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　愛媛大学にて常設の講義題目である。その字義について同講義の初回で述べる話柄で
ある。「現代」「イデオロギー」の意味など。それぞれ一筋縄ではいかぬ。解説を試みよう。

１．「現代」とは何か。２通りある。
　⑴　日常用語として、この頃・今頃・同時代。『現代の核兵器』なる標題の一書があるが、この意味である。
まさか「中世」に核兵器は存在しないから。

　⑵　歴史学上の用語として、古代（上代）→中世→（近世→）近代→現代という順に区切る、その直近の時代。
いつから「現代」かについて定説はないが、ヨーロッパでは20世紀以降、殊に欧州大戦（第１次世界大
戦）後を指すことが多いようである。

２．「イデオロギー」とは何か。甚だ多義的である。
　⑴　中立的な用法〈仮にｎ〉と批判的な用法〈仮にｃ〉とがある。
　⑵　日常用語として。政治哲学とか生活信条とか〈ｎ〉、または「ためにする議論」、党派的な言動、現実無視の

独断、非科学的な見解〈ｃ〉とか。後者の場合、「イデオロギー」は悪い含意、それ自体が非難の言葉である。
　⑶　政治学・社会学上の用語として。論者により諸相ある。時系列で触れよう。６点ほど。
　　①「観念に関する学問」（ドゥ・トラシ）（1801年）の謂い〈ｎ〉。イデーすなわち観念についての事柄という

点で「イデオロギー」の原義ともいえる。
　　②これを「空理空論の徒」（ナポレオン）と嘲笑するもの〈ｃ〉。
　　③「虚偽意識」〈ｃ〉とするもの。フォイエルバッハ『キリスト教の本質』（1841年）によれば、キリスト教

（や宗教そのもの）は「虚偽意識」。神は全知全能にして至善。それを人間が崇拝している。しかし、そ
れは現実の人間世界で抑圧され搾取された者が本来は自らが備えている善性を外部に投射した幻影に
過ぎない。自己疎外の産物である。今こそ人間界にその本来性を取り戻し、そこでこそ理想世界を実
現すべきである、覚醒せよとのアピールである。

　　④所謂「上部構造」、もしくは「上部構造」中の文化形態〈ｎ〉〈ｃ〉。マルクスとエンゲルスの立場である。
主に『ドイツ・イデオロギー』（1846年）や『経済学批判』（1859年）。マルクスらの「科学的社会主義」＝共
産主義によれば、人間社会は「土台」と「上部構造」から成る。「意識を決定する生活」すなわち経済力
（生産力）が「土台」であり、これが生産様式や政治制度や文化と思想すなわち「上部構造」を規定すると
の主旨である。にもかかわらず「上部構造」の担い手つまり支配階級が「土台」を失いつつありながら己
に好都合な価値観を普遍的と思わせて強要ないし教化する。資本主義や「ブルジョワ民主主義」や自由
主義がその典型である。それが「イデオロギー」の定義である。（なお、対するに自由主義側からは共産
主義こそが幻想を強制し己の実態を隠蔽する、まさに「イデオロギー」〈ｃ〉に他ならぬとする）。

　　⑤マンハイム『イデオロギーとユートピア』（1929年）。人間は「存在被拘束的」である。存在が意識を決定
する。貴族は保守主義を、実業家は自由主義を、労働者は社会主義を信奉するように。その人間の持
つ意識のうち、現状を打破するようなメッセージを発するものが「ユートピア」、現状を正当化するよ
うに機能するものが「イデオロギー」なのだと〈ｎ〉。

　　⑥ポパー『歴史主義の貧困』（1936年）は「歴史法則主義」なる盲信に基づく革命志向でなく「断片的社会工
学」を説く。ここでは「歴史法則主義」が「イデオロギー」〈ｃ〉である。ベル『イデオロギーの終焉』（1960
年）。東西冷戦下の言説である。「イデオロギー」とは左右ともども､壮大な全体論的な世界観である〈ｎ〉
が、それは今や無用であり、双方が社会民主主義的な福祉国家論に収斂するであろうとの予見である。

３．以下（の講義では）、断りない限り中立的な用法を取る。人間や社会や歴史や政治に関する多少とも体系
的な思想で実践的な意味合いを濃厚に帯びるもの。―概ねこのように用いる。尤も同時に〝野田イデオロ
ギー〟も頻出する。あたりさわり大いにありである。

放送大学愛媛学習センター　客員教員　野田　裕久
「現代イデオロギー論」初回のこと
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　愛媛学習センターでは、令和２（2020）年度第２学期「卒業証書・学位記授与式」（※卒業生のみ参加いただ
けます）及び、令和３（2021）年度第１学期「入学者の集い」（※新入生・再入学生のみ参加いただけます）を
下記の日程で開催いたします。

　例年、ガイダンス開始前に、本部教員による特別講演会を開催しておりますが、講演内容など詳細につき

ましては、確定次第ホームページおよびセンター内掲示等で別途ご案内いたします。
※状況により、教員の派遣や講演会およびガイダンスが中止になる場合もあります。

『卒業証書・学位記授与式』及び
『入学者の集い』開催のご案内
『卒業証書・学位記授与式』及び
『入学者の集い』開催のご案内
『卒業証書・学位記授与式』及び
『入学者の集い』開催のご案内

●日　程　　令和３年４月４日（日）
　　　　　　受付開始………………………１２：３０～
　　　　　　卒業証書・学位記授与式……１３：００～１４：００
　　　　　　入学者の集い…………………１４：３０～１５：３０
●場　所　　放送大学愛媛学習センター　４階　講義室
●持参物　　入学許可証 または 学生証

記
【注意事項】
※参加は、卒業生・
　新入生・再入学生に
　限ります
※状況によりやむをえ
　ず中止や変更になる
　場合があります

ガイダンス開催スケジュール
年に１回限り開催のガイダンスです。興味、関心のある方はぜひご参加ください。

参加を希望される方は、電話・メール または窓口にて、お申込みください。
電話：089－923－8544　　メール：ehime-sc@ouj.ac.jp

同日開催　特別講演会について

卒業研究申請や研究計画などについて、本部の専門職員が説明します。

日時▶ ６月20日㈰　14：30～15：45
講師▶ 本部職員、本部教員（詳細未定）
卒業研究の申請条件は、全科履修生で２年以上在学し、62単位を修得した方ですが、現時点で条件を
満たしていなくても参加可能です。

修士全科生への申請等についての説明や、質疑応答など。

日時▶ ６月20日㈰　16：00～17：00
講師▶ 本部教員（詳細未定）

卒業研究履修ガイダンス

大学院修士全科生入学希望者ガイダンス

卒業生、新入生の方には、出欠確認を兼ねて、個別にご案内をお送り

します。無理のない範囲でご出席いただければと思います。
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キリトリ

□■ 学生証の交付について ■□
学生証は、４月２日㈮以降、学習センター窓口で交付します。

▶新入生・再入学の方
　本部から発行された入学許可書（ハガキ）をご持参ください

▶学生証の有効期限が切れる方
　期限切れの学生証をご持参ください

【郵送での交付】
学生証は郵送での交付が可能です。
以下の書類を同封して、愛媛学習センターまでお送りください。

〇2021年度第１学期入学者の方
　●「郵送による学生証交付申請書」
　●入学許可書のコピー
　●顔写真付きの公的な身分証明書（運転免許証、パスポート等）の写し
　●特定記録郵便料金244円分の切手を貼った返信用封筒

〇在学生の方
　●「郵送による学生証交付申請書」
　●有効期限切れの学生証
　●特定記録郵便料金244円分の切手を貼った返信用封筒

氏　　名：

生年月日：　大正　・　昭和　・　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

住　　所：　〒

電話番号：

学生の種類（○で囲んでください）

【学　部】 　全科履修生 　・ 　選科履修生 　・ 　科目履修生　 ・　 特別聴講学生

【大学院】 　修士全科生 　・ 　修士選科生　 ・ 　修士科目生　 ・　 博士全科生

学生番号：

【郵送による学生証交付申請書】

有効期限は、顔写真の下に
記載されています。
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『科目登録決定通知書・学費払込取扱票』が届いたら、面接授業の登録がされているか、必ず確認してください。
定員を上回る登録申請があった科目については、抽選による選考をおこないますので、落選する場合もあります。
学費納入が済み、受講が決まったら、かならず再度『授業概要（シラバス）』を確認してください。
【教科書】、【参考書】、【受講者が当日用意するもの】、【その他（特記事項）】、【受講前の準備学習等】など、受講に必要なさ
まざまな事が記載されています。

●授業当日の体調等について
以下の①～⑥に該当する方は、授業への参加を控えてください。
①発熱がある（おおむね37.5℃以上、又は平熱より１℃以上高い場合。授業当日、来所前に検温をお願いします）
②咳・のどの痛みなどの症状がある
③だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある
④味覚や嗅覚の異常がある
⑤新型コロナウイルス感染症陽性とされた人と濃厚接触がある
⑥同居家族や身近な人に感染の疑われる人がいる

●マスクの着用
　学習センター内では、かならずマスクを着用してください。
●手指のアルコール消毒
　教室に入る前は、かならず備え付けのアルコールで手指を消毒してください。
●授業中の座席について
　座席には番号をふってあります。
　２日間（授業日程中）、かならず同じ座席に着席するようにしてください。
●教室の換気について
　換気のため、窓や出入口扉を開けています。
　必要時にはエアコンを作動させますが、細かな暑さ・寒さ対策は各自でお願いします。
●昼食について
　昼食を学習センター内で食べる方は、指定された場所でお願いします。
　食事の際は、学生同士向き合うことや食べながら会話することは、おやめください。
　また、外食の際も感染症対策を十分行ってください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、愛媛学習センターでの面接授業については、下記の事項を確認、了解の上、
受講されるようお願いいたします。

受講にあたってのお願い

科目登録の確認について

教科書は授業で使用するものです。受講者は各自で準備し、授業当日は必ず持参してください。
●学習センターでの貸し出しは行いません。
●図書によっては書店での取寄せが必要になり、用意に時間がかかる場合がありますので、なるべく余裕を持って注
文・購入してください。

●【参考書】は、授業受講時に必ず購入・持参するものではありません。愛媛学習センター開講の面接授業の参考書は、
愛媛学習センターの図書室に一部配架されています。貸し出しは行っていませんが、図書室内で閲覧することが可
能です。

教科書の必要な科目について

書店での販売はありません。一般社団法人
ＳＤＧｓ市民社会ネットワークから購入し
てください。購入方法については、ホーム
ページを参照願います。
（https://www.sdgs-japan.net/toolkit）

明屋書店、ジュンク堂書店、アマゾン、楽
天ブックス等でお早めにご購入ください。

明屋書店、ジュンク堂書店、アマゾン、楽
天ブックス等でお早めにご購入ください。

『自信を持って行動できるメンタルのつくり方』
（中嶋美知／セルバ出版／￥1,760／ISBN＝9784863675032）

『経済学概論』
（川口和仁／学術図書出版社／￥1,760／ISBN＝9784780607413）

『基本解説　そうだったのか。SDGs 2020』
（一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク／一般社団法人 SDGs市
民社会ネットワーク／￥1,100／ISBN＝9784991023613）

自信の
メンタルモデル

Withコロナと
SDGs

経済学入門

科　目　名 教　　科　　書 購　入　方　法

愛媛学習センター開講面接授業の受講について
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科目区分 科　　　目　　　名 担　当　講　師 開 講 日 追加登録申込
締切日

不測の事態
発生時

科目
コード

基盤

専門

導入

専門

専門

専門

専門

導入

専門

基盤

専門

導入

導入

専門

専門

専門

導入

基盤

専門

専門

2576694

2576813

2576740

2576783

2576767

2576821

2566850

2576732

2576791

2576686

2576775

2576716

2576759

2576856

2576848

2576805

2576724

2576708

2576830

2567091

Web授業

Web授業

閉　講

Web授業

閉　講

Web授業

閉　講

Web授業

閉　講

閉　講

Web授業

Web授業

Web授業

Web授業

閉　講

閉　講

Web授業

閉　講

閉　講

閉　講

基礎から学ぶフランス語

日本近代文学と文化誌

英語コミュニケーション論入門

自信のメンタルモデル

感染症に対する生体防御のしくみ

食塩が結ぶ近代の瀬戸内とアジア

心理学実験１

経済学の系譜から考える金融学

子どもと教育

レポート、論文の表現方法

「健康」と「生」の意識探求

生命を生化学・生理学から知る

WithコロナとSDGs

環境化学

微分方程式と数理モデル

経済学入門

初めての臨床心理学

英語コミュニケーション方略

円周率の計算法

心理学実験３

柳　　　光　子

中　根　隆　行

高　橋　千　佳

中　嶋　美　知

山　田　武　司

中　川　未　来

十　河　宏　行

近　廣　昌　志

藤　原　一　弘

藤　堂　浩　伸

荘　厳　茶　茶

渡　部　保　夫

小　林　　　修

高　橋　　　真

安　藤　和　典

川　口　和　仁

相　模　健　人

中　山　　　晃

大　浦　拓　哉

水　口　啓　吾

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・准教授）

（office de・Sign合同会社・代表社員）

（愛媛県立医療技術大学・教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・特定教授）

（松山東雲短期大学・准教授）

（愛媛大学・名誉教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・准教授）

（京都大学数理解析研究所・助教）

（愛媛大学・講師）

外　国　語

人間と文化

人間と文化

心理と教育

生活と福祉

人間と文化

心理と教育

社会と産業

心理と教育

　

生活と福祉

生活と福祉

自然と環境

自然と環境

自然と環境

社会と産業

心理と教育

外　国　語

情　　　報

心理と教育

4/23㈮ 1～3時限
4/24㈯ 1～2時限
4/25㈰ 1～3時限

4/17(土)
4/18(日)

4/24(土)
4/25(日)

5/ 8(土)
5/ 9(日)

　

追加登録なし

4/27(火)※

5/15(土)

5/16(日)

5/22(土)

5/29(土)

6/ 5(土)

6/19(土)

6/26(土)

7/ 3(土)

5/22(土)
5/23(日)

5/29(土)
5/30(日)

6/ 5(土)
6/ 6(日)

6/12(土)
6/13(日)

6/26(土)
6/27(日)

7/ 3(土)
7/ 4(日)

7/10(土)
7/11(日)

5/22㈯ 3・4時限
5/29㈯ 3・4時限
6/ 5㈯ 3・4時限
6/12㈯ 3・4時限

5/23㈰ 1・2時限
5/30㈰ 1・2時限
6/ 6㈰ 1・2時限
6/13㈰ 1・2時限

愛媛学習センター面接授業開講科目一覧2021年度
第１学期

今後の新型コロナウイルスの拡散状況により、「対面授業の中止（閉講）」または「Zoom等のシステムによるWeb授業」への
変更、状況次第では代替措置を講じる可能性がありますので、学習センターからのお知らせやシステムWAKABAへの掲示に
くれぐれもご注意ください。
なお、シラバス左下の「実施会場」欄に、“※不測の事態発生時は閉講”または“※不測の事態発生時はWeb授業で開講”と表示
していますので、これらの措置が実施される可能性があることをご理解いただき、面接授業の科目登録をご検討ください。

2021年度第1学期面接授業についてのお知らせ

●授業内容等の詳細につきましては、『2021年度第１学期　面接授業時間割表【中国・四国ブロック版】』P.86～P.95でご確認ください。
●科目登録決定後、空席のある科目については、所定の期間内に追加登録を受付けます。
※印は、追加登録期間が通常（原則として、開講日の1週間前まで）と異なりますので、ご注意ください。

授
業
形
態
が

変
更
に
な
る

場
合
が
あ
る
よ
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科目登録決定後、空席のある科目については、当該科目を開設する学習センターで所定の期間内

に追加登録を受付けます。但し、定員に達し次第、受付を終了します。

学習センターによって追加登録の受付方法・受付期間などが異なりますので、ご注意ください。

また、追加登録申請受付後の、キャンセル、変更等は認められませんので、ご注意ください。

空席状況の発表日

『学生生活の栞』
（学部）P.63～面接授業の追加登録について2021年度

第１学期

■4月16日㈮  12：00
および愛媛学習センター内掲示で発表します。システムWAKABA

『面接授業（第1学期）の
ページ』をクリック！

『お知らせ』➡「空席状
況のお知らせ」に掲載

２

１
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申　請　方　法

１．窓口申請
受付初日10時までに来所の方を対象に、希望者多数の場合は抽選を行います。それ以降は先着順と

なります。必ず、学生証（コピー不可）と授業料（１科目 5,500円（つり銭のないよう、お願いします））

を持参してください。

２．郵送申請
追加登録期間に、やむを得ず愛媛学習センターに来所できない方に対しては、

郵送（現金書留）による申請を受け付けます。
※郵送分は初日の17時以降の登録となりますので、ご注意ください。

●受付期間：空席状況の表示が始まってから、科目ごとに定められた受付期限日まで

●申請方法：現金書留で①～④を同封の上、愛媛学習センター宛に郵送

　①面接授業科目追加登録申請書

　②学生証のコピー

　③授業料（１科目 5,500円×希望科目数）

　④返信用封筒（長形３号（120×235ミリ）・宛先を明記し、84円切手を貼付したもの）

〈注意事項〉

•希望者多数の場合は、直接来所の方を優先します。

•登録できなかった科目の授業料は、返送に係る費用を差し引いた金額を返金します。

■愛媛学習センター開講科目の申請方法

参 照 『2021年度第１学期　面接授業時間割表【中国・四国ブロック版】』…………P.８

『2021年度第１学期　面接授業開設科目一覧』……………………………………P.15

『空席照会』を
クリック！

◆空席状況の確認方法◆
４月22日㈭15：00～はシステムWAKABAで
空席状況をリアルタイムで確認できます。

システムWAKABAへログイン
　　→教務情報→科目登録申請→
　　　空席照会→〈希望の科目を検索〉

追加登録期間
■4月22日㈭～
【４月～７月開講の授業】

　　科目ごとに定められた受付期限日まで（原則として開講日の１週間前・一部例外あり）

【８ 月 開 講 の 授 業】

　　７月18日㈰まで
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　本年度をもって放送大学の客員教員を退任することとなりました。2016年４
月から2021年３月までの５年間、大変お世話になりました。
　１年目の放送大学入学式で「私の専門は農業土木学という非常にマイナーな
学問ですので、皆さんから私に聞きたいことは何もないと思いますが、仲介役
はできますので、なんなりとお申し付けください。」と自虐的に挨拶したことを
覚えています。私の出勤日は基本的に毎週土曜日の午前でしたが、案の定、相
談してくれる学生さんも少なく、来ていただいてもお望みの返答が出来なかっ
たように思います。また、公開講演会でもいろいろと工夫をしたつもりでした

が、なかなか集客できませんでした。「学び」をお手伝いするという重要な任務をいただいたのですが、
力及ばず本当に申し訳ありませんでした。
　「にぎたつカフェ」では学生の方々と大変楽しくお話させていただきましたが、これも「にぎたつ
会」幹部の方々のお気遣いの賜物と感謝しております。この一年、コロナ禍の影響でどなたともお会い
できなかったことが本当に心残りです。またどこかでお目にかかれることを期待しております。
　私の本拠地である愛媛大学も激変の一年でした。リモートでの講義は初めての経験で、未だに試行錯
誤を繰り返しています。もっと放送大学のノウハウを学んでおけばと今更ながら後悔しております。今
後ともご指導をお願いいたします。
　最後になりますが、加藤所長、村上前所長、客員教員の先生方、事務スタッフの皆様には大変お世話
になりました。心より感謝を申し上げると共に、放送大学愛媛学習センターの今後益々のご発展をお祈
り申し上げます。

小　林　範　之 先生客員教員　退任挨拶

　前回の機関誌『坊っちゃん第102号』で、すでに退任のご挨拶をさせていた
だきましたので、ここでは、「私の学び観」をお伝えして、ご挨拶に代えさせて
いただきます。
　以前、お話しさせていただきました私の大好きな『フーテンの寅さん』につい
て、再度、お話させていただきます。とにかく、彼の生き方が大好きなんです。
　『寅さんシリ－ズ第39作』の中に、こんなせりふがあります。
満男が寅さんに「人間は何のために生きているのかな」と尋ねると、寅さんは、
次のように答えるのです。「何て言うかな、ほら、あ～生まれて来てよかったな

って思うことが何べんかあるだろう。そのために人間生きてんじゃねえのか」。
　「あ～生まれて来てよかったな」と思う瞬間は、人により、その置かれた状況によりさまざまでしょ
うが、私は二通りあると考えています。
　一つは、自分の夢や思いや願いが叶ったとき、「自分のお気に入りの嗜好品が手に入った」とか、「望ん
でいた仕事に就職できた」とか等、自分の内にある夢や思いが叶ったときでしょう。
　もう一つは、他者から自分の存在や行動が認められたとき。「あの人に喜んでもらえてよかった」とか、
「自分の作ったものが世間で必要とされている」等を実感したとき、つまり、自分の外の世界との良好
な関係性が認められたとき、人は「生まれて来てよかった」と思うに違いありません。
　『フーテンの寅さん』が、なぜ国民的人気となったのでしょうか。寅さんは、決して社会的に高い地
位を得たとか、大金持ちになったという意味の生き方をしてはいません。むしろ放浪者に過ぎない生き
方をしています。その彼が、他者のために尽くす生き方をするのです。自らの栄華目的の人生ではな
く、困っている人に心から手を差し伸べて尽くす、その心意気、いや生き方に人は拍手を贈るのでし
ょう。生涯学習における「学びの意味」の本質は、ここにあると思います。みなさんの「生きていて
よかったなあ」を発見するようなマナビストでいてくださることを願いつつ、退任のご挨拶とさせて
いただきます。いろいろとお世話になりました。ありがとうございました。感謝、深謝です。

平　松　義　樹 先生客員教員　退任挨拶
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　2016年４月から2021年３月までの５年間、愛媛学習センターの客員教員を務
めさせていただきました。この間、貴重な経験を数多く積ませていただきまし
たが、とりわけ、社会経験を多く積まれた放送大学の学生さんの出会いはとて
も新鮮でした。本務校の愛媛大学法文学部では、普段20歳前後の学生と接する
ことが多いのですが、仕事や家庭を持ちながら意欲的に学ぶセンターの学生さ
んの熱意に触れることで、私自身、大学での「学び」の意味について考え直す
ことができました。
　面接授業では、私の専門である英語語用論・社会言語学や、教養英語一般を

何度か担当させていただきました。英語は、グローバル化した社会でのコミュニケーションの手段とし
て、最近ではリスニングやスピーキングのスキルが重視されがちですが、様々な専門分野を学ぶ上では、
リーディングやライティングの力も非常に重要です。語学が苦手だと言われる方も多いですが、機会が
あれば是非再挑戦していただきたいと思います。
　最後になりますが、在職中は加藤所長、村上前所長をはじめ、客員教員の先生方、事務スタッフの皆
様に大変お世話になりました。心から厚くお礼申し上げます。今後の放送大学愛媛学習センターのご発
展をお祈り申し上げます。
　４月以降も愛媛大学法文学部で勤務いたしますので、またお目にかかる機会も多いかと思います。ど
うぞこれからも、よろしくお願い申し上げます。

　事務室の小池です。このたび10年以上お世話になった放送大学を退職することとな
りました。
　放送大学では、もし私が子どもの頃にこんな先生に会えていたなら、人生変わって
いたかもしれない…と思うような楽しい先生方や、すごいな～私も頑張ろう！と、
日々良い刺激を与えてくれた学生の皆様、仕事で（ときにはプライベートなことま
で）力になってくれた職員の皆様など、素晴らしい出会いにたくさん恵まれました。
　また、昨年はコロナ禍が始まり、当たり前と思っていた日常が大きく変わる中、私
事ですが突然の愛犬との別れもあり、正解も答えもないようなことを考える時間も多
くいただきました。
　今後、まずはコロナが収束し、明るく自由な未来が拓けますよう、また、皆様方の
ご多幸を心からお祈りしております。
　本当にありがとうございました。再見！

　このたび、愛媛学習センターでの5年間の勤務を終えることになりました。前職を
含めると40年余り大学職員として経験を重ねて参りました。給与をいただく以上楽し
いことばかりであったわけではありませんが、その間、常に周囲の人に恵まれたこと
をありがたく思います。
　昨年からCOVID－19が蔓延し、放送大学にも大きな影響を及ぼしました。今年度
第１学期には面接授業全面閉講という未曾有の事態に見舞われました。そのような中
で「開かれた大学」として学びの場を守るべく、学園全体で知恵を絞り、愛媛学習セ
ンターでも職員一丸となって取り組んで参りました。しかしながら学生の皆様には思
い描いた学生生活を送ることができず、失望したり戸惑ったりすることもあったので
はないかと申し訳ない気持ちです。一方では、従来の「対面」から「遠隔」へと形を変え
て学修機会が広がりつつあることに救われる思いがします。
　４月からは全科履修生として引き続き放送大学に籍を置きます。まだ先が見通せま
せんが、学友として皆様にお目にかかる日を楽しみにしています。
　どうか皆様お元気にお過ごしください。ありがとうございました。

木　下　英　文 先生客員教員　退任挨拶

職員退任あいさつ

兒玉　健志

小池　　希
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●クイズ（問題）
　Ｑ：道後温泉では、朝６時、正午、夕方６時に太鼓を打っています、明治27年当時は１日何回打

っていたでしょう。
　Ａ：毎正時の24回打っていたそうです。
　　　１時間毎に太鼓で時を知らせていましたが、深夜の太鼓は宿泊客の眠りを妨げると苦情が出

て、大正５年頃には５回になり、その後３回になりました。
　Ｑ：松山城にはほかの天守には見られないものがあり、
　　　「松山城の七不思議」と云われています。
　　　いくつご存知ですか？

●参加者募集
１．折り紙教室　毎月第３火曜日13時30分～教材準備室ほか
　４月の再開に向けて準備中です。今年度は、「床の間を飾る」と銘打って昔慣れ親しんだもの
をテーマとして取り上げながら季節感のあふれるものを取り上げたいと考えています。
　詳細は、センターＨＰ:https://www.sc.ouj.ac.jp/center/ehime/about/circle.html（同
窓会）又は、愛媛学習センター電話089－923－8544、行事担当役員（友近）080－4037－4196
までお問い合わせ下さい。

２．「山頭火 ｉｎ 松山」講演会　於いて、一草庵
　なぜ、山頭火は終焉の地に松山を選んだのか！！一草庵、山頭火倶楽部
前理事長・藤岡照房氏による講演会、藤岡氏は幼少の時山頭火に遊んでも
らったという数少ない山頭火の生き証人である。
（コロナの発生状況をみながら取り組みます。）

３．折り紙教室では、以下の行事も取り入れて活動しています。（ＨＰ参照）
　⑴　御幸寺山登山（未登山者）に再挑戦。
　⑵　淡路ヶ峠登山（計画中）
　⑶　伊豫の七福神参り（計画中）
　⑷　山野辺の道散策（計画中）
　　（コロナの発生状況をみながら実施予定）

「にぎたつ会」からのお知らせ

同　窓　会　便　り

《にぎたつ会総会》
令和３年５月16日㈰　12時30分　受　　　付
　　　　　　　　　　13時00分　開　　　始 
　　　　　　　　　　13時40分　特別講演会　講師：岡野 大先生
　　　　　　　　　　14時40分　解　　　散　交流パーティーは行いません。
　　　　　　　　　　※いずれも学習センターの方針に従い中止する場合があります。

《新入会員募集》
新入生や在校生の皆さまの入会をお待ちしております。
会費（1,000円/年）は以下の方法でご入金ください。
①学習センター窓口へ持参　　②郵便振替で払込　01690－0－40957（にぎたつ会）

古切手・ベルマークの収集箱を学生交流スペースに設置しました。ご協力をお願いします。
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印…センター閉所日
印…面接授業
印…卒業証書・学位記授与式

４月・５月・６月　教務スケジュール
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【４月】
１日㈬　放送授業開始
４日㈰　2020年度第２学期学位記授与式及び2021年度

第１学期入学者の集い
16日㈮　面接授業空席発表（12時）
22日㈭　面接授業追加登録開始（～各科目の受付期限まで）
【面接授業】
17日㈯・18日㈰　●基礎から学ぶフランス語
　　　　　　　　●日本近代文学と文化誌
23日㈮・24日㈯・25日㈰
　　　　　　　　●英語コミュニケーション論入門
24日㈯・25日㈰　●自信のメンタルモデル

【５月】
７日㈮　通信指導提出受付開始（Web）
14日㈮　通信指導提出受付開始（郵送）
28日㈮　通信指導提出〆切（郵送は本部必着、Webは17時まで）
【面接授業】
８日㈯・９日㈰　●感染症に対する生体防御のしくみ
　　　　　　　　●心理学実験１
　　　　　　　　●食塩が結ぶ近代の瀬戸内とアジア
22日㈯・29日㈯・６月５日㈯・６月12日㈯
　　　　　　　　●経済学の系譜から考える金融学
22日㈯・23日㈰　●子どもと教育
23日㈰・30日㈰・６月６日㈰・６月13日㈰
　　　　　　　　●レポート、論文の表現方法
29日㈯・30日㈰　●「健康」と「生」の意識探究

【６月】
上旬　第２学期募集要項配布・出願受付開始
　　　（～９月中旬まで）
【面接授業】
５日㈯・６日㈰　●生命を生化学・生理学から知る
12日㈯・13日㈰　●WithコロナとSDGs
26日㈯・27日㈰　●微分方程式と数理モデル
　　　　　　　　●環境化学
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　2021年度第１学期単位認定試験は、引き続き自宅受験方式にて実施することにな
りました。今後も変更事項があれば、郵送物やホームページでお知らせいたします。

ご登録の住所に誤りや変更がないか、今一度ご確認ください。

視聴学習・図書室からのお知らせ視聴学習・図書室からのお知らせ

機関誌「坊っちゃん」は郵送でお届けするほか、愛媛学習センターのホームページにも掲載しています。
バックナンバーもご覧になれます。ぜひご利用ください。

　下記の期間は、新学期準備とセンター行事（卒業証書・学位記授与式及び入学者の集い）により
閉室といたします。

　閉室中の図書の返却は、愛媛学習センター事務室３階窓口または返却ポスト（センターがある
建物の１階玄関横の放送大学郵便受け）へお願いいたします。 

閉室期間：3月9日（火） ～ 3月31日（水）
　　　　　4月4日（日）

放送大学附属図書館（本部）所蔵図書の利用について
　ＯＰＡＣ蔵書検索システム、または視聴学習・

図書室に備付の申込用紙で本部図書の取り寄せ・

室外貸出ができます。

※詳細は放送大学附属図書館ホームページ
　（https://lib.ouj.ac.jp/）でご確認ください。
※休学中の方は貸出を受けることができません。
※愛媛学習センター所蔵図書の貸出はしておりません。

利用者身分 貸出冊数 貸出期間

学　部　学　生

大学院生（博士）

大学院生（修士）

卒 研 履 修 生

10冊

30冊

20冊

20冊

１ヶ月
（31日間）

※予約がない場合１回のみ延長可（処理日より14日間）


