 0 10 0 0 0 10

総単位数（Ａ＋Ｂ+Ｃ） 124 83 41 83 0 21 20

授業形態 修得すべき
最低単位数

修得済
単位数 不足単位数 本学

修得単位数
他大学等
修得単位数

履修中科目
単位数

不足単位数
（見込）

卒業必要単位数内訳 修得単位数内訳 履修中科目単位数内訳

　面接授業では、放送授業では経験できない実験・実習が多数開講されています。
　全科履修生にとっては面接授業の受講も卒業要件です。広く教養を身につけるた
め、心理学実験や外国語の必修科目を受講するためなど、自分があと何単位必要な
のかを確認しながら、在学期間中にバランスよく科目を選んでください。

放送授業でおな
じみの

本部の先生がみ
えます

放送授業でおな
じみの

本部の先生がみ
えます

この日の英語は文法よりも“生きたコニュニケーション”です

この日の英語は文法よりも“生きたコニュニケーション”です

理論と実践を学ぶ郷土料理
理論と実践を学ぶ郷土料理 毎回満席で抽選

『八幡神とはなにか』

毎回満席で抽選
『八幡神とはなにか』

県外からも専門分野の先生が
お越しくださいます

県外からも専門分野の先生が
お越しくださいます
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　日々、オンライン授業と教科書をに
らめっこしている私にとって、教室で受
ける面接授業は大学生にもどったみ
たいでワクワクします。
　先生の丁寧な説明で授業もわかり

やすく、また、わからないことも質問しやすいので、新しいこ
とを学べることが楽しくて仕方ありません。資格に関する授
業だけではなく、興味、関心のある授業を受講できます。
　私はWebでの面接授業も体験しましたが、一方通行的
に進んでしまう授業に焦りと孤独感を感じてしまい、わから
ないことがあっても質問することもできませんでした。
　しかし、教室での面接授業ではわからないことは直接

先生に聞くことができますし、授業の流れから先生のお薦
めの本や映画など、参考になるお話もたくさん聞けます。
　そして、面接授業に参加している方たちと知り合えること
も楽しみの一つです。
　履修方法や勉強の仕方などの情報交換はもちろんで
すが、年齢や職業など関係なく頑張っている方たちをみ
て、私も頑張らなくてはといつも励まされています。
　今年は感染症予防対策のため、1学期の面接授業が
中止になりとても残念でした。早く感染が収まり、全国の面
接授業を受講できるようになってほしいです。

全科履修生卒業後、選科履修生として在学中の
宇佐市安心院町　佐藤 藤子さん
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放送授業でおな
じみの

本部の先生がみ
えます

放送授業でおな
じみの

本部の先生がみ
えます

座学で知識を得た
あとは

先生と一緒に地獄
めぐりへ

座学で知識を得た
あとは

先生と一緒に地獄
めぐりへ 貴重な生物の世界

を採取中
貴重な生物の世界

を採取中

『心理検査法基礎
実習』

教室でしっかり学
びます

『心理検査法基礎
実習』

教室でしっかり学
びます

今日の講師は

大分大学経済学部
長

高見博之先生

今日の講師は

大分大学経済学部
長

高見博之先生

4/16,17
心理学実験３

専門科目　心理と教育

 大分大学准教授　麻生 良太

4/23,24
大分の文学
 別府大学非常勤講師　山田 繫伸

専門科目　人間と文化

5/14,15
初中級の英会話

基盤科目　外国語

大分大学准教授　Langley Raymond

専門科目　生活と福祉5/14,15
身近な食品衛生
 別府溝部学園短期大学教授　牧 　昌生

5/21,22
実験で学ぶ色の科学と文化史
 放送大学教授　安池 智一

導入　自然と環境

5/21,22
心理学実験1
 別府大学教授　矢島 潤平

専門科目　心理と教育

データ処理応用
 別府大学短期大学部教授　後藤 善友

6/25,26 導入科目　情報
観光と地域資源
 別府大学教授　中山 昭則

6/18,19 専門科目　社会と産業

データ処理基礎
 大分大学准教授　鈴木 雄清

6/18,19 導入科目　情報

西洋音楽史
 大分大学教授　松田 　聡

6/4,5 専門科目　人間と文化

成人学習理論を学ぶ
 放送大学教授　岩崎 久美子

6/4,5 専門科目　心理と教育

琉球・沖縄史の諸相
 大分大学教授　甘利 弘樹

5/28,29 専門科目　社会と産業

東洋医学と鍼灸
 大分医学技術専門学校
 　　専任教員　学科長　杉若 晃紀
 　　専任教員　　　　　平山 慶一
 　　専任教員　　　　木場 由衣登

5/28,29 専門科目　生活と福祉

4/23,24
認知行動療法入門
 別府大学准教授　川崎 　隆

専門科目　心理と教育
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2021年度第2学期単位認定試験について

2021年度第2学期の試験はすべて自宅受験となります。
学習センターでは受験できませんので、ご注意ください。

7月に実施をした2021年度第1学期単位認定試験については、新型コロナウイル
ス感染症をめぐる国内状況に鑑み、代替措置として自宅受験という方法で実施し
ましたが、2021年度第2学期単位認定試験についても、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します。

2022年1月14日（金）～1月21日（金）（消印有効）11
22
33

自宅受験（自宅等で答案を作成し、郵便で提出する方法）にて実施します。
詳しくは大学本部より12月下旬に送付されている「受験方法詳細の案内」をご確認ください。

実施方法

お問い合わせ先

電　　話：043-276-5111（総合受付）
受付時間：9:15～17:30まで（月曜日～金曜日）
　　　　　（土・日・祝日を除く）

電　　話：0977-67-1191
受付時間：9：30～18：00（月曜、祝日を除く）

放送大学本部

放送大学大分学習センター

受験方法についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

単位認定試験実施期間

同封のアンケートにて　面接授業で学びたいことや
単位認定試験についてのご意見をご回答ください
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2022年度第1学期の手続きについて

ご不明な点がございましたらお気軽に大分学習センターまでご連絡ください。

継続入学で入学学期当初から
　　　　 面接授業を登録したい方へ
　2021年度第2学期で学籍が切れる方で、2022年度第1学期に継続して入学し、
学期当初から面接授業登録を希望する方は、登録期間が決められています。以下
のように手続きを行ってください。

　次学期準備のため、本部より要項が届きます、申請や出願の際には、各要項及
び「学生生活の栞」を参照の上、お間違えのないようにお手続きをお願いします。

今学期で学籍が切れる方は「継続入学関係書類」が本部から送付されます。ぜひ、
引き続き放送大学をご活用いただくようご検討をお願いします。

2022年度第1学期に引き続き学籍のある方

2021年度第2学期（3月末）で学籍が切れる方の出願・科目登録

システムWAKABAによる申請期間 2022年2月13日（日）9：00 ～ 2月28日（月）24：00
「科目登録申請票」による申請期間 2022年2月13日（日） ～ 2月27日（日）（私書箱必着）

第1回
 Web 2021年11月26日（金）～2022年2月28日（月）24時まで

 郵送 2021年11月26日（金）～2022年2月28日（月）　（私書箱必着）

第2回
 Web 2022年3月1日（火）～3月15日（火）24時まで

 郵送 2022年3月1日（火）～3月15日（火）　（私書箱必着）

科目登録 2022年2月13日（日）9時 ～ 2022年2月28日（月）24時申請期間 

出願手順 科目登録申請期間内にシステムWAKABA→教務情報→継続入学申請から出願し、放送
授業またはオンライン授業を登録（以下「放送授業等」という）。登録後、面接授業
を登録する

 登録申請者が受講定員を上回る場合、大学本部で面接授業科目の抽選を行う

 「合格通知書」「科目登録決定通知」を受領

 入学料・授業料を納付

　
注意事項 ●学期当初からの面接授業登録申請は、郵送での受付はできません。
 　システムWAKABAから出願してください。
 ●科目登録申請期間外に出願した場合、学期当初からの面接授業登録はできません。
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 14～21日 単位認定試験
 15、16日 臨時閉所（大学入学共通テスト）
 29日 公開講演会　13：00～

今後の予定（１月～３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、ウェブサイトにて
　ご確認ください。

（ホームページ、HPなどの呼称を今後「ウェブサイト」に統一します）

 7日 第40回親睦ゴルフ大会
 27日 学位記授与式／入学者の集い

塗りつぶしは閉所日です。

 2日 臨時閉所（別府大学入試）
 6日 パソコン初心者講習会①②
 9日 第22回　囲碁大会
 13日 パソコン初心者講習会③④
 19日 卒業研究最終発表会
 27日 第51回学生ボウリング大会

月 火 水 木 金 土 日

　 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31 　

月 火 水 木 金 土 日

　 　    1 2 

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

 31 　

月 火 水 木 金 土 日

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28

2021年度第2学期の試験日程が当初の予定と変わったため、
センター利用の手引きに掲載している予定表が変更となります。
開所日・閉所日も変更がありますので、確認してください。

1月1月

推しカフ
ェ

推しカフ
ェ 　10月26日のカフェでは「低

空飛行・低空飛行訓練問題」
がテーマでした。在日米軍に
よる低空飛行訓練について、
YouTubeに取り上げられてい

る動画、国や他県のウェブサイトの内容などから現状を
知り、問題を浮き彫りにしていきます。より深い情報を得
るためのウェブサイトや書籍などの紹介もありました。
　先生の説明の後のディスカッションでは、一つの疑
問に対し、先生から関連する事柄を交えた広がりのあ
る回答をもらえるので、歴史が一連の流れにあることを
感じられます。
　また、身近な事例やエピソードに触れてわかりやすく
解説してくれることで会話をしやすい雰囲気となり、学

びの場の緊張も解されていきます。ここでは「拝啓天皇
陛下様」という映画の内容を話してくれました。
　カフェのテーマは先生が学生さんに問いかけて決め
ていくため、興味のあることをお伝えすれば皆で学ぶ機
会を得られるのも魅力です。この時は次回11月のテー
マを決める相談を行い、参加者の希望を入れて「戦後日
本経済」となりました。
　社会・政治・歴史に興味をお持ちの方に特におすす
めですが、日頃は別ジャンルの学習をしているけれど新
たな世界を見てみたい方も、どうぞご参加ください。

図書担当
者による

カフェ探
険

合田 公計先生専門分野　日本近現代史・戦後改革・農業改革

『今と歴史を学ぶ(日本近現代史)』

演題：デジタル技術とヒトの行く先
　　　ーAIやDXなどいくつかのキーワードからー
講師：大分大学理工学部教授　中島誠先生
会場：J:COM ホルトホール大分2階  201・202

2月2月 3月3月

　合田先生カフェは毎月第３火曜日13:30～
15:30です。日程は変更になることがありますの
で、センターのウェブサイトをご確認ください。

廃棄雑誌をお譲りします廃棄雑誌をお譲りします ご希望の方は、２月２６日（土）～３月１３日(日)の間に
学生控室に取りに来てください。

・事前予約は受け付けません。
・なくなり次第終了します。

婦人公論・週刊文春・ナショナルジオグラフィック日本版・月刊福祉・
臨床心理学・ニュートン・文藝春秋・サンデー毎日・ＡＥＲＡ・セーノ！等
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