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文学作品、経済学、トマ・ピケティ 

 

広島学習センター客員教授 新垣 繁秀 

 

数年前、書店の棚に平積みされた『21 世紀の資本』（トマ・ピケティ）を目にした方

も多いのではないでしょうか。約 700 ページの大著にも関わらず、大いに話題となった

経済の専門書です。その核心は、「ｒ>ｇ（資本収益率が経済成長率を上回る）」という

ことを歴史的事実として、超長期的な観点から実証した点にあります。私自身一読した

だけであり、経済学的にその子細を論ずるまでには至っていませんが・・・。 

 あえて、読後の印象（批評？）を述べるとすれば、この経済書には人間社会の不条理、悲哀や孤独をテー

マにした文学作品が散見しており、これが読み手を経済学に誘う仕掛けになっていることです。小難しい成

長・分配問題（格差問題）を経済学的に分析・論証する前に、文学作品で扱われている人間ドラマの事実関

係をデータで検証しています。 

 例えば、ヴィクトル・ユーゴーの『レ・ミゼラブル』を素材にナポレオン時代のフランスの経済状態に触

れ、またバルザックの『ゴリオ爺さん』を取り上げ、若い法学生ラスティニャックの悩み、すなわち「労働

所得よりも資産所得による方がはるかに裕福に一生暮らせるか」あるいは「弁護士になるより富裕な家の娘

と結婚か」についての文学作品の中での事実関係を、実際のデータで検証し裏付けをしています。このよう

な試みも、話題の書になった理由なのかもしれません。 

 ちなみに『21 世紀の資本』にある他の文学作品をざっくり拾い上げると、『セザール・ビロトー』（バル

ザック）、『風と共に去りぬ』（マーガレット・ミッチェル）、『ジェルミナール』（ゾラ）、『モンテ・クリスト

伯』（ディマ）、『オリバー・ツイスト』（ディケンズ）、『マンスフィールド・パーク』、『分別と多感』、『説得』

（オースティン）、『ワシントン・スクエア』（ヘンリー・ジェイムス）、『戦争と平和』、『イビスカス』（アレ

クセイ・N・トルストイ）等など・・・でした。 

 そもそも、文学作品は人間や社会の本質を描写しており、すぐれた作品は感性を多いに豊かにし人間や社

会に対する洞察や変革の力になると言われています。それを理解した上で、経済学に生かすことは、経済社

会をみる直観を培い、経済モデルあるいは理論にも豊かな知見を与えてくれると、私は信じています。 

 私自身、無味乾燥なロジックを展開する経済書に拘泥し疲れた際には『21 世紀の資本』を手に取り、気

分転換を図りながら、読み込んでいこうと考えています。 

もしこの書簡を読まれて関心を持たれた方は、是非、この経済書にチャレンジしてみては如何でしょうか。

大著ですが・・・。 
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通勤電車の窓から移り行く季節を観察している。様々な景色が目に

入るが、その背景には見えないものがたくさんある。そもそもヒトの

目の正視限界（分解能）は約 50 ミクロン(1μm = 1/1000 mm)で髪の

毛の太さの半分程度といわれている。大腸菌などの一般的な細菌のサ

イズは 0.5 x 1.0～3.0μm 程度であり、当然目に見えない。もし身の

回りの細菌がうじゃうじゃ見えたら、とてもまともな生活ができなく

なる。小さいものを見たい場合には顕微鏡を使えばよい。光学顕微鏡では 0.1μm のものま

で見える。電子顕微鏡を用いれば、さらにその 1/1000 (0.1 nm)の原子レベルまで視野に入

れることができる。一方、遠くのモノを見るには古くより望遠鏡が使われる。レンズ型望遠

鏡では数十倍、口径が大きい天体望遠鏡では 100～150 倍もの高倍率をもつ高性能のものが

ある。これらの道具を用いて、ヒトの「視力」は大幅に広がっている。しかし、ヒトの目に

は本当にモノが観えているのだろうか？同じ一点の絵画作品を見ていても、ヒトによって見

え方はまちまちである。極端な場合は、「だまし絵」のように主体と背景が入れ替わって見

えたりもする。多分に、ヒトには見たいものが見え、見たくないもの、関心のないものは見

えない。毎日通り過ぎる家の屋根の色をしっかり見ているか？今乗っている電車の車両の形

状をしっかり見ているか？ヒトの認識においては、一般に満遍なくザーと見て関心のあるも

のを見つけ集中する。ある一点に集中すればするほど周りが見えなくなる。ヒトの目のあや

ふやさの表現に「管見」、「空目」、「節穴の目」、「近視眼的」、「見過ごし」、「見落とし」、「錯

覚」、「あばたもえくぼ」、「夜目遠目笠の内」、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」、などなどたく

さんある。「観る」は単に「見る」のではなく、「念を入れて見る」を意味する。物事をきち

んと観ていないヒトが非常に多い。顕微鏡や望遠鏡を用いても観えるものと観えないものが

ある。ここには個人的な経験、知識、姿勢、嗜好、美意識、先入観、思い込みなどが大きく

影響する。物事をきちんと認識するためには、客観的、多面的、総合的に観ることができる

目を養うことが大事である。これも教養の一環と思える。 

 秋から冬への移行が速い景色を車窓に見ながら、一年の過ぎ行く速さを感じ、この間観過

ごした物事に思いをはせる。 

 

 

 

 

 

 

 

「所 長 室 コ — —」 ナ か ら 
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《平成 29 年度第 2 学期単位認定試験日程、試験期間中の開所時間・閉所日》 

1 月 

19 日(金) 20 日(土) 21 日(日) 22 日(月) 23 日(火) 24 日(水) 25 日(木) 26 日(金) 27 日(土) 28 日(日) 

大学院 大学院 教養学部 閉所日 教養学部 教養学部 教養学部 閉所日 教養学部 教養学部 

【開所時間】 広島学習センター9：00～19：00(視聴学習・図書室 9：00～18：45) 

          福山サテライトスペース 9：00～18：45

《持参物》 

●単位認定試験通知(受験票)…1 月 12 日(金)

になっても到着しない場合は、大学本部(総合受

付 ☎043-276-5111)へ連絡してください。 

●学生証 

●ＨＢの鉛筆・消しゴム(シャープペンシルは不可) 

●持ち込み許可物品 

※筆記具・持ち込み許可物品は、事務室での貸

出は行いませんので、忘れないようにしてください。 

 

《試験時間》 

●50 分間です。 

●試験開始 10 分前までに入室してください。 

●試験開始 20 分以降は入室できません。 

 

《成績》 

試験結果は(教養学部は面接授業の成績ととも

に)、2 月下旬に「成績通知書」により通知します。 

 

 

 

《再試験》 

今学期(平成 29 年度第 2 学期)、新規に科目

登録した科目について単位修得できなかった場

合、次学期(平成 30 年度第 1 学期)に引き続き

学籍がある場合に限り、次学期に再試験を受験

することができます(休学中の場合を除く)。 

 

《単位認定試験問題・解答等の公表》 

今学期の試験問題は 2 月上旬、解答等は 2

月下旬に公表予定です。 

試験問題及び解答等は、過去 1 年分を、キャ

ンパスネットワークホームページ(インターネット)、広

島学習センター(視聴学習・図書室)及び福山サ

テライトスペース(図書コーナー)で閲覧できます。 

 

 

 

 

 

3 月末で学生証の有効期限が切れる方、次学期に再入学・継続入学される方の学生証は、4 月 3 日(火)

から交付します。 

 次学期にも引き続き学籍のある全科履修生の方は、学生証の有効期限を確認してください。有効期限が

切れている方は旧学生証を事務室窓口まで持参してください。 

 平成 30 年度第 1 学期に再入学・継続入学される方は「入学許可書」

(お持ちであれば旧学生証も)を持参してください。 

なお、学生証の写真を新しくされたい方は、更新の 1 カ月前に「写真

票」を大学本部学生課に提出または、システム WAKABA(インターネット)

の「学生カルテ」から変更を行ってください。登録方法等、詳しくは学生生

活の栞(大学院：P24～/教養学部：P18～)を参照してください。 

         事務室からのお知らせ 

●○単位認定試験について○● 

●○次学期の学生証交付について○● 

詳細は、学生生活の栞や、受験

票同封書類等でよく確認しま

しょう！！ 
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なお、学生証の写真を新しくされたい方は、更新の 1 カ月前に「写真

票」を大学本部学生課に提出または、システム WAKABA(インターネット)

の「学生カルテ」から変更を行ってください。登録方法等、詳しくは学生生

活の栞(大学院：P24～/教養学部：P18～)を参照してください。 

         事務室からのお知らせ 

●○単位認定試験について○● 

●○次学期の学生証交付について○● 

詳細は、学生生活の栞や、受験

票同封書類等でよく確認しま

しょう！！ 
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次学期も学籍のある方 

次学期に履修する科目の科目登録申請を期間内に行ってください。 

 申請期間 申請方法 

郵送 
2 月 13 日(火)～ 

2 月 27 日(火) 本部必着 

1月中旬に送付される科目登録申請票に次学期に履修したい科

目をご記入の上、大学本部へ郵送してください。 

インター

ネット 

2 月 13 日(火) 9 時～ 

2 月 28 日(水) 24 時 

システム WAKABA の「メニュー」から「科目登録申請」を行ってく

ださい。※受付期間内は科目の追加や変更が可能です（全ての

登録科目を取り消すことはできません）。 

②今学期で学籍の切れる方   

引き続き放送大学で学習されたい方は、継続入学を期間内に行ってください。 

継続入学生も学期当初から面接授業の登録申請を希望する方(教養学部のみ)は、所定の手続きを行うこ

とにより、申請できます(次頁参照)。 

 出願期限 出願方法 

郵送 

【第 1 回募集】 

2 月 28 日(水) 本部必着 

【第 2 回募集】 

3 月 20 日(火) 本部必着 

1月上旬に送付される継続入学用募集要項内の出願票に必要

事項をご記入の上、大学本部へ郵送してください。 

一般の募集要項でも出願できます。 

※選科・科目履修生から全科履修生として入学する場合は、一

般の募集要項にて出願してください。 

※再試験のためだけに継続入学されたい場合は、出願票裏面

の科目登録欄は空白にし、「再試験のための出願である」の欄に

○を記入し、提出してください。入学料のみで、再試験科目の授

業料は無料です。 

インター

ネット 

【第 1 回募集】 

2 月 28 日(水) 24 時 

【第 2 回募集】 

3 月 20 日(火) 24 時 

システム WAKABA の「メニュー」から「継続入学申請」を行ってく

ださい。放送大学ホームページのインターネット出願からも出願

できます。 

③今学期末に卒業見込みの方 

成績判定後に次学期に向けて手続きを行ってください。 

成績判定前に次学期に向けての手続きをされたい方は、事務室へご相談ください。 

必要な手続き 手続きに該当する方 

科目登録申請(①参照) 今学期末で卒業できなかった方で、次学期も学籍がある場合。 

継続入学(②参照) 
今学期末で卒業できなかった方で、次学期に学籍がない場合。 

今学期末で卒業される方で、引き続き放送大学で学習を続けたい場合。 

④しばらく科目登録していない方 

全科履修生は連続して 4 学期(2 年)間、科目登録申請・授業料の納入を行わないと除籍になります。連続

して 3 学期間、科目登録手続き、授業料納入を行っていない方は、この機会に科目登録申請と授業料納入

を行いましょう。 

●○次学期の履修手続きについて○● 

事務室からのお知らせ 
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継続入学生が学期当初から面接授業の登録申請をする場合・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教養学部(全科履修生・選科履修生・科目履修生)への継続入学生で、学期当初から面接授業の

登録申請を希望される方は、科目登録申請期間中(2 月 13 日(火) 9 時～2 月 28 日(水) 24 時)に

インターネットのシステム WAKABA から出願を行う必要があります。 

●学期当初からの面接授業の科目登録申請は、郵送での受付はありません。 

●科目登録申請期間外に継続入学申請を行った場合、面接授業の科目登録申請はできません。 

●出願時には、1 科目以上放送授業又はオンライン授業を登録する必要があります。面接授業の登

録のみでは出願できません。 

①視聴方法の変更 

放送教材の視聴は、DVD・CD による視聴からインターネット視聴用 PC、タブレットを利用した視

聴に順次切り替わります。 

インターネットを通しての放送授業視聴を有効に活用してください。 

※平成 31年度から、新規開設科目の DVD・CD の配架は行いません。 

 ※平成 29 年度までに開設された科目及び平成 30 年度開設科目（大学院を除く）は閉講するまで

の間、DVD・CD による視聴ができます。 

 

②室外貸出方法の変更 

学習センターでの室外貸出は、2月 28 日（水）までです。 

平成 30 年 4 月から放送教材の貸出は、放送大学学園本部で一括して行います。（詳細は後日お知

らせします。） 

※3 月中は、貸出方法の変更準備のため、室外貸出はできません。 

 

 

1 月 5 日(金)～1 月 28 日(日)まで、視聴学習・図書室の図書・資料の貸出停止期間です(放送教材

は通常通り貸出します)。貸出中の図書・資料は 1 月 4 日(木)までに返却してください。 

◆図書・資料の室外貸出停止期間について◇ 

視聴学習・図書室からのお知らせ 

 

 

単位認定試験終了から、すべての科目の放送教材の室外貸出ができます(一部を除く)。 

ただし、学習センターでの室外貸出は 2 月 28 日（水）までです。 

◆放送教材の室外貸出について◇ 
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行事のお知らせ・報告 

 

 

庄原教室（庄原市民会館）においては、平成 30 年 4 月以降も放送教材の貸出ができます。現在庄原教室

には 60 科目の放送教材を配架していますが、この他の科目を履修しようとする方は、次学期の登録科目名を

2 月 22 日（木）までに広島学習センターへ連絡してください。 

◆庄原教室での放送教材の視聴・貸出について◇ 

 

 

 

次学期準備のため、視聴学習・図書室を 3 月 25 日（日）～31 日（土）の期間は閉室します。 

◆視聴学習・図書室の臨時閉室について◇ 

 

 

■日 時： 2月 18 日(日) 14 時 00 分～ 

■場 所： 広島学習センター3階 大講義室 

■内 容： 平成 29 年度に卒業研究を履修した学生が、 

研究の成果を発表します。 

■申込先： 広島学習センター事務室 

卒業研究成果発表会を開催します 

卒業研究に興味のある方は是非ご参加ください。 

発表会終了後、懇談会（発表者、参加者、所長、客員

教員）を行います。これから卒業研究に取り組もうとする

方にとって参考となる話を聞く機会となりますので、こちら

も是非ご参加ください！ 

 

 

 

 

■日 時：2 月 17 日（土） 

①講演会：14 時 00 分～15 時 30 分  

②認定心理士資格取得説明会：15時 45 分～16 時 45 分 

■場 所：広島学習センター大講義室（3 階） 

■定 員：先着 100 名（要予約）※一般の方も参加できます。 

■講 師：向田 久美子（放送大学准教授＜心理と教育コース＞）  

■演 題：「子育て支援の心理学」  

子育て支援の必要性が指摘されるようになってから、随分年月が経ちました。それなりに改

善は進んでいますが、まだまだ困難を抱えている人はたくさんいます。少子化が進む一方、待

機児童の問題は解決されていませんし、保育の質も問われなくてはなりません。このセミナー

では、子ども（特に乳幼児）の発達と支援について、生涯発達心理学の立場からお話しします。

子ども・子育てに関心のある方ならどなたでも歓迎します。 

■申込先：広島学習センター事務室 

広島学習センター公開講演会「子育て支援の心理学」 

―認定心理士資格取得説明会を同時開催します― 

 

 

 

 

 

今までパソコンに触れたことのな

い学生を対象とした講習会を 2 月中

旬頃、広島学習センターにて開催す

ることとしました。 

日程・詳細が決まり次第、学習セ

ンターの掲示板等で案内をします。 

 

 

超初心者のための 

パソコン講習会について 
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行事のお知らせ・報告 

広島学習センター同窓会主催 

山田所長を囲んでの座談会を開催します 
※10 月開催予定でしたが延期しました 

 

■日 時：2 月 4日（日）14 時 00 分～16 時 00 分 

■場 所：広島学習センター 4 階 会議室 

■対 象：同窓会員、卒業生、在学生 

■申込締切：1 月 28 日（日） 

■申込先：広島学習センター事務室 

 放送大学で学ぶ学生・卒業生同士でセンター所長

を交えて「お話」しましょう。 

入学してよかったこと、学習上の悩みや疑問、こ

ういう行事があったらなどなど。交流の輪を広げて、

放送大学ライフをもっと楽しみましょう。 

福山サテライトスペース主催 

美術鑑賞会に行ってきました 
11 月 4 日(土)に、福山サテライトスペース主

催で美術鑑賞会を開催しました。 

今回は、ふくやま美術館特別展「マリメッコ展 

-デザイン、ファブリック、ライフスタイル-」を鑑

賞しました。

 

研修旅行に行ってきました 

10 月 13 日（金）に中国新聞広島制作

センターと西部リサイクルプラザへ行っ

てきました。 

＊行程＊ 

福山 SS 出発→広島 SC 出発→西部リ

サイクルプラザ→昼食（サンプラザ）→

ちゅーぴーパーク（中国新聞広島制作

センター）→広島 SC→福山 SS 帰着 

 

全科履修生  山本 寛 

10 月 13 日の研修旅行に参加させていただきました。先ず、西区商工センターにある「西部リサイクル

プラザ」に向いました。3階建の大きな建物の中にごみ選別設備があり、3階見学通路からガラス越しに、

ベルトコンベアーに載せられた大量の資源ゴミの段ボール、雑誌、布、缶類、ビン類などの選別を一生懸

命に作業している人達を見て、私達も物を大切に、出来るだけ出すゴミの量を少なくするように努力しな

ければと思いました。北口のロビーではリサイクル衣類、自転車の安売りコーナーもありました。 

昼食はバイキング料理で腹ごしらえをして、天気もすっかり回復し、次の廿日市にある中国新聞社広島

制作センター（ちゅーぴーパーク）を見学しました。地上 4 階建ての印刷工場の中では世界最速級の輪転

機がガラス越しに見える前で集合写真を撮ってもらい、帰る際に見学記念号の紙面をもらいました。建物

内は温度 24 度、湿度 55%に保たれた環境の中で 6 台の輪転機で、カラー印刷された紙面の折りたたみ、

カット、梱包など全自動化され、朝刊は福山制作センター分も加えて 65万部を刷っているとのことでし

た。夜間の安い電気を使ってつくった氷を工場の冷房に使うなど「省エネ」の最新設備をみることができ

ました。「ごみの再資源化」、「省エネ自動化」された工場など、平素見ることのできない施設を見学でき、

皆さんと一緒にいろいろ勉強し、楽しい一日を過ごさせていただきました。 

参加者から感想が多数寄せられました 
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行事のお知らせ・報告 

広島学習センター同窓会主催 

山田所長を囲んでの座談会を開催します 
※10 月開催予定でしたが延期しました 

 

■日 時：2 月 4日（日）14 時 00 分～16 時 00 分 

■場 所：広島学習センター 4 階 会議室 

■対 象：同窓会員、卒業生、在学生 

■申込締切：1 月 28 日（日） 

■申込先：広島学習センター事務室 

 放送大学で学ぶ学生・卒業生同士でセンター所長

を交えて「お話」しましょう。 

入学してよかったこと、学習上の悩みや疑問、こ

ういう行事があったらなどなど。交流の輪を広げて、

放送大学ライフをもっと楽しみましょう。 

福山サテライトスペース主催 

美術鑑賞会に行ってきました 
11 月 4 日(土)に、福山サテライトスペース主

催で美術鑑賞会を開催しました。 

今回は、ふくやま美術館特別展「マリメッコ展 

-デザイン、ファブリック、ライフスタイル-」を鑑

賞しました。

 

研修旅行に行ってきました 

10 月 13 日（金）に中国新聞広島制作

センターと西部リサイクルプラザへ行っ

てきました。 

＊行程＊ 

福山 SS 出発→広島 SC 出発→西部リ

サイクルプラザ→昼食（サンプラザ）→

ちゅーぴーパーク（中国新聞広島制作

センター）→広島 SC→福山 SS 帰着 

 

全科履修生  山本 寛 

10 月 13 日の研修旅行に参加させていただきました。先ず、西区商工センターにある「西部リサイクル

プラザ」に向いました。3階建の大きな建物の中にごみ選別設備があり、3階見学通路からガラス越しに、

ベルトコンベアーに載せられた大量の資源ゴミの段ボール、雑誌、布、缶類、ビン類などの選別を一生懸

命に作業している人達を見て、私達も物を大切に、出来るだけ出すゴミの量を少なくするように努力しな

ければと思いました。北口のロビーではリサイクル衣類、自転車の安売りコーナーもありました。 

昼食はバイキング料理で腹ごしらえをして、天気もすっかり回復し、次の廿日市にある中国新聞社広島

制作センター（ちゅーぴーパーク）を見学しました。地上 4 階建ての印刷工場の中では世界最速級の輪転

機がガラス越しに見える前で集合写真を撮ってもらい、帰る際に見学記念号の紙面をもらいました。建物

内は温度 24 度、湿度 55%に保たれた環境の中で 6 台の輪転機で、カラー印刷された紙面の折りたたみ、

カット、梱包など全自動化され、朝刊は福山制作センター分も加えて 65万部を刷っているとのことでし

た。夜間の安い電気を使ってつくった氷を工場の冷房に使うなど「省エネ」の最新設備をみることができ

ました。「ごみの再資源化」、「省エネ自動化」された工場など、平素見ることのできない施設を見学でき、

皆さんと一緒にいろいろ勉強し、楽しい一日を過ごさせていただきました。 

参加者から感想が多数寄せられました 
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スケジュール（1 月～4 月） 

平成３０年４月入学生の募集がはじまります！ 

 
 

教養学部と大学院＜修士選科生・修士科目生＞の入学生を募集します。 
ご家族や友人・知人で放送大学に興味をお持ちの方がおられましたら、是非ご紹介ください。 
また、今学期末で学籍が切れる皆さまは、是非、継続入学（再入学）をお願いいたします。 

＜資料請求・お問合せ＞ 
広島学習センター又は福山サテライトスペース 

  
【第１回募集期間】平成２９年１２月１日（金）～平成３０年２月２８日（水） 

【第２回募集期間】平成３０年 ３月１日（木）～平成３０年３月２０日（火） 
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スケジュール（1 月～4 月） 

平成３０年４月入学生の募集がはじまります！ 

 
 

教養学部と大学院＜修士選科生・修士科目生＞の入学生を募集します。 
ご家族や友人・知人で放送大学に興味をお持ちの方がおられましたら、是非ご紹介ください。 
また、今学期末で学籍が切れる皆さまは、是非、継続入学（再入学）をお願いいたします。 

＜資料請求・お問合せ＞ 
広島学習センター又は福山サテライトスペース 

  
【第１回募集期間】平成２９年１２月１日（金）～平成３０年２月２８日（水） 

【第２回募集期間】平成３０年 ３月１日（木）～平成３０年３月２０日（火） 
  

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

閉所日(月曜日、祝日、年末年始、所長が必要と認めた日)　　（※1）臨時閉所　（※2）祝日

1月 2月

3月 1日（木）～31日（土）　放送教材室外貸出停止期間
3月 3日（土）～ 4日（日）　教員免許更新講習修了認定試験

3月25日（日）～31日（土）　視聴学習・図書室臨時閉室

4月 1日（日）　学位記授与式・入学者の集い（広島・福山）

4月14日（土）　面接授業空席発表
4月20日（金）　面接授業追加登録開始

1月 5日（金）～28日（日）図書・資料貸出停止期間
1月19日（金）～20日（土）単位認定試験（大学院）
1月21日（日）～28日（日）単位認定試験（教養学部）

2月17日（土）　　広島学習センター公開講演会
2月18日（日）　　卒業研究成果発表会

3月 4月

※1

※1

※2
※2

※2

広島学習センター 〒730-0053　広島市中区東千田町1-1-89
TEL▶082-247-4030　FAX▶082-247-4461
MAIL▶hiroshima-sc@ouj.ac.jp　
HP▶http://www.sc.ouj.ac.jp/center/hiroshima/

福山サテライトスペース 〒720-0812　福山市霞町1-10-1(まなびの館ローズコム3階)
TEL▶084-991-2011　FAX▶084-991-2012














