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ゆふ第94号内容 大分学習センター卒業者・修了者数
生活と福祉コース 5名
心理と教育コース 9名
社会と産業コース 5名
人間と文化コース 2名
自然と環境コース 1名
情報コース 1名
計　23名 累計　642名

生活健康科学プログラム 1名
計　  1名 累計　 28名

～　謝　　辞　～
　穏やかな日差しに春の訪れを感じるこの良き日。
　本日ここに2018年度第2学期卒業証書・学位記授与式を迎え私どものためにこのような素晴らしい卒業式を執り行っ
ていただき、誠にありがとうございます。放送大学大分学習センター所長様はじめ、教職員の皆様に心より厚くお礼申
し上げます。
　また、公私共にお忙しい中ご臨席いただきましたご来賓の皆様には数々のお祝いや励ましのお言葉をいただき誠にあ
りがとうございます。
　今、放送大学で学ぶことのできた幸せをかみしめております。年齢の幅広さや置かれた環境の違いはあれ、それぞれ
の目的を持ち学習を続けて参りました。大学の卒業資格を取って次の段階に挑戦しようとする若い方々のお話しを聞い
て頼もしく感じたことがあります。また90歳代ではなかろうかと思われるご高齢の方が、単位認定試験を受けておられ
るのを見かけたことがあり、まだまだ自分も生涯学習としてこの学生生活を続けられると勇気をいただきました。
　学習センターが、大分から別府に変わり大変さはありますが、そんな変化事態を楽しんで通学できました。参加して
いるパソコンカフェでは根気強く丁寧に、丁寧に教えていただき、スキルアップをはかることが出来ると共に、カフェ
仲間との語らいの時間を過ごしました。学生研修旅行で学習センター事業のマチュピチュ展の見学、宇佐・安心院地方
を散策したのも楽しい思い出です。
　この大学を知ったのは、参加していた読書会の代表が科目履修生として放送大学の勉強をしているという話を聞いた
からでした。その言葉が無ければ、私が今ここにいることはなかったでしょう。それぞれが何らかの導きによりここに
集いました。どのような人や物事に出会うかによってその人の人生も変わっていきます。良い縁をいただいたことに感
謝しつつこれからも前を向き、一歩一歩自分の道を歩んでいきたいと考えています。
　最後になりましたが、本日ご列席の皆様のご健勝、ご多幸と大分学習センターの更なるご発展を祈念し、お礼の言葉
とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。

卒業生代表　松本ゆみこ　

NHKホールにて 集合写真（大分学習センターにて）

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

ご卒業おめでとうございます!ご卒業おめでとうございます!

教養学部

大 学 院
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客員教員からのメッセージ

所長からのメッセージ

　最近、日本人は健康や病気への関心、意識がかなり高いようです。関心や意識が高いのはよいこと
でしょうが、健康にとらわれる風潮、健康でなければならないという強い思い、いわゆる「健康」病
が増えているように感じます。その背景、要因として、現代のストレスフルな社会と日本人の国民
性、健康産業とメディアの影響があるのではないでしょうか。例えば、連日、ゴールデンタイムに病
気をテーマにした番組が放送され、薬や健康食品のコマーシャルが数多く流されていますが、これも
「健康」病を増やしている一因かもしれません。本来、人間が持っている自己治癒力や対処能力、強
みなどを高めるような情報や啓発がもっと必要ではないかと思います。また、「健康」の概念も、
もっといろいろな観点から捉えた方がよいのではないでしょうか。
　近年、心身の健康を回復したり、高めたりする要因として、レジリエンス（resilience）や首尾一貫
感覚（SOC：Sense　of　Coherence）という概念が心理学、医学などで注目されています。レジリエンスとは、悲惨な出来
事や心的外傷体験などの重大なストレスにうまく適応できる能力を言います。困難な体験や衝撃的出来事から回復できる能
力で、精神的回復力または回復力と訳されています。辞書的には、曲げる、つぶされるなどの後に、もとの形状に弾力的に
戻る能力のことを指します。レジリエンスは誰にでも備わっているものです。最近の研究によると、レジリエンスには、個
人が内的に有している資質的レジリエンスと、いろいろな経験や良好な環境の中で形成される獲得的レジリエンスがありま
す。前者は楽観性や社交性、後者は問題解決の意欲や自己理解の程度などです。レジリエンスは年齢や経験によって向上す
ると言われています。
　個々人が持っている「強み」もレジリエンスの重要な要素です。「強み」は人によって違いますが、好奇心、向学心、や
さしさ、思いやり、粘り強さ、穏やかさ、寛容さ、行動力、ユーモアなど、その人のもつ宝物です。誰にでも「強み」はあ
りますが、案外気づいていないこともあります。あなたの「強み」は何でしょうか。レジリエンスの高い人は、①自分の強
みを把握し、②その強みを普段から磨いて、③有事に自分の強みを活かすことができる人です。その他、家族や友人、周り
の人との間に良好な関係を築くことなども大切です。あなたのことを気遣い、耳を傾けてくれる人からのサポートを受け入
れると、レジリエンスが高まります。また、自分自身に対する肯定的な見方を育んだり、自分を大切にして楽しいことやリ
ラックスできることをしたりすることもレジリエンス向上に役立ちます。医療現場で働く人たちの健康問題を調査した私た
ちの研究（日本心理学会,2017他）では、レジリエンスの高い人は低い人に比べ、バーンアウト症状や抑うつ性が明らかに低
く、心的外傷性ストレス症状も少ないこと、つまりストレスフルな仕事をしながらも健康的であることがわかっています。
レジリエンスは、健康やメンタル不調の予防に寄与する重要な要因と言えそうです。
　首尾一貫感覚（SOC）も注目されています。これは、健康はいかにして生成されるのか、いかにして回復・増進されるの
かという、従来の疾病生成論とは違った新しい発想の中から生まれた概念です。若い頃、ナチスドイツの強制収容所でユダ
ヤ人虐殺という危機に遭遇し、強烈なトラウマを負った女性たちを調査した研究から生まれた考え方です。生命や生存が脅
かされる過酷な体験を経て、生き延びた女性の中に3割もの人たちが良好な健康状態を保って生活していたという事実に着
目し、それらの人々に共通する特性として考え出されたのがSOCです。紙幅の都合上、詳しく触れられませんが、SOCもレ
ジリエンスも、近年の健康観や医療に強く影響を与え、ポジティブ心理学の先駆けとなった著名な概念です。

　2019年度をもちまして私の所長としての任期が終了いたします。この１年、学生の皆様からの素晴らしいアイデアに寄り添って、学習センター
をさらに盛り上げていくことができればと切に願っております。詳細は後日に掲示しますが、現時点で考えている2019年度の主な取組みは以下
の通りです。ご支援・ご協力をお願い致します。
2019年度の主な取組み
1．センター開設25周年関連事業の推進
 （1）記念講演①（講師：來生新 放送大学学長）4月13日（土）13：30～開催決定）

記念公演②（講師：原口泉 鹿児島県立図書館長、川嶌眞人 整形外科病院理事長）
ご存知の通り、原口先生は「西郷どん」「篤姫」などNHK大河ドラマの時代考証でご活躍、川嶌先生は大分合同新聞「ともしび」で随筆を
連載されておられるとともに、「潜水病・高山病」治療の世界的権威でいらっしゃいます。

 （2）記念文集の発行（私と放送大学―生きることと学ぶこと）学生の皆様からの投稿をお願い致します。
 （3）別府大学学園祭「石垣祭」への参加
2．シンポジウム「地域における在宅医療を考える」（日田市）の開催
3．別府大学との共同の推進
 （1）連携教育の推進
 （2）敷地内禁煙推進を支援するためのシンポジウムの開催
4．サークル活動・課外活動の活発化への支援
　パソコンサークルの立ち上げ、英会話サークル他のサークルの充実支援

客員教員　上野　德美（大分大学名誉教授）
「レジリエンスと首尾一貫感覚、そしてポジティブ心理学」
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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。申請方法等は授業を開設する各学習センター
にお問い合わせください。

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。）
5月7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5月21日（火）～6月4日（火）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5月14日（火）10：00～6月4日（火）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＞6月末～7月上旬
択一・併用科目：7月8日／記述科目：7月19日までに届かない場合は、大学本部に連絡してください。

■追加登録日程
＜空席発表＞4月13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　
　　　　　　【4月19日（金）から科目毎に決められた追加登録受付期限日（原則開講日の1週間前）まで】

■追加登録申請方法
　追加登録初日（4月19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4月17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・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。

《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。

面接授業追加登録のお知らせ・通信指導について
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図書より

館内利用について
放送教材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。
　○マウスはカウンターで貸出しています。
　○ご利用後はマウスとヘッドフォンをカウンターにご返却ください。
　○台数が限られていますので、満席の際はご容赦ください。
※これらのタブレット・パソコンではオンライン授業の視聴はできません。

≪図書・視聴学習室利用時間≫

≪放送教材・図書貸出≫　館外貸出ご希望の方は下記手順で本部にお申し込みください。

別府大学の正門が開いている時間(8：00～19：00)は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。
・図書が傷まぬ様、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。

＊臨時閉館する場合があります。館内及び学生控室の掲示をご覧ください。 
＊単位認定試験期間は文献複写の受付を停止しています。

曜　日 利用時間
通 常 期 間 火～日 9：30～18：00
単位認定試験期間 火～日 9：30～18：00
閉 館 日 月曜日・祝日

○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。
貸出期間は送付・返却にかかる日数も含め
18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。

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。

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)
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駐車場をご利用の方へ・パソコン初心者講習会のご報告

別府大学駐車場ご利用の方へ別府大学駐車場ご利用の方へ別府大学駐車場ご利用の方へ別府大学駐車場ご利用の方へ

※正門右の別府大学共同駐車場ご利用の際には、右記の「利用の手
引き」をフロントガラスの外側から見える位置に置いてください。

　別府大学学生は駐車禁止のため、ご協力お願いします。
※駐車場ご利用で、「利用の手引き」をお持ちでない方は、
　大分学習センター事務室でコピーをもらってください。

　大分学習センターにて２月３日（日）と２月２３日（土）の２日間、パソコン初心者講習会が行われました。
講師の山下　茂先生（大分大学特任教授）のご指導のもと、学生９名がパソコンの基本を学びました。

パソコン初心者講習会が行われましたパソコン初心者講習会が行われましたパソコン初心者講習会が行われましたパソコン初心者講習会が行われました

ゆふ会（同窓会）会員募集

ゆふ第93号（同窓会10周年記念特別号）の訂正

●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。

前回のゆふ第93号（同窓会10周年記念特別号）に誤りがありましたので訂正いたします。

8ページ下から5行目 【誤】上野　達也（別府大学文学部史学・文化財学科助教授）
 【正】上野　淳也（別府大学文学部史学・文化財学科助教）
9ページ上から7行目 【誤】朝野　則子（別府大学教授）
 【正】浅野　則子（別府大学教授）

19ページ「来年度の学生行事予定」
　第23回グラウンドゴルフ大会　日時 【誤】2019年4月7日（日）
  【正】2019年4月8日（月）
　第24回グラウンドゴルフ大会　日時 【誤】2019年11月25日（月）
  【正】2019年12月2日（月）
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卒業研究最終発表会・学生団体のご紹介・学生行事のご報告

　卒業研究最終発表会が2月17日（日）放送大学大分学習センターで行われました。学生の熊本智之さん（人間
と文化コース）が研究の成果を発表しました。たくさんの方にお集まり頂きありがとうございました。

　大分学習センター学生団体　English Society

は英会話や新聞記事などの読解を行う中で、更な

る英語力の向上および会員間の親睦を図るために

昨年10月に発足しました。毎週火曜日午後1時か

ら3時まで活動を行っております。英語にご興味の

ある方はどなたでもお気軽にお越しください。

卒業研究最終発表会が行われました卒業研究最終発表会が行われました卒業研究最終発表会が行われました卒業研究最終発表会が行われました

熊本さんの研究発表の様子 熱心に発表を聞く在学生の皆さん

第４５回　ボウリング大会（２月２５日　実施）

第１６回　囲碁大会（２月１３日　実施）

大分学習センター学生団体
English Society

大分学習センター学生団体
English Society

大分学習センター学生団体
English Society

学生行事盛んに行われています！学生行事盛んに行われています！学生行事盛んに行われています！

♦2019年度は、5名の方が卒業研究を履修される予定です。
　構想発表会・・・6月16日（日）　中間発表会・・・9月15日（日）　最終発表会・・・2月16日（日）
♦卒業研究ガイダンスは、6月16日（日）10時開催を予定しています。
　卒業研究の履修を希望される方は、ぜひご参加ください。
※開催時間等の詳細は、後日センターのHP，掲示板等でお知らせいたします。

【今後のスケジュール】
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今後の学生行事予定

その他の学生行事予定

日時：2019年5月9日（木）
　　　12：00～
場所：別府大学大分キャンパス
　　　テニスコート
参加費：500円
締　切：5月7日（火）

日　時：2019年6月15日（土）　
　　　　10：00～
場　所：タワーボウルわさだ
参加費：1,000円
締　切：6月9日（日）

日　時：2019年7月1日（月）
場　所：未定
参加費：プレー代＋1,500円
締　切：6月23日（日）

◆行事へのご参加をご希望の方は事務室窓口・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。
※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。

毎年恒例の自然探勝と食味の会。昨年までは毎年秋に開催しておりましたが今回は春に開催いたします。
湯布院の自然の中で採れた山菜等を使用してみんなで調理して食事します。
ご家族で春の楽しいひとときをお過ごしください。

大分学習センターテニスサー
クルの学生行事です。初心者
の方でも大歓迎です。

大分学習センターでは年２回、ボウリ
ング大会を行っております。今回は、
土曜日開催です。平日お勤めのかたも
この機会にぜひご参加ください。

大分学習センターでは年３回、ゴル
フ大会を行っております。ゴルフに
ご興味のある方は、是非ご参加くだ
さい。

第13回 テニス大会 第46回 ボウリング大会 第33回 親睦ゴルフ大会

自然から食物を採取します 風曜日の庭で調理します

今年度の『自然探勝と食味の会』は
春に開催します！

今年度の『自然探勝と食味の会』は
春に開催します！

今年度の『自然探勝と食味の会』は
春に開催します！

今年度の『自然探勝と食味の会』は
春に開催します！

第21回　「自然探勝と食味の会」参加者募集中！
日　時：2019年4月29日（月・祝）
　　　　10：00現地集合
場　所：湯布院　茶房「風曜日」
参加費：1,500円
締　切：4月21日（日）
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今後の予定（4月～7月）
塗りつぶしは閉所日です

 9日 第13回テニス大会
 11･12日 面接授業｢健康生成論とストレス対処力｣
 11･12日 面接授業｢ワンダーランド視覚心理学｣
 18･19日 面接授業｢基礎から学ぶデザイン入門｣
 18･19日 面接授業｢映像クリエイターを体験する｣
 25･26日 面接授業｢東洋医学と鍼灸｣
＊21～6/4日 通信指導提出期間（郵送:必着）
＊14～6/4日 通信指導提出期間（Web:～17:00）

 8日 第23回グラウンドゴルフ大会
 13日 公開講演会「放送大学における生涯学習の新展開」
 13日 面接授業空席発表（12時）
 13･14日 面接授業「新・初歩からのパソコン」
 19日 面接授業追加登録（10時～）
 20･21日 面接授業「口腔ケアと健康」
 27･28日 面接授業「ラグビーワールドカップの社会学」
 29日 第21回自然探勝と食味の会

 1･2 日 面接授業｢観光と地域社会｣
 8･9 日 面接授業｢香りの科学｣
 15 日 第 46回ボウリング大会
 16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
 22･23 日 面接授業「パソコン講座　－実用編－」
 22･23 日 面接授業「基礎英語学習」
 29･30 日 面接授業「心理学実験１」

 1日 第33回親睦ゴルフ大会
 6・7日 面接授業「心理学実験３」
 19･20日 単位認定試験（大学院）
 21～28日 単位認定試験（学部）
※26日は試験期間ですが閉所日となります。
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