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　私は長年に渡って人工知能（ＡＩ）の研究を行ってきました。現在のＡＩは、
深層学習（ディープラーニング）と呼ばれる手法を用いることで、人間の能力を
超えようとしています。この深層学習では、膨大な数の入力に対してそれぞれ望
ましい出力が得られるようにＡＩの内部状態が最適化されます。その方法は、Ａ

Ｉが現在ある内部状態（初期状態）にあるとして、ある入力に対する実際の出力と望ましい出力との間の
「誤差」を小さくするように現在の内部状態を僅かに変更する、そして、このような変更を全ての入力に対
して何度も繰り返し行う、というものです。初期状態にも依りますが、このような操作の繰り返しにより、
やがて全ての入力に対して望ましい出力（に近いもの）が得られるようにＡＩの内部状態が形作られます。
形作られた内部状態は、個々の入力に対しては必ずしも最適なものとは言えませんが、個々の入力に対する
最適な内部状態のそれぞれが旨く折り合うように形作られ、全体として（ほぼ）最適なものとなっています。
　私は2016年４月から愛媛学習センター所長を務めてきましたが、この間、センターの全ての学生がつつが
なく入学の目的を果たすことができるよう、「快適な学びの環境を整えること」を最優先に考えてきました。
学生から寄せられる要望の殆どは、センターの改革・改善に資する真剣で切実なもので、そのような要望に
出会うたび、「できれば、学生からのこのような要望には全て応えたい」との思いをもちました。しかし同時
に、これらの要望全てに応えることは難しいということも実感しました。開設後20数年が経つ愛媛学習セン
ターには、これまでに培われた伝統や慣わしがあります。このような伝統や慣わしにはそれなりの理由や背
景があり、その見直しには慎重にならざるを得ません。また、センターでは多くの学生が限られた施設や設
備を利用し学んでいるため、ある学生の要望に応えようとすると他の学生に予想外の影響が出る恐れもあり
ます。限られた資源を多くの学生が融通し合って利用しているが故の宿命です。
　センターにおける改革・改善をＡＩの構成に例えることは適当でないかも知れませんが、私にはＡＩの構
成方法からセンターにおける改革・改善のヒントが見えます。センターの伝統や慣わしをはじめとする現在
のセンターを取り巻く諸条件をＡＩの構成における初期状態だとすると、常に多くの学生との対話を続けそ
の要望を聞き、現実と各学生の要望とのギャップ（「誤差」）を小さくするように努力し続けることで、必ず
や全ての学生が（ほぼ）満足できる理想のセンターを作ることができるはずです。そこでは、各学生が少し
ずつ自分の要望を抑え、譲り合うことが求められますが……。

　今、所長退任を前にして、この３年間の出来事を感慨深く振り返っています。多様な経験・知識・技能を
持つ幅広い年齢層の学生と出会い・交流できたこと、学生と教員との間の交流を密にしたいという私の願い
（「客員教員との雑談のすすめ（学友会報平成28年６月号）」参照）が学生自らの手で着実に大きく育っているこ
と、自分の経験に基づいて訴えてきた卒論履修と大学院進学の意義が徐々に学生に理解され浸透しつつある
こと、学長裁量経費を獲得し学生とのコラボレーション事業に取り組んだこと、ＢＳ放送の２チャンネル化
に伴う番組制作（「全国学習センターめぐり」、「放送大学スペシャル講演」）に出演・協力したこと、ＡＩのこ
とをできる限り分かりやすく説明しようと苦心した公開講演会（「機械は考えることができるか」⑴～⑿）のこ
と、更には、放送大学本部の面接授業分科会委員として面接授業の改革に取り組んだこと、授業評価やフレ
ンドリーアドバイスの制度を通して放送授業や印刷教材の改善に取り組んだことなど、思い出は尽きません。
　何れのときも私に元気を与えてくれたのは、真摯に学ぶ学生の姿であり、これを親身になって支えるセン
ター教職員の姿でした。本当にありがとうございました。退任後も皆さんの学びを応援しています。

放送大学愛媛学習センター　所長　村上　研二

理想のセンターを目指して
－ 所長退任に当たっての所感 －



●日　時●
2019年３月31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）

－２－

「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」・「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・在学生との
交流により、お互いの履修科目のこと、日頃の学
習の進め方、面接授業や卒業研究のこと、サーク
ル活動のことなど様々な情報を交換できる場です。
皆さま是非ご参加ください。（軽食を用意します。）

EHIME STUDY CENTER

　愛媛学習センターでは、2018年度第２学期「卒業証書・学位記授与式」
及び2019年度第１学期「入学者の集い」を下記のとおり開催いたします。

2019年３月31日㈰
●卒業証書・学位記授与式………10：00～10：45
●入学者のつどい…………………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

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）

日　時

場　所

　ご出席の有無については、同封のはがきにて、３月20日㈬必着でお知らせ願います。
　在学生・再入学生の方も是非ご出席ください。新入生は、入学許可書・学生生活の栞・利用の
手引きをご持参ください。

愛媛学習センター
学びの集い

　新入生の方で、当日欠席される方は、４月２日㈫以降なるべくお早めに事務室まで
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いたします。また、施設のご案内もいたします。
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【特別講演会】
　放送大学愛媛学習センター客員教授の石川正一郎先生に、「心の本性と人間らしさ」と題して講演
していただきました。
　ありのままの自分とは？他の人と関わりながら生きて
いくとき自分はどうあればよいのか、そして自分らしく
生きるには？について、人間という「種」が生まれつき
持っている心のあり方に始まり、社会的動物としての人
間、現代人の心と心の健康などの話題に沿ってお話しい
ただきました。
　参加者からは、「色々な視点からの心の本性についての
分析を学び、心のもやが晴れた気持ちになった。（60代　在学生男性）」、「心の本性の意味を学びなが
ら今後の自分の生き方をしっかり持って、人間らしく、自分らしく見つめ直したい。（70代　一般女
性）」、「自分を変化させよう、日々の平凡な暮らしの中で自分を少しでも変えてみようと思った。（70
代　一般女性）」などの感想をいただきました。

【学びの体験発表】
　愛媛学習センターに所属する現役女子大学生の３人が放送大学での学びについて体験を発表しま
した。内容は、印象に残った科目の内容や単位認定試験のこと、サークル活動の意義とやり甲斐、
学習の深め方と生涯学習の大切さ、学習成果の社会への還元や放送大学を利用した学びの輪を広げ
るにはなど、多岐に渡りました。発表後は、３人の学生と石川客員教授、愛媛学習センター村上所

長、兒玉事務長を交えたディスカッションを行い
ました。
　参加者からは、「勉強してみたいという気持ちに
なった。（70代　一般女性）」、「３人とも前向きで、
学んだことを社会に活かしている姿は刺激的だっ
た。（70代　一般女性）」、「試験問題が易しすぎるの
はよく勉強している証拠（70代　一般男性）」など
の感想が寄せられました。

　例年、２月の南予地方は雪の心配がありますが、当日は好天に恵まれ、40人近くの参加がありま
した。愛媛学習センターでは、県内に向けて資料の配付や新聞等のメディア広告などの広報を行っ
ていますが、この企画を通じて大学レベルの講義や在学生の生の声に接することにより、放送大学
をより深く知っていただく機会になりました。また、「開かれた大学」として放送大学が果たすべき
役割について多くの示唆もいただきました。
　最後になりましたが、このイベントにご賛同いただきご後援くださいました宇和島市教育委員
会、会場利用にご配意くださった南予文化会館始め関係者の皆様に感謝申し上げます。

愛媛学習センター特別講演会「心の本性と人間らしさ」及び
「学生による学びの体験発表会」を開催しました
○日時　2019年2月17日㈰　13時から16時30分まで
○場所　宇和島市　南予文化会館　産業振興センター

「放送大学新時代」記念企画
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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。
二年間という短い期間ではありましたが、その間に多くのことを体験
させていただきました。
　とりわけ社会経験を積まれた学生の皆さんとの出会いは意義深いも
のでした。大学というと、「教える＝教えられる」という関係のイメー
ジがありますが、ここ放送大学においては、「学び」をお手伝いすると
いう関係が基本だったように思います。ところが皆さんと接している
うちに、私のほうが「学ぶ者」の側に立っていたことも少なくありま

せんでした。
　ちょっとした雑談の中にも、皆さんが自分の人生を少しでも意義あるものに、豊かなものに
しようという気持ちが感じられたりもしました。頭の下がる思いです。
　最近、中国の古典を読み出しまして、「道」というのは、私たちが生きていく航路、人生の
歩みそのものだとわかりました。孔子の言う「礼」とは、道における建設的なふるまいのこと
であり、その積み重ねが自分を変化させるのだと気づきました。私はまもなく教員生活を終え
ますが、これからは日常の平凡な暮らしの中にほんの少しでも変化を求める姿勢で歩みたいと
思っています。
　私にとって放送大学は、こういったことを考えるよい機会を与えてくれた場であったと感謝
しています。感謝の気持ちを表すときに孔子ならこう言うであろうという言葉で、退任のあい
さつとさせていただきます。
「ありがとうございました」

石　川　正一郎 先生客員教員　退任挨拶

　放送大学情報コースの新設をきっかけに、愛媛学習センターの客員
教員を５年間務めさせて頂きました。この間に、情報工学を取り巻く
環境は大きく変わりました。着任時の入学生の集いにて、「本学では情
報工学はあまり人気が無く志願者数が少ない状況ですが、皆様には情
報工学の面白さをお伝えできればと思います」とご挨拶をしました。
それが、人工知能のアルファ碁が囲碁の世界チャンピオンに勝ったと
いうニュースをきっかけに、ＡＩやＩｏＴといったキーワードが注目
され、情報工学が人気の分野になっています。

　このような状況の中、公開講演会では、コンピュータやインターネットの仕組み、画像認識

木　下　浩　二 先生客員教員　退任挨拶
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　2014年４月から2019年３月までの５年間、放送大学の客員教員とし
て大変お世話になりました。当時は前職から地元である松山に戻って
現職に就いてまだ２年でした。職場でもまだまだ慣れない部分があっ
たものの、現職の前任者より、放送大学からの依頼があればお引き受
けするようにとの申し伝えがあり、私でよいのかと思いつつお引き受
けしたのでした。
　それまでは一般の方たちに向けて講演する機会がなかったため、最
初の公開講演会ではかなり戸惑ったのを覚えています。お若い方から

ご高齢の方まで様々な年齢層の方たちが熱心に聴講され、質疑応答では鋭い質問を受けたこと
もあり、その熱意に押されて少し難しい話をしてしまったと感じることもありました。また、
面接授業も担当させていただきました。どれくらいのレベルの授業をしたら良いのか、これも
手探りでしたが、ここでも次々と質問がでて、真剣に学習される態度に身の引き締まる思いで
した。2019年度２学期にもう一度、面接授業でお世話になります。
　出勤日は基本的に毎週土曜日の午後で、ちょうど愛媛大学所属の友人と同じ時間帯になり、
様々な情報交換ができ、有意義な時間を過ごすことができました。放送大学での５年間は、とて
も得がたい、良い経験をさせていただいた貴重な時間でした。それと共に、学生の皆さんの熱心
な学習態度を拝見し、自分もまだまだ勉強が足りないなと背中を押されたように感じます。
　最後になりましたが、５年間、色々とお世話になりました所長はじめ事務のスタッフの皆様
に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。

森　本　千　恵 先生客員教員　退任挨拶

や人工知能に関する話題をお話しました。面接授業では、画像処理プログラムやＷｅｂページ
を作る授業を実施しました。これらの準備は大変な作業でしたが、講演や授業で皆様からの頂
いた反応は、本学での授業に大変参考になり有意義な経験でした。また、にぎたつ会主催の
「にぎたつカフェII」をきっかけに、パソコン講習会を開催しました。これらの活動を通して、
少しは情報工学の面白さを皆様にお伝えできたのかなという思いです。
　客員教員は2018年度で退任ですが、2019年度もいくつか面接授業を担当させて頂きます。初
心を忘れず情報工学の面白さをお伝えできればと思います。 
　最後になりますが、村上所長、森前所長、客員教員の先生、事務スタッフの皆様には大変お
世話になりました。また、パソコン講習会を開催するきっかけを作って頂いた、にぎたつ会役
員の皆様、講習会にご参加頂いた方にも大変お世話になりました。一番の若造教員を暖かく支
えて下さったことに感謝申し上げます。
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各種証明書の発行について各種証明書の発行について

学生証の交付について学生証の交付について

学生証の発行手続きが必要な方
●2019年４月にご入学の方（継続入学も含む。）
　大学本部から発行された入学許可書をご持参ください。

●次学期も学籍のある全科履修生で、学生証の有効期限が切れる方
　有効期限切れの学生証と交換しますので、お忘れのないようにご持参ください。

　全科履修生の学生証は２年ごとに更新されます。お手元の学生証の有効期限をご確認ください。

学生証は学習センターで発行しております。
下記該当の方は、４月２日㈫以降に学習センター窓口までお越しください。

※学生証は身分を証明する大切なものです。また、視聴学習・図書室利用や単位認定試験の
　際に必要です。お早めに学習センター事務室までお越しください。

証明書は、学習センターで発行します。
所定の用紙に記入して、学習センターへ提出してください。
（各種様式は放送大学ホームページから印刷できます）

特別講演会 予定のお知らせ特別講演会 予定のお知らせ

発行に一週間程度かかる証明書
もありますので、ゆとりを持っ
て申請してください。

〈卒業研究履修・大学院修士全科生入学希望者ガイダンス開催〉
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

■日　　時　６月23日㈰　14：30～15：45
■担当講師　石丸昌彦教授【放送大学・生活と福祉コース】
●卒業研究履修申請にあたって　　●卒業研究履修手順ＤＶＤ視聴…等
※卒業研究履修申請条件として、２年以上在学し、62単位を修得した方が対象です。

■日　　時　６月23日㈰　16：00～17：00
●大学院入学までの申請・スケジュール…等

参加申込は
学習センター事務室まで。

注意
事項

■日　　時　６月23日㈰　13：00～14：15
　ガイダンスの開始前に、生活と福祉コース　石丸　昌彦 教授の特別講演会を予定しています。
講演内容など詳細につきましては、現在計画中のため決まり次第、ホームページおよびセンター内
掲示等でお知らせいたします。ガイダンスと合わせて、多くの方のご参加をお待ちしております。
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新学期準備に伴う閉室について

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

下記の期間は閉室となります。

視聴学習・図書室 閉室期間：3月22日㈮～4月1日㈪
新学期の教材入れ替え作業準備の為、図書室は閉室とさせていただきます。

４月２日（火）より通常どおりになります。
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。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

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階玄関横の郵便受け）へお願いいたします。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 〰〰〰〰〰

放送教材（DVD・CD）の図書
室での今後の配架について

★2019年度より、新規開設科目の放送教
材（DVD・CD）の配架は行いません。

 今後、図書室での視聴は、放送授業専用タ
ブレット端末やパソコンを利用したインター
ネット視聴に順次変更となります。
 
※なお、2018年度までの開設科目については
閉講になるまで今までどおり図書室にＤＶ
Ｄ・ＣＤを配架しているのでご利用いただ
けます。

2019年4月以降の放送教材
郵送貸出（本部）での日数・
本数の変更について
2018年度より放送教材ＤＶＤ・ＣＤの貸出は
本部より一括して行っていますが、貸出日数
及び貸出本数について2019年４月より以下の
通り変更になります。

★貸出本数　（変更前）３本→（変更後）５本
★貸出日数
（変更前）

本州在住　　９日以内→（変更後）14日以内
本州以外在住13日以内→（変更後）18日以内
（※愛媛在住は18日以内）

学習センターの図書貸出が終了します！
坊ちゃん12月号でもお知らせしましたが、2019年４月より、図書
の貸出は、本部にあります放送大学附属図書館からの貸出のみと
なります。（申し込み方法は今までどおりです。）学習センターに
配架している図書はすべて禁帯出となり室内での閲覧のみとなり
ますのでご了承下さい。



★定員に余裕がある科目について、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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面接授業の追加科目登録について
2019年度 第１学期

区分 科　目　名　（専攻） 担　当　講　師

専門

専門

専門

専門

専門

専門

専門

専門

基盤

導入

基盤

導入

専門

導入

専門

基盤

専門

導入

専門

中国古代の歴史

銀河天文学

子どもの健康と暮らし

日本農業の構造と経営問題

これからの情報倫理

憲法と日本

子どもの家庭福祉と子どもの育ち

東南アジア史

基礎中国語会話

飛行機はなぜ飛ぶのか

英語リスニングの方法A

身近な発達心理学

現代社会の青少年

社会保障入門

生物リズムとヒトの生活

もてなしの心が伝わる英語

微分方程式とは何か？

異文化間コミュニケーション

心理療法を学ぶ

（人間と文化）

（自然と環境）

（生活と福祉）

（社会と産業）

（情　　　報）

（社会と産業）

（生活と福祉）

（人間と文化）

（外　国　語）

（自然と環境）

（外　国　語）

（心理と教育）

（心理と教育）

（社会と産業）

（生活と福祉）

（外　国　語）

（自然と環境）

（人間と文化）

（心理と教育）

水　野　　　卓

谷　口　義　明

豊　田　ゆかり

板　橋　　　衛

辰　己　丈　夫

井　口　秀　作

岡　田　　　恵

菅　谷　成　子

陳　　　　　捷

岩　本　幸　治

木　下　英　文

熊　野　み　き

作　田　良　三

鈴　木　　　靜

野　島　一　雄

山　本　淳　子

伊　藤　　　宏

大　橋　理　枝

熊　野　み　き

（愛媛大学・准教授）

（放送大学・教授）

（愛媛県立医療技術大学・教授）

（愛媛大学・教授）

（放送大学・教授）

（愛媛大学・教授）

（松山東雲短期大学・講師）

（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）

（松山大学・准教授）

（松山大学・教授）

（愛媛大学・教授）

（元愛媛県立医療技術大学・准教授）

（愛媛大学/松山大学・非常勤講師）

（愛媛大学・教授）

（放送大学・准教授）

（松山大学・准教授）

実施日 追加登録期間

４月13日㈯

14日㈰

４月20日㈯

21日㈰

４月20日㈯
27日㈯

４月27日㈯
28日㈰

※４月19日㈮
～４月23日㈫

６月８日㈯
９日㈰

４月19日㈮～
６月１日㈯

５月11日㈯

12日㈰

※４月19日㈮

～５月７日㈫

５月25日㈯

26日㈰

４月19日㈮～

５月18日㈯

６月１日㈯

２日㈰

４月19日㈮～

５月25日㈯

６月15日㈯

16日㈰

４月19日㈮～

６月８日㈯

７月６日㈯

７日㈰

４月19日㈮～

６月29日㈯

６月29日㈯

30日㈰

４月19日㈮～

６月22日㈯

【注意】 ※印……追加登録期間が通常と異なります。
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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：2019年４月13日㈯　12時
追加登録期間：【４月～７月開講の授業】

４月19日㈮ ～ 開講日の１週間前
対　　象　　者：2019年度１学期に学籍のある全科履修生・選科履修生・
　　　　　　　　科目履修生

※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。

　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、
それ以降は登録期間中、空席が埋まるまで先着順で受付を行います。
　代理人による申請もできます。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
　　　●82円切手を貼付した返信用封筒
　　　　（長形３号（120×235ミリ）「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、事前に放送大学ホームページでもお知らせいたします。
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　年度初めから取り組んでいる「にぎたつカフェⅡ」。改めて説明しますと、客員の先生方
の出勤日の１時間を１学期に１回、学友会「にぎたつ会」のために時間を作って下さり、普
段聞けないお話を談話室でお茶を飲みながら雑談する企画です。日程調整と学生を集める役
割を学友会「にぎたつ会」が行い、予約なしで途中参加ＯＫで気軽に出席できます。
　学友会「にぎたつ会」は今、全学生のための学友会になるためにはどうしたらいいか？
日々考えて行動に移しております。その足跡が「にぎたつカフェ」（学生と学生）であり「に
ぎたつカフェⅡ」（先生と学生）であります。その延長線で木下浩二先生とパソコン講習を一
緒に学び、今はパワーポイントで発表が出来るように
なりました。戸澤健次先生とはインドを知ろう！と隔
週で勉強した後にインド・ネパール行ってきました。
またにぎたつカフェで報告します。
　貴重な経験が沢山できる学友会「にぎたつ会」の入
会をお待ちしております。詳しくはセンターの窓口に
聞いてもらえれば幸いです。

学友会「にぎたつ会」　会　長　加幡　秀樹

参加者募集
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　毎月最終水曜日13時30分～番町公民館
３．藤原純友・伊予の関ケ原（三津地区）（食事会）（5／26・日）
　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までお問い合わせ下さい。

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」の足跡

行事報告
《同窓会南予地区交流会の開催》
２月17日㈰宇和島市立南予文化会館に於いて
南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８月４日
㈰に西予市で
開催します。

　

《12月の折り紙教室》
12月17日㈫放送大学の資料準
備室で８名参加して開催。終
了後、近くの喫茶店で今年の
反省と来年の抱負を話し合い
ながら親睦を深めました。
《ディスコン》
年末で忙しく中止しました。次回は３月27日
㈬13時30分から番町公民館で開催します。

クイズ　Ａ１：鷺が発見したといわれています。
　　　　Ａ２：平成18年、平成の大修理の時松山市は名前を公募しました。天丸（手前）と

松姫と名付けられ住民登録もしているそうです。
クイズ　　Ｑ　：道後温泉本館の別館として「飛鳥乃温泉」が平成29年12月にオープンしました。

屋上に設置されている鷺はオスでしょうか？メスでしょうか？問 題

解答

※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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４月・５月・６月　教務スケジュール

－11－

●閉　所　日　　　　　　　４月29日㈪　昭和の日
　　　　　　　　　　　　　　　30日㈫　国民の休日
　　　　　　　　　　　　　５月１日㈬　天皇の即位の日
　　　　　　　　　　　　　　　２日㈭　国民の休日
　　　　　　　　　　　　　　　３日㈮　憲法記念日
　　　　　　　　　　　　　　　４日㈯　みどりの日
　　　　　　　　　　　　　　　５日㈰　こどもの日
　　　　　　　　　　　　　　　６日㈪　振替休日

●卒業証書・学位記授与式及び入学者の集い
　　　　　　　　　　　　　３月31日㈰
●第１学期放送授業開始　　４月１日㈪
●第２学期学生募集要項出願受付期間（予定）
　　　　　　　　（第１回）６月15日㈯～８月31日㈯
　　　　　　　　（第２回）９月１日㈰～９月20日㈮

【教養学部】
●面接授業
　空席発表　　４月13日㈯　12時

　追加登録期間
　　　　　　　４月19日㈮～
　　　　　　　科目ごとに定められた受付期限日まで

（Ｐ.９参照）

　日　　程　　４月13日㈯・14日㈰
　　　　　　　４月20日㈯・21日㈰
　　　　　　　４月20日㈯・27日㈯
　　　　　　　４月27日㈯・28日㈰
　　　　　　　５月11日㈯・12日㈰
　　　　　　　５月25日㈯・26日㈰
　　　　　　　６月１日㈯・２日㈰
　　　　　　　６月８日㈯・９日㈰
　　　　　　　６月15日㈯・16日㈰
　　　　　　　６月29日㈯・30日㈰
　　　　　　　７月６日㈯・７日㈰

（Ｐ.８参照）

印…閉 所 日（月曜・祝祭日）
印…面接授業



こんな面接授業がありました
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　車の安全運転を継続させるために、運転に影響する健康要因の測定やセルフケア行動の点検を行いま

した。グループワークをしながら、楽しく学べました。

藤江 義輝 先生（愛媛県立東温高等学校）

2018年12月1日㈯、2日㈰開講

安全運転継続へのセルフケア講座

日増しに暖かくなり、早春の息吹を感じるこの頃です。桜の開花が待ち遠しいですね。
もうすぐ「平成」が終わろうとしていますが、皆さんにとって「平成」はどんな時代でしたか？
新しい元号に向けて、皆さんにとって実り多い年でありますように。
来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

野村美千江先生／永井さつき先生／入野　了先生
江﨑ひろみ先生 （愛媛県立医療技術大学）

　愛媛の特産物を科学的に調べる面接授業「愛媛のライフサイエンス」第４弾。今回は、「ブルーベリー」

と「ウズラ」を取り上げ、いろいろな実験や観察を行いました。

2019年1月5日㈯、6日㈰開講

愛媛のライフサイエンス４


