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リットが高い教育学部の学生は教員採用試験を
はグリットが高い教育学部の学生は教員採用試験を
はグリットが高い教育学部の学生は教員採用試験を
して教員に採用される割合が高い(竹橋ら、２０
突破して教員に採用される割合が高い(竹橋ら、２０
突破して教員に採用される割合が高い(竹橋ら、２０
という。また、アメリカの陸軍⼠官学校では、
１９)という。また、アメリカの陸軍⼠官学校では、
１９)という。また、アメリカの陸軍⼠官学校では、

PC・タブレット等でも
PC・タブレット等でも
PC・タブレット等でも

01
01 巻頭言
巻頭言
04
202204
年度第
2022
04
1 学期面接授業
年度第
2022
1 学期面接授業
年度第 1 学期面接授業
息吹をご覧いただけます！
息吹をご覧いただけます！
息吹をご覧いただけます！
05
特別セミナー
05 特別セミナー
05
特別セミナー
介
02
02 教員紹介
教員紹介
明書の手続きについて
03
03 各種証明書の手続きについて
各種証明書の手続きについて
06
公開講演会等のおしらせ
06 公開講演会等のおしらせ
06
公開講演会等のおしらせ
07
学位授与式／入学式
07 学位授与式／入学式
07
学位授与式／入学式
導の提出について
通信指導の提出について
通信指導の提出について
08
キャンパス・スケジュール
08 キャンパス・スケジュール
08
キャンパス・スケジュール
究ガイダンスのご案内
卒業研究ガイダンスのご案内
卒業研究ガイダンスのご案内
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/kagawa/
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/kagawa/
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
新任教員挨拶・教員紹介・事務長挨拶
新任教員挨拶・教員紹介・事務長挨拶
新任教員挨拶・教員紹介・事務長挨拶

新任教員からのご挨拶
新任教員からのご挨拶
新任教員からのご挨拶
平野
平野美紀
美紀平野
客員教員
客員教員
美紀
メッセージ
メッセージ
客員教員

メッセージ

香川大学法学部で刑事法・医事法を専門としております。今年度は、加害者処遇と被害者支援をテーマ
香川大学法学部で刑事法・医事法を専門としております。今年度は、加害者処遇と被害者支援をテーマ
香川大学法学部で刑事法・医事法を専門としております。今年度は、加害者処遇と
にして共生社会について、学びたいと思います。
にして共生社会について、学びたいと思います。
にして共生社会について、学びたいと思います。
新聞等で⾒る犯罪事件は遠くの出来事のようにも思えますが、実は社会の中での事象であり、社会を写
新聞等で⾒る犯罪事件は遠くの出来事のようにも思えますが、実は社会の中での事象であり、社会を写
新聞等で⾒る犯罪事件は遠くの出来事のようにも思えますが、実は社会の中での事
す鏡です。犯罪者に対してなぜ刑罰を科すのか︖刑務所ではどのような処遇が⾏われているのか︖被害者
す鏡です。犯罪者に対してなぜ刑罰を科すのか︖刑務所ではどのような処遇が⾏われているのか︖被害者
す鏡です。犯罪者に対してなぜ刑罰を科すのか︖刑務所ではどのような処遇が⾏われ
にはどのような支援が重要なのか︖などについて、ご一緒に考えてみませんか。
にはどのような支援が重要なのか︖などについて、ご一緒に考えてみませんか。
にはどのような支援が重要なのか︖などについて、ご一緒に考えてみませんか。

教員紹介
教員紹介
教員紹介

香川学習センター所⻑
香川学習センター所⻑
香川学習センター所⻑
心理学
心理学心理学
香川大学名誉教授
香川大学名誉教授
香川大学名誉教授

有馬有馬
有馬
道久道久
道久

麻田麻田
恭彦恭彦 麻田

香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授
臨床心理学
臨床心理学
臨床心理学
香川大学教授
香川大学教授
香川大学教授
(医学部)
(医学部) (医学部)

橋本橋本
橋本
拓⾏拓⾏
拓⾏

恭彦

小方小方
朋子朋子

小方

朋子

香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授 香川学
地質工学
地質工学
地質工学
刑事法・医事法
刑事法・医事法
刑
香川大学名誉教授
香川大学名誉教授 香川大学名誉教授
香川大学教授
香川大学教授
(法学部)
(法学部)
香川

⻑谷川
⻑谷川
修一修一
⻑谷川

香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授
看護学
看護学 看護学
香川大学教授
香川大学教授
香川大学教授
(医学部)
(医学部) (医学部)

松本松本
松本
啓子啓子
啓子

香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授 香川学
香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授
香川学習センター客員教授
特別支援教育
特別支援教育
微生物利用学
微生物利用学
微生物利用学
香川大学教授
香川大学教授
(教育学部)
(教育学部)
香川
香川大学名誉教授
香川大学名誉教授香川大学名誉教授

修一

平野平野
美紀美紀

平野

美紀

香川学習センター客員准教授
香川学習センター客員准教授
香川学習センター客員准教授
心理学
心理学
心理学
香川大学准教授
香川大学准教授
(教育学部)
(教育学部)
香川大学准教授(教育学部)

⾦綱⾦綱
知征知征 ⾦綱

知征

事務長からのご挨拶
事務長からのご挨拶
事務長からのご挨拶

枝川枝川
枝川
幸司幸司
幸司
前学習センター事務⻑メッセージ
前学習センター事務⻑メッセージ
前学習センター事務⻑メッセージ
このこの
この
3 ⽉まで事務⻑をさせていただきました枝川です。平成２９年４⽉から令和４年３⽉までの５年間、皆様とと
3 ⽉まで事務⻑をさせていただきました枝川です。平成２９年４⽉から令和４年３⽉までの５年間、皆様とと
3 ⽉まで事務⻑をさせていただきました枝川です。平成２９年４⽉から令和４年３⽉までの５年間、
もに学ばせていただきました。放送大学は色々なニーズにこたえるために幅広い学問分野はもとより、編入学の多様
もに学ばせていただきました。放送大学は色々なニーズにこたえるために幅広い学問分野はもとより、編入学の多様
もに学ばせていただきました。放送大学は色々なニーズにこたえるために幅広い学問分野はもとより、編入
さ、資格取得に向けての各種支援、それらに応じたシステムの困難さ
さ、資格取得に向けての各種支援、それらに応じたシステムの困難さ
さ、資格取得に向けての各種支援、それらに応じたシステムの困難さ
等々事務処理も本当に幅広いものとなります。
等々事務処理も本当に幅広いものとなります。
等々事務処理も本当に幅広いものと
我々事務担当も学ばせていただいたというのが実感の
我々事務担当も学ばせていただいたというのが実感の
我々事務担当も学ばせていただいたというのが実感の
5 年間でした。⼗分なご支援ができなかったところもあろうか
5 年間でした。⼗分なご支援ができなかったところもあろうか
5 年間でした。⼗分なご支援ができなかったところも
と思いますがご容赦いただき、これからは一学生(全科生)となりますので暖かくお付き合いいただければ幸いです。
と思いますがご容赦いただき、これからは一学生(全科生)となりますので暖かくお付き合いいただければ幸いです。
と思いますがご容赦いただき、これからは一学生(全科生)となりますので暖かくお付き合いいただければ幸

澤井澤井
澤井
⾏広⾏広
学習センター事務⻑メッセージ
⾏広
学習センター事務⻑メッセージ
学習センター事務⻑メッセージ
令和４年４⽉１⽇付けで放送大学香川学習センター事務⻑を拝命いたしました澤井と申します。
令和４年４⽉１⽇付けで放送大学香川学習センター事務⻑を拝命いたしました澤井と申します。
令和４年４⽉１⽇付けで放送大学香川学習センター事務⻑を拝命いたしました澤井と申します。
私は２００７年４⽉から２０１０年３⽉までの３年間、放送大学香川学習センターで事務を執らせていただいた経験
私は２００７年４⽉から２０１０年３⽉までの３年間、放送大学香川学習センターで事務を執らせ
私は２００７年４⽉から２０１０年３⽉までの３年間、放送大学香川学習センターで事務を執らせていただいた経験
がありますが、その時は放送大学の学生さんから多くのことを学ぶとともに楽しい思い出もたくさんいただきました。
がありますが、その時は放送大学の学生さんから多くのことを学ぶとともに楽しい思い出もたくさん
がありますが、その時は放送大学の学生さんから多くのことを学ぶとともに楽しい思い出もたくさんいただきました。
ご縁がありまして、
ご縁がありまして、
また、
香川学習センターで勤務することとなりました。
また、香川学習センターで勤務することとなりました。
皆様のお役に⽴てる様に頑張りますので、
皆様のお役に⽴てる様
ご縁がありまして、
また、
香川学習センターで勤務することとなりました。
皆様のお役に⽴てる様に頑張りますので、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
広報主幹
⻲井⻲井
伸治伸治
ほか５名
広報主幹
広報主幹
ほか５名
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伸
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ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
学習センターからのお知らせ
学習センターからのお知らせ
学習センターからのお知らせ
学習センターからのお知らせ

証明書の申請方法
各種証明書の申請方法
各種証明書の申請方法
各種証明書の申請方法

申請内容

申請内容
申請内容
申請内容

手続き方法
手続き方法
手続き方法
手続き方法

全科履修生・修⼠全科生が対象です。
全科履修生・修⼠全科生が対象です。自宅から学習センターへの通学や、⾯接授業で他学習
自宅から学習センターへの通学や、⾯接授業で他学習
全科履修生・修⼠全科生が対象です。自宅から学習センターへの通学や、⾯接授業で他学習
全科履修生・修⼠全科生が対象です。自宅から学習センターへの通学や、⾯接授業で他学習
センターに⾏く場合等にも利用できます。
センターに⾏く場合等にも利用できます。
センターに⾏く場合等にも利用できます。
センターに⾏く場合等にも利用できます。
学生旅客運賃割引証
旅客運賃割引証
学生旅客運賃割引証
学生旅客運賃割引証
※申請書の様式はシステムＷＡＫＡＢＡに掲載されています。（キャンパスライフ＞各種
※申請書の様式はシステムＷＡＫＡＢＡに掲載されています。（キャンパスライフ＞各種
※申請書の様式はシステムＷＡＫＡＢＡに掲載されています。（キャンパスライフ＞各種
※申請書の様式はシステムＷＡＫＡＢＡに掲載されています。（キャンパスライフ＞各種
届出・申請様式＞学割証発⾏願）また、学習センター窓⼝でもお渡ししています。
届出・申請様式＞学割証発⾏願）また、学習センター窓⼝でもお渡ししています。
届出・申請様式＞学割証発⾏願）また、学習センター窓⼝でもお渡ししています。
届出・申請様式＞学割証発⾏願）また、学習センター窓⼝でもお渡ししています。
基本保険料は１００円で、加入⽇の翌⽇から原則６年間（学籍の続く限り）有効です。⾯接
基本保険料は１００円で、加入⽇の翌⽇から原則６年間（学籍の続く限り）有効です。⾯接
基本保険料は１００円で、加入⽇の翌⽇から原則６年間（学籍の続く限り）有効です。⾯接
基本保険料は１００円で、加入⽇の翌⽇から原則６年間（学籍の続く限り）有効です。⾯接

学生教育研究災害傷害保険
研究災害傷害保険
授業の際、加入が必要になる場合があります。
授業の際、加入が必要になる場合があります。
学生教育研究災害傷害保険
授業の際、加入が必要になる場合があります。
学生教育研究災害傷害保険
授業の際、加入が必要になる場合があります。

※申請書の様式は学習センター窓⼝でのみお渡ししています。
※申請書の様式は学習センター窓⼝でのみお渡ししています。
※申請書の様式は学習センター窓⼝でのみお渡ししています。
※申請書の様式は学習センター窓⼝でのみお渡ししています。

窓⼝…諸証明書交付願と学生証を提示してください。
窓⼝…諸証明書交付願と学生証を提示してください。
窓⼝…諸証明書交付願と学生証を提示してください。
窓⼝…諸証明書交付願と学生証を提示してください。
１通につき２００円の手数料がかかります。
１通につき２００円の手数料がかかります。
１通につき２００円の手数料がかかります。
１通につき２００円の手数料がかかります。
郵送…①諸証明書交付願、②定額小為替証書（１通につき２００円）
郵送…①諸証明書交付願、②定額小為替証書（１通につき２００円）
、③宛先を明記し８４
、③宛先を明記し８４
郵送…①諸証明書交付願、②定額小為替証書（１通につき２００円）
、③宛先を明記し８４
郵送…①諸証明書交付願、②定額小為替証書（１通につき２００円）
、③宛先を明記し８４
各種証明書の発⾏
証明書の発⾏
円切手を貼付した定形返信用封筒（⻑形３号）を同封してください。
円切手を貼付した定形返信用封筒（⻑形３号）を同封してください。
（発⾏までに
（発⾏までに
各種証明書の発⾏
円切手を貼付した定形返信用封筒（⻑形３号）を同封してください。
（発⾏までに
各種証明書の発⾏
円切手を貼付した定形返信用封筒（⻑形３号）を同封してください。
（発⾏までに
⽇数を要するものもあります。
⽇数を要するものもあります。
）
））
⽇数を要するものもあります。
⽇数を要するものもあります。）
※申請書の様式は「学生生活の栞」もしくは「システムＷＡＫＡＢＡ」に掲載してありま
※申請書の様式は「学生生活の栞」もしくは「システムＷＡＫＡＢＡ」に掲載してありま
※申請書の様式は「学生生活の栞」もしくは「システムＷＡＫＡＢＡ」に掲載してありま
※申請書の様式は「学生生活の栞」もしくは「システムＷＡＫＡＢＡ」に掲載してありま
す。また、学習センター窓⼝でもお渡ししています。
す。また、学習センター窓⼝でもお渡ししています。
す。また、学習センター窓⼝でもお渡ししています。
す。また、学習センター窓⼝でもお渡ししています。

学習センターでのインターネット接続サービスを提供します。使用を希望する場合は窓⼝
学習センターでのインターネット接続サービスを提供します。使用を希望する場合は窓⼝
学習センターでのインターネット接続サービスを提供します。使用を希望する場合は窓⼝
学習センターでのインターネット接続サービスを提供します。使用を希望する場合は窓⼝
への申請が必要です。
への申請が必要です。なお、申請をする前にシステムＷＡＫＡＢＡ内にある、情報セキュリ
なお、申請をする前にシステムＷＡＫＡＢＡ内にある、情報セキュリ
への申請が必要です。なお、申請をする前にシステムＷＡＫＡＢＡ内にある、情報セキュリ
への申請が必要です。なお、申請をする前にシステムＷＡＫＡＢＡ内にある、情報セキュリ
ティ研修を必ず受講し、
ティ研修を必ず受講し、
研修終了後に発⾏される合格証を窓⼝に提示してください。
研修終了後に発⾏される合格証を窓⼝に提示してください。
情報セ
情報セ
ティ研修を必ず受講し、
研修終了後に発⾏される合格証を窓⼝に提示してください。
情報セ
ティ研修を必ず受講し、
研修終了後に発⾏される合格証を窓⼝に提示してください。
情報セ
キュリティ研修の受講方法は以下のとおりです。
キュリティ研修の受講方法は以下のとおりです。
キュリティ研修の受講方法は以下のとおりです。
キュリティ研修の受講方法は以下のとおりです。
無線ＬＡＮ接続サービス
システムＷＡＫＡＢＡ＞放送大学自己学習サイト＞情報セキュリティ研修＞２０１９年度
ＡＮ接続サービス
システムＷＡＫＡＢＡ＞放送大学自己学習サイト＞情報セキュリティ研修＞２０１９年度
無線ＬＡＮ接続サービス
システムＷＡＫＡＢＡ＞放送大学自己学習サイト＞情報セキュリティ研修＞２０１９年度
無線ＬＡＮ接続サービス
システムＷＡＫＡＢＡ＞放送大学自己学習サイト＞情報セキュリティ研修＞２０１９年度
情報セキュリティ研修＞動画を視聴し、
小テストを⾏う＞合格後、
修了証を発⾏して申請時
情報セキュリティ研修＞動画を視聴し、
小テストを⾏う＞合格後、
修了証を発⾏して申請時
情報セキュリティ研修＞動画を視聴し、
小テストを⾏う＞合格後、
修了証を発⾏して申請時
情報セキュリティ研修＞動画を視聴し、
小テストを⾏う＞合格後、
修了証を発⾏して申請時
に窓⼝へ提示してください。
印刷環境のない方は、
スマートフォン等で証明書画⾯をご提示
に窓⼝へ提示してください。
印刷環境のない方は、
スマートフォン等で証明書画⾯をご提示
に窓⼝へ提示してください。
印刷環境のない方は、
スマートフォン等で証明書画⾯をご提示
に窓⼝へ提示してください。
印刷環境のない方は、
スマートフォン等で証明書画⾯をご提示
いただいてもかまいません。
いただいてもかまいません。
いただいてもかまいません。
いただいてもかまいません。
※申請書の様式は学習センター窓⼝でのみお渡しとなります。
※申請書の様式は学習センター窓⼝でのみお渡しとなります。
※申請書の様式は学習センター窓⼝でのみお渡しとなります。
※申請書の様式は学習センター窓⼝でのみお渡しとなります。

通信指導の提出について
指導の提出について
通信指導の提出について
通信指導の提出について

大学本部から送付される通信指導は、下記の期間に必ず大学本部に提出してください。未提出の場合または提
部から送付される通信指導は、下記の期間に必ず大学本部に提出してください。未提出の場合または提
大学本部から送付される通信指導は、下記の期間に必ず大学本部に提出してください。未提出の場合または提
大学本部から送付される通信指導は、下記の期間に必ず大学本部に提出してください。未提出の場合または提
出して不合格となった場合は、２０２２年度第１学期の単位認定試験は受験できません。
合格となった場合は、２０２２年度第１学期の単位認定試験は受験できません。
出して不合格となった場合は、２０２２年度第１学期の単位認定試験は受験できません。
出して不合格となった場合は、２０２２年度第１学期の単位認定試験は受験できません。

通信指導提出期間（学部・大学院）
通信指導提出期間（学部・大学院）
通信指導提出期間（学部・大学院）
通信指導提出期間（学部・大学院）

２０２２年
５⽉１６⽇（⽉）
５⽉３１⽇（火）必着
２０２２年 ２０２２年
５⽉１６⽇（⽉）
〜 ５⽉３１⽇（火）必着
郵送による提出
る提出 郵送による提出
２０２２年
５⽉１６⽇（⽉）
５⽉３１⽇（火）必着
郵送による提出
５⽉１６⽇（⽉）
〜〜 〜
５⽉３１⽇（火）必着

信指導による提出
２０２２年 ２０２２年
５⽉
９⽇（⽉）１０時
〜 ５⽉３１⽇（火）１７時まで
ＷＥＢ通信指導による提出
２０２２年
５⽉
９⽇（⽉）１０時
５⽉３１⽇（火）１７時まで
ＷＥＢ通信指導による提出
２０２２年
５⽉
９⽇（⽉）１０時
５⽉３１⽇（火）１７時まで
ＷＥＢ通信指導による提出
５⽉
９⽇（⽉）１０時
〜〜 〜
５⽉３１⽇（火）１７時まで

卒業研究履修ガイダンスのお知らせ
研究履修ガイダンスのお知らせ
卒業研究履修ガイダンスのお知らせ
卒業研究履修ガイダンスのお知らせ

２０２３年度履修予定者向けの卒業研究履修ガイダンスを開催します。
３年度履修予定者向けの卒業研究履修ガイダンスを開催します。
２０２３年度履修予定者向けの卒業研究履修ガイダンスを開催します。
２０２３年度履修予定者向けの卒業研究履修ガイダンスを開催します。
卒業研究についての説明や、卒業研究履修経験者による対談を予定しています。履修に興味のある方はどなたで
についての説明や、卒業研究履修経験者による対談を予定しています。履修に興味のある方はどなたで
卒業研究についての説明や、卒業研究履修経験者による対談を予定しています。履修に興味のある方はどなたで
卒業研究についての説明や、卒業研究履修経験者による対談を予定しています。履修に興味のある方はどなたで
も参加できます。参加を希望される方は、事前に学習センターへご連絡ください。
きます。参加を希望される方は、事前に学習センターへご連絡ください。
も参加できます。参加を希望される方は、事前に学習センターへご連絡ください。
も参加できます。参加を希望される方は、事前に学習センターへご連絡ください。
なお、卒業研究履修の手引きの配布開始はホームページまたは教務掲示板にてお知らせします。
卒業研究履修の手引きの配布開始はホームページまたは教務掲示板にてお知らせします。
なお、卒業研究履修の手引きの配布開始はホームページまたは教務掲示板にてお知らせします。
なお、卒業研究履修の手引きの配布開始はホームページまたは教務掲示板にてお知らせします。
（※参考
昨年度:6
⽉初旬頃配布開始）
昨年度:6
⽉初旬頃配布開始）
（※参考
昨年度:6
⽉初旬頃配布開始）
（※参考
昨年度:6
⽉初旬頃配布開始）

⽇

２０２２年
６⽉１２⽇（⽇）１０︓３０
〜〜
１２︓００
時 開開 開
６⽉１２⽇（⽇）１０︓３０
〜 〜
１２︓００
時
２０２２年
６⽉１２⽇（⽇）１０︓３０
１２︓００
催催 催
⽇⽇ ⽇
時時２０２２年
２０２２年
６⽉１２⽇（⽇）１０︓３０
１２︓００

場

香川大学教育学部
研究交流棟内
放送大学香川学習センター８階
所 開開 開
研究交流棟内
放送大学香川学習センター８階
所
香川大学教育学部
研究交流棟内
放送大学香川学習センター８階
催催 催
場場 場
所所香川大学教育学部
香川大学教育学部
研究交流棟内
放送大学香川学習センター８階
窓⼝︓香川学習センター７階
窓⼝︓香川学習センター７階
窓⼝︓香川学習センター７階
窓⼝︓香川学習センター７階
法 申申 申
法
込込 込
方方 方
法法電話︓０８７－８３７－９８７７
電話︓０８７－８３７－９８７７
E-mail︓c37-ksc@ouj.ac.jp
E-mail︓c37-ksc@ouj.ac.jp
電話︓０８７－８３７－９８７７
E-mail︓c37-ksc@ouj.ac.jp
電話︓０８７－８３７－９８７７
E-mail︓c37-ksc@ouj.ac.jp

方

03
03
03 03

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

WAKABA
へログイン︕
WAKABA
へログイン︕

面接授業のご案内
面接授業のご案内
https://www.wakaba.ouj.ac.jp/portal/
https://www.wakaba.ouj.ac.jp/portal/
⾯接授業とは、学習センター等で教員から直接指導を受ける授業です。１科目１単位で、全科履修生・選科履
⾯接授業とは、学習センター等で教員から直接指導を受ける授業です。１科目１単位で、全科履修生・選科履
修生・科目履修生が受講できます。科目の追加登録は下記のとおりです。登録方法については、香川学習センタ
修生・科目履修生が受講できます。科目の追加登録は下記のとおりです。登録方法については、香川学習センタ
ー利用の手引【オアシス】またはホームページ等をご覧ください。
ー利用の手引【オアシス】またはホームページ等をご覧ください。
※⾯接授業空席発表および追加登録について
※⾯接授業空席発表および追加登録について
①空
①空席席発発表表︓２０２２年４⽉１６⽇（⾦）１２時（学習センター掲示板及びホームページに掲載）
︓２０２２年４⽉１６⽇（⾦）１２時（学習センター掲示板及びホームページに掲載）
②追加登録期間︓４⽉〜７⽉開講の授業は４⽉２１⽇（⽊）〜
②追加登録期間︓４⽉〜７⽉開講の授業は４⽉２１⽇（⽊）〜科目毎に定められた追加登録受付期限⽇まで
科目毎に定められた追加登録受付期限⽇まで
ＷＡＫＡＢＡ確認での空席情報確認方法は以下の通りです。
ＷＡＫＡＢＡ確認での空席情報確認方法は以下の通りです。
・４/16〜は、
ＷＡＫＡＢＡログイン▶学内連絡から
「⾯接授業(1
学期のページ)」
▶お知らせ欄にある
「空
・４/16〜は、
ＷＡＫＡＢＡログイン▶学内連絡から
「⾯接授業(1
学期のページ)」
▶お知らせ欄にある
「空
席状況のお知らせ」
席状況のお知らせ」
・4/21〜は、ＷＡＫＡＢＡログイン▶教務情報▶科目登録▶空席照会
・4/21〜は、ＷＡＫＡＢＡログイン▶教務情報▶科目登録▶空席照会

科目区分
科目区分

科目名
科目名

基盤科目
基盤科目

エクセル・パワーポイント入門
エクセル・パワーポイント入門

基盤科目
基盤科目
（外国語）
（外国語）

外国⼈との英会話
外国⼈との英会話

基盤科目
基盤科目
（保健体育）
（保健体育）

生涯スポーツの実現に向けて
生涯スポーツの実現に向けて

専門科目
専門科目
生活と福祉
生活と福祉

講師名
講師名
香川大学准教授
香川大学准教授藤本
藤本憲市
憲市
香川大学准教授
後藤田
香川大学准教授 後藤田中中

5/21(土)・5/22(⽇)
5/21(土)・5/22(⽇) 各①〜④
各①〜④

香川大学准教授
香川大学准教授ルーツ・ピーター
ルーツ・ピーター

6/18(土)・6/19(⽇)
6/18(土)・6/19(⽇) 各①〜④
各①〜④

香川大学准教授
香川大学准教授⽶村
⽶村耕平
耕平

6/4(土）・6/5(⽇)
6/4(土）・6/5(⽇)各①〜④
各①〜④

⼈の生きる⼒を支える看護ケア
⼈の生きる⼒を支える看護ケア 香川大学教授
香川大学教授前川
前川泰子
泰子

専門科目
専門科目
生活と福祉
生活と福祉

加工食品の現状と今後の展望
加工食品の現状と今後の展望

専門科目
専門科目
心理と教育
心理と教育

心理学実験２
心理学実験２

5/14(土）・5/15(⽇)
5/14(土）・5/15(⽇)各①〜④
各①〜④

香川大学教授
香川大学教授小川
小川雅廣
雅廣

5/28(土)・5/29(⽇)
5/28(土)・5/29(⽇) 各①〜④
各①〜④

香川大学准教授
香川大学准教授大久保
大久保智生
智生

5/7(土）・5/21(土）各①〜③
5/7(土）・5/21(土）各①〜③
6/4(土)①②
6/4(土)①②

専門科目
専門科目
心理と教育
心理と教育

発達障害の子どもの理解と支援
発達障害の子どもの理解と支援 香川大学准教授
香川大学准教授中島
中島栄美子
栄美子

7/2(土)・7/9(土)
7/2(土)・7/9(土) 各①〜④
各①〜④

専門科目
専門科目
心理と教育
心理と教育

小学校教育の現状と教師の思い
小学校教育の現状と教師の思い 香川大学准教授
香川大学准教授谷⼝
谷⼝弓恵
弓恵

7/3(⽇)・7/10(⽇)
7/3(⽇)・7/10(⽇) 各①〜④
各①〜④

専門科目
専門科目
社会と産業
社会と産業

中国経済の現状と展望
中国経済の現状と展望

専門科目
専門科目
社会と産業
社会と産業

香川大学教授
香川大学教授姚姚峰峰

5/28(土)・5/29(⽇)
5/28(土)・5/29(⽇) 各①〜④
各①〜④

現代⽇本の犯罪と捜査・裁判
現代⽇本の犯罪と捜査・裁判

香川大学准教授
香川大学准教授吉井
吉井匡匡

6/11(土)・6/12(⽇)
6/11(土)・6/12(⽇) 各①〜④
各①〜④

専門科目
専門科目
⼈間と文化
⼈間と文化

遺跡から讃岐の古代を考える
遺跡から讃岐の古代を考える

香川県教育委員会
香川県教育委員会
文化財専門員
文化財専門員渡邊
渡邊誠誠

6/19(⽇)・6/26(⽇)
6/19(⽇)・6/26(⽇) 各①〜④
各①〜④

専門科目
専門科目
⼈間と文化
⼈間と文化

⻄洋近世哲学の歩み
⻄洋近世哲学の歩み

香川大学准教授
香川大学准教授佐藤
佐藤慶太
慶太

7/2(土)・7/3(⽇)
7/2(土)・7/3(⽇) 各①〜④
各①〜④

専門科目
専門科目
情報
情報

知の自転⾞、⼈工知能の本質
知の自転⾞、⼈工知能の本質

香川大学准教授
香川大学准教授喜田
喜田弘司
弘司

5/15(⽇)・5/22(⽇)
5/15(⽇)・5/22(⽇) 各①〜④
各①〜④

専門科目
専門科目
情報
情報

手を動かして学ぶ
DXDX
手を動かして学ぶ

香川大学講師
香川大学講師⽶谷
⽶谷雄介
雄介

6/18(土)・6/25(土)
6/18(土)・6/25(土)各①〜④
各①〜④

専門科目
専門科目
自然と環境
自然と環境

バイオ技術と食品・医薬
バイオ技術と食品・医薬

香川大学名誉教授
香川大学名誉教授 岡﨑
岡﨑勝一郎
勝一郎

6/25(土)・6/26(⽇)
6/25(土)・6/26(⽇)各①〜④
各①〜④

上記の表は５⽉からの香川学習センターで開講される⾯接授業一覧です。
上記の表は５⽉からの香川学習センターで開講される⾯接授業一覧です。
４⽉の⾯接授業科目は『⾯接授業時間割表中国・四国ブロック版』をご確認ください。
４⽉の⾯接授業科目は『⾯接授業時間割表中国・四国ブロック版』をご確認ください。
0404

開講⽇
開講⽇

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
特別セミナーのご案内
特別セミナーのご案内
特別セミナーのご案内

習センター客員教員による学内学習会です。放送大学学生を対象に、⽉１回実施しています。
香川学習センター客員教員による学内学習会です。放送大学学生を対象に、⽉１回実施しています。
香川学習センター客員教員による学内学習会です。放送大学学生を対象に、⽉１回実施しています。
２０２０年度より、
（重要）２０２０年度より、⽇程変更や休講のお知らせはホームページまたは香川学習センター事務室横の教務掲
⽇程変更や休講のお知らせはホームページまたは香川学習センター事務室横の教務掲
（重要）２０２０年度より、⽇程変更や休講のお知らせはホームページまたは香川学習センター事務室横の教務掲
掲載のみとなりました。電話での連絡は⾏っておりませんのでご注意ください。
示板への掲載のみとなりました。電話での連絡は⾏っておりませんのでご注意ください。
示板への掲載のみとなりました。電話での連絡は⾏っておりませんのでご注意ください。

ー名/講師名セミナー名/講師名
セミナー名/講師名

道久

解する
恭彦

化社会で

性を考える

方

要要

⽇⽇ ⽇

時
時時

ログな関係性、とくに共感⼒の重要性が⾒直されています。
ログな関係性、
ログな関係性、
とくに共感⼒の重要性が⾒直されています。
とくに共感⼒の重要性が⾒直されています。
共感には認知的共感や情
共感には認知的共感や情
共感には認知的共感や情 原則第２水曜
ログな関係性、
とくに共感⼒の重要性が⾒直されています。
共感には認知的共感や情
共感⼒を⾒直す
原則第２水曜
共感⼒を⾒直す
原則第２水曜
動的共感のほか、共感的関心や共感的配慮といった側⾯もあります。本セミナーで
動的共感のほか、共感的関心や共感的配慮といった側⾯もあります。本セミナーで
動的共感のほか、共感的関心や共感的配慮といった側⾯もあります。本セミナーで
動的共感のほか、共感的関心や共感的配慮といった側⾯もあります。本セミナーで

有馬
道久
13:00-14:30
有馬
道久
13:00-14:30
は、
今求められる共感⼒とは何か、
は、
は、
今求められる共感⼒とは何か、
今求められる共感⼒とは何か、
それは伸ばせるか、
それは伸ばせるか、
それは伸ばせるか、
どうすれば共感疲れや共感中
どうすれば共感疲れや共感中
どうすれば共感疲れや共感中 13:00-14:30
は、
今求められる共感⼒とは何か、
それは伸ばせるか、
どうすれば共感疲れや共感中
毒を回避できるかについて考えます。
毒を回避できるかについて考えます。
毒を回避できるかについて考えます。
毒を回避できるかについて考えます。

の不思議を

田

概 概要

経済合理性や効率性が追求され、
経済合理性や効率性が追求され、
経済合理性や効率性が追求され、
デジタル化が進む現在、
デジタル化が進む現在、
デジタル化が進む現在、
あらためて⼈と⼈とのアナ
あらためて⼈と⼈とのアナ
あらためて⼈と⼈とのアナ
経済合理性や効率性が追求され、
デジタル化が進む現在、
あらためて⼈と⼈とのアナ

⼒を⾒直す

馬

概

朋子

近年の生命科学研究の進展は目覚ましく、
近年の生命科学研究の進展は目覚ましく、
近年の生命科学研究の進展は目覚ましく、
今や生命科学は、
今や生命科学は、
今や生命科学は、
遺伝子組換え作物・ゲノ
遺伝子組換え作物・ゲノ
遺伝子組換え作物・ゲノ
近年の生命科学研究の進展は目覚ましく、
今や生命科学は、
遺伝子組換え作物・ゲノ
ム編集・再生医療、そして最近よく⾒聞きする
ム編集・再生医療、そして最近よく⾒聞きする
ム編集・再生医療、そして最近よく⾒聞きする
PCR や mRNA
PCR
PCR
やワクチン等々、我々
mRNA
や mRNA
ワクチン等々、我々
ワクチン等々、我々 原則第１⾦曜
ム編集・再生医療、そして最近よく⾒聞きする
PCR
や
mRNA
ワクチン等々、我々
原則第１⾦曜
原則第１⾦曜
理解する
理解する
の⽇常生活にも直接的に関わる存在となってきています。
の⽇常生活にも直接的に関わる存在となってきています。
の⽇常生活にも直接的に関わる存在となってきています。
本セミナーでは、
本セミナーでは、
本セミナーでは、
そのよう
そのよう
そのよう
の⽇常生活にも直接的に関わる存在となってきています。
本セミナーでは、
そのよう
10:30-12:00
10:30-12:00
な生命科学を理解する方策の一つとして、
な生命科学を理解する方策の一つとして、
な生命科学を理解する方策の一つとして、
生命の根幹ともいえる遺伝子について、
生命の根幹ともいえる遺伝子について、
生命の根幹ともいえる遺伝子について、
そ そ
そ そ 10:30-12:00
な生命科学を理解する方策の一つとして、
生命の根幹ともいえる遺伝子について、
麻田恭彦
恭彦
麻田
の不思議と⾯⽩さを実感してもらいたいと思います。テキスト︓未定
の不思議と⾯⽩さを実感してもらいたいと思います。テキスト︓未定
の不思議と⾯⽩さを実感してもらいたいと思います。テキスト︓未定
の不思議と⾯⽩さを実感してもらいたいと思います。テキスト︓未定

遺伝子の不思議を
遺伝子の不思議を

多様性（ダイバーシティ）
多様性
多様性
（ダイバーシティ）
という⾔葉がいろんなところで聞かれるようになってきま
（ダイバーシティ）
という⾔葉がいろんなところで聞かれるようになってきま
という⾔葉がいろんなところで聞かれるようになってきま
多様性
（ダイバーシティ）
という⾔葉がいろんなところで聞かれるようになってきま

多文化社会で
多文化社会で
した。常識だと思っていたことや自分の思い込みが壁を作ってしまっていることも
した。常識だと思っていたことや自分の思い込みが壁を作ってしまっていることも
した。常識だと思っていたことや自分の思い込みが壁を作ってしまっていることも
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方法＞お申込み希望の方は申込書を窓⼝までご提出ください。窓⼝・e-mail・郵送での申請が可能です。
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「遠隔医療とドローンの導入について
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〜高齢者が安全安心に住めるまちづくりのために〜」
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、離島での医療と 、離島での医療と

はら

原

物流をいかに維持するかが緊急の課題となっています。今回の講演では、国交省
物流をいかに維持するかが緊急の課題となっています。今回の講演では、国交省
物流をいかに維持するかが緊急の課題となっています。今回の講演では、国交省
高松市中央図書館
高松市中央図書館
高松市中央図書館
香川大学名誉教授
香川大学名誉教授 香川大学

による三豊市粟島スマートアイランド推進プロジェクトを中心に、遠隔診療とド
による三豊市粟島スマートアイランド推進プロジェクトを中心に、遠隔診療とド
による三豊市粟島スマートアイランド推進プロジェクトを中心に、遠隔診療とド
(サンクリスタル高松)
(サンクリスタル高松)
(サンクリスタル高松)
ローンの導入に関して紹介いたします。
ローンの導入に関して紹介いたします。
ローンの導入に関して紹介いたします。

「大規模災害におけるメンタルヘルス
「大規模災害におけるメンタルヘルス
「大規模災害におけるメンタルヘルス
︓ その予防と対策」
︓ その予防と対策」
︓ その予防と対策」

令和４年
令和４年
令和４年
近年、発生が懸念されている南海トラフ地震に限らず、台風や大⾬といった大
近年、発生が懸念されている南海トラフ地震に限らず、台風や大⾬といった大
近年、発生が懸念されている南海トラフ地震に限らず、台風や大⾬といった大
の ぐ ち の ぐしゅうじ
ち
しゅうじ
規模な自然災害が⽇本で頻発しています。直近で世界的問題となっているコロナ
規模な自然災害が⽇本で頻発しています。直近で世界的問題となっているコロナ
規模な自然災害が⽇本で頻発しています。直近で世界的問題となっているコロナ
６⽉２５⽇（土）
６⽉２５⽇（土）
６⽉２５⽇（土）
野⼝野⼝
修司修司
禍も大規模災害の１つと⾔えるでしょう。この講演では、大規模災害に直⾯した
禍も大規模災害の１つと⾔えるでしょう。この講演では、大規模災害に直⾯した
禍も大規模災害の１つと⾔えるでしょう。この講演では、大規模災害に直⾯した
13︓30〜15︓00
13︓30〜15︓00
13︓30〜15︓00

のぐち

野⼝

ときに私たちのメンタルヘルスはどうなるのか、そしてどのような心構えを持っ
ときに私たちのメンタルヘルスはどうなるのか、そしてどのような心構えを持っ
ときに私たちのメンタルヘルスはどうなるのか、そしてどのような心構えを持っ
香川大学医学部准教授
香川大学医学部准教授
香川大学医
東かがわ市交流プラザ
東かがわ市交流プラザ
東かがわ市交流プラザ
ておけば良いのかなどについて、お伝えしていきたいと思います。
ておけば良いのかなどについて、お伝えしていきたいと思います。
ておけば良いのかなどについて、お伝えしていきたいと思います。

年間の講演会の⽇程と概要はこちらをチェック
年間の講演会の⽇程と概要はこちらをチェック
年間の講演会の⽇程と概要はこちらをチェッ
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/kagawa/about/open.html
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/kagawa/about/open.html
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/kagawa/about/open.h

ＷＥＢ単位認定試験について
ＷＥＢ単位認定試験について
ＷＥＢ単位認定試験について

２０２２年度第１学期から単位認定試験の受験方法がＷＥＢ受験となります。受験までにシステムＷＡＫＡＢＡ
２０２２年度第１学期から単位認定試験の受験方法がＷＥＢ受験となります。受験までにシステムＷＡＫＡＢＡ
２０２２年度第１学期から単位認定試験の受験方法がＷＥＢ受験となります。受験までにシステムＷ
から体験版を受講して試験本番に備えておきましょう。
から体験版を受講して試験本番に備えておきましょう。
から体験版を受講して試験本番に備えておきましょう。
※詳細は学生生活の栞、ホームページ等でご確認ください。
※詳細は学生生活の栞、ホームページ等でご確認ください。
※詳細は学生生活の栞、ホームページ等でご確認ください。

２０２２年度第１学期からのＷＥＢ単位認定試験の特徴
２０２２年度第１学期からのＷＥＢ単位認定試験の特徴
２０２２年度第１学期からのＷＥＢ単位認定試験の特徴

１．システムＷＡＫＡＢＡにログインをして受験します。
１．システムＷＡＫＡＢＡにログインをして受験します。
１．システムＷＡＫＡＢＡにログインをして受験します。
２．１科目５０分の制限時間が設けられ、
２．
２．
１科目５０分の制限時間が設けられ、
１科目５０分の制限時間が設けられ、
時間内に解答することとなります。
時間内に解答することとなります。
時間内に解答することとなります。
（一時停⽌不可︕１回のみ受験可能）
（一時停⽌不可︕１回のみ受験可能）
（一時停⽌不可︕１回のみ
３．自宅
３．自宅
３．自宅
PC 等の画⾯上に解答を直接入⼒するので解答用紙はありません。
PCPC
等の画⾯上に解答を直接入⼒するので解答用紙はありません。
等の画⾯上に解答を直接入⼒するので解答用紙はありません。
（一部科目を除く）
（一部科目を除く）
（一部科目を除く）

ＷＥＢ単位認定試験体験版を必ず受講しておきましょう︕
ＷＥＢ単位認定試験体験版を必ず受講しておきましょう︕
ＷＥＢ単位認定試験体験版を必ず受講しておきましょう︕

必ず事前に授業科目案内でご自身の登録した各科目の受験実施
必ず事前に授業科目案内でご自身の登録した各科目の受験実施
必ず事前に授業科目案内でご自身の登録した各科目の受験実施
方法（択一式・記述式・併用式）を確認し、WEB
方法（択一式・記述式・併用式）を確認し、WEB
方法（択一式・記述式・併用式）を確認し、WEB
単位認定試験
単位認定試験
単位認定試験
体験版を受講して解答方法等の操作を確認しておきましょう。
体験版を受講して解答方法等の操作を確認しておきましょう。
体験版を受講して解答方法等の操作を確認しておきましょう。
体験版へのアクセスは右記をご参照ください。
体験版へのアクセスは右記をご参照ください。
体験版へのアクセスは右記をご参照ください。

ＷＥＢ単位認定試験から
ＷＥＢ単位認定試験から
ＷＥＢ単位認
システムＷＡＫＡＢＡにログイン
システムＷＡＫＡＢＡにログイン
システムＷＡＫＡＢＡにログイン
体験版を受講できます
体験版を受講できます 体験版を受講

自宅でのＷＥＢ受験が困難な学生の方へ
自宅でのＷＥＢ受験が困難な学生の方へ
自宅でのＷＥＢ受験が困難な学生の方へ
自宅での受験が難しい方は学習センターに来所し学習センターのパソコンで受験することが可能です。ただし
自宅での受験が難しい方は学習センターに来所し学習センターのパソコンで受験することが可能です。ただし
自宅での受験が難しい方は学習センターに来所し学習センターのパソコンで受験することが可能です
必ず、学生生活の栞
必ず、学生生活の栞
必ず、学生生活の栞
P７０に掲載されている「ウ.自宅等でのＷｅｂ受験が困難な場合について」または、放送大
P７０に掲載されている「ウ.自宅等でのＷｅｂ受験が困難な場合について」または、放送大
P７０に掲載されている「ウ.自宅等でのＷｅｂ受験が困難な場合について」または
学ホームページに掲載されている「２０２２年度第１学期単位認定試験についてのご案内」を必ずお読みいただ
学ホームページに掲載されている「２０２２年度第１学期単位認定試験についてのご案内」を必ずお読みいただ
学ホームページに掲載されている「２０２２年度第１学期単位認定試験についてのご案内」を必ずお読
き内容にご理解いただいたうえで、各自、期限内に本部へ申請していただきますようお願いいたします。
き内容にご理解いただいたうえで、各自、期限内に本部へ申請していただきますようお願いいたします。
き内容にご理解いただいたうえで、各自、期限内に本部へ申請していただきますようお願いいたします。

学習センターで受験する場合の詳細はこちら
学習センターで受験する場合の詳細はこちら
学習センターで受験する場合の詳細はこち
https://www.ouj.ac.jp/hp/webshiken/
https://www.ouj.ac.jp/hp/webshiken/
https://www.ouj.ac.jp/hp/webshik
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卒業式・修了式／入学式
卒業式・修了式／入学式
卒業式・修了式／入学式

２０２１年度第２学期卒業証書・学位記授与式
１年度第２学期卒業証書・学位記授与式
２０２１年度第２学期卒業証書・学位記授与式

久

所⻑

「令和３年度第２学期卒業証書・学位記授与式」が３⽉２7
「令和３年度第２学期卒業証書・学位記授与式」が３⽉２7
「令和３年度第２学期卒業証書・学位記授与式」が３⽉２7 ⽇(⽇)
⽇(⽇)
⽇(⽇)
午前１０時から挙⾏されました。最初に岩永学⻑からのビデオメッ
午前１０時から挙⾏されました。最初に岩永学⻑からのビデオメッ
午前１０時から挙⾏されました。最初に岩永学⻑からのビデオメッ
セージが放映され、続いて、有馬所⻑から卒業証書・学位記の授
セージが放映され、続いて、有馬所⻑から卒業証書・学位記の授
セージが放映され、続いて、有馬所⻑から卒業証書・学位記の授
与、そして、式辞の後、卒業生を代表して岡部元一さんから
与、そして、式辞の後、卒業生を代表して岡部元一さんから
与、そして、式辞の後、卒業生を代表して岡部元一さんから 6
6
6 回目
回目
回目
の卒業となることや心理学実験のエピソードなどを交え謝辞が述べ
の卒業となることや心理学実験のエピソードなどを交え謝辞が述べ
の卒業となることや心理学実験のエピソードなどを交え謝辞が述べ
られました。
られました。
られました。
記念撮影の後、所⻑、客員教授、同窓会役員、ほうゆう会役員を
記念撮影の後、所⻑、客員教授、同窓会役員、ほうゆう会役員を
記念撮影の後、所⻑、客員教授、同窓会役員、ほうゆう会役員を
囲んで懇談が⾏われ、学生からは卒業にいたるまでのご苦労話しや
囲んで懇談が⾏われ、学生からは卒業にいたるまでのご苦労話しや
囲んで懇談が⾏われ、学生からは卒業にいたるまでのご苦労話しや
想い出、今後の抱負について紹介があり、晴れやかな旅⽴ちとなり
想い出、今後の抱負について紹介があり、晴れやかな旅⽴ちとなり
想い出、今後の抱負について紹介があり、晴れやかな旅⽴ちとなり
ました。
有馬
道久
所⻑
ました。
ました。
有馬 道久 所⻑
その後はアカデミックガウンを着用しての記念撮影会など趣向を
その後はアカデミックガウンを着用しての記念撮影会など趣向を
その後はアカデミックガウンを着用しての記念撮影会など趣向を
凝らした和やかな式となりました。
卒業生代表
岡部
元一
様
凝らした和やかな式となりました。
凝らした和やかな式となりました。
卒業生代表 岡部
卒業生代表
元一 様
岡部 元一 様

ご卒業おめでとうございます
ご卒業おめでとうございます
ご卒業おめでとうございます

＜教養学部＞
部＞
＜教養学部＞
一色
（生活と福祉）
北谷 由喜
信
（生活と福祉）
一色 元信
元信
（生活と福祉）
大内
早希菜
香⻄ 忠夫
希菜 （生活と福祉）
大内 早希菜 （生活と福祉）
（生活と福祉）
片⼭
（生活と福祉）
後藤 礼
（生活と福祉）
片⼭ 昇
昇
（生活と福祉）
佐藤
（生活と福祉）
⼭本 直子
か
（生活と福祉）
佐藤 みか
みか
（生活と福祉）
鈴⽊
（生活と福祉）
岡 聡美
江
（生活と福祉）
鈴⽊ 幸江
幸江
（生活と福祉）
中田
（生活と福祉）
後藤 信義
（生活と福祉）
中田 直
直
（生活と福祉）
藤村
⼭田 勲
𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷
藤村 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷
𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷
溝渕
（生活と福祉）
河田 正
溝渕 一恵
恵
（生活と福祉）
一恵
（生活と福祉）
三村
（生活と福祉）
倉掛 沙也加
（生活と福祉）
三村 浩
浩
（生活と福祉）
岡部
（心理と教育）
中平 昭彦
一
（心理と教育）
岡部 元一
元一
（心理と教育）
笠井
（心理と教育）
三宅 恭彰
志
（心理と教育）
笠井 賢志
賢志
（心理と教育）

北谷
由喜
（心理と教育）
北谷
（心理と教育）
由喜
（心理と教育）
香⻄
忠夫
（心理と教育）
香⻄
（心理と教育）
忠夫
（心理と教育）
後藤
礼
（心理と教育）
後藤
（心理と教育）
礼
（心理と教育）
⼭本
直子
（心理と教育）
⼭本
（心理と教育）
直子
（心理と教育）
岡
聡美
（情報）
岡
（情報）
聡美
（情報）
後藤
信義
（情報）
後藤
（情報）
信義
（情報）
⼭田
勲
（情報）
⼭田
（情報）
勲
（情報）
河田
正
（社会と産業）
河田
（社会と産業）
正
（社会と産業）
倉掛
沙也加
倉掛
（社会と産業）
沙也加 （社会と産業）
（社会と産業）
中平
昭彦
（社会と産業）
中平
（社会と産業）
昭彦
（社会と産業）
三宅
恭彰
（社会と産業）
三宅
（社会と産業）
恭彰
（社会と産業）

吉田
秋⼭
東川
一宮
大熊
船場

吉田
（社会と産業）
典子
吉田 典子
典子（社会と産業）
（社会と産業）
秋⼭
富美代
（⼈間と文化）
富美代
秋⼭ 富美代
（⼈間と文化）
（⼈間と文化）
東川
（⼈間と文化）
雅子
東川 雅子
雅子（⼈間と文化）
（⼈間と文化）
一宮
（自然と環境）
美咲
一宮 美咲
美咲（自然と環境）
（自然と環境）
大熊
（自然と環境）
清
大熊 清
清 （自然と環境）
（自然と環境）
船場
（自然と環境）
たか子
船場 たか子
たか子
（自然と環境）
（自然と環境）
他６名
他６名
他６名

＜大学院修⼠課程＞
＜大学院修⼠課程＞
＜大学院修⼠課程＞
高谷
（情報学）
高谷 浩輔
高谷 浩輔
浩輔（情報学）
（情報学）
他１名
他１名
他１名
＜大学院博⼠後期課程＞
＜大学院博⼠後期課程＞
＜大学院博⼠後期課程＞
杉本
（生活健康科学）
杉本 洋一
杉本 洋一
洋一（生活健康科学）
（生活健康科学）

卒業生
３４名
卒業生
卒業生
３４名
３４名
修了生
修了生修了生３名３名
３名
※コース・５０音順
※コース・５０音順
※コース・５０音順
（敬称略）
（敬称略）
（敬称略）

卒業生と所⻑、客員教員
卒業生と所⻑、客員教員
卒業生と所⻑、客員教員

２０２２年度第１学期入学者の集い
２年度第１学期入学者の集い
２０２２年度第１学期入学者の集い

午前中に開催された「令和３年度第２学期卒業証書・学位記授
された「令和３年度第２学期卒業証書・学位記授
午前中に開催された「令和３年度第２学期卒業証書・学位記授
与式」に続き、午後１時３０分から「令和４年度第
午後１時３０分から「令和４年度第
与式」に続き、午後１時３０分から「令和４年度第
1 学期入学者 11 学期入学者
学期入学者
の集い」が開催されました。前学期の入学では新型コロナ感染症
されました。前学期の入学では新型コロナ感染症
の集い」が開催されました。前学期の入学では新型コロナ感染症
拡大防⽌の観点から開催にはいたりませんでしたが、今回は香川
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■…香川学習センター閉所⽇（毎⽉曜⽇・国⺠の祝⽇）
■…香川学習センター閉所⽇（毎⽉曜⽇・国⺠の祝⽇）
閉…視聴学習室・図書室のみ閉室
閉…視聴学習室・図書室のみ閉室
⾯…⾯接授業
⾯…⾯接授業 試…単位認定試験
試…単位認定試験 ◎…手続き/締切り
◎…手続き/締切り ☆…講演会
☆…講演会
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１１ １１１２ １２１３ １３１４ １４１５ １５１６ １６１７ １７
試 試 試 試 試 試

１⽇ １⽇
単位認定試験学習センター受験申請開始
単位認定試験学習センター受験申請開始
１６⽇
１６⽇
⾯接授業空席発表
⾯接授業空席発表
１６⽇・２３⽇
１６⽇・２３⽇
『児童虐待-健康格差の視点から』①〜④
『児童虐待-健康格差の視点から』①〜④
１７⽇・２４⽇
１７⽇・２４⽇
『乾燥地の環境と⻩砂現象』①〜④
『乾燥地の環境と⻩砂現象』①〜④
２１⽇
２１⽇
⾯接授業追加登録受付開始
⾯接授業追加登録受付開始
２３⽇・２４⽇
２３⽇・２４⽇
『心理学実験１』①〜④
『心理学実験１』①〜④
２９⽇〜５/５
２９⽇〜５/５閉所期間
閉所期間

５⽉
５⽉

１⽇ １⽇
集中科目履修生受付開始
集中科目履修生受付開始
７⽇・２１⽇
７⽇・２１⽇
『心理学実験２』①〜③
『心理学実験２』①〜③
６/４６/４
『 『 〃 〃 』①〜②
』①〜②
９⽇ ９⽇
通信指導提出開始(Web)
通信指導提出開始(Web)
１４⽇・１５⽇
１４⽇・１５⽇
『⼈の生きる⼒を支える看護ケア』①〜④
『⼈の生きる⼒を支える看護ケア』①〜④
１５⽇・２２⽇
１５⽇・２２⽇
『知の自転⾞、⼈工知能の本質』①〜④
『知の自転⾞、⼈工知能の本質』①〜④
１６⽇
１６⽇
通信指導提出開始(郵送)
通信指導提出開始(郵送)
２１⽇・２２⽇
２１⽇・２２⽇
『エクセル・パワーポイント入門』①〜④
『エクセル・パワーポイント入門』①〜④
２３⽇
２３⽇
単位認定試験学習センター受験申請〆切(郵送必着)
単位認定試験学習センター受験申請〆切(郵送必着)
２８⽇・２９⽇
２８⽇・２９⽇
『加工食品の現状と今後の展望』①〜④
『加工食品の現状と今後の展望』①〜④
２８⽇・２９⽇
２８⽇・２９⽇
『中国経済の現状と展望』①〜④
『中国経済の現状と展望』①〜④
３１⽇
３１⽇
通信指導提出期限(Web:17
通信指導提出期限(Web:17
時迄・郵送:本部必着)
時迄・郵送:本部必着)

６⽉
６⽉
４⽇ ４⽇
講演会「小豆島のジオと自然と⼈間生活」
講演会「小豆島のジオと自然と⼈間生活」
４⽇・
４⽇・
５⽇ ５⽇
『生涯スポーツの実現に向けて』①〜④
『生涯スポーツの実現に向けて』①〜④
１０⽇
１０⽇
２０２２年度第１学期学生募集受付開始
２０２２年度第１学期学生募集受付開始
１１⽇・１２⽇
１１⽇・１２⽇
『現代⽇本の犯罪と捜査・裁判』①〜④
『現代⽇本の犯罪と捜査・裁判』①〜④
１２⽇
１２⽇
卒業研究履修ガイダンス
卒業研究履修ガイダンス
１８⽇・１９⽇
１８⽇・１９⽇
『外国⼈との英会話』①〜④
『外国⼈との英会話』①〜④
１８⽇・２５⽇
１８⽇・２５⽇
『手を動かして学ぶＤＸ』①〜④
『手を動かして学ぶＤＸ』①〜④
１９⽇・２６⽇
１９⽇・２６⽇
『遺跡から讃岐の古代を考える』①〜④
『遺跡から讃岐の古代を考える』①〜④
１９⽇
１９⽇
講演会「遠隔医療とドローンの導入について
講演会「遠隔医療とドローンの導入について
〜高齢者が安全安心に住めるまちづくりのために〜」
〜高齢者が安全安心に住めるまちづくりのために〜」
２５⽇・２６⽇
２５⽇・２６⽇
『バイオ技術と食品・医薬』①〜④
『バイオ技術と食品・医薬』①〜④
２５⽇
２５⽇
講演会「大規模災害におけるメンタルヘルス
講演会「大規模災害におけるメンタルヘルス
︓その予防と対策」
︓その予防と対策」
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『発達障害の子どもの理解と支援』①〜④
『発達障害の子どもの理解と支援』①〜④
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『小学校教育の現状と教師の思い』①〜④
『小学校教育の現状と教師の思い』①〜④
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単位認定試験期間
単位認定試験期間
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