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広島学習センター客員教授 柴 静子  

 

教育課程改訂の度に存続が危ぶまれている家庭科について、学校で学ばせる必

要があるのか、男女で学ぶに値する教科なのか、受験勉強に差し支えるのではない

か、などと市民レベルでも様々な消極的な見方があります。占領下日本の高等学校

家庭科の成立過程を見ることによって、この教科のもつ教育的価値について再考い

ただければと思います。 

高等学校家庭科の成立は、1948(昭和 23)年 6 月に、GHQ（連合国軍最高司令

官総司令部）の CIE（民間情報教育局）に 3カ月契約の教育顧問として来日した、ニューヨーク市立ハンターカ

レッジ教授の D.S.ルイス（Dora S. Lewis)の指導に大きく依拠しています。ルイスは､自国のカリキュラムを文部

省内委員会に提供し、「昭和二十四年度学習指導要領家庭科編高等学校用」成立までの周到な下準備をし

ました。また、「ホーム・プロジェクト」と「学校家庭クラブ」を高等学校家庭科の有効な指導方法として紹介し､文

部省指定の実験学校を設置することを通してこれらの普及を図ろうとしました。 

ルイスの家庭科教育の基礎作りを引き継いで発展させたのが､翌年 7 月に CIE に赴任した､コロラド A&M カ

レッジ教授､M.ウィリアムソン(Maude Williamson）でした。ウィリアムソンは､自国で効果を上げていたホーム・プロ

ジェクト､学校家庭クラブ､そして調理室の設備としてのユニット・キッチンを日本に導入すべく､指導を強力に展

開しました。それのみならず､食物教育では六つの基礎食品群を､被服教育では既製型紙を使用することを指

示しました。また､指導主事やリーダー的教員を対象とした IFEL(教育指導者講習）等を通して､ディスカション・

メソッド､劇化､視聴覚教材を取り入れて､生徒が主体的に生活問題の解決に取り組むように家庭科の授業を

構築することを提唱しました。 

このようにCIEの家政教育担当官が日本にもたらした新教育は､文部省や都道府県指定の実験学校の実践

的研究､IFEL､中等教育研究集会､文部省と CIEが協賛した各種協議会や講習会､出版物､ラジオ放送､CIE教

育映画の上映などを媒体として日本各地の高等学校に伝播しました。 

  今日の高等学校家庭科は､ホーム・プロジェクト､学校家庭クラブといった指導方法のみならず、生活をよりよ

くしようとする意欲と実践的な態度の育成およびその方法の習得を目指すという理念を占領期に成立した家庭

科から継承して発展させている、教育的価値が高い教科なのです。 
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広島学習センター所長 山田 隆 

 

放送大学広島学習センターでは、昨年度実績で 1、961 名(広島ＳＣ1、582

名、福山ＳＳ379 名)の学生が学んでいます。学習上の種々の相談には計 13 名

のセンター客員教員がコース別に対応しています。客員教員はさらに、各自の専

門分野におけるホットな話題について公開特別講座を開講しています (詳細は

「平成 30 年度第 1 学期公開特別講座・学習相談日程表」を参照してください)。

今年度は 4 名の客員教員の交替がありました（往還ノート本号に退任・着任の挨

拶が掲載されています）。 

 広島学習センターの公開特別講座は、他のセンターに比べて特に多く開講されており、学生間の評判もすこ

ぶる良好です。日ごろ放送教材を用いての独自学習が中心となる学生諸君にとって、週末の公開特別講座

は教員とのふれあいの場となり、大きな交流の輪ができました。退任される先生方の足跡は、この交流の輪の

中にしっかりと刻まれています。今年度はこの交流の輪に所長自らも参画したいと思います。既に「上記日程表」

に記載のとおり、「所長ゼミ」を新たに開講します。その内容は以下のとおりです。＊＊＊＊＊  

 

「学ぶ」ということは一般的に「理解し受け入れる」ということです。しかし、正しく学ぶためには「考える」ことが

必要です。「考える」ことは意外におろそかにされています。何故でしょうか？私を含め多くのヒトは「思い込み」

や「固定観念」に縛られています。これが「考える」ことを邪魔するのです。私は自然科学の研究に従事してき

ました。ある時、まったく予想もしない不合理にみえるデータを得ました。ほとんど捨てる間際に少し考えることに

よって、新発見に結びつきました。ちょっと待てよ、と「考える」ことが必要です。本当の考える力（思考力）を養

うためには工夫が必要です。「本物の思考力」について関心のある皆様と「考えて」みたいと思います。所長が

話題を提供します。それについていろいろ意見交換をしましょう。＊＊＊＊＊ 

 

放送大学にこそ、学問を志す人たちに広く門戸が開かれたオープンな環境があります。様々な世代、価値

観、人生経験を有する人たちが集まって議論を交わし、切磋琢磨してこそ本当に身につく価値ある高等教育

が実現します。本当に身につくためには、一人ひとりが自分とは違う他に謙虚に耳を傾け｢考える｣ことが必要だ

と思います。このゼミが良いきっかけとなることを期待します。 

 

 

 

 

所長ゼミ 

「所 長 室 コ ― ―」 ナ か ら 
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【心理と教育コース】廣重 佳治（ヒロシゲ ヨシハル） 

公開特別講座は私の専門であ

る睡眠科学のお話しを中心に進

め、関連する生活リズム、時間知

覚、平和、光文化、交代勤務、学

校教育、心身の衛生、脳機構、

眼球運動、視覚機能などにも話題が及びました。未

解決の問題「なぜ人は眠るのか」に関連して書籍

「SLEEP」(オックスフォード大学出版、2012 年)の解

説は貴重な試みでした。聴講者のみなさんに睡眠科

学と心理科学を親しんでいただけたでしょうか。益々

のご活躍とご健康をお祈りいたしつつ。拝。 

 

 

 

 

【社会と産業コース】廣川 健(ヒロカワ タケシ) 

3月で 5年間の客員教員とし

ての勤務を終えることになりまし

た。この間パソコン関係の面接

授業と、化学関連の 10 テーマ

で公開特別講座を担当しまし

た。講座では熱心な常連の方が

多く、私自身、楽しんで講義をさせていただきまし

た。ありがとうございました。我々が直面するエネルギ

ー問題などの局面判断には、強調してきたように、

基礎的な理系の知識が不可欠です。当講座が皆さ

んの学びの深化に少しでもお役に立てば幸いです。 

 

  

  

  

【社会と産業コース】平野 敏彦（ヒラノ トシヒコ） 

3月をもって、5年間務めた客

員教授を退任することになりまし

た。月 1 回の公開特別講座は、

大学の講義とは違い、教えるべ

き範囲が決められているわけで

はないので、テーマ選びに苦労しました。法律の予

備知識のない受講生に、どのように法にかかわる話

題を話すべきかと悩んだ末、楽しんでもらえるよう、

一つでも記憶に残るようにといろいろ工夫しました。2

年目からは、学生の自主読書ゼミに参加し、いろん

な分野の本を読んで、意見を交わしたのもいい思い

出になりました。 

 

 

 

【人間と文化コース】中尾 佳行（ナカオ ヨシユキ） 

放送大学の 5年間「人間と文

化のコース」関連科目の運営に

携わり、講師依頼をすると共に

私自身英語・英文学を担当して

きました。多くの先生方のご協力

を得ましたこと、厚く感謝申し上

げます。私は、詩人チョーサーを中心とした英国中

世の言語と文学、英語の歴史、認知言語学、文体

論、そして英語教育を主として扱いました。いずれで

あれ言語を基軸に講義しました。人文学的「知」の

多様性と曖昧性は、均質性重視のグローバリゼーシ

ョンの中で、我々が人生の岐路に立った時、じわっと

きいてくる力ではないかと思われます。放送大学の

学生諸君にこの「力」を届けることができていたなら

望外の喜びです。放送大学広島キャンパス並びに

福山サテライトスペースの職員の皆さまには大変お

世話になりました。有難うございました。 

 

 

 

 

 

退 任 の 挨 拶（客員教員） 
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【心理と教育コース】髙澤 健司（タカサワ ケンジ） 

（福山市立大学教育学部・准教授） 

本年度から客員教員となり

ました高澤です。学生のみなさ

んとともに学べる機会ができ、

うれしく思います。私の専門は

発達心理学、青年心理学です。

ここ十年ほどは「働くこと」に

焦点をあてて主に大学生から社会人への移行に

ついて研究を行っています。また、フリーター

やニートにも着目し、若者が抱える困難につい

ても注目しています。 

私たちの発達は常に社会を映す鏡だと言えま

す。私たちの発達を考える上で今の社会がどの

ような影響を与えているか、ともに考えていけ

ればと思います。 

 

 

【情報コース】椿 康和(ツバキ ヤスカズ) 

（広島大学・名誉教授） 

本年度から客員教員になり

ました椿です。専門は情報資

源管理と社会情報学です。主

に地域や社会、組織における

様々な課題の解決のために情

報通信技術を有効活用する方

策について、研究と実践に取り組んできました。

また、この 3 月まで広島学習センターのある東

千田キャンパスの広島大学マネジメント専攻で、

社会人大学院生の指導にあたってきた経験を生

かして、この分野での大学院進学についてアド

バイスできればと思います。 

 

 

【社会と産業コース】吉中 信人（ヨシナカ ノブヒト） 

（広島大学大学院社会科学研究科・教授） 

本年度から客員教員となりま

した吉中です。専門領域は、刑事

法学全般で、特に少年法につい

て研究してきました。この世に

生を受けた無垢な赤ちゃんが、

どうして非行少年や犯罪者になるのか知りたく

て、犯罪学や心理学、そして児童福祉法につい

ても勉強してきました。最近は、イタリアを中

心とした比較刑法の研究にも取り組んでいます。

私もまだまだ勉強中の身ですが、意欲溢れる皆

さんと一緒に、刑事法というレンズを通して、

罪と罰、さらには人生について考えていけまし

たら幸いです。 

 

 

 

【人間と文化コース】今林 修(イマハヤシ オサム) 

（広島大学大学院文学研究科・教授） 

私の専門は、フィロロジー

と英語文体論です。後期近代

英語期（1700-1900）における

英国小説の言語・文体を研究

しています。とりわけ、ヴィク

トリア朝の文豪チャールズ・

ディケンズ（1812-70）の作品に表れた言語芸術

をコーパスや文体論を援用しながら科学的に解

明しようとしています。放送大学では、みなさ

まと英文学における文体の素晴らしさ、英語の

歴史的そして文化的側面について語り合うこと

ができたらと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 任 の 挨 拶（客員教員） 
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通信指導って何？ 
放送授業または一部のオンラ

イン授業について、各学期の途
中に1回一定の範囲から出題さ
れた課題について、その答案を
提出し、担当教員の添削指導を
受けることです。 

通信指導問題は 
いつ送られてくるの？ 

問題は、印刷教材と一緒に送
付します(一部科目は別に送付
する場合があります)。 

5月7日(月)までに届かない場
合は、大学本部(043-276-
5111)に連絡してください。 

通信指導答案は 
どのように提出するの？ 
答案の提出については、郵送

によるものの他、インターネットの
システムWAKABAの「Web通信
指導」もご利用できます(一部科
目を除く)。 

通信指導を提出しないと 
どうなるの？ 

単位認定試験の受験資格が
得られませんので、必ず期限ま
でに提出しましょう。 

 

 

学習をすすめるうえで疑問に思うことは、「学生生活の栞」、「学習センター・サテライトスペース利用の手引

き」や「往還ノート(当冊子)」を参考にしてください。 

また、学習センター・サテライトスペース事務室の掲示板には、面接授業・公開特別講座等に関すること、

単位認定試験に関すること、その他学習に関するお知らせ・連絡事項を掲示しています。面接授業・公開特

別講座等の開講日には、実施教室の案内も掲示しています。来所された際には、掲示板を必ず確認しましょ

う。 

広島学習センター学生控室前にはサークル掲示板もありますのでこちらもご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※郵送の場合、提出先は大学本部(千葉市美浜区若葉 2-11)です。 

※同一科目の答案を、郵送とWeb通信指導両方で提出した場合は、Web通信指導で提出された方を評価

対象とします。 

※添削結果は、いずれの提出方法であっても、択一式科目の場合は 7月 8日(日)、記述式科目の場合は 

7月 19日(木)までに送付されます。もし届かない場合は、大学本部(043-276-5111)に連絡してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

提出方法 提出期間 

郵送 5月 24日(木)～6 月 7日(木)本部必着 

Web通信指導(インターネット) 5月 17日(木)10時～6 月 7 日(木)17 時 

●○大学からの送付物・事務室の掲示板を必ず確認しましょう○● 

利用の手引き 

学生生活の栞 

左：教養学部 

右：大学院 

事務室からのお知らせ 

学生生活の栞(大学院 P60～/教養学部 P66～)参照 

●○通信指導について○● 
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単位認定試験は、原則として所属学習センターにおいて受験することになります。転勤・転居等で所属学習

センター以外での受験を希望する場合は、期間内に受験センターの変更手続きを行ってください。 

受験センターの変更手続きは、「単位認定試験受験センター変更願」(学生生活の栞巻末大学院：様式

10/教養学部：様式 11)を大学本部学生課単位認定試験係(千葉市美浜区若葉 2-11)まで郵送していただ

くか、インターネットのシステム WAKABAの「変更・異動手続」から届出ができます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 4 月入学生の方及び全科履修生で学生証の有効期

限が切れた方は、広島学習センター・福山サテライトスペースの事務

室窓口で、学生証をお渡ししています。 

なお、顔写真が未登録の方は、学生証の発行ができません。インタ

ーネットのシステム WAKABA の「学生カルテ」から写真登録するか、

「学生生活の栞」巻末の「写真票」を本部学生課入学・履修係まで提

出してください。 

 

受取り方法 

◆窓口での受取り 入学許可書または有効期限の切れた学生証をお持ちください。 

◆郵送での受取り 下記の書類を同封して、広島学習センターまたは福山サテライトスペースまで

お送りください。 

・郵送による学生証交付願（下記の用紙を切り取り、必要事項を記入してください） 

・新規・継続入学生は「入学許可書」及び「運転免許証等顔写真の入った証明書」のコピー 

・在学生は、有効期限切れの学生証 

・返信用封筒（宛名を記入し 82 円切手を貼付したもの） 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出方法 提出期間 

郵送 4月 1日(土)～5月 25日(金)本部必着 

システムWAKABA(インターネット) 4月 1日(土)9時～6月 1日(金)24時  

●○学生証の交付について○● 

郵送による学生証交付願 
平成   年  月  日 

氏名                                         電話番号                       

学生番号                          

学生の種類等（○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  
 
◆来所が困難な理由◆ 

遠方のため・仕事等の都合・その他(具体的に：                           ) 

キリトリ 

事務室からのお知らせ 

学生生活の栞 
(大学院 P65～/ 

教養学部 P71～)参照 

●○単位認定試験の受験センター変更について○● 
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面接授業って何？ 

 面接授業とは、学習センター

等で他の学生と一緒に直接講

師から指導を受ける授業のこと

です。面接授業は、1科目1単位

で、1時限＝1時間25分の授業

を8時限受講します。 

受講しなくてはいけないの？ 

 全科履修生は卒業要件として

面接授業又はオンライン授業の

単位を20単位以上修得する必

要があります。選科履修生・科

目履修生は必修ではありません

が、自分の学習したい面接授業

を受講できます。 

今学期の申し込みは 

まだできるの？ 

 追加登録で申し込みが可能で

す。科目登録決定後に、空席の

生じた科目について、追加登録

の申し込みを受け付けます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
追加登録の方法は？ 

①空席発表で面接授業の空席数・追加登録期限を確認しましょう！  

●空席のある面接授業科目の発表日：4月 14日(土)12時 

   空席状況は学習センター・サテライトスペース掲示、及び 

放送大学ホームページで確認できます。また、 

4月 20日(金)15時よりシステム WAKABAでリアルタイムの 

空席状況が確認できますのでこちらもご利用ください。 

②追加登録申請をしましょう！ 

●追加登録受付期間：4月 20日(金)～科目ごとに定められた追加登録受付期限日 

●追加登録受付最終日：7月 22日(日) (8月開講科目も、この日までに追加登録申請を行ってください) 

＊追加登録受付期間開始前に開講する科目は追加登録の受け付けはできません。 

＊追加登録受付期限は原則開講日の 1週間前です。一部例外もあります。 

＊追加登録受付期間内でも、定員に達し次第、その科目の追加登録受付を締め切ります。 

追加登録申請受付は、面接授業を開設する学習センター・サテライトスペースで行います。 

広島学習センター及び福山サテライトスペースでは、受付日初日は、午前 10 時までに来所

された方の追加登録申請科目を確認し、空席を上回る申請があった科目は、抽選により追加登

録をする方を決定します。それ以降は、先着順に受け付けをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●○面接授業の追加登録について(教養学部生対象)○● 

郵送 

●左記「追加登録に必要なもの」を現金書留で学習センターに郵送  

●科目登録決定通知を学習センターから返送する 

窓口 

●左記「追加登録に必要なもの」を提出 

●その場で科目登録決定通知を受け取り登録完了 

 

追加登録に必要なもの 

●面接授業科目追加登録申請書 

●学生証 

(郵送の場合はコピーを申請書に貼付) 

●授業料 

(1 科目：5,500円) 

●郵送の場合は返信用封筒 

(宛先を明記し 82 円切手貼付) 

学生生活の栞 

(教養学部 P64～) 
 

面接授業開設科目一覧 
 

面接授業時間割表 

中国・四国ブロック版 

＊希望者多数の科目は、直接来所の方を優先します。 

＊福山サテライトスペース開設科目を郵送申請される場合は、広島学習センターへ郵送してください。 

＊郵送の場合、登録できなかった科目の授業料は、返金にかかる費用を差し引いた金額を返金いたします。 

 

●○申請方法○● 

事務室からのお知らせ 
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新しいシステム WAKABAでは、キャンパスネットワークホームページの機能が統合されました。 

 

 

 

 

 

 

 

●ログイン方法について 

①放送大学 HP にアクセスし、「在学生の方へ」から「システム WAKABA（教務情報システム）」をクリックしてく

ださい。旧システム WAKABAのブックマーク等の URLではアクセスできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②放送大学認証システムにて ID・パスワードを入力し、ログインボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

③新しいシステム WAKABAへログインした画面 

 

 

 

 

 

 

システム WAKABA キャンパスネットワークシステム 

新しいシステムWAKABA 

 

ログイン ID及びパスワードは、入学許可書に記載されています。 

ログイン ID又はパスワードがご不明な場合は、本部（043-276-

5111）へお問い合わせください。 

新しいシステムWAKABAではWeb通信指導の提出、

放送授業のインターネット視聴、単位認定試験問題の

閲覧、各種届出等ができます。ぜひご活用ください。 

事務室からのお知らせ 
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放送教材（ＤＶＤ・ＣＤ）の室外・郵送貸出しは、４月から放送大学本部に業務を集約し、「郵送による放送教材貸出しサ

ービス」に変更となりました。（詳細は、平成30年度広島学習センター・福山サテライトスペース利用の手引きをご覧ください。） 

●貸出しできる放送教材 

 

 

 

 

 

 

 

●貸出日数・貸出数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●貸出方法 
放送教材貸出し申込書を「郵送」又は「ＦＡＸ」してください。「インターネット」による申込みもできます。 

なお、電話での申込みは、一切受け付けません。放送大学本部からの郵送方法は第四種郵便のみとし、送料は往復

分とも申込者（学生）負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事のお知らせ・報告 

視聴学習・図書室からのお知らせ 

 

 

五・七・五・七・七の短い言葉に込められた情景。その魅力を広島ゆかりの歌人の短歌も交えてお話して

いただきます。 

■日 時：5月 20日(日) 10時 00分～11時 20分 

■場 所：広島学習センター 小講義室(4階) 

■申込先：広島学習センター事務室 

■講 師：児玉 三佳（放送大学大学院 2011.3修了） 

■対 象：在学生・卒業生・同窓会員・一般の方も参加できます。 

 

 

◎全ての科目 

◎特別講義 

９日間、３巻以内。     ※放送大学本部からの発送日及び返却到着日を含みます。 

１～４日 

程度 

･郵送 

･FAX 

･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

貸 

出 

申 

込 

本

部

発

送 

自

宅

に

到

着 

自

宅

で

視

聴 

返 

  

送 

本

部

到

着 

貸出期間  ９日以内（本州在住学生） 

 

 

◎履修している科目 

◎再試験を受験する科目 

◎特別講義 

学期の初めから 

単位認定試験期間終了まで 

単位認定試験期間の翌日から 

その学期終了まで 
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平成 29 年度卒業研究履修者の卒業研究成果発表会を下記のとおり開催いたしました。 

■日時：2 月 18 日(日)14 時 00 分～ 

■場所：広島学習センター大講義室(3 階)  

【発表者及び研究テーマ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

所属(コース) 学生氏名 研究テーマ 

生活と福祉 樋口 雪子 
乳幼児虐待における親の「養育責任」に関する研究—朝日新聞の記事分析

から— 

心理と教育 

横田 愉利子 
電話相談員の精神疲労予防における自己開示の有効性—相談直後の筆記

開示を用いて— 

西野目 順子 代理意思決定者の体験を読み解く—認知症高齢者の胃ろう造設を対象に— 

宮地 美深 
攻撃的ユーモアの感知とパーソナリティ特性の関係～皮肉、からかい、ブラ

ックユーモアの可能性～ 

社会と産業 加藤 達也 「公共事業と経済効果についての考察」 

人間と文化 

森   龍治 イギリス帝国の衰退過程とその要因—グローバルヒストリーの観点から— 

藤井 祐輔 ｎ次創作におけるキャラクターの変容について—初音ミクを例に— 

 

 

■日 時：7月 1日（日） 

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 

■定 員：先着 100名（要予約） ※一般の方も参加できます。 

■講 師：森 津太子（放送大学教授＜心理と教育コース＞）  

■演 題：未定 ※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。 

■申込先：広島学習センター事務室 

公開講演会及び認定心理士資格取得説明会を開催します

 

 

2019年度卒業研究履修予定者向けの卒業研究ガイダンスを下記のとおり開催します。 

卒業研究を履修される方、履修を検討されている方は是非ご参加ください。 

 

■日 時：7月 1日(日)10時 00分～ 

■場 所：広島学習センター 

■申込先：広島学習センター事務室 

■内 容：放送大学本部教職員による履修指導及び申請方法の説明等 

2019 年度卒業研究履

修者用の手引き等は 6 月

以降事務室にて配布できる

予定です。 

行事のお知らせ・報告 
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日 時 

４月１４日（土） 

１５：００～１６：３０ 

５月１２日（土） 

１５：００～１６：３０ 

６月１６日（土） 

１５：００～１６：３０ 

７月１４日（土） 

１３：００～１４：３０ 

８月１９日（日） 

１５：００～１６：３０ 

９月１５日（土） 

１５：００～１６：３０ 

広島学習センター所長ゼミ（在学生対象） 

■ゼミ概要 

 「学ぶ」ということは一般的に「理解し受け入れる」ということです。しかし、正し

く学ぶためには「考える」ことが必要です。「考える」ことは意外におろそかにされ

ています。何故でしょうか？私を含め多くのヒトは「思い込み」や「固定観念」に

縛られています。これが「考える」ことを邪魔するのです。私は自然科学の研究

に従事してきました。ある時、まったく予想もしない不合理にみえるデータを得ま

した。ほとんど捨てる間際に少し考えることによって、新発見に結びつきました。

ちょっと待てよ、と「考える」ことが必要です。本当の考える力（思考力）を養うた

めには工夫が必要です。「本物の思考力」について関心のある皆様と「考えて」

みたいと思います。所長が話題を提供します。それについていろいろ意見交換

をしましょう。 

広島学習センター所長 

 山田 隆 

（広島大学名誉教授） 

■対象者：広島学習センター及び福山サテライトスペース所属の学生 

■会  場：広島学習センター小講義室（4階） 

■参加方法：開催日に直接会場までお越しください。【事前申込み不要】 

 ※会場や日程に変更が生じた場合は、3階事務室前掲示板及びホームページに掲載します。 

平成 30 年度から、定期的に経済学関連図書の読書会を開きた

いと考えております。 

古典的な内容の経済学から、現在の経済学まで。あるいは重厚

な内容からそうでないものまで・・・ 

 気軽に参加できる輪読会（あるいはそのほかの形式でもＯＫ）で経

済を学んでみませんか。 

 

 ※開催日時については、広島学習センターの掲示板及びホーム

ページでご確認ください。 

広島学習センター客員教員 

新垣 繁秀 

（広島経済大学教授） 

新垣先生ゼミ（在学生対象） 
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スケジュール(4月～7月) 

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

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

平成３０年１０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３０年６月１５日（金）～平成３０年８月３１日（金） 
【第２回募集期間】平成３０年９月 １日（土）～平成３０年９月２０日（木） 


