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　昨年４月より放送大学愛媛学習センターに客員教員として勤務させて頂いていま
す愛媛大学農学部渡部保夫です。本年３月末をもって定年退職致しますが、酵素学、
分子生物学、遺伝子工学の技術と知識を使って教育研究および地産品を活用した地

域連携関係の研究を行ってきました。退職後も放送大学で勤務させていただく予定で、講演会などの資料作
成、放送大学の学生やＯＢの方々との交流は、不謹慎な言い方かもしれませんが、ボケ防止になりそうです。
　さて、本稿のタイトルは「これまでの研究生活でワクワクしたこと」としました。農学部勤務約39年、い
ろいろなテーマで研究してきましたが、完結したもの、中途半端に終わったもの、継続できなかったものな
ど、いろいろな結末でした。その中から、今から34年前、遺伝子組換え技術の習得のため１年半、研究員と
して大阪大学において学外研修で実施したことをご紹介いたします。
　研究室は当時大阪大学細胞工学センターにあった岸本研究室で、教授の岸本忠三先生（元大阪大学総長、
現大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授）と助教授の平野俊夫先生（元大阪大学総長、現量子科学
技術研究開発機構理事長）は、ともに医学部旧第三内科出身で免疫学がご専門でした。研究テーマは、免疫
細胞B細胞分化因子（BSF－2、現インターロイキン－6、IL－6）の遺伝子クローニングで、ヒト細胞の遺伝子
由来のmRNAの中からIL－6のmRNAを単離することでした。mRNAは取り扱いが難しいのでmRNAからコピ
ーしたcDNAを使い、これをプラスミドに組込み大腸菌に導入してcDNAのライブラリー（遺伝子図書館）
を作製します。IL－6タンパク質のアミノ酸配列の一部が明らかにされていましたので、その情報に基づいて
DNAプローブを作製します。このDNAプローブが結合したcDNAが目的のcDNAです。検出を容易にするた
めにDNAプローブに目印をつけておく必要があり、当時は32Pという放射性同位元素でラベルしました。
cDNAに32PのDNAプローブが結合すると、ライブラリーがβ線を放出するためＸ線フィルムが感光するの
で検出できます。ガイガーカウンターがガーガーと鳴り響く状況で苦労を重ねて、目的のcDNAが取得でき
たことを示すＸ線フィルムを現像した時の興奮は今でも鮮明に覚えています。取得したcDNAの塩基配列を
決定してIL－6の全てのアミノ酸配列を解明したこと、cDNAからタンパク質を作りIL－6の機能を再現できた
ことなどの成果は、自然科学分野で最高の学術誌であるNature誌に1986年に掲載されました。
　筆者は、期間満了で愛媛大学に復帰したのでこのプロジェクトからは離れましたが、その後の展開が素晴
らしかった。IL－6は炎症性サイトカインとしても周知されるようになり、特に岸本先生のグループは、IL－6
がリュウマチなど自己免疫疾患で著増することなどから、IL－6の作用を抑えることができればこの疾病を治
療できると考え、実際に、リュウマチなどに非常に有効な特効薬トシリズマブの開発につながりました。こ
れらの成果から岸本先生と平野先生は、国内外のほとんどの著名な賞を受賞し、ノーベル賞候補者として毎
年名前が挙がっています。
　最後に、ヒトは生きていくために心地よいストレスが必要であるといわれています。知識の習得、謎の解
明など知的活動はこのストレスにあたるでしょうから、筆者も、今後ともテニスで体を動かすことに加えて、
知識の吸収を続けていきたいと考えます。

放送大学愛媛学習センター　客員教員　渡部　保夫

これまでの研究生活で
　　　　　ワクワクしたこと
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学生証の交付について

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窓口で交付を受けてください。

有効期限は、顔写真の下に
記載されています。

学生証は、４月１日㈬以降、学習センター窓口で交付します。

▶新入学・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。

「卒業証書・学位記授与式」及び
「入学者の集い」の中止について

　３月21日にＮＨＫホールで開催予定の「学位記授与式」及び４月５日に愛媛学習セ
ンターにおいて開催予定の「卒業証書・学位記授与式」「入学者の集い」を中止するこ
とといたしました。
　本件は、我が国において新型コロナウィルス（COVID－19）の感染が拡大している
状況を受け、卒業生・修了生、在学生及びその他関係者の皆さまの健康・安全面を第
一に考慮した結果で、前述の結論に至った次第です。
　何卒ご理解いただきご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。
　
※2020年３月卒業生・修了生の「学位記」については、2020年３月末に大学本部より、2020年２月
27日時点のＷＡＫＡＢＡ登録の住所（国内）宛に送付いたします。もし、長期不在等で送付先
の変更を希望する場合には、文書（メールまたは郵送）にて次の項目を明記のうえ、速やかに
ご連絡ください。（国外への送付は不可）

　
●学生番号、氏名、送付希望先の郵便番号、住所、電話番号
　
〈学部卒業の方〉
　学生課メール〈shugaku-ka@ouj.ac.jp〉
　住所：〒261－8586　千葉市美浜区若葉２－11　学生課卒業判定係 宛
　
〈大学院修了の方〉
　教務課メール〈kyomuka@ouj.ac.jp〉
　住所：〒261－8586　千葉市美浜区若葉２－11　教務課大学院研究指導係 宛

愛媛学習
センター

ＮＨＫ
ホール
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ガイダンス開催スケジュール
年に１回限り開催のガイダンスです。 興味、関心のある方はぜひご参加ください。

参加を希望される方は、電話・メール または窓口にて、お申込みください。
●電話：089－923－8544　  　●メール：ehime-sc@ouj.ac.jp

卒業研究履修ガイダンス
卒業研究申請や研究計画などについて、本部の専門職員が説明します。

卒業研究の申請条件は、全科履修生で２年以上在学し、62単位を修得した方ですが、
現時点で条件を満たしていなくても参加可能です。

●日　時▶６月21日（日）14：30～15：45
●講　師▶谷口 義明 教授（放送大学・自然と環境コース）

大学院修士全科生入学希望者ガイダンス

特別講演会のご案内

修士全科生への申請等についての説明や、質疑応答など。

●日　時▶６月21日（日）16：00～17：00
●講　師▶谷口 義明 教授（放送大学・自然と環境）

同日開催

　ガイダンス開始前に、谷口義明教授の特別講演会を開催します。

　講演内容など詳細につきましては、現在計画中のため、確定次第ホームページお

よびセンター内掲示等でご案内いたします。ガイダンスと併せて、多くの方のご参

加をお待ちしております。

放送大学教授（自然と環境）
天文学者。専門は、銀河天文学。理学博士。

谷口　義明 教授
講　師



★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
2020年度 第１学期

区分 科　目　名　（専攻） 担　当　講　師

専門

専門

基盤

専門

導入

専門

専門

専門

専門

専門

専門

専門

導入

基盤

専門

基盤

導入

専門

専門

専門

感染症に対する生体防御のしくみ

日本近代文学と文化誌

英語リスニングの方法Ｃ

食塩が結ぶ近代の瀬戸内とアジア

微分方程式と数理モデル

子どもの問題

都市を社会学的にとらえる

森林と人間の共生

世界の医療と言語

自然災害と安全安心なくらし

小中学校における教育実践論

英語コミュニケーション論入門Ｂ

初めての臨床心理学

基礎から学ぶフランス語

情報化社会と大学教育

英語コミュニケーション方略

国際関係論入門

心理学実験１

栄養学の基礎と最近の話題

円周率の計算法

（生活と福祉）

（人間と文化）

（外　国　語）

（人間と文化）

（自然と環境）

（心理と教育）

（社会と産業）

（自然と環境）

（生活と福祉）

（社会と産業）

（心理と教育）

（人間と文化）

（心理と教育）

（外　国　語）

（心理と教育）

（外　国　語）

（社会と産業）

（心理と教育）

（生活と福祉）

（情　　　報）

山　田　武　司

中　根　隆　行

木　下　英　文

中　川　未　来

安　藤　和　典

平　松　義　樹

北　川　由紀彦

山　田　容　三

内　藤　真　帆

バンダリ・ネトラ・プラカシュ

山　内　　　孔

木　下　英　文

相　模　健　人

柳　　　光　子

苑　　　復　傑

中　山　　　晃

菅　原　健　志

十　河　宏　行

岸　田　太　郎

大　浦　拓　哉

（愛媛県立医療技術大学・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・准教授）

（愛媛大学・名誉教授）

（放送大学・教授）

（愛媛大学・教授）

（愛媛県立医療技術大学・講師）

（愛媛大学・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）

（放送大学・教授）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・講師）

（愛媛大学・准教授）

（愛媛大学・教授）

（京都大学・助教）

実施日 追加登録期間

４月18日㈯
19日㈰

４月25日㈯
26日㈰

５月７日㈭
14日㈭
21日㈭
28日㈭

４月24日㈮～
４月30日㈭

５月９日㈯
10日㈰

４月24日㈮～
５月２日㈯

５月12日㈫
19日㈫
26日㈫

６月２日㈫

※４月24日㈮
～５月２日㈯

５月23日㈯
24日㈰

４月24日㈮～
５月16日㈯

５月30日㈯
31日㈰

４月24日㈮～
５月23日㈯

６月６日㈯
７日㈰

４月24日㈮～
５月30日㈯

６月13日㈯
14日㈰

４月24日㈮～
６月６日㈯

６月27日㈯
28日㈰

４月24日㈮～
６月20日㈯

７月11日㈯
12日㈰

４月24日㈮～
７月４日㈯

【注意】 ※印……追加登録期間が通常と異なります。

追加登録は
できません

追加登録は
できません
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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：2020年４月18日㈯　12時
追加登録期間：【４月～７月開講の授業】

４月24日㈮ ～ 開講日の１週間前

対　　象　　者：2020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
　　　●面接授業科目追加登録申請書
　　　●学生証のコピー
　　　●授業料
　　　●84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。

（※一部例外あり）



－６－

図書室の開室時間について

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

2020年4月より開室時間が変更になります！

※図書返却・貸出及び文献複写の手続きは閉室時間の30分前までにお願いします。

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階玄関横の放送大学郵便受け）へお願いいたします。

火～金
土・日

10：00～18：30
09：30～18：00

2020年３月31日まで

火～日 9：30～18：00

2020年４月１日より

図書室 閉室期間：３月２１日㈯～３月31日㈫
新学期準備の為、図書室は閉室とさせていただきます。４月１日㈬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。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

附属図書館（千葉）所蔵図書の利用について
愛媛学習センター図書カウンターでの直接申込及び、
ＯＰＡＣからの申込で本部図書を取り寄せ・室外貸
出することができます。ぜひご利用下さい。
附属図書館の貸出冊数及び貸出期間は右の通りです。

※2019年４月より、
　貸出冊数が増えました。 ※予約がない場合１回のみ延長可（処理日より14日間）

利用者身分 貸出冊数

学部学生

大学院生(博士）

大学院生(修士）

卒研履修生

10冊

30冊

20冊

20冊

貸出期間

１ヶ月
（31日間）
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※インド・ネパール研修旅行（2019.2.16－3.2　にぎたつ会有志が参加）

　2016年からの放送大学客員教員生活は、本当にあっという間のこと
でした。退任するにあたり、まだまだやり残したことがあるという気
持ちが残りますが、これで、一応教員生活とは区切りをつけ、次の人
生に歩みを進めようと思います。
　４年間に、面接授業、年４回の公開講演、東予への出張特別講演を
担当しました。毎週土曜日の出勤日には、学生やＯＢなどの訪問者で
にぎわい、実に充実した日々でした。
　私が心掛けたことに教員と学生との距離の短縮というテーマがあり、
村上前センター長に、教員の談話室への立ち寄りを奨励していただき

ました。学生側からも教員と近づきやすくなるようにと「にぎたつカフェⅡ」なる懇談の場が
提案され、一歩前進が見られました。
　また私は、公開講演ではなるべく多くの聴衆に満足してもらおうと努め、できたら放送大学
に縁してもらえればと願いつつ、全力で担当しました。
　最後の２年は自主ゼミを開催し、その成果をもって南アジアを訪問しました。生涯で平均年
齢の断トツに高い一行となりました。
　今後は、文字通り、晴耕雨読の日々を送り、国内外の旧友との交流を重視し、尊敬する先達
にあやかって生涯研究を続けたいと念願しています。退任後も放送大学に見られる「生涯学
習」「永遠の向上心」の精神は私の心の中に脈々と生き続けることでしょう。

戸　澤　健　次 先生客員教員　退任挨拶

　ターバンを巻いた蛇遣いの男のイメージ程度しかなかった私たちを、
インド・ネパール研修旅行に連れて行ってくださり有難うございました。
ニューデリー空港へ到着するなり先生は、「Anything can happen in India」
「ここはインドです。日本の常識は通じません。この事をしっかり肝に
銘じて行動してください」と言われました。
　インドは、仏教・ヒンズー教・イスラム教などの多宗教国家であり、
ヒンディー語と英語の公用語のほか公的に認定されている22の指定言語
がある多言語多民族国家であること。人口が14億とは聞いていたものの、

デリーの街は想像以上の人であふれていました。二車線道路は実質四車線通行、旧市街地では
恐ろしいほどの交通渋滞と混雑、横断歩道のある高速道路。路上生活者やストリートチルドレ
ンなどカースト制度の影響によるものと思われる貧富の差。
納税者は全人口の約３％程度であることなど全く想像が出
来ないことばかりでした。しかし、インドの人達はエネル
ギッシュで、街が動いている感じが魅力的でした。
　とかく欧米に顔を向けがちな私たちに「インドは日本と
同じアジアであり、相互理解の必要性の高い国」であるこ
とを感じさせられる研修旅行でした。
戸澤先生有り難うございました。

戸澤先生との思い出「Anything can happen in India」

人間と文化コース

樫元　朗
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令和２年２月２日㈰開催　会場：しこちゅ～ホール（四国中央市）

令和２年２月13日㈭開催　会場：松前総合文化センター（松前町）

　愛媛学習センターでは、一般市民の皆様に放送大学のことをより深く知っていただくこと、学習

センターから離れた地域にお住まいの学生の皆様に講演聴講の機会を提供することなどを目的に、

県内各地に出向いて講演会を開催しています。

　２月２日㈰に四国中央市で特別講演会及び学びの体験発表（2019年度学長裁量経費プロジェクト）

を、そして２月13日㈭には伊予郡松前町で公開講演会を、それぞれ開催しました。

　来年度も学習センター外で講演会などを実施予定です。その都度ご案内いたしますので、お誘い

合わせてご参加ください。

特別講演会「『健康を生きる』人間の不思議－看護学の視点から」
　客員教員の野本百合子先生から、人間の体に備る自身を護る仕組みに関心を持つこと、日常
のありふれた感覚の中にも生命の安全を護る仕組みがあること、自分自身をよく観察していつ
もと違う感覚を感じ取ることができる「お抱え看護師」になろうということについてお話しが
ありました。
受講者からは、人間の体の神秘を再認識した、命を大切に有意義に生きなければいけない、バ
ランスに配慮した食生活を心がけたいなどの感想がありました。

学生による学びの体験発表
　全科履修生の鈴木東義さんと岡田夕子さんがそれぞれの体験発表を行いました。
○鈴木東義さん：「放送大学で張りのあるセカンドライフ」
　　　発表要旨：現役時代の大半を合成繊維の研究開発という専門性の高い世界で過ごし、定

年退職を機に入学した放送大学で出会った「広い世界を知る喜び－驚きと発
見」が私の知的好奇心を刺激

○岡田夕子さん：「学芸員資格の取得に向けて」
　　　発表要旨：現役の学生時代から気になっていた「学芸員」の資格取得を、会社員として

働きながら放送大学などで所定の科目を履修し達成したことがさらなる学び
の原動力に

　参加者からは、単位修得だけでなく深く掘り下げて勉強する姿勢を見習いたいといった感想
がありました。　

公開講演会「カウンセリングにおける話の聞き方－知らない姿勢」
　客員教員の相模健人先生から、「カウンセリングではカウンセラーはどのように来談者（クラ
イアント）の話を聞いているのか」ということについて、「知らない姿勢」をキーワードに、ビ
デオの視聴や受講者相互のワークを交えて講演いただきました。
受講者からは、ビデオを題材にして討論したことが印象的だった、同じ題材でも人によって感
じ方や考え方が違うことがわかった、クライアントに寄り添うことの大切さを改めて感じた、
などの感想がありました。

センター外講演会を開催しました
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　愛媛大学の代表的な先端研究センター見学会を実施します。令和２年５月10日㈰までに愛媛学習センター
へお申し込みください。なお、定員に達した場合は期限前でも締め切ります。

○沿岸環境科学研究センター
　　●見学会期日：令和２年５月13日㈬　13時10分～13時40分
　　●募 集 定 員：10名　　　●集合場所：愛媛大学正門前13時
○地球深部ダイナミクス研究センター
　　●見学会期日：令和２年５月13日㈬　14時00分～14時30分
　　●募 集 定 員：10名　　　●集合場所：愛媛大学理学部正門前13時50分
○プロテオサイエンスセンター
　　●見学会期日：令和２年５月13日㈬　14時50分～15時20分
　　●募 集 定 員：10名　　　●集合場所：愛媛学習センター玄関前14時40分

■沿岸環境科学研究センター　先端研究で海洋環境を保全する
　沿岸環境科学研究センターは、物理学、化学、生物学等を基礎とする４つの研究部門で構成され、沿岸
海域の環境と生態系に関する研究や地球規模の汚染に関する研究を、学際的、総合的に推進しています。
海洋調査には、調査・実習船「いさな」（14ｔ）が活躍しています。また、世界各地から採取した野生生物や
土壌などの試料を保存・管理し、学内外の研究に提供するための「生物環境試料バンク」も備えています。
平成14年～18年度には「21世紀ＣＯＥプログラム」、平成19年～23年度には「グローバルＣＯＥプログラム」
の拠点にも選ばれています。また、共同利用・共同研究拠点「化学汚染・沿岸環境研究拠点（LaMer）」が
平成28年4月に文部科学大臣の認定を受け、国内外の研究拠点としての活動も展開しています。
　
■地球深部ダイナミクス研究センター　超高圧科学
　地球深部ダイナミクス研究センター（ＧＲＣ）は、超高圧実験や物性測定実験、また大規模数値計算など
の手法を用い、地球・惑星深部の物質構成・構造・運動（ダイナミクス）についての先端的研究を行って
います。これらの研究を通して進める革新的な技術開発の応用として、新規物質や有用物質の合成などの
学際的研究も展開しています。多くの外国人客員研究者や留学生が長期滞在する、国際的な雰囲気のもと
での研究活動もＧＲＣの特徴です。なおＧＲＣは、超高圧科学分野では全国で初めての共同利用・共同
研究拠点「先進超高圧科学研究拠点（PRIUS）」として平成25年４月に文部科学大臣の認定を受け、国内外
の研究拠点としての活動も行っています。
　
■プロテオサイエンスセンター　タンパク質の研究から生命現象を解明する
　プロテオサイエンスセンター（Proteo-Science Center : PROS）は、工学、医学、理学領域の研究者で
構成され、高品質のタンパク質を自由自在に生産できる愛媛大学発の無細胞タンパク質合成技術を基盤に、
タンパク質の機能の解明を通じて生命現象の謎にせまっています。さらに、細胞のレベルでのタンパク質
機能の研究、個体のレベルでのタンパク質機能の研究を、高感度質量分析や先進的蛍光イメージング技術、
病気のモデル動物等を駆使して総合的に行うことで、様々な生命現象や病気の成立ちを分子レベルで解
明するプロテオサイエンス研究をリードし、がん、自己免疫病、難治性感染症など難病の新しい診断・
治療法の開発、プロテオ創薬を目指しています。

愛媛大学先端研究センター見学会のお知らせ

〈〈〈先端研究センターの概要（「愛媛大学概要2019」から引用）〉〉〉

所 在 地：愛媛大学城北キャンパス　　　　　　　　　　　　　入 館 料：無料 
開館時間：午前10時～午後４時30分（入館は午後４時まで）　　休 館 日：火曜日、年末年始等

【愛媛大学ミュージアム】

愛媛大学ミュージアムに先端研究センターに関する展示があります。
見学の事前学習にぜひご利用ください。

※詳細は愛媛大学ミュージアムのサイトをご覧ください。https://www.ehime-u.ac.jp/overview/facilities/museum/
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同　窓　会　便　り

にぎたつカフェⅡのすすめ

●クイズ（問題）
　Ａ：魔除け、火災予防、子孫繁栄、招福を願っているそうです。（詳細はＨＰでご覧ください。）
　Ｑ：松山城に大砲が置かれていたと聞きましたが本当でしょうか。

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。

●行事報告
１．「由布院・別府 観光一泊二日の旅」

　　2019年11月26日～27日に実施しました。

２．東予地区の交流会を２月２日㈰

　　四国中央市で行いました。

　客員教員の先生にお願いして、１学期１回学生交流スペースで勤務時間の１時間に雑談しながら

楽しく過ごすこのひとときは今年で３年目になります。公開講演会では聞けない先生の趣味の話や

ライフワークなど双方向でのやり取りが時に

は白熱な議論になる時もあります。誰でも参

加できますので参加をよろしくお願いします。

日程は愛媛学習センターＨＰサークル情報の

「にぎたつ会」のページか３、４階の掲示板

に常時掲示しておりますので、ご確認くださ

い。

●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（令和２年７月は試験のためお休みです。）
詳細は、センターＨＰ http://www.sc.ouj.ac.jp/center/ehime 、又は、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。

２．「山頭火 in 松山」講演会と「お茶会」於いて、一草庵
　　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．笹倉湿原散策

●同窓会総会のご案内
　４月12日㈰13時から、放送大学愛媛学習センターに於いて同窓会の総会を行います。
　同時に行われる講演会は、愛媛大学名誉教授・放送大学愛媛学習センター元客員教授の
　小沼大八氏による「こころの文化」を予定しています。多数の方のご参加をお待ちしています。

《折り紙教室》
　　11月、12月はピエロ、ポインセチアを作りました。
　　４月11日㈯、12日㈰に折り紙教室の創作発表会を行います。
　　体験コーナー、飲み物など準備してお待ちしています。
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【４月】
１日㈬　放送授業開始
５日㈰　2019年度第２学期学位記授与式
　　　　及び2020年度第１学期入学者の集い
　　　　（※中止：Ｐ２参照ください）
18日㈯　面接授業空席発表（12時）
24日㈮　面接授業追加登録開始
　　　　　　　　　　　（～各科目の受付期限まで）
【面接授業】
18日㈯・19日㈰●感染症に対する生体防御のしくみ
　　　　　　　●日本近代文学と文化誌
25日㈯・26日㈰●英語リスニングの方法Ｃ
　　　　　　　●食塩が結ぶ近代の瀬戸内とアジア

……センター閉所日
……通信指導提出期間
……面接授業

【５月】
８日㈮　通信指導提出受付開始（Web）
15日㈮　通信指導提出受付開始（郵送）
29日㈮　通信指導提出〆切
　　　　　　　（郵送は本部必着、Webは17時まで）
【面接授業】
７日㈭・14日㈭・21日㈭・28日㈭
　　　　　　　●微分方程式と数理モデル
９日㈯・10日㈰●子どもの問題
　　　　　　　●都市を社会学的にとらえる
12日㈫・19日㈫・26日㈫
　　　　　　　●森林と人間の共生
23日㈯・24日㈰●世界の医療と言語
　　　　　　　●自然災害と安全安心なくらし
30日㈯・31日㈰●小中学校における教育実践論
　　　　　　　●英語コミュニケーション論入門Ｂ

【６月】
上旬　　第２学期募集要項配布・出願受付開始
　　　　　　　　　　　　　　　（～９月中旬まで）
【面接授業】
２日㈫　　　　●森林と人間の共生
６日㈯・７日㈰●初めての臨床心理学
13日㈯・14日㈰●基礎から学ぶフランス語
　　　　　　　●情報化社会と大学教育
27日㈯・28日㈰●英語コミュニケーション方略
　　　　　　　●国際関係論入門
　　　　　　　●心理学実験１



－12－

事務室前に設置してある「落とし物保管棚」の忘れ物を処分いたします。
お心当たりのある方は 3月31日（火）までに必ず取りに来てください。

今年は特に冬が短かったように感じます。春から夏への期間もどんどん短くなるのでしょうか。

もうすぐ新学期。準備万端整えて新しいシーズンを楽しみたいですね。

⚠ 注意‼お知らせ

開所時間が変わります令和２年４
月１日㈬か

ら

【現　　行】

【令和2年4月1日㈬以降】

期　　間

通　　常　　期 10時から18時30分まで

9時から19時まで

9時30分から
18時まで

単　位　認　定
試 験 期 間 中

月

閉　所

火 水 木 金 土 日

期　　間

通　　常　　期 9時30分から18時まで

9時から19時まで単　位　認　定
試 験 期 間 中

月

閉　所

火 水 木 金 土 日

国内において新型コロナウイルス（COVID－19）に感染した事例が拡大している状況を
受けて、本学においても、国の方針等を踏まえ、学習センターが主催する学生対象の
教育活動及び学生のサークル活動について３月中は原則中止といたします。
４月以降の状況については未確定でありますが、決定し次第お知らせいたします。
また本誌に掲載の行事等も急遽中止のお知らせをする場合がございますので、その旨
ご了承ください。


