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　まず初めに、各地で甚大な被害をもたらした７月の豪雨被害で被災された皆様
に対して、心からお見舞い申し上げます。愛媛県内で被害の大きかった南予地方
は、私の両親の出身地であります。私が幼少の頃、お盆やお正月に祖父や祖母、
従兄弟に会いに行った場所でもあります。ニュースで聞き覚えのある地名が被災

地として読み上げられると、悲しい思いになります。被災された地域の皆様が、一日も早く平穏な生活を送
れることをお祈り申し上げます。
　さて、村上所長が就任されてから始まった「雑談のすすめ」から端を発し、愛媛学習センター学友会であ
る「にぎたつ会」が主催となって、学生の皆さんと私達教員とが雑談をする場である「にぎたつカフェⅡ」
が開催されました（にぎたつカフェ発足の詳細は、この機関紙「坊っちゃん」の№92号で紹介されています。
ぜひ、ご参照下さい）。そのトップバッターに、一番の若手で頼みやすそうだったからと言う理由で、私が指
名されました。「いいですよ！」と笑顔でお引き受けしたのですが、内心は「さてどうしよう、困ったぞ！」
と。なぜなら、正直に申し上げますと、私は雑談が苦手だからです。面接授業や公開講演会など、決まった
テーマを話すことに関しては、さほど苦ではないのですが、テーマの決まっていない、いわゆるフリートー
クの類が苦手なのです。しかも、トップバッターではないですか…。
　しかし、いざにぎたつカフェが始まると、にぎたつ会の加幡会長ほか参加された皆様にリードして頂き、
子供の教育のことや情報工学を専攻する事になった経緯などのお話をして、あっという間の１時間でした。
そろそろ雑談も終わりましょうかという雰囲気になった頃、「コンピュータをより深く知るにはどうしたら良
いですか？」という質問がありました。私は「まずは触ってみること、そして、自分で何かを作ってみること
が良いと思います。ワードやエクセルは皆さんも使ったことがあると思うので、より深く知るためには、例
えば、プログラミングが良いですよ。」とお答えしました。そしたら、参加された方が興味を持って頂き、ぜ
ひプログラミングを体験してみたいと盛り上がり、雑談からプログラミング教室が始まることになりました。
　プログラミング教室は、毎週金曜日の11時から４階の講義室で行いました。使用するプログラミング言語
はＭＩＴメディアラボが開発したスクラッチ（https://scratch.mit.edu/）で、ブロックを組合せることでプ
ログラムが書ける、初心者にも優しい言語です。インターネットに繋がっていればインストールしなくても
使え、しかも無償で提供されています。ゲームやアニメーションを簡単に作ることができるために、自分が
作った物が実際に動く様子を簡単に体験することが出来ます。今回の教室でも、カーソルキーに合わせてキ
ャラクターが動き、スペースキーを押すとジャンプするといった、簡単なゲームプログラミングを体験して
頂きました。2020年度から小学校でもプログラミング教育が始まりますが、参加された方は、お孫さんと一
緒にプログラムを作ることが目標だそうです。
　このプログラミング教室は初めての試みで、私も手探り状態でした。また、急遽、開催が決まったために
準備する時間もあまり取れませんでした。そのため、プログラミングの面白さを伝えることができたのか、
もっと良い方法があったのではないか、など反省すべき点は多々あります。一旦この教室は休止して、後学
期からはプログラミングに限定せずに、コンピュータの素晴らしさを皆さんにお伝えする場をにぎたつ会が
準備して頂けるとのことです。今回のプログラミング教室での反省点を活かし、教室の内容を考えたいと思
いますので、これを機会にコンピュータ・情報工学の世界を探索してみてはいかがでしょうか？

放送大学愛媛学習センター　客員教員　木下　浩二
「雑談から始まったプログラミング教室」
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交流パーティ

　愛媛学習センターでは、平成30年度第１学期「卒業証書・学位記授与式」
及び平成30年度第２学期「入学者の集い」を下記の要領で開催いたします。
　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22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２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。（その際、入学許可書をご持参ください。学生証の交付とあわせて、入学関係書類をお渡しします。
また、施設のご案内もさせていただきます。）

　「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」主催による歓迎パーティ

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。

記
●日　程　　平成30年９月30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）

『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：平成30年９月30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
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【特別講演会】
　放送大学愛媛学習センターの小林範之客員教授（愛媛大学大学院農学研究科教授）が
「『司馬遼太郎』に学ぶ農業土木」と題して講演を行いました。講演では、司馬遼太郎の作
品「この国のかたち」や「街道をゆく」などに記述さ
れた「農業土木」という言葉や稲作と人々の暮らし、
ときどきの為政者が行った農業土木にまつわる施策や
思想などに触れながら、日本だけでなく台湾での事例
なども折込み、農業土木の軌跡に関するお話しがあり
ました。
　参加者からは、「四国の身近な例を引用しながら歴史
の流れに沿ってお話しいただきとても楽しかった」「長
い間かけて築いてきた日本人の技術力は魅力的。今の日本歴史と先人に学び直す必要があ
りそうな気がする」「教える側としては素晴らしい先生だと実感した」「農業は植物の成長だ
けかと思っていたら土木の重要性を知った」「先人たちの知見の高さ、技術の高さに驚いた。
先日の水害等学ぶべきものがあるのでは」「司馬がなぜここまで土木を掘り下げたのか背景
が知りたい」などの感想が寄せられました。

【学びの体験発表】
　特別講演会に続き、愛媛学習センターに所属する学生４名による「学びの体験発表」を
行いました。にぎたつ会（学友会）の会員の皆さんからそれぞれ入学の動機や他の学習セン

ターでの面接授業受講体験、また、学びを生かした地域
貢献などに加えて単位認定試験攻略法といったちょっと
他では聞けないようなお話しがありました。
　参加者からは、「年齢に関係なく向学心旺盛な先輩方の
お話に感動した」「お仕事しながら勉強していらっしゃる。
勤労学徒です！素晴らしい！身が引き締まる思いです」
「今から放送大学を目指す人には良いかもしれない」な
どの感想があり、大いに刺激を受けられたようです。

　当日は猛暑にも拘らず30名近くの方が参加してくださいました。また、地元ＣＡＴＶの
取材もあり、放送大学の取り組み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、このイベントに快くご賛同いただきご後援くださいました新居浜
市教育委員会並びに会場をご提供くださいました新居浜工業高等専門学校を始め関係者の
皆様に心よりお礼を申し上げます。

愛媛学習センター特別講演会「『司馬遼太郎』で学ぶ農業土木」
および「学生による学びの体験発表」を開催しました
●日　時　平成30年７月15日（日）　13時～16時
●会　場　新居浜工業高等専門学校　視聴覚教室

「放送大学新時代」記念企画



※席に操作方法も
　置いています。
　ぜひご利用下さい。

※真ん中の矢印を押すと
　講義が始まります。
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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
閉室日のお知らせ

9月30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。

　2018年度開設の特別講義ＣＤ・ＤＶＤを配

架しております。

　特別講義とは、各学問の第一人者がテーマ

に沿って自由に話を展開し、深く掘り下げて

いく番組です。授業科目とは、また違ったお

もしろさがあるかと思いますので、ぜひご利

用ください。

※視聴は図書室内のみとなります。

●携帯電話は電源を切るか、マナーモードに
設定のうえ、通話は室外でお願いします。
●図書資料や電子機器が濡れたり汚れたりす
るのを防ぐため、飲食物の持ち込みは禁止
しています。飲食は学生交流スペースをご
利用ください。
●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。

特別講義
CD・DVDのご案内 室内利用について

①視聴端末の画面を垂直以上に開き、数秒間お待
　ち下さい。
※開くだけで自動的に端末が起動します。

②起動後、自動的にログイン画面に切り変わりま
　す。キーボードでログインＩＤ、パスワードを
　入力して下さい。

③ログイン後に視聴したい講義を選択します。

⑤終了する場合
観ていた画面はそのままでかまいませんので
視聴端末の画面を完全に閉じてください。
自動でログオフし、終了します。
（※入力したログインID、パスワード等のデータが
すべて消去されます。）

④視聴したい講義を選択するとインターネット
　視聴が可能となります。

ログインID・パスワードを入力

カテゴリーから科目を選択できます。

起動画面１ 起動画面2

放送授業専用視聴端末（タブレット）の使い方 図書室に７台設置しています。 
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※他にもいろんなジャンルの図書を取り揃えております。
図書室カウンター前の棚に配架していますので勉強の合間の気分転換に手にとって
みてはいかがでしょうか♪ 

おすすめ図書

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

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新しく72冊配架いたしました。
※室外貸出も出来ます（禁帯出除く）。図書の貸出は１ヶ月（31日間）です。

ごく平凡なサラリーマンだった著者が、愛娘を失う悲しみを経て語りかける「い
のちの授業」。生きるとは、死ぬとは、いのちとは、家族とは、本当に大切なもの
とは、何だろうか。　

『6歳のお嫁さん 亡き娘から託された「いのちの授業」』鈴木 中人 著

笑えて、ちょっとためになる！生き物たちのおどろきの真実。思わずつっこみた
くなるいきもの122種。
「続・ざんねんないきもの事典」も配架中。

『おもしろい! 進化のふしぎ ざんねんないきもの事典』今泉 忠明 監修

学校は、未来と希望の工場である―。そしてきみたちは魔法を学んでいる。ベストセ
ラー『僕は君たちに武器を配りたい』の著者が全国の中学校を訪れて開講した特別講
義「未来をつくる５つの法則」のエッセンスを凝縮した一冊。未来を生きるすべての
子どもたちに、そして今を生きるすべての人に贈る、筆者著作活動の集大成。

『ミライの授業』 滝本 哲史 著

もうｐ値も標準偏差も怖くない!過激なツッコミとユーモアあふれるマンガで統
計学だってこんなにわかりやすくなる！ビッグデータ時代を生き残るための最強
の入門書。 

『この世で一番おもしろい統計学』 山形 浩生 訳

毎年、十万人近い高校生が中退している。彼らの多くは貧しい家庭に育ち、まともに勉
強する機会など与えられず、とりあえず底辺校に入学し、やめていく。アルバイトです
ら、高卒以上の学歴を求められる現在、高校中退者にはほとんど仕事がなく、彼らは社
会の底辺で生きていくことになる。いま、貧しい家庭からさらなる貧困が再生産されて
いるのだ。もはや「高校中退」を語らずして貧困問題を語ることはできない。 

『ドキュメント高校中退－いま 貧困が生まれる場所』 青砥 恭 著
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放送大学の学生用システム等、実習を交えながらのパソコン講習会を
開催します。初心者歓迎です。どうぞお気軽にご参加ください。

参加申込は学習センター事務室まで。

■日　時　10月13日㈯　13：30 ～ 16：30
■場　所　愛媛学習センター　３Ｆ パソコン実習室
■講　師　林　　実（愛媛大学工学部准教授）
■内　容　在学生専用ホームページの活用方法 など

【初心者パソコン講習会】を開催します！

通信指導について通信指導について通信指導について
　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。（一部の科目については別に送付する場合があります。）
　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。
　まずは通信指導の提出を目標に頑張りましょう‼

【提出期限】
◆郵送による提出の場合……………11月16日㈮～11月30日㈮必着
◆Web通信指導による提出の場合…11月９日㈮10:00～11月30日㈮17:00まで
※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）。

臨時閉室のお知らせ
９月30日㈰は、卒業証書・学位記授与式、入学者の集いのため、事務室及び

視聴学習・図書室を閉室させていただきます。

臨時閉所のお知らせ
11月４日㈰は、愛媛大学城北団地（文京町３番地区）の電気工作物点検により
終日停電及び断水となるため、愛媛学習センターは臨時閉所いたします。

４階のゴミ箱を撤去しました
ゴミは各自お持ち帰りください。
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特別講演会を開催しました!

卒業研究履修・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!

平成30年6月24日㈰　『絵画と心理療法～絵画を用いた自己実現過程～』
放送大学愛媛学習センターにて、小野けい子先生（放送大学教授）による特別講演会を
開催しました。

平成30年6月24日㈰ガイダンスを開催しました。
今年は、本部職員、小野けい子先生（放送大学教授）、大学院修了生２名も説明に参加し、
わかりやすいガイダンスになりました。

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。

ガイダンスは毎年６月に開催しています。
１年に１回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。
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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。

平成30年度 第2学期

専門

専門

基盤

専門

専門

専門

導入

基盤

専門

基盤

専門

専門

専門

専門

専門

導入

専門

専門

専門

専門

近現代の天皇制

自然とヒトとの関わり合い

新・初歩からのパソコン

解決志向ブリーフセラピー

地球温暖化とエネルギー政策

社会の中の英語A

刑法入門

リーディング演習（中級）D

教育学８つの「問い」

フランス語とフランス文化

アメリカ文学と社会

はじめてのプログラミング

食と健康

つながりの教育学

四国遍路と世界遺産

カラーコーディネート

心理学実験２

イギリスの貧民救済の歴史

愛媛のライフサイエンス４

（社会と産業）

（自然と環境）

（基 盤 科 目）

（心理と教育）

（社会と産業）

（人間と文化）

（社会と産業）

（外　国　語）

（心理と教育）

（外　国　語）

（人間と文化）

（生活と福祉）

（情　　　報）

（生活と福祉）

（心理と教育）

（人間と文化）

（生活と福祉）

（心理と教育）

（人間と文化）

（自然と環境）

原　　　武　史

渡　部　保　夫

木　下　浩　二

相　模　健　人

兼　平　裕　子

木　下　英　文

田　川　靖　紘

木　下　英　文

平　松　義　樹

田　和　勇　希

加　藤　好　文

木　下　浩　二

丸　山　広　達

露　口　健　司

胡　　　　　光

吉　川　研　一

山　下　　　光

吉　田　正　広

藤　江　義　輝

（放送大学教授）

（愛媛大学教授）

(愛媛大学講師)

（愛媛大学准教授）

（愛媛大学教授）

（愛媛大学教授）

（愛媛大学准教授）

（愛媛大学教授）

（愛媛大学教授）

（愛媛大学非常勤講師）

（愛媛大学教授）

（愛媛県立医療技術大学教授）

(愛媛大学講師)

（愛媛大学准教授）

（愛媛大学教授）

（愛媛大学教授）

（松山東雲短期大学教授）

（愛媛大学教授）

（愛媛大学教授）

(愛媛県立東温高等学校)

※11月 6日㈫

 11月10日㈯

 11月10日㈯

11月17日㈯

11月17日㈯

11月24日㈯

11月24日㈯

11月24日㈯

12月 1日㈯

12月 1日㈯

12月 8日㈯

12月 8日㈯

12月 8日㈯

※12月27日㈭

※12月27日㈭

区分 科　　目　　名　（専攻） 担　当　講　師 申込受付締切日実　施　日
10月20日㈯
21日㈰

10月20日㈯
21日㈰

10月20日㈯
21日㈰

10月27日㈯
28日㈰

10月27日㈯
 28日㈰

11月10日㈯
11日㈰

11月17日㈯
18日㈰

11月17日㈯
18日㈰

11月24日㈯
25日㈰

11月24日㈯
25日㈰

12月 1日㈯
 2日㈰

12月 1日㈯
 2日㈰

12月 1日㈯
2日㈰

12月 8日㈯
9日㈰

12月 8日㈯
9日㈰

12月15日㈯
16日㈰

12月15日㈯
16日㈰

12月15日㈯
16日㈰

1月 5日㈯
6日㈰

1月 5日㈯
6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。

野村美千江・永井さつき

入野　了士・江﨑ひろみ

安全運転継続への
　　　　　セルフケア講座
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追加科目登録受付期間

追加科目登録申請方法

空 席 発 表：平成30年10月17日（水） 12時
追加登録期間：【10月～１月開講の授業】10月24日㈬ ～ 開講日の１週間前
　　　　　　　【２月開講の授業】　　　10月24日㈬ ～ １月20日㈰まで
対　　象　　者：平成30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

　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

こんな面接授業がありました

※大学院生、学生以外の方も「共修生」として受講可能です。（一部の科目除く）詳しくはお問い合わせください。
※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。

『展示デザインを考える』

愛媛大学ミュージアムで実際の展
示物を見ながら、展示の計画や考
え方などを学習しました。
「自分を展示する」をテーマに、
作成実践も行いました。

６月９日㈯・10日㈰ 開講 とく だ あきひと

徳田　明仁先生
（愛媛大学 ミュージアム 准教授）

面接授業では、毎回受講者の方にアンケートをお願いしております。
より良い面接授業開設に向けて、皆さんの建設的な意見をお寄せいただけましたら幸いです。

どうぞご協力をお願いいたします。



にぎたつ会からのお知らせ

同 窓 会 便 り

学友会「にぎたつ会」の活動報告
①　５月20日の総会は戸澤先生をお迎えして特別講演会を「インドから見た日本」と言うテーマで
詳しく、丁寧に、面白おかしくお話をしていただきました。前日の公開講演の延長線でアナウン
スしたため、一般の方10名を含む51名の参加者を頂き、盛大に行うことが出来ました。

②　とべ動物園園長の案内で動物園の裏話を交えながら、半周ガイドを４月28日に実施。10月17日
㈬10時からゾウのエサやりの場所から後半の全部を回る予定です。

③　８名の客員教員全ての方と距離を縮めるための企画「にぎたつカフェⅡ」の１学期が学生交流
スペースで終了しました。少人数でしたが話していただく内容は質の高いもので普段聞かれない
ようなことばかりでした。２学期も実施予定です。気軽に参加してください。

　学友会「にぎたつ会」の活動を知るための手段
●愛媛学習センター３、４Fの掲示板
●愛媛学習センターのＨＰの１番下「愛媛学習センターサークルへ」をクリックで学友会「にぎたつ会」
●「Yahooブログ　にぎたつ」で検索
　宣伝　11月19日㈪愛媛大正門前８時出発で学友会「にぎたつ会」南予日帰り研修旅行（五十崎の手
すき和紙見学や内子座）を開催します。会員外でも1,000円プラスで参加できます。

①折り紙教室　毎月第三火曜日13時30分～教材準備室
②ディスコン（カーリングに似たスポーツ）　毎月最終水曜日13時30分～番町公民館
③常信寺、松山神社散策　11月25日㈰10時00分、常信寺集合、散策後懇親会実施
詳細は、センターＨＰ（http://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までお問い合わせください。

●参加者募集

《折り紙教室》
過去５回実施しました。作品の一部を紹介します。

《古民家でお茶》
　去る６月10日㈰伊予鉄三津駅に集合して、三津の街並みを散策し
ながら「鈴木邸」でお茶会を実施しました。鈴木邸では家主の岡崎
さんから陶板で作った欄間など鈴木邸の昔を聞き、松根東洋城、白
蓮、漱石などゆかり人物の説明を聞きながらお茶を頂きました。

《東予地区交流会》
７月15日㈰新居浜高専に於
いて東予地区の交流会を実
施しました。
次回はセンター主催の「特
別講演会」に合わせて南予
地区で開催します。

●行事報告

●クイズ（解答）
　Ａ１：１日に24回太鼓を打っていました。（毎正時）
　Ａ２：現在の天守は３代目で、浦賀に黒船が来た1853年の翌年に開城式をしました。
●クイズ（問題）
　Ｑ１：明治22年に市制町村制が施行される。では、初代道後湯之の町長は誰でしょうか。 
　Ｑ２：ジャスコの南にある天山はどのようにしてできましたか。

（注）「伊予灘物語」、「大洲の鵜飼い」は、南予方面豪雨被害のため中止します。
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●閉　所　日　　　　毎週月曜日・祝日
　　　　　　　　　　11月３日㈯　文化の日
　　　　　　　　　　　　23日㈮　勤労感謝の日
　　　　　　　　　　12月23日㈰　天皇誕生日
●臨時閉所日　　　　11月４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
　　　　　　　　　　９月30日㈰
●通信指導提出期限　11月30日㈮（大学本部必着）

【教養学部】
●面接授業
　10月20日㈯・21日㈰　①近現代の天皇制
　　　　　　　　　　　②自然とヒトとの関わり合い
　　　　　　　　　　　③新・初歩からのパソコン
　10月27日㈯・28日㈰　①解決志向ブリーフセラピー
　　　　　　　　　　　②地球温暖化とエネルギー政策
　11月10日㈯・11日㈰　①社会の中の英語A
　11月17日㈯・18日㈰　①刑法入門
　　　　　　　　　　　②リーディング演習（中級）Ｄ
　11月24日㈯・25日㈰　①教育学８つの「問い」
　　　　　　　　　　　②フランス語とフランス文化
　12月１日㈯・２日㈰　①アメリカ文学と社会
　　　　　　　　　　　②安全運転継続へのセルフケア講座
　　　　　　　　　　　③はじめてのプログラミング
　12月８日㈯・９日㈰　①食と健康
　　　　　　　　　　　②つながりの教育学
　12月15日㈯・16日㈰　①四国遍路と世界遺産
　　　　　　　　　　　②カラーコーディネート
　　　　　　　　　　　③心理学実験２
   平成31年
　１月５日㈯・６日㈰　①イギリスの貧民救済の歴史
　　　　　　　　　　　②愛媛のライフサイエンス４

【大 学 院】
●修士全科生入学者選考
（第１次選考）筆記試験　　10月６日㈯
（第２次選考）面接試問　　11月17日㈯・18日㈰

10月・11月・12月　教務スケジュール

印…閉 所 日（月曜・祝日）
印…面接授業

－11－
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　私が放送大学の授業を受けるようになってもうすぐ20年になります。前職の愛媛大学職員の研修プログラ
ムの一つとして放送大学の授業受講が取り入れられた当初から受講してきました。半年に１科目、それも
「職務に関連のあるもの」という制約付きではありましたが、多彩な科目展開とほぼ３年ごとの人事異動で
「職務に関連」する分野が微妙に移り変わったこともあり、結果としてこれまで続けることができました。
　数年前から始まった「オンライン授業」が気になっていたので、2018年度の1学期にその一つ「がんを知る」
（15回の授業で構成された２単位科目です）を受講しました。オンライン授業全てに共通するものではないか
もしれませんが、以下に私の感想を御紹介します。
○集中できる授業形態であること
　これまで受講した放送授業では、１回45分の授業を視聴し、印刷教材（テキスト）と併せて学習しました、
しかし、45分集中するのはなかなか難しく、中断してしまったことも少なくありません。「がんを知る」の動
画は１回当たり10分程度と短く、集中して視聴することができました。また、各回ごとに「視聴メモ」が
用意されていてそれにあらかじめ内容が整理されているので、動画を視聴しながら自分が気になったこと
を書き込むことで要点を整理することができました。
○参加型の授業であること
　各回にディスカッションが設けられています。ここでは主任講師や受講者が話題を投稿し、それを基に意
見交換をすることができます。ネット上の掲示板のような形で、受講者は自分の都合の良い時間に参加し、
他のコメントを読んで自分の意見を書き込みます。リアルタイムのやりとりではないものの講師や受講者
を身近に感じ、あたかも教室で一緒に勉強しているような感覚を味わうことができました。
○最新の情報を得られること
　オンライン授業には放送授業のような印刷教材がありません。その代わりに「講義資料」が用意され、各
自閲覧する仕組みになっています。講義資料は随時更新されており、授業期間中に更新された統計資料など
も掲載されています。私はこの点がオンラインの最も大きな特長であると感じています。

　上述したことは授業の形式に関することですが、「がんを知る」を受講したことで、がんに関する多くの知
識や考え方を得ることができました。例えば、日本人の半数が一生のうちにがんを患う可能性がある身近な
病気であること、がん医療は日々進歩していること、身近ながん患者の生活の質を向上させるために医療
関係者でない私たちも力になることができることなどです。
　この感想と共に皆様にお伝えしたいことがあります。がん検診は機会があれば必ず受けましょう。もしも
精密検査の必要ありと診断されたら、必ずそれに従いましょう。そしてひとつ付け加えるなら、「がんを知る」
を受講しましょう。がんについてよく知ることががんと向き合うために大切なことだと思います。

オンライン授業受講体験記 選科履修生　児玉　健志

☆愛媛学習センター オリジナル
『まなぴースタンプ』ができました！！☆
放送大学のキャラクター『まなぴー』は、皆さんご存知ですよね？
このたび、愛媛学習センターオリジナルの『まなぴースタンプ』を
作りました！来所の際はぜひ押してみてください。

事務室前
にいるよ！

いつでも

押しに来
てね♪


