
新春のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

鳥取学習センターに所属しておられる現役学生と卒業生、教職員、並びに関係の皆様に初春の御挨拶を

申し上げます。2018年が皆様にとって健やかで平和な年となりますよう祈念致します。

当学習センターは昨年、設立されてから20年の節目を迎え、開設記念事業を実施しました。お蔭様で大

学本部はもとより関係機関から大きな御支援を頂き、多数の参加者を得て事業を成功させることができま

した。開設20周年記念式典を始めとする一連の行事に御協力と御支援を賜った機関と関係の皆様に改めて

厚くお礼を申し上げます。

人にたとえるならば、当学習センターは成人式を迎え、大人の仲間入りを果たしたことになります。こ

の20周年を契機に地域の高等教育機関としての社会的役割を自覚し、放送大学の発展を目指して業務に精

励することを教職員一同で再確認したところです。

放送大学では、新執行部体制の下で昨年「Vision ’17 放送大学新時代」を取りまとめて公表しました。そ

こには放送大学の進路に係る中期計画が提示されており、地域の学習センターについても新時代の創出に

向けたマスタープランがまとめられています。現在、ビジョンが表したマスタープランを推進するための

アクションプランについて検討が進められていますので、多数の意見を反映させながら間もなくその具体

像が形を成してくるはずです。

アクションプランの策定を待つまでもなく、既に準備作業を含めて取組みが開始されている重要事項が

あります。たとえば、学習センターとの関わりの深いものとして、CD/DVDの学習用教材の利用方法の変

更と図書室・再視聴室の再編整備、学生のパソコン持込利用に対応するWi-Fi環境の整備等があります。

さらに大学本部レベルでは、学生教育に関わる事項として、テレビ放送２チャンネル化への移行準備とそ

れに対応する番組制作、戦略的課題として掲げられているオンライン授業の充実とそのための教材開発等

が存在します。

わが国の高等教育機関に対する政府からの配分予算が年々削減されており、決して恵まれた条件下には

ありませんが、放送大学では自身が作成する中長期計画に沿って、社会の環境変化に対応して積極的に教

育改革を進めてきています。情報通信技術の目覚しい革新の動きと併せ、情報通信メディアに基づくわが

国の高等教育改革の最先端の取組みが、放送大学の教育現場で繰り広げられているといっても過言ではな

いでしょう。

「Vision ‘17 放送大学新時代」に沿ったアクションプラン策定

のための作業が進められています。学生や教職員による教育現場

からの声を汲み上げ、着実に反映させていくことが教育改革の成

果の高揚につながることは間違いありません。鳥取学習センター

で学ぶ学生諸氏と教職員がともに力を合わせて日々の活動に取り

組み、そこでの意見や要望を放送大学の教育改革の場に反映させ

ることができれば幸いです。2018年の本学習センターの活動が充

実したものとなるよう期待して初春の御挨拶と致します。

放送大学鳥取学習センター

所長小林一

平成30年1月
放送大学鳥取学習センター機関誌 167号

文部科学省認可通信教育



放送大学鳥取学習センター

開設２０周年事業に思う

平成２９年１１月１９日は、放送大学鳥取学習センターにとって、記念すべき日となりました。こ

の日、「とりぎん文化会館」を会場に鳥取学習センター開設２０周年を祝う記念式典や記念講演会

など、多彩な記念事業が盛大に執り行われました。これまで、鳥取学習センター所長として、京都

学習センター、兵庫学習センター、岡山学習センター、愛媛学習センターの開設２０周年記念事業

に出席してきましたが、鳥取学習センターの２０周年記念事業はそれらの先輩学習センターと比べ

ても決して引けを取らないどころか、学習センターの規模や学生数、地域性を考えれば、それ以上

に充実した記念事業であったようにさえ感じられました。この日のために時間と労力を掛け、精力

的に実行委員会を開催し、準備に当たられた小林所長や学友会、同窓会、そして学習センター職員

の皆様方には心からの敬意を表します。

記念事業の詳細については、折に触れ、小林所長から様々な形で報告があると思いますので、ここ

では、記念事業定番の学長、所長の挨拶や来賓の祝辞に続く、記念講演会や記念祝賀会以外で、鳥

取学習センターならではの事業や印象に残ったことについてご紹介することに致します。

まず、最初は、２０周年記念事業が実に多くの学生の皆様に支えられて実施されていると実感した

ことです。記念式典に先立って行われた記念シンポジウムや記念式典・講演会、そして記念祝賀会

や記念展示会の受付、進行や来賓の接待など、多くの学生の皆様が笑顔を絶やすことなく、きびき

びと動いておられる姿を目の当たりにし、実に頼もしく、鳥取学習センターの底力を見た思いでし

た。特に、記念展示会では、放送大学附属図書館所蔵の幕末から明治初期にかけての貴重な写真の

展示（写真１）と共に、鳥取県内の明治から大正時代の歴史を感じることのできる写真（写真２）

が鳥取県立公文書館・鳥取県立博物館・鳥取市歴史博物館のご協力により数多く展示してありまし

た。また、「鳥取学習センター２０年の歩み」として長さが１０ｍにも達するであろう年表が展示

されており、見る人を釘付けにする程の圧倒的な迫力を醸し出していました。さらに、記念展示会

の会場では、学友会有志による抹茶の接待もあり、多くの来場者が疲れた身体を癒すと共に、和や

かな語らいの場となっていたことも実に印象的であり、鳥取学習センターならではの細やかな心遣

いが感じられました。

次に、鳥取学習センターらしさを強く感じたのは、県指定無形民俗文化財である郷土芸能「賀露神

社の麒麟獅子舞」の披露（写真３）です。これまで何度か各地の学習センター開設２０周年事業に

出席しましたが、ここまで地域性を強く打ち出した記念事業は記憶にありませんでした。「麒麟」

は中国では架空の動物であり、穏やかで優しい性質をした幸せをもたらす動物で全ての動物の

「長」として崇められています。この「麒麟」をモチーフにした麒麟獅子は、鮮やかな深紅の身体

で背筋が黒く、獅子頭の顔は金色で頭に一本の角を持っています。笛と太鼓の音色に合わせ、鳴り

放送大学鳥取学習センター客員教員

若良二
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写真１ 写真２
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若良二（わかりょうじ）
放送大学鳥取学習センター客員教員（2016年4月～）
鳥取大学特命教授（COC+シニアコーディネータ）
鳥取県倉吉市出身、鳥取大学工学部機械工学科卒業工学博士（名古屋大
学）鳥取大学工学部、教育学部（現、地域学部）、国際交流センター長・副
学長を経て平成２８年３月まで、３年間、放送大学鳥取学習センター所長
流れの制御や風力発電等、空気や水の流れに関する研究に従事、現在は、地
（知）の拠点大学（鳥取大学）による地方創生推進室（COC+）において、
若者の地元定着の推進を目指し、鳥取県内の大学、行政機関、民間企業等と
の連携強化を推進
（放送大学鳥取学習センター所長(2013.04-2016.03)）

毎週水曜日の午後２時から５時の
間、鳥取学習センター客員教員室で、
在学生を対象とした学習相談を開催し
ています。貴重な機会ですので、是非
お訪ねください。（学習相談をご希望
の方は事前にお電話でご確認いただく
ことをおすすめします。）

若先生による学習相談のお知らせ

響く鐘と共に、道化役の猩々（しょうじょう）の先導で登場し、緩やかなリズムでゆったりと舞う

麒麟獅子舞は、鳥取県東部（因幡地域）や兵庫県北部（但馬地域）で、無形民俗文化財として広く

親しまれています。麒麟獅子舞を間近で見ながら、ゆったりと時の流れる郷土の素朴さとそこに住

む人々の豊かでおおらかな心を感じることができまし

た。現在でも、因幡、但馬地域の各地に様々な麒麟獅子

舞が伝承されており、それぞれの地域に住む人々にとっ

て、「麒麟」は首の長い「キリン」と重なり、親しみ深

い聖獣として受け入れられています。

「麒麟獅子舞」の披露は、鳥取の歴史と伝統の一端を

紹介すると共に、鳥取学習センターと地域社会との強い

絆を示すものとして実に興味深いものでした。

最後に、記念式典に先立ち行われた記念シンポジウム

について感じたところをご紹介することに致します。

記念シンポジウムでは、放送大学の來生新（きす

ぎしん）学長、鳥取学習センターの西田良平第四代

所長と共に、第五代所長として登壇し、小林一所長

の進行で「放送大学鳥取学習センターへの期待-人口

減少地域における放送大学の価値-」をテーマに鳥取

学習センターへの日頃の思いの一端を語りました。

（写真４）

特に、鳥取学習センターのように学生数の少ない地

方の学習センターでは、図書室・視聴学習室や学生

控室など、学習施設の活用の在り方の検討の他、ネット配信による双方向授業の増加に伴う学習環

境の変化は、高齢の学習者への影響が大きいこと、さらに、現在、大きな社会問題にもなっている

人口減少社会においては、高齢の学習者へのより細やかな対応が重要になること、などの意見を述

べました。また、地方の学習センターでは、面接授業の重要性に鑑み、地域資源や社会環境など、

地域の特性を活かした面接授業をこれまで以上に推進することで放送大学の地域社会での価値を一

層高めることが必要であろう、との提言も致しました。

以上、放送大学鳥取学習センター開設２０周年記念事業を振り返り、印象に残った事柄や鳥取学習

センターへの思いの一端をご紹介致しました。

いずれにしてもこの度の２０周年記念事業には、平井伸治鳥取県知事、深澤義彦鳥取市長、豐島良

太鳥取大学長に来賓としてご挨拶を頂いた他、中四国の各学習センター所長と事務長に加え、兵庫

学習センターの大野隆所長や鳥取同窓会、学友会の皆様、元事務長や事務職員など、鳥取学習セン

ターに所縁のある実に多彩な方々のご支援とご協力を頂くことができ、改めて、鳥取学習センター

と地域社会との強い絆を感じることができました。

この度の放送大学鳥取学習センター開設２０周年記念事業が多

くの皆様方のご理解とご協力に支えられ成功裏に終了することが

できたことは、鳥取学習センターの今後の更なる発展を確信する

又とない機会となりました。

写真４

写真３
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単位認定試験受験に際しては、「受験票」、受験票に同封の「単位認定受験に際しての注意事項」

および、冊子「学生生活の栞」（学部67頁～、大学院62頁～）記載事項を熟読ください。

履修科目の通信指導添削結果と単位認定試験受験のご案内が、

１月中旬までに本部より送付されます。

試験は、科目ごとに決まった日時に、所属または予め申請済み

の学習センター等で受験します。

■駐車場は、市役所駅南庁舎の駐車場（３～５階）をご利用いただけます。

市役所駅南庁舎の駐車場を利用される受験生の方は、駐車券・受験票をお持ちの
うえ事務室へお越しください。（試験にかかる時間を無料となるよう処理します）

※満車の場合は、近隣の有料パーキング等をご利用ください。

＊試験期間中は駐車場が大変混み合います。会場へはなるべく公共交通機関でお越しください。

★JRの最寄駅は鳥取駅。鳥取市１００円循環バス「くる梨」での最寄停留所は、赤･青コース

では「 鳥取駅」、緑コースは「 さざんか会館」です。（バスネット http: //www.ikisaki.jp/）

★市役所駅南庁舎へ到着されましたら、東口（新日本海新聞社側）エレベータで5階へ
お上がりください。（ 5階到着後は一旦駐車場へ出て、右方向へお進みください）

必ず、HBの黒鉛筆を使用してください。
（シャープペンシルは機械が読み取れないので使用しないでください）

必ず、有効期限内の学生証をご持参ください。

未発行、期限切れの場合は至急学習センターへご連絡ください。

※学生証を紛失された場合、学習センターで再発行できます。（手数料
が500円かかります）

試験の際、学生証と一緒に机の上に提示いただきます。
記載の注意事項を受験日までに必ず熟読してください。

試験の5日前までに到着しない場合は、お手数ですが、放送大学
本部へご連絡ください。（本部総合受付TEL:043-276-5111）

受験票と同封の「単位認定試験受験に際しての注意事項」に持込許可

物品の記載がある科目については、指定の物品を試験室に持ち込むこ

とが出来ます。（センターでの印刷教材等の貸出は行っておりません）

お忘れ物のないよう、試験前日までに十分ご確認ください。

※出願時に会場を指定または事前に申請がない場合は、所属学習センターでの受験となります。

※鳥取以外のセンター等での受験を申請されている方は、受験会場の詳細を各自ご確認ください。

【大学院】 1/19(金)・1/20(土)

【学部】 1/21(日) ～1/28(日)

※1/22(月)、1/26(金)、1/29(月)、1/30 (火)は閉所日です。

放送大学鳥取学習センター講義室・多目的室

（JR鳥取駅南口から徒歩5分、鳥取市役所駅南庁舎の5階です。）

至米子 至京都

徒歩入口

北口

南口
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1時限 9:15～10:05

2時限 10:25～11:15

3時限 11:35～12:25

〈昼休み50分〉

4時限 13:15～14:05

5時限 14:25～15:15

6時限 15:35～16:25

7時限 16:45～17:35

8時限 17:55～18:45

～試験結果が不合格、または受験できなかった科目について～

【次の学期に学籍がある方】

今学期登録した科目の場合、次学期に限り登録などの手続きなしで単位認定試験を受けることができます。
（今学期に通信指導に合格した科目の場合、受験票は自動的に送付されます。）

【今学期で学籍が切れる方】

今学期登録した科目の再試験をご希望の方は、継続入学の手続きを行って下さい。このとき、他に登録希望
科目がなければ出願時の費用は入学料のみとなります。（継続入学の場合、入学料の割引が適用されます）

※今回再試験を受けた科目が不合格だった場合に次学期受験を希望するときは、学籍がある方でも再度科目
登録しなければ受験することができません。（今学期限りで閉講となる科目の場合は次学期に登録できません）

★ご不明な場合は学習センターへお問い合わせください★

合格

○Ａ100～90点
Ａ 89～80点

Ｂ 79～70点

Ｃ 69～60点

不合格
Ｄ 59～50点

Ｅ 49～0点

★今までに修得した単位・成績は、システムWAKABAにログイン
してご覧頂くこともできます。（今学期の成績については、成績通知
の発送と同時期にデータ更新される予定です。）

休憩、お弁当は

学生控室でどうぞ。

新聞・雑誌、お湯・お茶などを

ご用意しております。

学生証と受験票、筆記用具、

持ち込み許可となっている教材などを持って

試験開始10分前に入室してください。

期間 センター開所時間図書室利用時間

単位認定試験期間

1/19（金）～1/28（日）
9:00～19:00 9:00～18:45

※閉所日：毎週月曜・祝日 臨時閉所日： 1/26（金）, 1/30（火）

●試験期間中は混雑が予想されます。予めご了承ください。

●教材の室内視聴および室外貸出は試験期間中もご利用いただけます。

●教材の室外貸出は、履修登録中の科目に限ります。

（今回の試験終了後の学期末から２月末の間は、登録科目以外の科目も

貸出利用できます。）

６０点以上で合格です！

★今回の単位認定試験問題の公表は、2018年２月２日（金）～2019
年２月１９日（火）の予定です。また、解答の公表は、2018年２月
２０日（火）～2019年２月１９日（火）の予定で、主任講師の了承
があった科目のみ公表とします。その他については解答の代わりに解
答のポイント等を公表します。（公表しない理由となる場合もありま
す）キャンパスネットワークホームページへの掲載又は学習センター
で閲覧下さい。

室内での飲食や、携帯電話で

の通話はご遠慮ください。

今回の試験結果「成績通知書」は、これま

で修得したすべての科目の成績と単位数

が記載された「単位修得状況一覧」と一緒

に、２月中・下旬頃お届けの予定です。



卒業とならなかった場合に備える為、学籍の切れる方は出願（継続入学）、学籍の切れない方は科

目登録申請（再試験のみで単位取得・卒業見込みの方は不要）の手続きをお願いします。また、卒業

しても引き続き放送大学で学びたい！という方は、前述の申請等に加え、『「現在のコース」とは

異なるコースで全科履修生、又は他学生種でご出願ください。

※新しくご入学される場合に必要な募集要項は、お手数ですが本部または学習センターへご請求ください。
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次の学期に新たに履修する科目の登録方法、継続して入学する場合の手続きについてご案内します。

科目登録及び出願締切は、今学期試験の成績通知お届けより後となっております。今回受験される方は、科目

登録・出願のいずれの場合も、２月中～下旬頃にお届けする「成績通知」で今学期の試験の結果を確認した後の

手続きをお勧めします。

また、次学期に学籍の続く方と、今学期で学籍が切れる方では手続きが異なります。次学期の学籍の有無がわ

からない方は学習センターへお問い合わせください。（選科・科目履修生の方は学生証の期限が学籍の期限です）

※教養学部の場合は過去３年以内、大学院は直前の学期に在学している方の再入学・継続入学で、入学料が25%割引になります！

是非、引き続き放送大学を活用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

継続入学用募集要項をお届け予定です。要項を熟読の上、下記のいずれかの方法でご出願ください。

（集団入学でご入学された方は、お手数ですが本部またはセンターへ募集要項をご請求ください）

１月上旬頃お届け予定の要項記載事項をご確認のうえ、次学期に履修を希望する科目（放送授業

及び面接授業）を、登録受付期間内に下記のいずれかの方法で本部へ申請してください。

【アクセス方法】･･･本部サイト（http://www.ouj.ac.jp） 在学生の方へシステムWAKABA

【ログイン方法】･･･Ｉ Ｄ：学生番号（数字のみ）/ 初期パスワード：生年月日（西暦８桁）

科目登録申請票にご記入の上、郵送してください。

学生専用WEBサイト「システムWAKABA」に
ログインし（下記参照）、手続きしてください。

郵送の場合は、必要事項をご記入の上お送りください。

インターネットの場合は、「システムWAKABA」の「継

続入学」、または放送大学ホームページの「インターネ

ット出願」から手続きをしてください。

必ず左記の期間中に、「システムWAKABA」
の「継続入学」から出願・科目登録の手続を行

ってください。

全科履修生へご出願の場合は、必要に応じた証明書を、各書類の締切日（必着）までに、

郵送してください。

※インターネットでのご出願にはメールアドレスが必要となります。

※各種共済でご出願の方は、専用の募集要項をお取り寄せください。

※「科目登録決定通知」のお届けは、3月中旬頃の予定です。
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2018年度より、放送授業の学習方法が大きく変わります！
2018年度より、学習センター図書室・視聴学習室での放送授業の視聴方法と、放送教材の貸出の方法

が大きく変わります。変更に伴い、ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。

貸出方法の変更に伴い、下記の期間、放送教材の室外貸出はできません。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

放送教材の室外貸出停止期間

3/1（木）～3/31（土）
※室内視聴、図書資料等の貸出は通常どおりご利用いただけます。

（新年度準備の為、3/25(日)～3/31(土)は、図書室を閉室いたします）

また、3/9(金)～14(水)の間、搬出作業の為、視聴学習室で騒音が発生します。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

センター入り口のブックポストについて、開所時は閉じておりましたが、

常時開放とします。返却のみにお越しの方はご利用ください。

■貸出方法が大きく変わります！

■学習センターでの視聴の方法が変わります！
新規開設科目の放送教材（DVD・CD）を、大学院科目については2018年度より、教養学部
については2019年度より配架しません。学習センターでの放送授業の視聴は、DVD・CDによる
視聴から、インターネットを利用した視聴へと順次切り替えていく予定です。

現在、放送授業のDVD・CDを学習センター図書室・視聴学習室内のDVDデッキとモニターで視聴

いただいておりますが、新年度はこれに加え、ノート型PC３台、タブレット２台を導入してDVD等

での視聴と並行し、インターネットを利用して放送授業を視聴いただけるようになります。

また、学習センター施設へのWi-Fi 導入を準備中です。これにより、図書室などで、お手持ちのタ

ブレットやノートPC、スマホを接続して学習に利用いただけるようになります。（詳細につきまして

は後日ご案内いたします。）

現在、学習センターに備えてある放送授業のDVD・CDを、学習センターへ通学、または郵送にてご

利用いただいておりますが、新年度より、この貸出業務の全てを千葉の本部が一括し、郵送貸出とし

て行うこととなりました。利用の際は、Gメール、FAX、郵便のいずれかで申し込み、送料利用者負担

（往復７０円程度）の郵便で貸出・返却を行います。（詳細につきましては後日ご案内いたします。）

放送大学学園本部で一括して貸出各学習センター等から貸出

ご自宅
放送大学本部

ブックポスト
常時開放します
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１１月１９日（日）・２０日（月）に行われました、鳥取学習センター開設２０周年記念事業につきま

しては、おかげさまをもちまして、無事終了することができました。ご参加・ご協力くださった皆様に心

より感謝申し上げます。記念事業の模様を一部写真でご紹介いたします。

記念式典

記念シンポジウム

司会の立脇さん

講演中の山田晋氏

左から、司会の清水さん、小林所長、來生学長、

坂本学友会長、西本鳥取同窓会長

体験報告「放送大学鳥取学習センターに学んで」左から清水さん、三ッ國さん、中尾さん

シンポジウム 左から、小林所長、來生学長、西田先生、若先生

深澤鳥取市長 豐島鳥取大学長

平井鳥取県知事 鳥取学習センター・小林所長

放送大学來生学長



【９頁】 鳥取SC機関誌ぷりずむ2018.01月

「記念誌」差し上げます！

開設２０周年を記念して、鳥取学習

センター元職員の大黒さんに編集の

ご協力をいただき、記念誌「鳥取学習

センター２０年の歩み」を刊行いた

しました。

ご希望の方はセンター事務室まで

ご連絡ください！

学生ボランティアのみなさま

記念展示会

記念講演会

記念祝賀会

司会の三ッ國さん 学長講演会 賀露神社の麒麟獅子舞

林子さんの筝の演奏
西本さんと「和風サークル『さつき』」

によるお茶の接待

ご協力ありがとうございました！




