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　今年の４月から放送大学愛媛学習センターに客員教員として勤めることになり
ました相模健人です。さがみ たけひと と読みます。普段は愛媛大学教育学部に
勤めていて、学部は教員志望の学生さんに教育相談を教え、大学院ではカウンセ
ラーを目指す院生さんに臨床心理学を教えています。ということで、いわゆるカ

ウンセラーです。1995年の開始当初からスクールカウンセラーの仕事を多くしてきました。最初は家族を対
象とした家族療法を学んでいて、スクールカウンセラーの仕事を始めてから解決志向ブリーフセラピーを学
ぶこととなりました。
　私はこれまで振り返って勉強が好きな方ではありませんでした。お世辞にもあまり成績のいい方ではあり
ませんでしたし、かといってスポーツも得意ではないという人でした。ただ大学で家族療法の面接ビデオを
見たことで臨床心理学に興味を持つことになりました。そこには徐々にですが、家族関係が変わっていく様
子が映っていて、不登校が改善していっていました。これをきっかけに不登校など学校での問題にも関心を
抱くようになりました。
　そして家族療法の本を読んでみれば、更にこんなことするの？と思うような摩訶不思議な方法でいろいろ
な問題を解決していくのを目の当たりにするとどんどん興味が沸いてきました。そんな訳で今考えれば、よ
くこんな難しい本を…と思ってしまう本を読み漁っていきました。
　そうして大学院の修士課程にそのまま進み、家族療法を実践するのですが、徐々に家族関係が変わるもの
の、摩訶不思議な方法というところは使いこなせず、うーんと思っているときにスクールカウンセラーの仕
事を始めると、今度は家族で来られる方は当然少なく、家族療法自体が難しいと思っていました。
　そんなとき、大学院の同級生から解決志向ブリーフセラピーを教えられ、研究会に通う内に今度は段々と
解決志向ブリーフセラピーの同じく摩訶不思議さに興味を持っていきました。魔法のようにクライアント
（相談に来た人）さんから例外や解決像を引き出して、どんどんクライアントさんが変わっていき、ポジテ
ィブになっていく姿を見ると、今度は解決志向ブリーフセラピーの本を読み漁ってしまうのでした。
　そして解決志向ブリーフセラピーを実践するとクライアントさんのいろいろな要望にうまく答えられる相
談が出来るようになり、実際に改善していくことも多くなってきました。
　そのまま大学院の博士課程に進むと１週に一冊のペースで今度はスクールカウンセラーの本も含めていろ
いろな本を読むようになり、ゼミで報告するようになり、こんなに勉強好きだったっけ？と思うようになり
ました。まあ今度は論文を書くのに苦戦することになるのですが。
　考えてみると、興味を持ったものは面白い！知りたい！となります。みなさんもそうではないでしょう
か？スクールカウンセラーでお話するお子さんも興味があることについては驚くほど知っていますし、尋ね
ると時間を忘れるほど教えてくれます。そのことを活かして不登校のお子さんが再登校される場合だって、
時にはあったりします。
　そう考えると放送大学ではみなさんの興味、関心に応じて、第一線の先生方による最新の知に関する多数
の授業が開かれています。みなさんも放送大学でぜひ自身の学びたいことについて、学びたい時に、勉強し
てみてください。

放送大学愛媛学習センター　客員教員　相模　健人
学びたいことを学ぼう
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学位記授与式・入学者の集いの駐車場案内

　愛媛学習センターでは、令和元年度第１学期「卒業証書・学位記授与式」及び
令和元年度第２学期「入学者の集い」を下記の日程で開催いたします。
　在学生・再入学生の方もぜひご出席ください。

※　同封の「入学者の集い」出欠確認票（郵便はがき）にて、9月27日㈮、必着で出欠を必ずお知らせください。
　（欠席の場合も必ず返信してください。）
　　新入生の方で、当日欠席される方は、10月１日㈫以降なるべくお早めに愛媛学習センター事務室までお越
しください。（学生証受取の際には、入学許可書または古い学生証を持参してください。）

記
●日　程　　令和元年10月6日（日）
　　　　　　卒業証書・学位記授与式………１０：００～１０：４５
　　　　　　入学者の集い……………………１０：４５～１１：３０
　　　　　　新入生オリエンテーション……１１：３０～１２：００
　　　　　　施設案内…………………………１２：００～１２：１５

●場　所　　総合情報メディアセンター　１階　メディアホール
　　　　　　（放送大学が入っている建物の１階です）

●持参物　　入学許可書（新入生）、学生証（在学生）

『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　時：令和元年10月６日（日）１２：３０～
●場　所：放送大学愛媛学習センター　４階 講義室
●参加費：５００円（当日集めます）

記

愛媛学習センター学びの集い
　「卒業証書・学位記授与式」「入学者の集い」終了後、愛媛学習センター学友会「にぎたつ会」・
愛媛同窓会　共催による交流会「愛媛学習センター学びの集い」が行われます。客員教員や卒
業生・新入生・在学生の交流により、お互いの履修科目のことや日頃の学習の進め方、面接授
業や卒業研究のこと
など様々な情報を交
換できる場です。サ
ークル紹介もありま
すので、ぜひご参加
ください。

ご不明な点などありましたら放送大学愛媛学習センターへお問い合わせください。　電話089－923－8544

★１０月６日(日)の下記の時間帯は立体駐車場が出入りできます。
①9：30～10：15　②11：30～12：30　③13：30～14：00出入りできる

時間帯
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特別講演会を開催しました!

卒業研究・大学院修士全科生
入学希望者ガイダンスを開催しました!

放送大学愛媛学習センターにて、石丸昌彦先生（放送大学教授）による特別講演
会を開催しました。

卒業研究履修ガイダンスでは、本部職員と石丸昌彦先生（放送大学教授）から、
わかりやすい説明がありました。また、大学院ガイダンスでは、修了生１名から
体験談の発表があり、とても参考になりました。

特別講演会は、郵送やホームページ等でご案内しております。
ご都合の合う日時がございましたら、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

「卒業研究ガイダンス」「大学院修士全科生入学希望者ガイダンス」は毎年６月に開催しています。
年に１度のみの開催ですので、興味のある方はぜひご参加ください。

演題「こころの健康を支えるもの ～からだ・あたま・なかま・たましい～」

6月23日㈰

6月23日㈰
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面接授業追加登録受付期間

追加登録申請方法

空 席 発 表：2019年10月19日（土） 12時
追加登録期間：【10月～１月開講の授業】10月25日㈮ ～ 開講日の１週間前
　　　　　　　【２月開講の授業】　　　10月25日㈮ ～ １月19日㈰まで
対　　象　　者：2019年度２学期に学籍のある全科履修生・選科履修生・科目履修生

通信指導問題は、学園本部より印刷教材と一緒に送付されます。（２学期新規開設科目については別途送付）
放送・印刷教材により行われる授業について、ほぼ第１回～８回までの範囲で出題され、その答案を
提出し、担当教員の添削指導を受けます。これにより学期末の単位認定試験の受験資格が得られます。

※未提出や期限を過ぎての到着は評価対象となりませんので、提出期限は必ず守ってください。
※提出については一部の科目を除き、郵送によるものの他、インターネット上で解答・提出・解説の閲覧ができる
『Web通信指導』が利用できます。『Web通信指導』で問題の提出（送信）を行った場合には、郵送による提出は不要
です（提出されても無効となります）。また、利用するパソコンおよびネットワーク環境に起因するトラブルにより
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、余裕を持って提出（送信）してください。

　受付初日の10時から受付を開始し、初日のみ空席を上回っている場合は抽選を行い、それ以降は
空席が埋まるまで、先着順で受付を行います。
　代理人による登録もできますが、必ず、学生証と授業料を持参してください。

学習センター窓口での申請

　追加科目登録期間に、やむを得ず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）
でも受け付けております。※郵送分は登録期間初日の17時以降の登録となりますので、ご注意ください。
　●郵送での受付期間……空席状況の表示が始まってから、科目ごとに定められた期限日まで
　●登 録 方 法……郵送（現金書留）にてお申し込みください。
　●現金書留の封筒に同封していただくもの
　　　●追加登録申請書　　　●学生証のコピー　　　●授業料（１科目 5,500円）
　　　●82円切手を貼付した返信用封筒（宛先を明記、「科目追加登録決定通知書兼領収書」返信用）
〈注意事項〉※郵送分が多数で、定員を超えた場合は学習センターで抽選させていただきますので、ご了承ください。

※満席となり、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お返しいたします。
※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。

郵送による申請

※追加登録の詳細日程は、放送大学ホームページでご確認ください。

【提出期限】
◆郵送による提出の場合………………11月15日㈮～11月29日㈮必着
◆Web通信指導による提出の場合…11月８日㈮10:00～11月29日㈮17:00まで

通信指導について通信指導について通信指導について
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面接授業の追加科目登録について
【注意】※印…追加登録期間が通常と異なります。

2019年度 第2学期

基盤

専門

専門

導入

専門

専門

基盤

専門

導入

専門

専門

専門

専門

基盤

専門

専門

専門

専門

専門

専門

新・初歩からのパソコン

「健康に生きる」ための栄養学

歌舞伎の世界

行政学

現代社会の子育てと保育

心理学実験３

英語リスニングの方法B

対話と理解の心理学

英語コミュニケーション論入門

生徒指導論入門

はじめての画像認識と機械学習

頭頸部がん入門

愛媛を語る。伊予弁・子規・漱石

おもてなしの韓国語

日本語のオノマトペ

子どもの社会的自立と学校教育

現代科学で学ぶ生命の不思議

農業と食料の現段階を理解する

法的トラブルとその解決手続

トマトの園芸学

（基 盤 科 目）

（生活と福祉）

（人間と文化）

（社会と産業）

（生活と福祉）

（心理と教育）

（外　国　語）

（心理と教育）

（人間と文化）

（心理と教育）

（情　　　報）

（生活と福祉）

（人間と文化）

（外　国　語）

（人間と文化）

（心理と教育）

（自然と環境）

（社会と産業）

（社会と産業）

（自然と環境）

木　下　浩　二

森　本　千　恵

神楽岡　幼　子

太　田　響　子

荘　厳　茶　茶

坂　根　照　文

木　下　英　文

信　原　孝　司

高　橋　千　佳

平　松　義　樹

木　下　浩　二

脇　坂　浩　之

木　藤　隆　雄

池　　　貞　姫

秋　山　英　治

城　戸　　　茂

林　　　秀　則

椿　　　真　一

小　田　敬　美

片　岡　圭　子

（愛媛大学・講師）

（松山東雲短期大学・准教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・准教授）

（松山東雲短期大学・准教授）

（愛媛大学・名誉教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・名誉教授）

（愛媛大学・講師）

（愛媛県立医療技術大学・教授）

（愛媛大学・客員教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・特命教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・教授）

 11月 2日㈯

 11月 2日㈯

11月 9日㈯

11月 9日㈯

11月 9日㈯

※11月22日㈮

※11月22日㈮

11月30日㈯

11月30日㈯

12月 7日㈯

12月 7日㈯

12月 7日㈯

1月 4日㈯

1月 4日㈯

区分 科　　目　　名　（専攻） 担　当　講　師 申込受付締切日実　施　日
10月19日㈯
20日㈰

10月19日㈯
20日㈰

10月19日㈯
20日㈰

10月26日㈯
27日㈰

10月26日㈯
 27日㈰

10月26日㈯
27日㈰

11月 9日㈯
10日㈰

11月 9日㈯
10日㈰

11月16日㈯
17日㈰

11月16日㈯
17日㈰

11月16日㈯
17日㈰

11月30日㈯
12月 1日㈰
11月30日㈯
12月 1日㈰
12月 7日㈯

8日㈰
12月 7日㈯

8日㈰
12月14日㈯
15日㈰

12月14日㈯
15日㈰

12月21日㈯
22日㈰

1月11日㈯
12日㈰

1月11日㈯
12日㈰

★定員に余裕がある科目については、追加科目登録を受け付けます。
★講義概要・日程・時間割等は、面接授業時間割表【中国・四国ブロック版】をご覧ください。
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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視聴学習・図書室からのお知らせ

★栄養と料理
★経済セミナー
★NEWTON（ニュートン）
★文藝春秋
★臨床心理学
★Interface（インターフェース）
★ナショナルジオグラフィック日本
★日経サイエンス
★日経PC21
★選択
※図書室入口付近に配架しています！

2019年度室内備付雑誌紹介!

図書室内にはパソコン室があり、学生の方なら
ご利用いただけます。
インターネットがご利用できます。
（※パソコンの使用は学習目
　的の利用に限ります！）

●利用方法●
★受付カウンターへ申し出下さい。
 「パソコン室利用届」をお渡しいたしますの
で、利用終了後、必要事項をご記入の上受付
カウンターまで提出下さい。

パソコン室利用について
★荷物はなるべくロッカーへお入れください。

★携帯電話は電源を切るか、マナーモードに設
定してください。通話は室外でお願いします。

★飲食禁止！持ち込みも禁止しています。
　（ペットボトル等も禁止です。）

★室内の温度調節は一人ひとりの要望に応える
ことは難しいため、服装等で調整をお願いし
ます。

図書室内利用について

毎
月
配
架
中
で
す
！

視聴学習・図書室に入室の際は
「学生証」を受付カウンターに

提出してください。！

１０月６日（日）は卒業証書・
学位記授与式・入学者の集い
のため閉室させていただきます。

閉室の
お知らせ

愛媛所蔵図書
の室外貸出は

　　　　　　
　

終了しました
が、　

室内で閲覧は
出来ますので

学習の合間に
手に取ってみ

ては

いかがですか
？

今年も
新着図書７４冊

配架いたしまし
た！
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◎他にもいろいろなジャンルの図書を取り揃えています。
学習の合間の気分転換に、ぜひ手にとってみてください♪

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

新着図書のご案内
今年も愛媛学習センター客員教員の推薦図書を74冊配架しました。
（※室内での閲覧のみとなります。）

人と人工知能の言語理解の違いについて読みやすい物語りで解説された一冊。
果たして怠け者のイタチたちは、なんでも言うことをきいてくれる完璧なロボッ
トを作り出すことができるのか。

『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』 川添　愛 著

大学受験を迎えた「僕」の苦悩と数学ガールたちとの交流が軽やかに描かれた魅
惑の数学物語。
テーマの理論が理解できなくても、考え方が楽しめる読みやすい作品です。

『数学ガール　ポアンカレ予想』 結城　浩 監修

街歩きを趣味とするタモリが、江戸時代・明治時代などの古地図を手に、日本各
地の街を散策。その街に古くから残る、建造物・神社・公園・坂道・通り・観光
スポット・飲食店・駅・川・橋などをタモリ独自の視点で楽しみながら、現代の
街並みに残る《歴史の痕跡》を発見。

『ブラタモリ』　第1巻～16巻 　　　

大正12年生まれの大作家による、大ヒットエッセイ集。
ユーモアある表現で現代を痛快に切りまくり、高年齢層から若年層まで世代を超
えて共感を集める、クスっと笑える一冊。

『九十歳。何がめでたい』 佐藤　愛子 著

西洋医学の分析の追求による短時間で合理的な判断と、東洋的な武道における身
体観と鍛錬による判断という、異なる身体へのアプローチについて考察した興味
深い内容。
医師で合気道家でもある著者による、刺激に満ちた身体論！

『身体知性　医師が見つけた身体と感情の深いつながり』佐藤　友亮 著

おすすめ図書

松山道後温泉の回は第６巻に収録！
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　平松義樹客員教授（愛媛大学名誉教授）から、
「子どもの問題行動とその背景～いじめ問題を考え
る～」と題して、子どもの質的変化やいじめが起こ
るメカニズム、家庭や学校の問題などについて、実
例や関連する書籍の紹介なども交えてお話しいただ
きました。聴講した学校関係者からは、この講演の
成果を現場で生かしたいとの感想があった他、一般

の方からは、「いじめの問題は命の問題」と考え、子どもたちが安心して成長できる環境
を整えたいなどの感想が寄せられました。

○「放送大学で張りのあるセカンドライフ」自然と環境コース　鈴木　東義さん
　合成繊維の研究開発の世界で現役時代を過ごした鈴木さんは、リタイヤ後、広い世界
を知りたい、「なぜ？」を追求したいという気持ちで放送大学に入学したこと、通信指
導に苦しんだことや面接授業の楽しみに出会えたことなどを発表しました。

○「学びを社会に伝える方法」生活と福祉コース　小西　光子さん
　小西さんからは、放送大学での学びを活かした活
動について発表がありました。例えば、「問題解決の
進め方（’12）」の学習成果を、行政書士として、わか
りやすい説明に活かしていること、また、健康食品
管理士として、「食と安全性学（’14）」で学んだことが
役立っていることなどを具体的な例を挙げて発表し
ました。

「子どもの問題行動とその背景～いじめ問題を考える～」
及び「学生による学びの体験発表」を開催しました。

■日　時　令和元年８月４日（日）　13時～16時
■会　場　愛媛県歴史文化博物館　第１・２研修室

愛媛学習センター特別講演会

　当日は猛暑にもかかわらず50名以上の方が参加してくださいました。また、地元Ｃ
ＡＴＶの取材もあり、放送大学の取組を広く知っていただく機会になりました。最後
になりましたが、本行事をご後援くださいました西予市教育委員会始め開催に当たっ
てご協力くださいました皆様にお礼申し上げます。

学校関係者が多数参加した講演会

放送大学での学びを生かす!
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臨時閉所のお知らせ
2020年1月31日（金）（単位認定試験終了の翌日）

　学生の学びと親睦を図るため、学生研修旅行を実施します。今年は、日本一の紙の町
「四国中央市」の紙産業について学びを深めます。

◀　記　▶
●実施日時：2019年11月13日（水）
●訪 問 先：①愛媛大学紙産業イノベーションセンター（愛媛県四国中央市妻鳥町）
　　　　　　②紙のまち資料館（愛媛県四国中央市川之江町）
●募集人員：40人

 【内　容】
①愛媛大学紙産業イノベーションセンターを訪問し、センター長による「お札の技術と新
たな紙製品開発の可能性」と題した講演（実験・グループワークを含む。）を実施
　　　～知られていないお札の仕組みを学びます～
　　　～紙の性質を学ぶための実験を行います～
　　　～最新の紙製品の開発事情を学びます～
②紙のまち資料館を訪問し、手すき和紙作りを体験するとともに、館内を見学します。
　　　～手すき体験で世界で一つのハガキ作りを行います～

※詳しくは同封の募集要項をご覧ください。

【初心者向けIT講習会】を開催します！

2019年度 学生研修旅行について

参加申込は学習センター事務室まで（窓口or電話orメールにて）

■講　師■　木下　浩二（愛媛大学大学院　理工学研究科　講師）
■場　所■　放送大学　愛媛学習センター　３階パソコン実習室

通信指導提出、パソコンの基本操作、セキュリティに
ついてなど

❶2019年11月9日㈯ 14：00～16：00
内容

科目登録、パソコンの基本操作、セキュリティに
ついてなど

❶2020年2月22日㈯ 14：00～16：00
内容



学友会「にぎたつ会」

同 窓 会 便 り

●２学期も変わらず先生と学生の交流会
「にぎたつカフェⅡ」を行います。先生
の勤務時間の１時間を１学期１回行いま
す。９月から12月で調整中です。
 
●11月９日㈯から岡山県に日帰り研修を行
います。今年は紅葉のシーズンに日本最
古の小学校の楷の木で有名な閑谷学校と
その周辺に行きます。

●12月14日㈯18時30分から全学生、全教職
員、全同窓会員対象の忘年会があります。
場所は、東京第一ホテル松山です。

日程調整して掲示板、愛媛学習センターのＨＰのにぎたつ会の欄に掲載しますので、良かったら見
てください。

１．折り紙教室　毎月第三火曜日13時30分～教材準備室（令和２年１月は試験のためお休みです。）

２．由布院１泊２日旅行（11月26日㈫、27日㈬）（募集中）

　　詳細は、センターＨＰhttp://www.sc.ouj.ac.jp/center/ehime 、愛媛学習センター

　　電話089-923-8544又は行事担当役員（友近）080-4037-4196までお問い合わせ下さい。

●参加者募集

１．純友伝説を訪ね平安時代の歴史を学ぶ（食事会） （６月２日㈰）

伊予鉄山西駅に集合。15人が車４台に分乗して純

友伝説ゆかりの地を訪ねた。その後食事をしなが

ら懇親を深めた。

２．放送大学愛媛学習センター所長杯争奪

　　同窓会新会員歓迎ボウリング大会（６月23日㈰）

加藤センター長も参加され中央ボウルで開催。

その後、食事会をしながら談笑して交流を深めた。

《折り紙教室》

５月、６月、７月はアジサイとカエル。

アジサイが難しく３ヶ月続けました。

●行事報告

●クイズ(解答)（今回はクイズお休みします。）
　Ａ：囲碁です。第14回囲碁殿堂入り(2017年10月)、ちなみに、第１回は徳川家康です。

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。
ご協力有難うございます。

ボウリング大会 アジサイとカエル

ガイド風景

懇親会



月 火 水 木 金 土 日
10 月

月 火 水 木 金 土 日
11 月

月 火 水 木 金 土 日
12 月

　
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

　
4
11
18
25

　
5
12
19
26

　
6
13
20
27

　
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

　
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

　
2
9
16
23
30

　
3
10
17
24
31

　

　 　

　 　 　 　

●閉　所　日　　毎週月曜日・祝日・休日・年末年始
　　　　　　　　10月14日㈪　体育の日
　　　　　　　　　　22日㈫　即位礼正殿の儀
　　　　　　　　11月３日㈰　文化の日
　　　　　　　　　　23日㈯　勤労感謝の日
●臨時閉所日　　2020年１月31日㈮
●年末年始のお休み
　　　　　　　　　　12月29日㈰～１月３日㈮
●卒業証書・学位記授与式・入学者の集い
　　　　　　　　　　10月６日㈰
●通信指導提出期限　11月29日㈮（大学本部必着）

【教養学部】
●面接授業
　10月19日㈯・20日㈰　①新・初歩からのパソコン
　　　　　　　　　　　②「健康に生きる」ための栄養学
　　　　　　　　　　　③歌舞伎の世界
　10月26日㈯・27日㈰　①行政学
　　　　　　　　　　　②現代社会の子育てと保育
　　　　　　　　　　　③心理学実験３
　11月９日㈯・10日㈰　①英語リスニングの方法B
　　　　　　　　　　　②対話と理解の心理学
　11月16日㈯・17日㈰　①英語コミュニケーション論入門
　　　　　　　　　　　②生徒指導論入門
　　　　　　　　　　　③はじめての画像認識と機械学習
　11月30日㈯・12月１日㈰
　　　　　　　　　　　①頭頸部がん入門
　　　　　　　　　　　②愛媛を語る。伊予弁・子規・漱石
　12月７日㈯・８日㈰　①おもてなしの韓国語
　　　　　　　　　　　②日本語のオノマトペ
　12月14日㈯・15日㈰　①子どもの社会的自立と学校教育
　　　　　　　　　　　②現代科学で学ぶ生命の不思議
　12月21日㈯・22日㈰　①農業と食料の現段階を理解する
   2020年
　１月11日㈯・12日㈰　①法的トラブルとその解決手続
　　　　　　　　　　　②トマトの園芸学

【大 学 院】
●修士全科生　筆記試験　　10月５日㈯
　　　　　　　　　　　　　（愛媛学習センター）
（第２次選考）　面接試問　　11月16日㈯・17日㈰
　　　　　　　　　　　　　（放送大学本部）

10月・11月・12月　教務スケジュール

印…閉 所 日
印…面接授業
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今年の夏は猛暑日続きで、体調を崩した方も多かったのではないでしょうか。
学習センターでの単位認定試験も、本当にお疲れさまでした。まだまだ暑さは
続きそうです。室内でも熱中症の予防を意識して、元気に新学期を迎えられる
ようにしていきましょう。

　翼設計のシミュレーションや紙飛行機の製作など、難しい内容もありましたが、最後

は教室を飛び出し、先生の研究室の人力飛行機の製作現場を見学させていただきました。

大きな翼を目の前にして、受講生の皆さまの生き生きとした表情がとても印象的でした。

「飛行機はなぜ飛ぶのか」（自然と環境）
愛媛大学・准教授　岩本　幸治 先生

こんな面接授業がありました


