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学問の多様性と人類の多様性
松 枝

直 人

最近、松山市千舟町のジュンク堂が大街道の三越店内へ移転しました。ジュンク堂
は愛媛県内でもっとも大きい書店で、実に様々な分野の書籍（35万冊）が取り揃えら
れています。このような書店を訪問すると、人類の知の多様性を再認識し、また、自
身の知識や興味の狭さを痛感させられます。
さて、人類の知は学問以外の分野にも及びますが、ここでは学問（英語はScience。自然科学・人文科学・
社会科学などの総称）に限定して話を進めます。では、学問の分野には何があるでしょうか。大まかな分類
は、たとえば中学校（高等学校）の授業科目でしょうか。国語・社会（地歴・公民など）・数学・理科（物理・
化学など）・英語・音楽・美術・保健体育などがあり、これらは学問のかなりの部分をカバーしています。
言い換えれば、中学校（高等学校）で学習する内容は、ほとんどの学問分野の基礎となる事柄であるといえ
ます。
大学や放送大学における学問分野にはどのようなものがあるでしょうか。愛媛大学を例にとると学部数は
７です。農学部の場合７コースに分かれ、各コースは平均して８つほどの研究室から成り、同じ研究室の教
員でも研究内容（興味）は同じではありません。つまり、愛媛大学農学部でさえ、およそ80（≒教員数）の
学問分野を持っています。ちなみに、日本の学会に限っても、その数は現在1176とされています。莫大な数
ですね。ひとつの学会もいくつかの部会に分かれる場合が多く、たとえば土壌肥料学会の場合、部会数は10

以上です。いかに学問の細分化が進んでいるかが分かると思います。
このように学問分野が細分化するのに伴い、各分野での研究内容も多岐に渡り、より深く（マニアックに）
なっていきます。現在、１年間に世界で発行される学術論文（大部分は英語）の数は200万を超えています。
それだけ、新しい知識が日に日に増えているということです。東大王やクイズ王は知識が豊富ですが、たと
えば「天然の土壌の表面に吸着している陽イオンの60〜80％はカルシウムイオンである」という、土壌学者
や農業改良普及員なら常識であることを、おそらく彼らは知らないでしょう。より専門的な土壌学の知識な
ら尚更でしょう。すなわち、細分化し、より深くなった学問（Science）の知識は、莫大なものとなってし
まったのです（学問以外の人類の知もまた莫大です：さて、たとえば何があるでしょうか？）。いかなる天
才・秀才も、人類の知のわずか一部分を知っているに過ぎないのです。
したがって、たとえ何百年生きても人類の知のすべてを学ぶことは不可能なのですが、それゆえ「生涯学
習」はチャレンジングであるともいえ、そこに放送大学の意義があると考えます。
最後に。学問はこのように多様ですが、人類もまた多様性を極めています。飢えや疫病などで死んでいく
途上国貧困層の乳幼児も、優雅に暮らす先進国の富裕層の人々も、同じ人類です。国内でも、過労死になる
ほど昼夜働きづめの人々、貧困にあえぐ人々、震災に加え謂れのない差別を受けた福島の人々もいれば、私

のように日々のほほんと生きている人間もいます。SDGs-10は「人や国の不平等をなくそう」（国内および
国家間の格差を是正する）ですが、ウクライナやそのほかの地域での迫害・紛争を含め、多様でカオスな人
類の「不平等」をなくすることができるのか。皆さんはどう考えますか？
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2021年度
第２学期

卒業証書・学位記授与式

愛媛学習センターからは、大学院３名の修了生、教養学部39名の卒業生が誕生しました。
教職員一同、心よりお祝い申し上げます。

愛媛学習センター所属
【大 学 院】

修了生・卒業生

【教養学部】

人文学プログラム………… 1名

生活と福祉コース………… 5名

人間と文化コース………… 6名

社会経営科学プログラム… 1名

心理と教育コース…………14名

自然と環境コース………… 7名

生活健康科学プログラム… 1名

社会と産業コース………… 6名

情報コース………………… 1名

2022年４月３日㈰午後１時より、愛媛学習センター講義室にて、
「2021年度第２学期

卒業証

書・学位記授与式」を挙行しました。授与式では修了生２名、卒業生17名が出席し、卒業生代
表の方へ加藤所長より学位記が授与されました。
また、修了生代表として、人文学プログラム修了の和田治彦さんより、学部生代表として、
自然と環境コース卒業の小寺信さんより謝辞が述べられました。

−２−

名誉学生

特別表彰

放送大学教養学部全てのコースを卒業さ
れた加藤経子さんに、多年にわたって修学
を継続した意欲的な学習者として「名誉学
生」の称号が授与されました。
これで愛媛学習センターの名誉学生は６
名となりました

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。
2021年度第２学期の特別表彰者は
９名でした。
６回卒業

加

藤

経

子 さん

５回卒業

友
和

近
田

治

博 さん
彦 さん

４回卒業

宇
岡

野
邊

綾
正

子 さん
一 さん

３回卒業

加

藤

経

子

井上 和孝 さん・友田真由美 さん
吉本ミチエ さん・村田 憲一 さん

さん

2022年度 第1学期「入学者の集い」
４月３日㈰午後２時15分から、愛媛学習センタ
ー４階講義室にて「入学者の集い」を開催しました。
当日は大学院生２名、教養学部生24名の新入生
に参加していただきました。
集いでは、学長メッセージ上映、加藤所長挨拶、
客員教員紹介、オリエンテーション及び施設案内
を行いました。

ご参加いただいた皆様、
ありがとうございました。
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（オリエンテーションの様子）

卒業生代表謝辞（抜粋）

全科履修生

自然と環境コース

小

寺

信

４年前の４月、新入生として今から始まる再びの学生生活に不安と希望を持ってこ
の場にいたことがほんの昨日のように思えます。
10代のころ、大学の門を叩くことができたにもかかわらず自分の弱さから最後まで
成し遂げることができませんでした。そのまま社会に出た後も成し遂げられなかった
思いは、私の心の隅に影を落としたままでした。
年齢を重ねるごとに今一度学びたい、思いを成し遂げたいと強く感じるようになり、
再び学びの場に出ることを決意しました。いろいろな大学を調べた末に自分のペース
で学習できることが決め手となり放送大学で学ぶことを決めました。
入学後は自宅でのオンライン授業を中心として学習を進めてきました。自分が思っ
ている以上に理解のスピードは、
「カメさんペース」
となっており悪戦苦闘の連続でした。
良いこともありました。単位認定試験で学習センターを訪れるときは、愛媛大学の
キャンパス内を通りながらつかの間のキャンパスライフを味わっておりました。
しかし、コロナという新しい試練が私たちの生活すべてに影を落としてきました。私自身、試験会場に入
ったときにほかの学生さんから感じる学びへの思いが良い刺激となっていたのにそれもかなわなくなってし
まいました。実際モチベーションが下がった時期もありました。
その試練の中放送大学の方々のご尽力で、
「オンラインでの認定試験」という形で学びを続けられるように
なりました。
この方式は私にとって思わぬモチベーション向上のきっかけとなりました。私のように現役世代かつ松山
以外の学生にとって、試験日によっては受講をあきらめざるを得ないケースがあります。この方式になるこ
とで「より学んでみたい科目」を選択することができるようになった結果、本日を迎えられたと感じてお
ります。
今、世界はコロナをはじめとする様々な変化によって形を変えています。そのような変化の中でも「学び
たい、再度学ぶ機会を持ちたい」と願う人は多くいると思います。
放送大学はそんな気持ちにこたえてくれる素晴らしい学び舎だと思っております。
本日のこの式を持っていったん学びに一区切りつける方、学びを継続される方、そして４年前の私のよう
に今から学びを始められる方、様々かと思います。それぞれのペースでお互い進んでいければと思います。

卒業証書・
学位記授与式に参加して
50代前半に思いもよらない病を
患い、平癒したのちは「人生一度
きり、やりたいと思ったときにや
りたいことをやっておく」という
思いが強くなり、人生の補完とし
て何がやりたいのだろうと考えた
際、真っ先に頭に浮かんだのが
「学び直し」でした。今回無事に
大学卒業という大きな目標を達成
することができ、「次にやりたい
こと」への準備が整いました。こ
れも、諸先生方、事務局の皆様、
そして学友たちのおかげだと思っ
ております。
本日は誠にありがとうございま
した。
（50代男性）

卒業生の

コロナ禍にもかかわらず学位記
授与式に参加することができ、嬉
しく思います。やり遂げたいとい
う気持ちがこみあげてきました。
学びの機会に感謝いたします。
（30代女性）
一度目の学位記授与式はコロナ
で参加できず、この度二度目の学
位記授与式で参列でき大変うれし
く思います。一度目の入学時には
片耳がほぼ聞こえない状態だった
為、事務担当の職員の方には大変
お世話になりました。
どうもありがとうございました。
（50代女性）
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ありがとうございます。もう少
し頑張ろうと思っています。
（70代男性）
新型コロナが治まらない中、本
日の式典に参加することが出来て、
大変感謝しています。一人一人セ
ンター長から学位記が授与されな
かったのが残念です。今回学んだ
ことが今後の生活にいかせるよう
に頑張りたいです。（30代女性）
放送大学として25年、人生の３
分の１を過ごしました。晴ればれ
とした気分で、やり切った達成感
に浸ってます。
（70代女性）

修了生代表謝辞（抜粋）

文化科学研究科

人文学プログラム

和 田

治 彦

私達卒業生、修了生は年齢、経歴、入学動機、学習環境は異なっていますが、志を
一つにし、今日の良き日を迎えることが出来た事に心より感謝申し上げます。
個人的な事で恐縮ですが、放送大学との出会いは子供達も独立し、丁度還暦を迎え
第二の人生を模索中の時でした。若い時、発足後間もない「青年海外協力隊」に参加
しキリマンジャロの麓で農業隊員としてボランティア活動をしてまいりました。そこ
で接した東アフリカの共通語スワヒリ語はアラビア語と密接に関与していて、かねて
よりアラビア語には興味を持っていましたが、その授業が放送大学の外国語科目にあ
ることを知りました。以来、放送大学で「知る喜び」を覚えてしまい、その毒に触れ
現在まで来てしまいました。
1960年代の後半から70年にかけアメリカで農業研修生として二カ年、座学と農業実
習を体験してきた際、太平洋戦争中12万人の日系アメリカ人が理不尽な強制収容所生
活を強いられた事を日系人から直接知り憤りを覚えました。またタンザニアでの二カ
年半の生活中、隣国ウガンダで勃発したアジア系アフリカ人の排斥運動を目の当たりに体験してきました。
以来マイノリティーの人々の存在と日系アメリカ人の事をより知りたくて大学院の門をたたきました。時折
しもトランプ前大統領の予測不可能な行動から米国内は分断の嵐が吹いていました。
アメリカでのフィールドワークを計画し航空券、ホテル等全て予約していた矢先にコロナ禍が発生し、全て水泡
と化してしまいましたが、
デジタル器機がピンチを救ってくれました。
インターネットやＳＮＳを利用した日系人の取
材や、合衆国政府が世界に公開している資料の閲覧収集等、
また１年次の時より新型コロナが発生した２年次以
降の方が、
活発にリモートによるゼミの開催ができ全国の学友と意見交換ができた事は、実に皮肉な事でした。
トランプ前大統領以後、アメリカ社会と世界の分断の波も沈静化すると思いきや、ローズベルト大統領の
日系人強制収容所の大統領令が発令されて80周年に当たる２月19日の記念日バイデン大統領は、日本語で
「ニドト、ナイ、ヨウニ」と全米に宣言した一週間後、ロシア軍がウクライナに侵略を開始しました。時計
の針が80年前に逆戻りし、歴史に学ばない人間の愚かさを知らされました。一日も早い平和と分断の無い
世界が戻ることを祈らずにはいられません。
現在の仕事は定年の無い柑橘栽培ですが、今のところ後継者もなくリタイアの予定も無く、生涯現役を目
指しやり抜くつもりです。体力、気力、知力が続く限り「学びの生涯現役」も貫く覚悟です。

ことば
本場の卒業式らしいです。一度
卒業しても終わったわけではあり
ません。また、チャレンジします。
（50代女性）
永い年月の間に悲しいこともい
っぱいあり幾度もやめようと思っ
た事がありました。もうちょっと
もうちょっとと続けて本日の晴れ
の日を迎えることができました。
自分に
「おめでとう」
（60代女性）
拙い謝辞でしたが、機会を与え
ていただきありがとうございます。
引き続き学んでいきます。よろし
くお願いします。 （50代男性）

在学学期数12。６年かけてやっ
と学位記をいただくことが出来ま
した。旅行に参加させていただい
たり、大学で楽しく語らう時をも
つことが出来、とても良い経験で
した。ありがとうございました。
（60代女性）

３回目の卒業です。多くの方々
に支えて頂き楽しい日々を過ごす
事が出来ました。感謝の気持ちで
一杯です。ありがとうございまし
た。再入学しましたのでこれから
もよろしくお願いします。
（70代女性）
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４年間仕事と学業は大変でした。
でも楽しい学生生活でした。
（20代男性）
退職後長い間学ばせて頂きまし
たが、寄る年波には勝てずこの度
４回卒業を以って終了と致します。
ありがとうございました。
（80代男性）
休学を経て、子育てをしながら
のゼミや論文執筆は大変でしたが、
家族のサポートのおかげで卒業す
ることができました。ご指導頂い
た教授、ゼミ生の皆様に感謝の気
持ちでいっぱいです。
（40代女性）

【重 要】

2022年度第1学期単位認定試験の実施方法が
「Web受験方式」に変わります
１.試験日程
2022年7月15日
（金）9：00 〜 7月26日（火）17：00
２.実施方法
◎Web受験方式（一部科目を除く）
自宅等から、インターネットを通じてWeb単位認定試験システムにアクセスし、問題閲
覧・解答提出（送信）を行います。
試験期間中いつでも受験できます。ただし、１回のみ受験可能です。
１科目50分の制限時間があります。
（一時停止できません）
科目ごとに「択一式」「記述式」「（択一式と記述式の）
併用式」のいずれかの形式で出題さ
れます。
（各科目の出題形式は、
「授業科目案内」に掲載されています）

３.Web単位認定試験体験版について
現在、
「Web単位認定試験体験版」が利用可能です。実際の受験の際にスムーズに操作で
きるよう、必ず試験期間前までに、試験に使用する端末で操作確認等行ってください。

体験版へのログイン方法はP9をご覧ください。

４.操作体験説明会について
自宅でのWeb受験が困難な方で「学習センター受験申請書」を本部に提出し受理された
方は、愛媛学習センターで実施する操作説明会に必ず参加してください。
（日

程）６月28日（火）、６月29日（水）
、６月30日
（木）
、
７月１日（金）、７月２日（土）
、７月３日
（日）
午前の部／10：00〜12：00 ・ 午後の部／14：00〜16：00

（会

場）愛媛学習センター3階

（定

員）各10名

パソコン実習室

（申込み）愛媛学習センターまで電話でお申込みください。（TEL：089-923-8544）
※自宅受験をする方でパソコン操作に不安がある方も、愛媛学習センターのパソコンを使っ
て説明及び練習できますので、ご希望の方はご連絡ください。
−６−

システムWAKABAを使ってみよう!
1 放送大学ウェブサイトから、

システムWAKABAにログイン。

クリック

クリック

−７−

システムWAKABAを使ってみよう!
クリック

ログイン I D（学生
番号ハイフンなし）
とパスワードを入
力後、ログインを
クリック!

2 システムWAKABAでいろいろしてみよう！
Web単位
認定試験
※体験版も
こちらから

過去問題
閲覧

放送授業
視聴

※インターネット環境がある方は、
ご活用ください。
※テレビ科目1回の授業
（45分）
で約150MB、
ラジオ科目1回の授業（45分）
で約30MBのデータ転送量となります。
※接続の際の通信費やプロバイダ料金などは利用者のご負担となりますので、
ご注意ください。

−８−

システムWAKABAを使ってみよう!
3 Web単位認定試験体験版にチャレンジしよう！
Web単位認定試験体験版をクリックして開始。

詳しい操作方法は操作ガイドをご覧ください。

Web単位認定試験体験版のURL

https://shiken.ouj.ac.jp/

でに
試験ま
認して
必ず確
い！
くださ

WAKABAの操作体験をしてみませんか？

−９−

システム
ＷＡＫＡＢＡで
どんなことができるの？

ログインしたことがない人も
この機会にレッツ・トライ！

どうやって
ログインするの？

以下の日程で操作体験会をおこないます。愛媛学習センター職員がシステムWAKABAの
操作方法についてお教えします。お気軽にお越しください。
日 程：2022年６月22日（水）、７月６日（水）、13日（水） 各日14：00〜16：00
※日程が合わない方は、お電話でご相談ください（℡089−923−8544）
定 員：各日先着10名
持ち物：学生証・筆記用具

次学期（2022年度第2学期）の科目登録および継続入学について
①次学期に学籍のある方 →「科目登録申請」
７月中旬に大学本部より「科目登録申請要項」が送られてくるので、よくお読みください。
科目登録申請開始の８日前になっても「科目登録申請要項」が届かない場合、または紛失した場合は、大学
本部（℡043−276−5111）にご連絡ください。
申

請

方

法

申

システムWAKABA

請

期

間

2022年８月15日(月) 9:00 〜 ８月31日(水) 24:00

「科目登録申請票」郵送

2022年８月15日(月) 〜 ８月30日(火) 本部必着

②今学期（2022年度第1学期）で学籍が切れる方で次学期も学習の継続を希望される方 →「継続入学（出願）手続き」
継続入学のご案内などが大学本部より送られてくるので、よくお読みください。
（※成績通知は８月下旬予定）
2022年度第１学期の成績通知、卒業認定通知確認後に手続（出願）をおこなってください。
出
面接授業を希望する方
面接授業を希望しない方

願

方

法

申

請

期

間

システムWAKABA

2022年８月15日(月) 9:00 〜 ８月31日(水) 24:00

システムWAKABA

2022年６月10日(金) 9:00 〜 ９月13日(火) 17:00

「出願票」郵送

2022年６月10日(金) 〜 ９月13日(火) 本部必着

※面接授業の登録申請のみでは入学できません。

視聴学習・図書室からのお知らせ
閲覧済み雑誌の無償譲渡について
愛媛学習センターで所蔵している雑誌の中で古くなったものを、有効に活用していただくため学生
の皆様へ無償でお譲りいたします。
期間中に、視聴学習・図書室にお申し出ください。
日 程：６月19日（日）〜 ７月10日（日）まで
場 所：愛媛学習センター視聴学習・図書室内
１人 １日 ５冊まで

学生図書リクエストの受付開始について
受付期間：2022年4月28日〜2022年12月22日（予定）
○「学生図書リクエスト」の注意事項
一人の希望は月１点です。（多巻物などの場合１冊＝１点です。１セット＝１点ではありません。）
リクエスト図書は概ね1,000円以上30,000円以内（定価）、かつ同一学期中に一人に
つき概ね30,000円を超えない範囲とします。
学部全科履修生、選科履修生、大学院修士全科生、修士選科生及び
博士全科生が利用できます。休学中の方は申込できません。
申込から利用可能となるまで、約2ヶ月を要することをご了承ください。
申込票は、附属図書館ウェブサイトの「サービス申込一覧」からダウンロードしてご利用ください。
https://lib.ouj.ac.jp/application̲list.html
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客員教授 新任の挨拶

「自分らしく学び続ける」

赤松

公子

先生

2022年度から客員教員に就任いたしました赤松公子です。専門は看護学です。
愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻に勤務して20年になります。看護技術
や看護理論を中心とした看護教育を担当しながら、不快症状であるしびれに関
する研究に取り組んでいます。しびれは近年増加している糖尿病の合併症であ
る末梢神経障害や抗がん剤治療の副作用として出現し、日常生活を不自由にし
ます。このような疾患や治療に起因した“しびれ”は、いわゆる正座による“し
びれ”と同質の感覚であるかを明らかにするために、聞き取り調査や知覚検査
を行っています。聞き取り調査では、じんじん、びりびりといった擬音語・擬態語、日常生活動
作を聞き取っています。しびれを言葉や日常生活動作で表現できれば、自身が感じている身体的苦
痛症状を他者と共有できるのではないかと考えています。病棟に出向いてベッドサイドでの調査を
行うため、コロナ感染拡大に伴い、調査が進展しませんが、地域で暮らす人々が少しでも元気に生
活できるように、身体や生活のちょっとした不具合を整える支援を続けたいと考えています。
看護のテキストに「看護師が人間の可能性を信じ、無条件に患者の存在を尊重することから始ま
る。看護師自身の価値基準や常識的な判断で患者を評価せず、その人のありのままの姿を感じとり、
受けとめる」の記載があります。この記載をセルフケアの観点から捉えると、自分の可能性を信じ、
尊重すること、社会の価値基準や常識にとらわれて自分を評価しないことともいえます。他者の意
見に耳を傾けつつも、自分自身の価値基準を大切にして、自分らしく学び続けることではないかと
思います。

2022年度第1学期

客員教員出勤時間のお知らせ

各客員教員の出勤予定時間は下記のとおりです。
客員教員が学習上の相談等に応じていますので、事務室窓口にお問い合わせください。

城戸

茂 赤松

公子 岡野

大

毎週火曜日

毎週火曜日

毎週水曜日

13時〜16時

14時〜17時

15時〜18時

2022年度第1学期

相模

健人 松枝

毎週木曜日

直人 高橋

毎週木曜日

千佳

毎週木曜日

野田

裕久 渡部

毎週金曜日

保夫

毎週金曜日

９時半〜１２時半 ９時半〜１２時半 11時半〜14時半 ９時半〜１２時半 ９時半〜１２時半

客員教員による学習相談について

愛媛学習センター所長、客員教員が学習上の種々の相談に応じています。相談を希望する学生は、気軽に
事務室にご連絡ください。Zoomでのご相談にも対応いたしますので、お問い合わせください。
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退
池

内

任

の

潔 （いけうち

挨

拶

きよし）

広報担当 池内です。５年間大変お世話になりました。放送大学に勤務して、
新鮮に感じたのが、学生の皆さんの学習意欲が非常に高く、日々の学びやサーク
ル活動をおおいに楽しんでいるということです。その後、私自身も学生となり、
何十年かぶりに勉強（放送授業）にチャレンジしましたが、日々の積み重ねができ
ず、改めて皆さんの努力に頭が下がる思いでした。長いコロナ禍、
勉学に関しても
なにかとご不便なことが多いかと思いますが、皆さんのご健勝と益々のご活躍をお祈りいたします。
あっという間の５年間でしたが本当に有難うございました。

山

下

修

子 （やました

なおこ）

このたび、３月末をもちまして、退職することとなりました。
放送大学では、
『学び』に対する皆様の姿勢に非常に刺激を受けた毎日でした。
皆様のように興味のあることに楽しんで取り組むということは、今後の私の大
きな目標となりました。
これまで至らぬ点もあったかと思いますが、多くの方々にサポートしていただ
きながら、業務を通して様々なことを学ばせていただきました。ありがとうございました。
日常の生活が思い通りにおくれないこの頃ですが、コロナウイルスの一日も早い終息と、皆様のご
活躍、ご健康を心よりお祈りしております。

新
渡

部

博

任

の

文 （わたなべ

挨

拶

ひろふみ）

４月１日付で愛媛学習センターに採用になりました渡部と申します。主に広報
関係を担当しております。２年前に愛媛大学を定年退職し、引き続き再雇用で勤
めておりましたが、この度、ご縁があって14年ぶりに愛媛学習センターで勤務す
ることになりました。
年齢とともに体力・活力は衰える一方ですが、学生の皆様の意欲・熱意に負け
ないように精進し、皆様のお役に立てるように頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

濱

田

真

子 （はまだ

まこ）

はじめまして。４月から愛媛学習センター総務担当になりました濱田真子と申
します。
勤務し始めてまだ日が浅く、総務経験も全く無い中とても不安でしたが、学生
のみなさまの学びへの意識の高さや、取り組む姿勢、また４月の初めに卒業証
書・学位記授与式に参加させていただいた時の達成感に満ち溢れた顔や、謝辞を
拝聴させていただき、とても感激し背中を押されたような気持になりました。改めて学ぶことの素晴
らしさを実感した瞬間でもありました。私はこれまで、バスケットボールに打ち込んできましたが、
常に「文武両道」を軸として教わってきました。高校、大学時代では学問が怠れば練習にも参加さ
せてもらえない様な厳しい環境でしたが、広い視野を持ち好奇心を持って学ぶことが自分の選択肢
を広げ、人生を豊かにできるのだということを本当の意味で理解できたように感じます。一日でも
早く皆様のお役に立てるよう日々努力し頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。
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学友会「にぎたつ会」
からのお知らせ
１学期に入り、コロナ対策を万全に行事が始まりました。早速４月23日（土）に南予研修旅行へ。
座席にゆとりを持たせた貸切バスで、真珠と段畑の体験学習を行いました。午前は真珠の珠出し体
験。昨年挿核されたアコヤ貝を一人一個支給され、きれいな真珠を取り出しました。人によっては、
ペンダントトップ等のアクセサリーに加工してもらい、良いお土産になったようです。午後は、お
いしい昼食と遊子（ゆす）地区段畑の見学。ここで嬉しい出会いがありました！偶然にも、ガイド
は放送大学の選科履修生として学ぶ松田鎮昭さん。松田さんの丁寧な説明により、歴史と文化を
堪能することができました。
このように学友会「にぎたつ会」では体験型の研修旅行をこれ
からも実施して行きます。
Zoomで客員教員の先生方と雑談するにぎたつカフェⅡも始ま
っています。途中からでも構いませんので、参加希望の方は
nigitatu1234@yahoo.co.jp まで送信してください。必ず返信
します。経験は感動の連続。一緒に学生生活を楽しみましょう。
南予研修旅行の集合写真

行事計画

同

窓

会

便

り

１．折り紙教室
７月、８月はお休みです。次回は、９月７日（水）、10月５日（水）、11月２日（水）です。
入会金及び会費無料、教材は各自準備してください。
２．伊予灘物語 大洲散策
第１希望８月７日（日）、第２希望８月11日（木・祝）でワープに予約しています。７月７日
（木）以
降で確定出来次第募集を開始します。
３．忽那七島クルージング
10月16日（日）実施予定。８月中旬頃予約を開始します。

行事報告
松山城散策とお花見
４月６日（水）、春の霞がかかるうららかな中、松山城ロープウエイ駅舎で４名、そして山頂広
場で２名と合流して計６名でのお花見を行った。マスクをし、手指の消毒、検温とオミクロンへの
感染対策をして実施した。桜は、満開は過ぎていたが、花びらが舞い散り、一部新緑が芽吹くなか、
密集を避け昼食をとった。しばらく歓談して、歌舞伎役者の故坂東三津五郎さんがここは素晴ら
しいと絶賛した場所で、思い思いに写真を撮り解散した。２年ぶりの
再会であったが、２年という歳月は、我々にとって身体的なことはも
ちろん環境についても、大きな変化がある年月だと実感させられた。

クイズ（解答・問題）
Ｑ：松山城の天守にある鯱に名前が付いるそうですが、その名前は？
Ａ：手前が「天丸」、奥が「松姫」です。松山市に住民登録もしているようです。
行事に関しては、新型コロナの関係もあって随時更新しますので詳細は、
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。
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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７月・８月・９月

月 火
4

5

水
6

7月

木
7

教務スケジュール
閉

金

土

日

1

2

3

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

所

日

臨時閉所日

毎週月曜日・祝日
８月11日㈭

山の日

９月23日㈭

秋分の日

８月12日㈮〜14日㈰

第２学期学生募集要項配布・出願受付
〈教養学部〉

全科生・選科生・科目生

〈大 学 院〉

修士選科生・修士科目生

出願受付
〈第 １ 回〉

６月10日㈮〜８月31日㈬

〈第 ２ 回〉

９月１日㈭〜９月13日㈫

単位認定試験

8月

７月15日㈮

水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

5

6

水
7

17：00

８月下旬頃

単位認定試験成績通知

月 火

月 火

9：00 〜 ７月26日㈫

第２学期科目登録申請期間
①郵送による申請
８月15日㈪〜８月30日㈫

大学本部必着

②システムWAKABAによる申請
８月15日㈪

9：00 〜 ８月31日㈬

24：00

【面接授業】
７月２日㈯・３日㈰

①初めての韓国語の講座（入門）
②日本国憲法の基本原理

【Web単位認定試験操作説明会】

木

9月
金

土

日

1

2

3

4

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
印…センター閉所日
印…面接授業
印…単位認定試験期間

６月28日㈫

①10：00〜12：00

②14：00〜16：00

６月29日㈬

①10：00〜12：00

②14：00〜16：00

６月30日㈭

①10：00〜12：00

②14：00〜16：00

７月１日㈮

①10：00〜12：00

②14：00〜16：00

７月２日㈯

①10：00〜12：00

②14：00〜16：00

７月３日㈰

①10：00〜12：00

②14：00〜16：00

※この操作説明会は、学習センターで受験を選択され
た方を対象にしています。
【WAKABA操作体験会】
６月22日㈬

14：00〜16：00

７月６日㈬

14：00〜16：00

７月13日㈬

14：00〜16：00

※自宅受験をする方でパソコンの操作に不安がある方
は、学習センターのパソコンを使って練習できます
ので随時ご相談ください。
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