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　令和３年度に放送大学客員教員に就任しました高橋千佳です。普段は愛媛大学法文
学部で応用英語学という科目を担当しており、中でも英語学習の動機づけに興味があ
ります。よろしくお願いいたします。

　私がこの分野に興味を持った直接のきっかけは、自身のＮＨＫラジオ英語講座を使った学習と、社会人と
してラジオ・テレビ英語講座を制作した経験です。私は松山市出身なのですが、中学２年生の時に市からア
メリカのサクラメントやポートランドに派遣してもらったことから英語学習が好きになり、中学、高校と計
６年間、ラジオ講座で勉強を続けました。また、学部卒業後入社した会社では、ディレクターとしていろい
ろな講座番組の制作に携わりました。これらの経験からわかったのは、講座での学習の継続の難しさと、継
続を支える動機づけというものの存在でした。
　ラジオ講座での学習は、ほとんどの場合何の強制力もなく、学習を始めるのもやめるのもその人次第です。
大学などでの学習と違い、単位をとって卒業を目指すということもなければ、先生からの励ましがあるとい
うこともありません。このような状況での学習は、継続するのが本当に大変です。はじめは高い意欲で学習
を開始した場合でも、何かのきっかけで番組を聴き逃すと、その後聴き逃す日が一日、また一日と増え、気
がついたら学習が完全にストップしていた、などということもありえます。
　一方、学習者の中には、強制力なしで何年も講座での学習を続けている人もいます。そのような人たちの
多くは、現在のように技術が進歩した時代でも、意外とシンプルに、毎日、例えば歯磨きをするように、一
定の時間ラジオに向かい、学習を続けています。つまり彼らは、学習を習慣化できているということです。
また、これまでの調査から、学習を継続できている人たちはその動機づけがはっきりしているということも
明らかになってきました。
　「動機づけ」ときくと、何か大きな目標などを想像されるかもしれませんが、もっと単純に、「ラジオでの
学習が楽しい」というようなものも含まれます。私がこれまで調査してきた人たちの多くも、「とにかく楽し
い」と動機づけがはっきりしており、それが講座での学習の継続の鍵となっていました。過去に調査した人
の１人は、「番組が面白いのでたとえ日本語の番組だったとしても聴くのではないかと思うほどだ」と教えて
くれました。皆さんは、どのような学習が心から「楽しい」と思えるでしょうか。そのような学習はあるで
しょうか。
　動機づけには様々な理論があり、普段、学生と話していても、英語学習の動機づけは様々であることがよ
くわかります。同時に、学生が自分の動機づけを分析することで、新たな発見があったり、意欲が高まった
りするなどというケースにも出会いました。動機づけは人間のあらゆる行動について分析できる内容ですの
で、もし皆さんの中で、放送大学での学習をはじめとして、何か継続の鍵を知りたい、自分の状態を把握し
たいと思う方がいらっしゃったら、「なぜその行動に取り組んでいるのか？」を分析してみるとよいかもしれ
ません。しっかりとした動機づけに支えられた学習の継続は、何かの形でより満足度の高い人生につながっ
ていくのではないかと思います。

放送大学愛媛学習センター　客員教員　高 橋　千 佳

学習を継続するということ



　放送大学愛媛学習センターにてこれまで関わらせていただいた学生の皆様、
教職員の皆様、2017年４月からの５年間、大変お世話になりました。心より感
謝申し上げます。
　私が愛媛学習センターに初めて足を運んだのは、2016年１月の面接授業でし
た。放送大学に学ぶ学生の皆様への授業は、楽しみ半分、緊張半分といった気
持ちで担当させていただいたことを思い出します。実際に客員教員として勤務
し始めてからは、多様な背景を持つ学生の皆様と学びの場やレクリエーション
の場でご一緒させていただき、とても楽しく、刺激的な時間となりました。

　私の専門領域は「看護学」ですので、人間の発達や人体の構造を基本にしながら、看護学との関
連をお伝えしたいと思い、授業を企画してきました。それらの授業を通して、何らか皆様の日常生
活に活かせる知識や看護学のおもしろさをお伝えできたかどうか、いささか不安ではありますが、
これまで大学で担当してきた授業とは異なる観点から、お話をさせていただきました。残念ながら、
2020年から2021年の２年間は、新型コロナウイルスの世界的な感染症拡大により、センター内に立
ち入ることもできない時期があり、皆様との交流も、一時、途絶えてしまいました。自然の力との
闘いを見せつけられる日々でしたが、少しずつ文明の利器を活用できるようになったり、適切な感
染対策がとられたりするようになりつつあります。しかし、以前の常識から大きな発想の転換が必
要になったことを実感しています。
　看護学は日常生活を科学するのですが、日常的であるがゆえに、学問的な知識が存在しないと思
われてしまうこともあります。今回の新型コロナウイルスとの闘いを通して、改めて看護学の重要
性を実感できました。今後も、看護学の追究を通して、社会に貢献できればと考えています。また
皆様とは、お目にかかる機会があると思いますが、その際には、どうぞ気軽にお声かけください。
皆様の健康な生活を祈念いたしております。

退 任 挨 拶客員教授 野本百合子 先生
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「卒業証書・学位記授与式」及び
「入学者の集い」開催のご案内
　愛媛学習センターでは、令和３（2021）年度第２学期「卒業証書・学位記授与式」
及び令和4（2022）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。

■日　時　令和４年４月３日㈰
●卒業証書・学位記授与式……13：00～14：00（受付開始／12：30）
●入学者のつどい………………14：15～15：30（受付開始／13：45）

■場　所　放送大学愛媛学習センター　４階　講義室
■持参物　入学許可証 または 学生証

【注意事項】※参加は、卒業生・新規新入生に限ります。
　　　　　　※ご家族が参加される場合は、事前にお知らせください。
　　　　　　※状況によりやむをえず中止や変更になる場合があります

卒業生、新入生の方には、出欠確認を兼ねて、個別にご案内をお送り
します。無理のない範囲でご出席いただければと思います。
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参加申込書

特別講演会

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

１３：００ ～ １４：００

１４：１５ ～ １５：１５

１５：３０ ～ １６：３０

学生番号：

氏　　名：

電話番号：

参加するものに〇を記入してください。

卒業研究履修及び大学院修士課程入学に関する
ガイダンス開催のご案内

　放送大学専任教員による卒業研究履修及び大学院修士課程入学に関するガイダンス
を開催いたします。ガイダンスの前には、専任教員による特別講演会がございます。
　３年ぶりの開催です。興味のある方はぜひご参加ください。

■日　時■　2022年6月19日（日）

13：00～14：00　特別講演会　演題「ゲノム編集技術と食品への利用」

　　　　　　　二河　成男（放送大学教授〈自然と環境コース〉）

14：15～15：15　卒業研究ガイダンス

15：30～16：30　大学院修士全科生入学希望者ガイダンス
※ガイダンスに参加された方には、終了後に記念品を進呈いたします。

■場　所■　愛媛学習センター４階　講義室１・２

■定　員■　40名（先着順）定員になり次第、締め切らせていただきます。

下記申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX、メールまたは電話にてお申込みください。

TEL：089－923－8544　　FAX：089－923－8479　　メール：ehime-sc@ouj.ac.jp
※新型コロナウイルス感染状況によって、開催方法を変更する場合があります。
　変更する場合はホームページなどでお知らせいたします。

〈 申 込 方 法 〉
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①システムWAKABAに
　ログイン

②Web単位認定試験を
　クリック

③Web単位認定試験体験版を
　クリック

パスワードを忘れて
しまったなど、
ログインできない方は
愛媛学習センターまで
ご連絡ください。
（TEL089－923－8544）

詳しい操作方法は操作ガイドをご覧ください。

2022年度第１学期単位認定試験は、Web受験方式（※3科目のみ郵送受験）で実施され
ます。実施方法や試験日程が以下のとおり変更となりますので、内容を十分に確認いただ
くとともに、Web受験等に対応できるよう予めご準備ください。

■試験日程
2022年７月15日㈮ 9：00 ～ ７月26日㈫ 17：00

2022年度第1学期単位認定試験の実施方法が
「Web受験方式」（制限時間あり）に変わります

【重 要】

■Web受験方式
◎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。注）一時停止できません！

※その他実施についての詳細は、5月中旬ごろ、郵便物及びホームページ等でお知らせ予定です。

■Web単位認定試験体験版について
　Web単位認定試験体験版が利用可能です。受験の際にスムーズに操作できるよう、試験期
間前までに必ず体験版の操作を行ってください。
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■自宅でのWeb受験が困難な方へ【要申請】
　ご自宅にインターネット環境がない、またはパソコンの操作が困難等の理由により自宅等で

のWeb受験が困難な方は単位認定試験を学習センターでWeb受験することができます。

ただし、以下のことにご注意ください。

①学習センターで受験する場合、授業科目案内及びシステムWAKABAに記載
されている単位認定試験日・時限どおりの日程で受験を行います。

②学習センターで受験する場合においても、ご自身で学習センターのパソコン
を操作していただきます。

③郵送受験方式の３科目（「正多面体と素数（’21）」「日本美術史の近代とその外
部（’18）」「量子科学（’19）」）は、パソコンを使用しないため、学習センター
での試験は行いません。　

　
　以上のことをご了承いただいた上で学習センターで受験希望の方は、申請様式に記入し、申

請期間内に大学本部へ郵送により申請してください。

●申請様式　学習センター受験申請書（2022年度第１学期の印刷教材または学生生活の栞

　　　　　　に同封されます。）

●申請期間　2022年4月1日（金）～2022年5月23日（月）【必着】

●申請宛先　〒261－8586　千葉市美浜区若葉2－11

　　　　　　　　　　　　放送大学　学務部学生課　単位認定試験係　行

●「学習センター受験申請書」を提出された方は、学習センターで実施する操作説明会（6月

　～7月上旬）に必ずご参加ください。詳細は、後日大学本部から通知いたします。

Web単位認定試験操作説明会開催
以下の日程で開催します。パソコン操作が不安な方は、この機会にぜひご参加ください。

〈日　　時〉2022年４月７日（木）、４月８日（金）、４月９日（土）

　　　　　　午前の部／10：00～11：30・午後の部／14：00～15：30

〈会　　場〉愛媛学習センター３階　視聴学習・図書室またはパソコン実習室

〈定　　員〉各15名

〈申し込み〉愛媛学習センターまで、電話・メールでお申込みください。

　　　　　　（TEL 089－923－8544　メール ehime-sc@ouj.ac.jp）

申請書を出す前に !
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●『科目登録決定通知書・学費払込取扱票』が届いたら、面接授業の登録がされているか確認しましょう。
　科目登録申請をしたにもかかわらず、通知書に記載がない科目は、抽選により落選した科目であり、受講できません。
●学費納入が済み、受講が決まったら、かならず再度『授業概要（シラバス）』を確認しましょう。
　【教科書】、【受講者が当日用意するもの】、【受講前の準備学習】など、様々なことが記載されています。

●授業当日の体調等について
体調不良の方は、授業への参加を控えてください。
欠席の際は事前に愛媛学習センターまでご連絡願います。（TEL 089－923－8544）

●マスクの着用
　学習センター内では、かならずマスクを着用してください。
●手指のアルコール消毒
　教室に入る前は、かならず備え付けのアルコールで手指を消毒してください。
●授業中の座席について
　座席には番号をふってあります。
　２日間（授業日程中）、かならず同じ座席に着席するようにしてください。
●教室の換気について
　換気のため、窓や出入口扉を開けています。
　必要時にはエアコンを作動させますが、細かな暑さ・寒さ対策は各自でお願いします。
●昼食について
　昼食を学習センター内で食べる方は、指定された場所でお願いします。
　食事の際は、学生同士向き合うことや食べながら会話することは、おやめください。
　また、外食の際も感染症対策を十分行ってください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、愛媛学習センターでの面接授業を受講する際には、下記の事項を確認、
了承の上、受講されるようお願いいたします。

受講にあたってのお願い

不測の事態発生時について

科目登録の確認について

教科書は授業で使用するものです。受講者は各自で準備し、授業当日は必ず持参してください。
●図書によっては書店での取寄せが必要になり、用意に時間がかかる場合があります。なるべく余裕を持って注文・
購入してください。

●【参考書】は、授業受講時に必ず購入・持参するものではありません。愛媛学習センター開講の面接授業の参考書は、
愛媛学習センターの視聴学習・図書室に一部配架されています。貸し出しはおこなっていませんが、図書室内で閲
覧することが可能です。

新型コロナウイルス感染症のまん延状況などにより、対面式の面接授業が開講できなくなった場合、シラバスの「実
施会場」欄に記載の「※不測の事態発生時（「閉講」または「Web授業で開講」）」の通りとなります。
なお、受講予定者には、変更について郵便・キャンパスメール・電話などでお知らせします。

教科書の必要な科目について

『子どものそばにすべてがある』
（平松義樹／東京書籍／￥1,980／ISBN＝9784487813568）

教育学・８つの「問い」②

科　目　名 教　　科　　書

愛媛学習センター開講面接授業の受講について
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科目区分 科　　　目　　　名 担　当　講　師 開 講 日 追加登録申込
締切日

不測の事態
発生時

科目
コード

専門

専門

専門

専門

専門

導入

導入

専門

基盤

専門

導入

専門

基盤

専門

専門

専門

基盤

専門

2599775

2599732

2599759

2590182

2599783

2599724

2599740

2599813

2599686

2599791

2599716

2599821

2599694

2599767

2590166

2599830

2599708

2599805

Web

Web

Web

閉　講

閉　講

Web

閉　講

Web

Web

閉　講

閉　講

閉　講

Web

閉　講

閉　講

Web

Web

閉　講

初めての家族療法

祝祭にみるドイツ文化

食品健康科学

心理学実験２

学校教育の今日的課題

教育学・８つの「問い」②

作って学ぶプログラミングの基礎

古代エジプトの女性と社会

日本語ロジカルライティング

財務諸表分析の基礎

生活科学入門

『狭衣物語』をよみ継ぐ

英語ライティング方略

高齢者医療の現状と課題

心理学実験１

海の科学

初めての韓国語の講座（入門）

日本国憲法の基本原理

相　模　健　人

田　島　篤　史

西　　　甲　介

富　田　英　司

山　本　浅　幸

平　松　義　樹

阿　萬　裕　久

畑　守　泰　子

秋　山　英　治

齋　藤　正　章

岡　本　威　明

西　　　耕　生

中　山　　　晃

竹　内　一　人

十　河　宏　行

大　林　由美子

張　　　栄　順

光　信　一　宏

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・講師）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・特定教授）

（愛媛大学名誉教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・研究員）

（愛媛大学・教授）

（放送大学・准教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛県立医療技術大学・教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛大学・講師）

（愛媛大学・非常勤講師）

（愛媛大学・教授)

心理と教育

人間と文化

生活と福祉

心理と教育

心理と教育

心理と教育

情　　　報

人間と文化

社会と産業

生活と福祉

人間と文化

外　国　語

生活と福祉

心理と教育

自然と環境

外　国　語

社会と産業

5/20㈮ 1～3時限
5/21㈯ 1～3時限
5/22㈰ 1・2時限

4/16(土)
4/17(日)

4/23(土)
4/24(日)

5/ 7(土)
5/ 8(日)

5/28(土)
5/29(日)

　

追加登録なし

4/30(土)

5/13(金)

5/21(土)

5/28(土)

6/ 4(土)

6/18(土)

6/25(土)

6/ 4(土)
6/ 5(日)

6/11(土)
6/12(日)

6/25(土)
6/26(日)

7/ 2(土)
7/ 3(日)

※注意※日程変更あり
4/20㈬ 3～4時限
4/27㈬ 3～4時限
6/15㈬ 3～4時限
6/22㈬ 3～4時限

愛媛学習センター面接授業開講科目一覧2022年度
第１学期

　今後の新型コロナウイルス感染症のまん延状況等により、以下の措置等をとる場合があります。
　措置が実施される可能性があることをご理解いただき、面接授業の科目登録をご検討ください。
　また、このことを踏まえ、特に卒業見込者、資格取得を主眼とした単位修得を目的とする方は、放送授業やオンライン授業を
積極的に受講してください。

●「対面授業の閉講（中止）」または「Zoom等のシステムによるWeb授業への変更」
● ご自身の居住都道府県外の学習センターで開講される面接授業の越境受講禁止

2022年度第1学期面接授業についてのお知らせ

授
業
形
態
が

変
更
に
な
る

場
合
が
あ
る
よ
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科目登録決定後、空席のある科目については、当該科目を開設する学習センターで所定の期間内

に追加登録を受け付けます。但し、定員に達し次第、受付を終了します。

各学習センターによって追加登録の受付方法・受付期間などが異なりますので、事前にご確認願

います。また、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ので、ご注意ください。

空席発表日

『学生生活の栞』
（学部）P.61～面接授業の追加登録について2022年度

第１学期

■４月16日（土）  12：00
および愛媛学習センター内掲示で発表します。システムWAKABA

『面接授業（第1学期）の
ページ』をクリック！

『お知らせ』➡「空席状
況のお知らせ」に掲載２

１
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授業料は、おつりのいらないように
準備をおねがいしま～す

申請方法 ～愛媛学習センターの場合～

１．窓口申請
受付初日10時までに来所の方を対象に、希望者多数の場合は抽選を行います。それ以降は先着順と

なります。必ず、学生証（コピー不可）と授業料（１科目 5,500円（つり銭のないよう、お願いします））

を持参してください。

２．郵送申請
追加登録期間に、やむを得ず愛媛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）による申請を受け付けます。
●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受付期限日まで

●申請方法：現金書留で①～④を同封の上、愛媛学習センター宛に郵送
　①面接授業科目追加登録申請書

　②学生証のコピー

　③授業料（１科目 5,500円×希望科目数）

　④返信用封筒（長形３号（120×235ミリ）・宛先を明記し、84円切手を貼付したもの）

〈注意事項〉

•希望者多数の場合は、直接来所の方を優先します。
•郵送分は、受付初日の17時以降の登録となりますので、ご注意ください。
•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返金します。

■愛媛学習センター開講科目

参 照 『2022年度第１学期　面接授業時間割表【中国・四国ブロック版】』…………P.８

『2022年度第１学期　面接授業開設科目一覧』……………………………………P.15

『空席照会』を
クリック！

◆空席状況の確認方法◆
４月21日㈭15：00～はシステムWAKABAで
空席状況をリアルタイムで確認できます。

システムWAKABAへログイン
　　➡教務情報➡科目登録申請➡
　　　空席照会➡〈希望の科目を検索〉

追加登録申請期間
■４月21日（木）～科目ごとに定められた受付期限日まで
※原則として開講日の１週間前、一部例外あり。最終受付期限日 ７月17日（日）。
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キリトリ

□■ 学生証の交付について ■□
学生証は、４月５日（火）以降、学習センター窓口で交付します。

※入学者の集い参加者には、４月３日（日）に交付します。

▶新入生・再入学の方
　本部から発行された入学許可書（ハガキ）をご持参ください

▶学生証の有効期限が切れる方
　期限切れの学生証をご持参ください

【郵送での交付について】
学生証は郵送での交付が可能です。
下記の書類を同封し、愛媛学習センターまでお送りください。

〇2022年度第１学期入学者の方
　●「郵送による学生証交付申請書」
　●入学許可書のコピー
　●顔写真付きの公的な身分証明書（運転免許証、パスポート等）の写し
　●特定記録郵便料金244円分の切手を貼った返信用封筒（長形３号（120×235ミリ））

〇在学生の方
　●「郵送による学生証交付申請書」
　●有効期限切れの学生証
　●特定記録郵便料金244円分の切手を貼った返信用封筒（長形３号（120×235ミリ））

氏　　名：

生年月日：　大正　・　昭和　・　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

住　　所：　〒

電話番号：

学生の種類（○で囲んでください）

【学　部】 　全科履修生 　・ 　選科履修生 　・ 　科目履修生　 ・　 特別聴講学生

【大学院】 　修士全科生 　・ 　修士選科生　 ・ 　修士科目生　 ・　 博士全科生

学生番号：

【郵送による学生証交付申請書】

有効期限は、顔写真の下に
記載されています。
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●クイズ（解答・問題）
　Ｑ：松山城の天守にある鯱に名前が付ているそうですが、何という名前でしょうか。
　　　（正解は、坊っちゃん108号で発表します。）

令和４年度の行事（計画・実施）案
１．折り紙教室　毎月第１水曜日13時00分～教材準備室ほか
　入会金及び会費無料です。教材は各自準備してください。

２．松山城散策とお花見
　４月６日㈬詳細は掲示またはホームページでお知らせします。

３．レオマワールドや四国水族館など日帰り旅行
　　５月

４．伊予灘物語と大洲の花火鑑賞
　８月７日㈰

５．忽那七島クルージング
　10月16日㈰

Zoomミーティングを大活用

同　窓　会　便　り

　いつになったら、自由に行動できるのか見えない世界です。そんな中、学友会「にぎたつ会」で

は明るく楽しくをモットーにZoomのアカウントを取得しました。これまでどおり２学期も楽しく

『にぎたつカフェⅡ』を行いました。にぎたつカフェⅡとは、毎回客員教員の先生をゲストにお迎

えした学生による井戸端会議のような雑談の場です。現在は、Zoomを利用し双方向の楽しいディ

スカッションをしています。客員教員の先生をお迎えするので、アカデミックな見地からの新し

い発見や為になることが満載です。（学生のみのにぎたつカフェⅠもあります。）

　参加希望の方は nigitatu1234@yahoo.co.jp までメールをください。担当者加幡（かばた）から

返信が来ます。コロナが落ち着いたら学習センターの交流スペースでも対面の「にぎたつカフェ」

を行いますが、まずはZoomから！良かったら、温かい飲み物など片手に気軽に参加してみません

か？学生生活を充実したものにするために学友会「にぎたつ会」は日々努力して行きます。

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。

行事に関しては、新型コロナの関係もあって随意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。
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印…センター閉所日
印…面接授業
印…卒業証書・学位記授与式

４月・５月・６月　教務スケジュール
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●閉　所　日
　毎週月曜日・祝祭日
　４月３日㈰　視聴学習・図書室閉室
　４月29日㈮　昭和の日
　５月３日㈮　憲法記念日
　５月４日㈬　みどりの日
　５月５日㈫　こどもの日
●卒業証書・学位記授与式、入学者の集い　４月３日㈰
●通信指導提出期間
　Web通信指導による提出
　　　　　　　５月９日㈪ 10：00～５月31日㈫ 17：00
　郵送による提出　　　　　５月16日㈪～５月31日㈫
●第２学期募集要項配布・出願受付開始　　６月上旬

【面接授業】
４月16日㈯・17日㈰　①初めての家族療法
　　　　　　　　　　②祝祭にみるドイツ文化
４月20日㈬・27日㈬・６月15日㈬・22日㈬
　　　　　　　　　　①食品健康科学
４月23日㈯・24日㈰　①心理学実験２
　　　　　　　　　　②学校教育の今日的課題
５月７日㈯・８日㈰　①教育学・８つの「問い」②
　　　　　　　　　　②作って学ぶプログラミングの基礎
５月20日㈮・21日㈯・22日㈰
　　　　　　　　　　①古代エジプトの女性と社会
５月28日㈯・29日㈰　①日本語ロジカルライティング
　　　　　　　　　　②財務諸表分析の基礎
６月４日㈯・５日㈰　①生活科学入門
　　　　　　　　　　②『狭衣物語』をよみ継ぐ
６月11日㈯・12日㈰　①英語ライティング方略
６月25日㈯・26日㈰　①高齢者医療の現状と課題
　　　　　　　　　　②心理学実験１
　　　　　　　　　　③海の科学
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】
４月７日㈭・８日㈮・９日㈯　
午前の部／10：00～11：30　午後の部／14：00～15：30


