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　明治時代、東京から松山にやってきて、松山を舞台に名著『坊っちゃん』を著した
夏目漱石の句です。
　この句から、みなさんはどのようなことを考えられるでしょうか。
　私は、漱石の教師としてのやる気のなさを感じてしまいます。漱石は、自分を「能
もなき」と表現し、自分は教師に向いていないのではないかとネガティブに考えてい

たのでしょうか。それなのに「教師とならん」と滑稽に表出しています。最後の「あら涼し」で、その滑稽
さがよけいに感じられてしまいます。
　この「よもだ」な感覚と江戸っ子の気ぜわしさが混ざり合って『坊っちゃん』が誕生したのかも知れませんね。
『坊っちゃん』の中で、吶喊事件の件があります。バッタ事件です。生徒の処分をめぐって職員会議で教師同士
の意見が対立する箇所があります。「厳重な制裁を加えるのは、かえって未来のためによくない」、「あまり厳
重な罰などをするとかえって反動を起こしていけない」という意見と、「もし、反動が恐ろしいの、騒動が大き
くなるとの姑息なことを言った日には、この弊風はいつ矯正できるかわかりません」という意見の対立です。
みなさんならどちらの意見に賛成するでしょうか。誤解を恐れずに言うならば、実は、これは「個と集団」の
関係性をどう考えるかということにつながります。「社会は存在せず、存在するのは個人の集合だけ」とする
社会唯名論のマックス・ウェ－バ－か、それとも「個人を超えた『社会』が存在する」とする社会実在論の
エミ－ル・デュルケムか。子ども一人ひとりと学校・学級、国民一人ひとりと国家・社会の関係性を考える
とき、私たちはどういう立ち位置を選択するか、コロナ禍の今だからこそ考えてみる必要がありそうです。
　さて、松山に生まれ、昭和、平成と松山で教師をやり、愛媛新聞のコラムに『平成坊っちゃん物語』を著
した私。漱石が後にイギリスに留学し、シェ－クスピア文学に出会って人生が変わったのと同じく、私も大
学院で金本房夫先生のご著書『であい』に出会って人生が変わったと言っても過言ではありません。
　「実行という行為には、どんな場合でも理論より豊かなものが含まれている。私たち教師は、理論より実
行を重んじる実行家でなくてはならない。私たちの強みは具体をもつことである。私たちは抽象を欲しない。
自分の実践につまずき迷う教師、そういう教師こそ未来につながる指導をすることができる」
　この金本先生の言葉が私をいとも簡単に変えてくれたのでした。
　愛する子どもたちに「てまひまかける」。
　私は、教師として、忍び、我慢し、待つせつなさを味わい、その度に「おまえに教師として生きる『覚悟』がある
のか」と自問自答しながら自分を変えてきました。人間の根源にある生きていることの懐かしさに思わず涙す
るような心と心が紡ぎ合った教育活動をめざして教師の道を歩んできたつもりです。その43年間の歩みを本
にまとめて、この８月に出版することができました。平松義樹著『子どものそばにすべてがある』（東京書籍）
です。拙い実践、拙い文章で恥ずかしい限りですが、教育関係者でなくても気軽に読める本
にまとめました。興味のある方はご笑読ください。県内の書店でもネットでも購入できます。

　　教師の名、背負うて高く、向日葵の花　　　義樹

　こんな心意気のある教師が、一人でも多く誕生してくれることを願っています。
　私事ですが、３月で放送大学愛媛学習センタ－の５年間の勤務を終えることになりま
した。これまでのみなさんのご愛顧に心から感謝申し上げます。公開授業や面接授業で
みなさんと交流できましたことは私の「宝」です。
　みなさまの「学」への限りない探究心が実を結ばれることを心よりお祈りいたしております。
　ありがとうございました。

放送大学愛媛学習センター　客員教員　平松　義樹
能もなき、教師とならん、あら涼し（漱石）
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令和元（2019）年度 第２学期、令和２（2020）年度
放送大学愛媛学習センターでは、令和元年度第２学期　教養学部41名の方が、
教職員一同心よりお祝い申し上げます。

生活と福祉コース……８名　　　心理と教育コース……17名　　　社会と産業コース……５名
人間と文化コース……８名　　　情報コース……………２名　　　自然と環境コース……１名

令和元(2019)年度　第二学期　卒業生

　放送大学愛媛学習センターでは、10月４日㈰午後12時30分から、愛媛学習センター講義室に
て、令和元年度第２学期と令和２年度第１学期の「卒業証書・学位記授与式」及び、令和２年
度第２学期「入学者の集い」を実施しました。令和元年度第２学期の式典が、コロナのため
中止となりましたが、令和２年度第１学期と合同で「卒業証書・学位記授与式」を開催しま
した。まだまだコロナ禍に油断できない状況のため、在学生の参加は自粛となりましたが、
卒業生、新入生、合わせて約50名に参加いただきました。

　授与式には、教養学部卒業生75名（2019年
２学期41名、2020年１学期34名）のうち28名
（2019年２学期13名、2020年１学期15名）が
出席し、加藤所長から一人ずつ卒業証書・学
位記が授与されました。

　令和元年度第２学期の卒業生代表として、
「心理と教育コース」卒業の麻生美登里さん、
令和２年度第１学期の卒業生代表として、「社
会と産業コース」卒業の田頭正啓さんから謝
辞が述べられました。

田頭さん麻生さん
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客員教授挨拶

第１学期、合同 卒業証書・学位記授与式
令和２年度第１学期　教養学部34名の方が、卒業されました。

　「入学者の集い」では加藤所長から新入
生への歓迎の挨拶があり、客員教員の自己紹
介がありました。続いて新入生対象のオリエ
ンテーションと施設案内を行いました。
　施設案内や学習方法などの相談は随時行
っています。お気軽に学習センター窓口へお
越しください。

授与式の後、平松義樹客員教員による記念講演会がありました。
演題は「考えるということ」でした。久しぶりの対面の講演に、
参加者は興味深く聞き入っていました。

記念講演会 入学者の集い

生活と福祉コース……７名　　　心理と教育コース……14名　　　社会と産業コース……４名
人間と文化コース……５名　　　情報コース……………１名　　　自然と環境コース……３名

令和二(2020)年度　第一学期　卒業生
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５回目卒業　大橋　　稔さん
４回目卒業　友近　　博さん
　　　　　　和田　治彦さん
３回目卒業　麻生美登里さん
　　　　　　岡邊　正一さん
　　　　　　宮内　幸子さん

2019年第2学期 特別表彰

５回目卒業　濱田　節子さん
４回目卒業　越智　正憲さん
　　　　　　浪口紀久美さん
　　　　　　三宅　博文さん
３回目卒業　渡邉　　清さん

2020年第1学期 特別表彰

2019年第2学期 ６回目 卒業
田 村　幸 弘 さん

名誉学生誕生

卒業生のことば卒業生のことば
卒業証書・学位記授与式に参加して

特別表彰について
　愛媛学習センターでは、教養学部の３つ以上のコース（または専攻）を卒業された方々に対して、
長年にわたり高い学習意欲を持ち続け快挙を達成したことを顕彰するため、卒業証書・学位記授与
の後に引き続いて「特別表彰」を行っています。
　令和元年度第２学期の特別表彰者は７名、令和２年度第１学期の特別表彰者は５名でした。
　特別表彰者の内、田村幸弘さんは６回目の卒
業となり、放送大学教養学部の全てのコース
（または専攻）を卒業されました。愛媛学習セ
ンター３人目の「名誉学生」誕生となります。
おめでとうございます。

　３月卒業を機に放送大学を終
えることとしました。新型コロ
ナ禍の時に卒業式の中止となり、
いたしかたないかと思っていま
したが、今回、卒業式を追加に
て実施して下さり、大変有難う
ございました。これまで関係者
の皆様には、大変お世話になり
感謝いたします。
　　　　　　　（70代・男性）

　“学ぶ”とは“まねぶ”とか。
終生学ぶことが健康の源だと思
います。　　　（70代・男性）

　４年半、久しぶりに勉強させ
て頂きました。50才になっての
勉強は大変でしたが（記憶力が
おとろえてしまっていて）とて
も良い経験となりました。
　　　　　　　（50代・女性）

　新型コロナウィルスの影響で
学位記授与式が中止になり残念
だなぁと思っていたのですが今
回合同で開催していただけたの
でとてもうれしかったです。
　学習センターで学習する機会
が減り勉強する気力がわかなか
ったのですがたくさんの学生さ
んが卒業していく姿を見て私も
頑張ろうと思いました。
　　　　　　　（30代・女性）
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　最初に入学したのは、まだ学
習センターが建設されていない
約20年前でした。長い様で本当
に短い学生生活でした。クラブ
活動や旅行、楽しい学生生活で
した。今回は中止となりあきら
めていたのに授与式が行われ、
本当に感激でした。ありがとう
ございました。（70代・女性）

　郵送で学位記は受け取ってい
ましたが、卒業した実感があま
りありませんでした。本日、式
典に参加して改めて卒業ができ
た喜びと実感を持てました。あ
りがとうございました。
　　　　　　　（40代・男性）

　コロナ禍にありますが、この
様な意義ある授与式に参加でき
ましたこと、感謝いたします。
ありがとうございました。
　　　　　　　（80代・男性）

　コロナ禍の自粛生活の中、久
しぶりに良い緊張感を味わう事
ができました。２回目ですが卒
業証書を受け取った時はやっぱ
り嬉しく、頑張っている学友を
見て刺激をうけました。
　　　　　　　（60代・女性）

　コロナ禍の中ではありますが、
学びの時はとても楽しく、時間
が経つのを忘れて過ごすことが
出来ました。今回で４回目の卒
業をさせていただくことになり
ました。所長様はじめ学習セン
ターの皆様、本当にありがとう
ございました。６回の卒業を目
標に頑張ります。
　　　　　　　（70代・男性）

　所長、職員の方々、ありがと
うございました。体力、気力が
続くかぎり継続していくつもり
です。　　　　（70代・男性）

　４年間お世話になりました。
卒業できたことをうれしく思い
ます。　　　　（40代・女性）

　９年間要しましたが、仕事と
両立の為苦労したのも良い思い
出です。　　　（60代・男性）

　退職後11年間、この放送大学
が心の支えとなりました。本当
に長い間お世話になりました。
有難うございました。
　　　　　　　（70代・男性）

　平成12年以来、20年間の学生
生活でした。学習した科目約90
科目、80才迄企業に勤めながら
でしたが充実した20年でした。
「命涯りあり知は涯りなし」頑
張ります。　　（80代・男性）

　この度「人間と文化コース」
を晴れて卒業する運びとなりま
した。自分の興味ある科目を、
次々と履修していくにつれ、学
ぶことの喜びや楽しさを感じ、
日々充実して過ごすことができ
ました。私は、今後も、別コー
スに入学しましたので、またよ
ろしくお願いします。ありがと
うございました。
　　　　　　　（50代・女性）

　一つのけじめとして、緊張感
を味わえて良かった。
　　　　　　　（70代・男性）

　２回目の卒業でとても良い思
い出になりました。
　　　　　　　（70代・女性）

　コロナ禍の中、卒業式を挙行
してくださり誠にありがとうご
ざいました。光栄なことに謝辞
を述べる機会まで頂戴し感謝の
気持ちで一杯です。この経験を
今後の人生に活かしてまいりま
す！　　　　　（20代・男性）

　２回目の卒業の日を迎える事
が出来、嬉しいです。３回目の
卒業を目標に頑張ろうと思って
います。よろしくお願いします。
　　　　　　　（70代・女性）

　受付にて職員の方々から「お
めでとうございます」と言って
いただいたり、学位記をもらっ
た時、皆様から拍手をもらった
のはとてもうれしかった。10代
の卒業式を思い出した。この様
な式は大切だと思った。
　　　　　　　（50代・女性）

　一生学び続ける気持ちで。
　　　　　　　（60代・女性）

　とても素晴らしい卒業式でし
た。卒業生代表の謝辞におきま
しては、皆様々な想いを抱えな
がらも、一生懸命学びを深めて
きたというところに感動致しま
した。卒業という節目に寂しさ
を覚えると同時に新たな出発で
もあると心し、これからも邁進
して参ります。（30代・男性）
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今治

四国中央新居浜
西条

東温

久万高原

砥部

大洲

西予

鬼北

松野

松山

松前

伊予

内子

伊方
八幡浜

宇和島

愛南

松山市　545人

今治市　63人

四国中央市　19人

新居浜市　50人

西条市　44人

東温市　33人

久万高原町　3人

砥部町　16人

大洲市　19人

西予市　10人

鬼北町　1人

その他の地域　18人松野町　2人

松前町　18人

伊予市　28人

内子町　7人

伊方町　5人

八幡浜市　16人

宇和島市　32人

愛南町　5人

越智郡　1人
市町村別学生数

在籍学生数
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◆学　部（オンライン）
①学校臨床心理学・地域援助特論（’15）
②スポーツ・健康医科学（’19）
①教育心理学特論（’18）
④成人の発達と学習（’19）
④成人発達心理学（’17）
④投影査定心理学特論（’15）
④臨床心理面接特論Ⅰ（’19）

4人
　

3人

①生涯学習を考える（’17）

②子育て支援－法と政策を学ぶ（’20）

③循環器の健康科学（’20）

④がんを知る（’16）

④日本語リテラシー演習（’18）

13人

11人

10人

8人

人気科目ランキング
◆学　部
①英語事始め（’17）
②今日のメンタルヘルス（’19）
③心理学概論（’18）
④精神疾患とその治療（’20）
⑤感染症と生体防御（’18）
⑤臨床心理学概論（’20）

59人
44人
40人
37人

35人

◆大 学 院

令和２年度 第2学期在籍者概要令和２年度 第2学期在籍者概要

全国学習センター（57）
愛媛学習センター

学　　生　　区　　分
教　養　学　部合　計 大　　学　　院

小計 全科 選科 科目 特聴生 小計 全科 選科 科目 特聴生 博士全科
博士

82,859
898

87,114
935

56,933
667

15,977
141

6,735
76

3,214
14

4,185
36

869
5
2,786
28

525
3

5
0

70
1
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年末・年始の閉室について

視聴学習・図書室の利用について

閉室日：12月26日㈯ ～ 2021年１月4日㈪

閉室日：2021年３月９日㈫ ～ ３月31日㈬

下記の期間は閉室となります。

年度末の閉室について
下記の期間は、視聴学習・図書室の改装のため閉室となります。

一部利用制限緩和及びパソコン室の開室をいたしました。

ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

※12月25日㈮は大掃除のため午後より閉室とさせていただきます。（開室時間は9:30～12:00まで）

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

【利用方法】
①図書室利用は前日までに予約をお願いします。（電話・メールなど）
②利用当日は隣の事務室窓口にて、受付（確認書記入）をお願いします。（※利用時毎回）
③受付後、図書室へ入室下さい。（入室時、手指消毒をお願いします。）
④お帰りの際に使用した機器及び机回り等ご自身で消毒ふき取りをして下さい。

【室内での利用について】
●タブレット（授業視聴専用）、ＤＶＤ・ＣＤでの放送授業視聴利用できます。ＤＶＤ・ＣＤを利用
後は「返却かご」を設置していますのでそちらへ返却ください。（棚には戻さないでください）
●テキスト（印刷教材）の利用できます。利用後は「返却かご」を設置していますのでそちらへ返
却ください。（棚には戻さないでください）

●視聴用のイヤホン（ヘッドホン）はご自身でお持ちください。（備付は撤去しています）
●利用できる席は13席（タブレット7席、ＤＶＤ・ＣＤ６席）とします。

【パソコン室について】
●利用方法・時間は図書室利用と同じです。（事前予約制）
●利用できる席は当分の間４席とします。
●印刷は備付用紙以外は使用しないでください。備付用紙の使用は１日ひとり10枚程度までとします。
●濃厚接触を避けるため、センター職員によるパソコン操作（Excel・Word・メール等）の
サポートは致しかねます。操作はご自身でお願いします。

【利用時間】

① 09：30 ～ 12：30
② 13：30 ～ 16：30

注意！12：30～13：30は閉室になります。
※利用は①か②のどちらかになります。続けての利用はできません。

マスクは必ず
着用！

入室時
手指消毒！

※その他、施設を利用する際の注意点については愛媛学習センターホームページをご覧ください。
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2021年1月13日㈬～21日㈭（消印有効）

単位認定試験期間

試 験 の 流 れ

受験票・解答用紙・返送用封筒・受験方法詳細の案内を受け取り

試験問題を入手

自宅等で答案を作成

郵 便 で 提 出

成績発表　２月22日㈪

試験問題の入手方法
①放送大学ホームページ　https://www.ouj.ac.jp/ のリンクから
　（URLは後日案内します。期間中は何度でも閲覧可能。印刷も可能です。）
※試験問題公開ページへのアクセスには「ユーザー名（ＩＤ）」と「パスワード」が必要です。
　「ユーザー名（ＩＤ）」と「パスワード」は12月下旬から１月上旬に通知します。

②コンビニのプリントサービス（有料）で印刷
（セブンイレブン「ネットプリント」、ファミリーマート・ローソン・ポプラ
は「ネットワークプリント」）
※各コンビニエンスストアでの利用方法や印刷に必要な予約番号等については12月末発送の解答用
紙郵送時に同封すると共に、システムWAKABA上にて公開いたします。

１月21日㈭必着　※消印有効

12月下旬に発送予定です。
１月５日㈫に未着の場合は、放送大学本部へお問合せください。

2020年度第２学期
単位認定試験は自宅受験にて実施します
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２０２１年度第1学期にむけて必要な手続きについて

●2021年４月以降も学籍がつづく方に次学期の科目
登録のための『科目登録申請要項』が、大学本部
より１月中旬頃送付されます。

●『科目登録申請要項』が科目登録申請開始の８日前
（２月５日㈮）になっても届かない場合、あるいは
紛失した場合は、大学本部（℡043－276－5111（総合
受付））にご連絡ください。

●2020年度第２学期末に卒業見込みの方は、大学本
部より１月中旬に送付される「卒業見込み者宛連
絡事項」および２月下旬に送付される「卒業認定
通知」により卒業となるかを確認するか、システ
ムWＡＫＡＢＡ「教務情報→履修成績照会」で成
績を確認の上、出願してください。
●2020年度第２学期末で在学期間満了になる方に
は、大学本部より１月中旬に「継続入学関連書類」
が送付されます。

【継続入学手続き】
次学期もひきつづき学習を希望される場合は、期間
内に出願手続きをおこなってください。

◆面接授業の登録を希望する方
☝以下の期間と条件を満たす場合のみ、学期当初
からの面接授業を登録することが可能です。

〈期間〉2021年２月13日㈯ 9:00
　　　　　　　　　　　　　～２月28日㈰ 24:00
〈条件〉●システムWAKABAから出願

●放送授業科目またはオンライン授業科目を
１科目以上登録（面接授業のみの登録はできません）

◆再試験の受験資格を得るためだけの出願の場合
は、新規科目登録は不要です。（所定欄に記入の必要あり）

◆科目登録申請は、以下の①または②のどちらか1
つの方法でおこなってください。①と②の重複申
請はできません。

◆2020年度第２学期に新規登録した科目で、以下に該
当する場合は、科目登録をおこなわなくても2021
年度第１学期に再試験を受けることができます。

　●通信指導不合格、未提出
　●単位認定試験不合格、未受験

「教務情報」→「継続入学申請」から手続き
〈期間〉2020年11月26日㈭ 9:00
　　　　　　　　　　～2021年３月16日㈫ 17:00
☝面接授業の登録を希望する場合は、決められた
期間におこなってください。（上記【重要】を参照）

「教務情報」→「科目登録申請」から手続き
　〈期間〉2021年２月13日㈯ 9:00
　　　　　　　　　　　　　～２月28日㈰ 24:00

☝システムWAKABAに操作マニュアルがありま
す！【キャンパスライフ】→【学習案内】→【科目登
録申請案内】の『科目登録申請操作説明ガイド』
をご覧ください。

『継続入学用出願票』または「出願票他提出書類セッ
ト」内の『出願票』を郵送
〈期間〉2020年11月26日㈭～2021年３月16日㈫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本部必着

『科目登録申請票』を郵送
〈期間〉2021年２月13日㈯
　　　　　　～２月27日㈯ 本部必着

②郵　送

①システムWAKABA

重　　要

2021年3月末で学籍がなくなる方2021年4月以降も学籍がつづく方

【科目登録申請手続き】

②郵　送

①システムWAKABA

重　　要

『学生生活の栞』
（学　部）P.60～
（大学院）P.56～

『学生生活の栞』
（学　部）P.94～
（大学院）P.89～

「科目登録申請」

「継続入学申請」
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現在は次のWebミニ講座が開講されています。

1  「翻訳文学を通じて学ぶアメリカ文学」　担当：加藤　好文 所長
　８月から始まり年内に11回を数えテキストも終盤にさしかかりました。進行役を交代しながら
テキストのまとめを発表しています。終始和やかな雰囲気で進んでおり、ときにはテキストから
離れた話題で話が弾むなど、幅広い学びと交流の場になっています。

2  「食品の安全性と食品の保存」　担当：渡部　保夫 客員教授
　10月にスタートし、年末までに６回開講の予定です。進行に伴って11月からパート２「遺伝子
組換えとゲノム編集による機能性食品の開発」へ、そして12月からはパート３「フレイルと低栄
養」と、順次新しいテーマで学んでいます。

　現在それぞれ受講者は５人程度ですが、皆さん講座の内容に関心があったのはもちろんのこと、
Zoomを使って自宅にいながら受講できることに魅力を感じた方が多いようです。
　今後、面接授業のWeb開講が増加することも予想され、日頃からネットを使った学習に親しむ
ことで学生の皆様の不安解消やスキル向上に役立つことが期待されます。

　従来、一般の方に放送大学を知っていただくとともに学生の皆様に聴講機会を提供するために愛
媛学習センター講義室にて公開講演会を開催して参りました。しかし、コロナ禍で対面での講演が
困難になったため、Webを通じて同様の取組を行うことにいたしました。
　学生の皆様にはキャンパスメールで、一般の方には愛媛学習センターのＨＰで募集のお知らせを
します。申込から受講（Webでの視聴）までの流れは次のとおりです。
　１　キャンパスメールや愛媛学習センターＨＰで募集案内
　２　申込のあった方へ愛媛学習センターからメールで講演会視聴のＵＲＬを案内し添付ファイル
で資料を送付

　３　各自都合のよいときに講演会を視聴

　Web講演会の演題や担当講師は愛媛学習センターのホームページでご確認ください。
　また、お知り合いの方など、放送大学に関心をお持ちの方がいらっしゃればぜひ受講をお勧めく
ださい。

① システムWAKABAにログイン

② 「まなぴー」の下にある「Gmail」をクリック

キャンパスメールの閲覧方法

Webミニ講座の近況報告…

これからの公開講演会について



－11－

同 窓 会 便 り

にぎたつ会からのお知らせ
　２学期に入り、11月１日からサークル活動が条件付きで許可されました。しかし、コロナ禍の中、

学生生活も新しい考え方で臨まないといけません。これからは、昔みたいに活動できませんが、コ

ロナ対策を十分講じて活動して行きます。今年度は行事がありませんが、来年４月には延期されて

いた、宇和島方面の春じゃがと真珠体験を企画中です。これからも体験型の魅力的な研修を考えて

実行に移していきます。そして、センターの坊ちゃん同様、学友会「にぎたつ会」も“まどんな”と

いう機関誌があります。年４回発行しておりますので、良かったら年会費1000円窓口に持ってい

って入会してください。会員の方は行きたい場所や提言アドバイスなど、お願いいたします。

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

再開に向けて準備中です。製作発表会は、令和４年４月に延期、同窓会のホームページでお知ら

せします。詳細は、センターHP:https://www.sc.ouj.ac.jp/center/ehime/about/circle.html

#graduate（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」講演会と「お茶会」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。

　
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御幸寺山登山を11月12日㈭に実施しました。　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）

⑸笹倉湿原 散策（来年度に延期）

クイズ（解答・問題）
Ｑ：道後温泉本館の上に設置されている鷺の色は設置当時とは違うそうです。
　　当時は何色でしたでしょうか。
　Ａ：金色です。真鍮製で金色に輝いていました。金色の鷺はいないという異論があり、白く塗り替
えられました。

　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が、明治27年当時は１日何回打
っていたでしょう。

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…単位認定試験

●閉　所　日　　　　　　毎週月曜日・祝祭日
　　　　　　　　　　　　１月１日㈮　元日
　　　　　　　　　　　　２月11日㈭　建国記念の日
　　　　　　　　　　　　　　23日㈫　天皇誕生日
　　　　　　　　　　　　３月20日㈯　春分の日

●臨時閉所日　　　　　　12月26日㈯・27日㈰

●年末年始のお休み　　　12月28日㈪～１月４日㈪

●臨時閉所日から開所日に変更
　　　　　　　　　　　　１月29日㈮・31日㈰
●面接授業
　１月９日㈯・10日㈰　①快適さをもたらす生活援助技術
　　　　　　　　　　　②「土」から見える農業と環境

●単位認定試験（自宅受験）
　　　　　　　　　１月13日㈬～21日㈭（消印有効）

●単位認定試験成績通知
　　　　　　　　　２月22日㈪（順次発送予定）

●令和３(2021)年度第１学期科目登録申請期間
　【郵送による申請】
　　　　　　　　２月13日㈯～27日㈯　大学本部必着
　【システムWAKABAによる申請】
　　　　　　　　２月13日㈯ 9：00～28日㈰ 24：00
　※詳細は科目登録申請要項でご確認ください。

●視聴学習・図書室閉室　　　　３月９日㈫～31日㈬

１月・２月・３月　教務スケジュール
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　10月４日㈰に、新型コロナウィルスの感染拡大
の影響から中止となった2019年度第２学期の卒業
証書・学位記授与式と、2020年度第１学期の卒業
証書・学位記授与式を同時開催することができま
した。卒業生代表謝辞は、各学期代表の方に述べ
ていただきました。代表２名の年齢差は放送大学
ならではの50歳！謝辞からは、お二人それぞれの
重ねてこられた努力とご苦労、また学びに対する
思いや姿勢をうかがい知ることができました。次
回の式典は通常どおりに開催できるよう祈るば
かりです。


