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　あの夏の猛暑が嘘のように、朝夕は肌寒ささえ覚える今日この頃です。�

放送大学高知学習センターがある高知大学朝倉キャンパス内の木々を渡る風や�

光にも、秋の気配が感じられるようになりました。同キャンパスにある銀杏や�

南京櫨が黄や赤に染まる華やかな季節の到来が待ち望まれます。この秋麗の候�

に多くの10月入学生をお迎えすることになりました。放送大学高知学習セン�

ターの教職員一同、皆様の入学を心から祝福し歓迎いたします。�

　当学習センターでは放送授業以外にも、皆様の向学心を満足させるさまざまなプログラムを提供し

ています。その一つが面接授業です。当学習センターの教室で85分の授業を一日4回、2日間受講し

ます。受講者が一堂に会して教員から直接教えを受けることができる面接授業は、ともすれば孤独に

なりがちな放送授業の弊害を解消する良い機会です。また、テレビやインターネットの画面で見覚え

のある放送大学専任教員から直接講義を受け、親しく話をすることができるまたとないチャンスでも

あります。面接授業における学友の真摯な学びの姿に接することにより、自らの学習意欲を喚起する

きっかけになります。�

　さらに、当学習センターの客員教員によるセミナーや学習相談も実施しております。教員から学生

への一方向の授業ではなく、セミナーでは学生と教員が議論をし、特定のテーマについて理解を深め

ることにより、学問の神髄に触れることができます。修学上の悩みや問題に関して、客員教員のアド

バイスを受けることができます。同窓会に集う先輩や職員も履修の仕方、単位認定試験の対策、通信

指導のレポートの書き方、などに関して親身になってアドバイスしてくれます。また、講演会や資格

取得に関する相談会なども開催しています。学習センターを会場にサークル活動も行われています。

その活動成果は毎年秋に開催される芸術文化祭で発表されます。同窓会や学習センターが主催する研

修旅行などもあり、見聞を広めると共に、学ぶ喜びを分かち合う、あるいは気軽に相談に乗ってくれ

る学友と知り合う貴重な機会になっています。�

　このように、学習センターは、多様なバックグランドをもつ学生、同窓生、教員、職員、さらには、

一般の方も加わって、お互いが切磋琢磨するコミュニティーです。私達、教職員は学生の目線を大切

にし、学生が主役の学習センターでありたいと願っています。ぜひ、放送授業で学ぶだけでなく、学

習センターのコミュニティーの一員として、さまざまなプログラムに参加して、充実した大学生活を

送って下さい。当学習センターの教職員は、そのような意欲溢れる皆様を、全力で支援することを約

束いたします。�

高知学習センター�
所長　　倉　紳一�
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学位記授与式学位記授与式�学位記授与式� 卒業生の交流会卒業生の交流会�卒業生の交流会�

学位記�

「卒業によせて」　　　　　  （社会と産業コース）小味　久子�

　平成25年「生活と福祉コース」を、単位修得卒業しました。そ

の頃は、仕事が多忙で日々時間に追われる中、家庭と両立しながら

で6年間かかりました。大変だったのは、面接授業の単位修得でした。

とにかく週末2日間の休みを取るのに必死でした。�

　卒業時は大変嬉しく、達成感を味わうことができました。�

　またあの時の達成感を味わいたく、今期は「社会と産業コース」

を受講し卒業することができました。授業内容は興味あるものばか

りで、仕事は継続していますが、以前より時間と気持ちの余裕があ

る中で学ぶことができました。�

　新たな知識を学び得ることは、刺激であり日々の生活の中でも、

自分自身向上できると思っています。次期も体調に留意しつつ、生

涯学習を学びたいと思っています。�

【教養学部】�

生活と福祉コース　8名�

心理と教育コース　9名�

社会と産業コース　5名�

人間と文化コース　3名�

「大学の窓・キラリ！放送大学」に高知学習センター所属の坂本彰さんが出演されます！�
下記の日時で出演されます。皆さまぜひご覧ください。見逃した方は、放送大学ホームページでも�
視聴できます。�
　　　　　　　　　　　　　　　　

放送開始：11月12日（土）�

お
知らせ

　9月25日(日)高知学習センターにて卒業証書・学位記授与式が行われ、卒業生25名のうち14名が出席さ

れました。ご家族・在学生らが見守る中、　倉所長より1人ひとりに学位記が授与され、卒業生を代表して、

山本久さんが答辞を述べました。皆様、ご卒業おめでとうございました。�

　卒業生から喜びの声も寄せられていますので、ご覧ください。�
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10月入学生の皆さまへ　学び方ガイダンス開催のお知らせ�
　10月にご入学された方を対象に単位認定試験に向けた学び方や、放送大学の学習システムの使い方に
関するガイダンスを開催します。学習について分からない点や不安のある方、システムWAKABA・キャ
ンパスネットワークシステムの使い方について知りたい方はぜひ、ご参加ください。�
�
　日時：平成28年10月16日（日）13：00～15：00�
　場所：放送大学高知学習センター3階　講義室�
　申込：10月15日（土）までに電話（088－843－4864）又はメール（kochi39@ouj.ac.jp）にて�
　　　　お申込ください。�
　　　 （予定）13：00～14：00　今学期のスケジュールや学習方法の説明�
　　   　　 　　14：00～15：00　システムWAKABA＆キャンパスネットワークシステムの使い方の�
                                                    説明�

　9月25日（日）に入学者の集い、オリエンテーションが行われました。新入生11名が出席し、所長
ならびに来賓の方々から祝辞が贈られました。オリエンテーションでは学習の進め方、学習センターの
利用方法などを説明し、新入生は熱心に耳を傾けていました。オリエンテーション後は、所長・客員教
員の先生方を囲み、交流会を開き、それぞれの入学への想いやきっかけ、不安や悩みなどを語りあい、
とても楽しい時間となりました。新入生の皆さん、これからよろしくお願いします。�

入学者の集い入学者の集い�入学者の集い� 新入生の交流会新入生の交流会�新入生の交流会�

　はじめまして。ヨース・ジョエルと申します。アルファベットで“Joel Joos”と�
書きますが、Gで始まる検索サイトで調べると、まっさきに出てくるのが私自身です。�
たったの8文字ですが、世界的に見てかなりユニークな姓名であるようです。高知では、�
たった一人のベルギー人であるという意味でもユニークです。ただし、ベルギー人とし�
てユニーク、つまり「異質＝希少」であることだけに意味があるのではない。わたしの�
研究分野は、日本思想史および文化史です。高知に来てから特に〈土佐の自由民権〉と�
明治時代の文化について調べています。明治期の自由民権運動は、150年前地方で燃え盛ってはすぐに消
えた政治騒動のように捉えられることもありますが、国会や憲法、女性の地位、皇室の在り方、アジア外
交―当時の活動家たちが取り組んだ活動や言論は、21世紀の我々を取り巻く現状に深くかかわるテーマが
目立ちます。過去と世界を飲み込む〈近代〉という挑戦に、日本をはじめそれぞれの国がどのように対応
したのか、というのが私の研究の大きな出発点です。独自な立場に立って、高知にいるベルギー人として
この議論にささやかな貢献ができると考えております。よろしくおねがいします。�
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① 入学＆学習スタート�
   （印刷教材・放送番組を視聴して学習）�

② 通信指導�
  �
（出題範囲は、�
   原則、�
　  第1回～�
　　　 第8回） 

③「通信指導�
添削結果・単�
位認定試験通�
知（受験票）」�
の送付�
（1月中旬）�
�

④ 

単
位
認
定
試
験�

⑤ 

成
績
通
知�

⑥ 
単
位
認
定�

⑦�
次の学期の�
科目登録�
　　または�
継続入学手�
続き�
�

未
提
出�

不
合
格�

欠
　
席�

不
合
格�

提出� 合格�

「単位認定試験」の受験資格はありません�
　�
※次学期に限り、学籍があれば�
　再度「通信指導」を提出できます。�
　通信指導に合格すれば、「単位認定試験」を�
　受験できます。�

※次学期に限り、学籍があれば�

再度「単位認定試験」を受験できます。�

再試験は該当科目の科目登録は不要。�

通信指導に合格しなければ、単位認定試験が受けられません。必ず提出期限までに提出を！�

※11月４日（金）までに問題が届かない場合は、大学本部（Tel　043－276－5111）に連絡を！�

提出�
期限�

〈郵 送〉11月16日（水）～11月30日（水）必着�

〈Web〉11月  9日（水）10：00～11月30日（水）17：00

◇通信指導問題は印刷教材と一緒に送付されます。�
　�

◇提出期限を過ぎて本部に到着したものや、利用するパソコン及びネットワーク環境によるトラブルに�

　より提出が間に合わなかった場合でも、未提出扱いになりますので、余裕をもって提出してください。�
　�

◇webでの提出の場合、提出後必ずトップ画面に戻り、科目名の横に「提出済（送信済）」と表示され�

　ていることを確認してください！　送信したつもりが、操作を誤って送信できておらず、不合格にな�

　ってしまった…などという事にならないようお気をつけください。　　�

通信指導問題の提出は忘れずに！！�

※オンライン授業については、上記�
　スケジュールと異なる場合があり�
　ます。各科目のスケジュールを�
　ご確認ください。�
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新入生の皆さんへ�

利用の手引き・学生生活の栞は必ず読んでください！�

「高知学習センター利用の手引き」・・・新入生に郵送�

　学習センターの利用に関して、大切な情報や注意事項が記載されています。�

「学生生活の栞」・・・印刷教材等と一緒に送付�

　学習の流れや方法、各種手続きなど、学生生活について必要な情報が書かれています。�

　　※困った時にはいつでも読めるように、大切に保管をお願いします。�

システムWAKABA・キャンパスネットワークホームページを活用しましょう！�

「システムWAKABA」  ・・・・・科目登録申請や成績照会、各種届出等がで�

  　　　　　　　　　　　　　　　  きる便利なシステムです。�

「キャンパスネットワークHP」・・大学からのお知らせ閲覧、Web通信指導、�

  　　　　　　　　　　　　　　　  授業科目ネット配信等が利用できます。�
　�

2つのシステムを利用するためには、ユーザーID、パスワードが必要です。�

これらは「入学許可証」に記載されています。ぜひ一度利用してみてください。�

　　URL　http://www.ouj.ac.jp/index.html (放送大学HP) �

　　画面上部「在学生の方へ」ボタンからアクセスできます。�

　　※詳しくは、学生生活の栞（教養学部P115、大学院P100）をご覧ください。�

郵送物は必ずチェック！�

通信制大学にとって郵便物は重要なものです。ご家族にも伝えておきましょう。大切なお知らせが送られてき�

ますので、放送大学から送付される郵便物は必ず目を通してください。�

分からないことがあればお気軽に学習センター・本部へお問合わせください。�

（お問合わせ先）高知学習センター（088－843－4864）�

　　　　　　　　放送大学本部　　（043－276－5111）�

学生証の発行�

図書・視聴学習室の利用、単位認定試験受験等には学生証が必要です。�

手続きが必要な方手続きが必要な方�手続きが必要な方� 受取方法受取方法�受取方法�

・平成28年度第2学期入学生（新規・継続）�

・学生証の有効期限が平成28年9月末までの方�

下記のものを事務室窓口までお持ちください。�

・新入生・・・・・「入学許可証」�

・全科履修生・・・「期限切れの学生証」�

10月より配付を開始しています。お手続きはお早めに！�
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面接授業って？�

教養学部生が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です。�
また、高知だけではなく、全国どこの授業でも受けられます。�
 　☆授業時間　1時間25分×8回�
 　　　（土日の連続2日や、平日に4日に分けてなど、授業によって異なります）�
　 ☆面接授業の単位　1単位�
 　　　（全科履修生は卒業要件として20単位以上が必要）�
 　　　　※編入学・再入学の方は面接授業単位が不要の場合があります。�
　 ☆授業の登録方法�
 　　　　在学生・・・・・・・・・前学期中の登録 + 追加登録�
 　　　　新入生・継続入学生・・・出願時の登録（諸条件有り）+ 追加登録　�

科目登録決定後に空席のある科目については、「追加登録」により面接授業の登録ができます。�

新入生は、この機会に希望する面接授業の登録を行ってください。�

各科目の区分（基盤科目・専門科目等）を確認し、受講するようにしてください。�

面接授業の「追加登録」日程�

追加登録申請方法�

追加登録に必要な書類�

追加登録期間�

空席発表日� 10月15日（土）12時�

10月～1月�
開講の授業�

2月開講の授業�

10月2１日（金）～�
科目ごとに定められた受付期限日�

10月21日(金)～1月15日（日）�

システムWAKABA・高知学習セ�
ンター掲示板にて、空席状況等を�
確認できます。�
※ 10月15日現在の、高知SC開�
講の面接授業空席状況は同封の空�
席状況表で確認してください。�

事務室窓口にて申請を受付けます。�

空席数を超える申請があった場合は10月21日（金）10：00～（10：00迄に来所の方を

対象に）抽選会を行います。�

以降は先着順にて受付します。�

窓口申請�

郵送申請� 追加登録期間開始 2日目（10月22日（土））から先着順にて受付けます。�

①「科目追加登録申請書」（別紙）�

　　　　 　　（学習センター窓口にも有り・キャンパスネットワークからダウンロードも可能）�

② 学　生　証（郵送の場合はコピー）�

③ 授　業　料（おつりのないように用意してください）�

④ 返信用封筒（宛先記入・82円切手貼付）※郵送申請のみ 
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郵送申請について（高知SC）�

◆　申請方法�
 　　　封筒に必要書類①～④を同封し、高知学習センター宛に送ってください。�
 　　　授業料は、現金書留によりお送りください。�
　�
◆　授業料�
 　　　5,500円/科目�
　　　　　授業料が不足している場合は受付できませんので、必ずご確認ください！�
　�
◆　受付ルール�
 　　　郵送申請と窓口申請が同時になった場合は、窓口申請を優先。�
　�
◆　登録結果の通知・授業料の返送�
 　　　登録された科目については、「面接授業科目追加登録決定書」（領収書を兼ねます）の返送に�
 　　　よりお知らせします。�
 　　　登録ができなかった科目の授業料は、返送にかかる費用を差し引いた金額を返金します。�

各学習センターにより申請方法が異なりますので、必ず希望する授業を開講する�
学習センターにご確認ください。�

教科書必携科目�

　下記の面接授業は、教科書の購入が必要です。「面接授業時間割表」冊子でご確認の上、各自ご購�
入願います。また、高知学習センターでも購入を受付けております。ご希望の方は、11月16日（水）�
までに事務室へお申込ください。�

面接授業参考書　購入申込受付中�

　下記の参考書は、書店での販売がありません。購入を希望される方は11月16日（水）までに事務�
室へお申込ください。※参考書は必携ではありません。購入を希望される方のみご購入ください。�

授業日程�

12/17�

12/18

科目名� 担当講師� 教科書名�

色彩心理と多様な色覚への配慮� 大倉　美知子�
色彩生活　ライフケアカラー検定3級�

テキスト　　1,620円�

授業日程�

12/17�

12/18

科目名� 担当講師� 教科書名�

色彩心理と多様な色覚への配慮� 大倉　美知子� 色彩生活　指導・実践編　4,320円�
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駐車場の利用方法�

各種届出の提出期限について�

共修生募集中�

車で学習センターに来る場合、駐車場利用には「入構許可証」が必要です。�

申請書（事務室窓口にあり）に必要事項を記入の上、事務室で発行を受けてください。�

入構・駐車の際はダッシュボードの上など見える場所に置いてください。�

平成29年度第１学期から変更する場合の各種願（届出）の受付期間です。期日にご注意ください。�

届出内容�

カリキュラム移行届（兼所属変更願）�

所属コース・専攻変更願�

所属学習センター変更願�

休学届・復学届�

単位認定試験受験センター�

変更願※�

郵送提出期間� システムWAKABA提出期間�

平成28年11月30日（必着）�

平成28年11月30日（必着）�

平成29年 2 月 8 日（必着）�

平成28年10月 1 日～�

　　　平成29年 3 月31日（必着）�

　　　　�平成28年10月 1 日～�

　　　　　　　11月25日（必着）�

平成28年10月20日～12月13日�

平成28年10月20日～12月13日�

平成28年10月20日～�

　　　　　　　　平成29年2月8日�

平成28年10月20日～�

　　　　　　　　平成29年3月31日�

平成28年10月1日～12月2日�

※単位認定試験受験センター変更届のみ、平成28年度第2学期が対象です。所属センター以外での受験を希望する�

　場合は必ず期間内に届出してください。�

　面接授業は本来教養学部在学生のみが受講できる授業ですが、 定員に余裕があり、センターが許可した科目�

に限り、その他の方も受講することができます。詳細は事務室までお問合わせください。本学学生でなくて�

も受講できます。ご家族・お友達をぜひお誘いください！※教養学部生は「共修生」として、以前受講した�

科目を再受講することができます。�

○ 共修生として受講できる方：一般の方・大学院生・教養学部生　�

○ 受講料は5,500円（単位の認定はありません）�

授業日程� 科目名� 担当講師�

10/22・23

11/12・13�
11/19・20

現代の企業経営を考える�

水産増養殖の感染症とその対策�

中川　香代�

大嶋俊一郎�

ことばの地域差を考える� 岩城　裕之�

共修生にお勧めの面接授業をご紹介します。�

11/19・20

経営と会計� 齋藤　正章�11/26・27

ホルモンと健康�12/14・16

色彩心理と多様な色覚への配慮� 大倉美知子�12/17・18

岩　　泰正�
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講演会、講座を下記のとおり開催します。放送大学生だけではなく、一般の方のご参加もお待ちしています。�
皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください！�

「平成28年高知県地球温暖化防止セミナー」　平成28年11月12日（土）�
 第1部：講演「水環境の保全と再生～地球温暖化はどのような影響を与えるか？～」13：00～15：00�
　 講師　岡田　光正（放送大学教授・教育支援センター長）�
 �
 第2部：ラウンドテーブル「どうなる？高知の水や温暖化！？」14：00～15：00�
　　■ 会　　　場：高知大学朝倉キャンパス　共通教育棟3号館310教室�
　　■ 参　加　費：無料�
　　■ 定　　　員：70名（先着順）�
　　■ 申　込　先：認定NPO法人　環境の杜こうち　　　�
　　■ 申 込 締 切：11月4日（金）�

「サイエンスツアー in AGAWA」　平成28年12月10日（土）　13：30～15：00�
 講演1：「JAXA小惑星探査機「はやぶさ」から「はやぶさ2」へ」�
　　　　「NASA木星探査機JUNOと吾川木星電波観測所との連携観測」　　　　　　�
　 講師　今井一雅（高知工業高等専門学校 教授）、　岩田隆浩（JAXA宇宙科学研究所 准教授）�
   �
 講演2：「チャートという岩石に記録された地球の大事件」15：10～16：40�
　 講師　　倉　紳一（放送大学高知学習センター所長）�
　　■ 会　　　場：高知県仁淀川町　中津渓谷ゆの森�
　　■ 参　加　費：無料�
　　■ 定　　　員：100名（先着順）�
　　■ 申　込　先：仁淀川町教育委員会生涯学習課 0889－35－0019

「アドラー心理学入門」　平成29年2月19日（日）�
 　講師　向後　千春　先生（早稲田大学 人間科学学術院 教授）�

　　教育心理学（教授法、生涯学習、作文教育）、教育工学（eラーニング）や�

　アドラー心理学で有名な向後先生をお招きします。詳細が決まり次第、次号（1月号）くじら、�
　高知学習センターHPでご案内します。�

予告！�予告！�

　放送大学高知学習センターは土佐清水市ジオパーク推進協議会（事務局：土佐清水市）の協力機関とし

て、平成29年度に「土佐清水ジオパーク」が日本ジオパークに認定されることを目標に支援活動をして

います。本学の学生を中心に本年度「高知学習センタージオパーク支援の会」を組織し、現在、11名の

会員で活動しております。�

　活動内容は土佐清水ジオパーク来訪者（お客）としての視点から、�

①ジオパーク・ジオポイントの新しい魅力の発見・問題点の洗い出し�

②ジオガイドの養成・評価 ③新しいジオポイント・ストーリーの発�

見等となっています。また、自らジオガイドになりたい方も是非、こ�

の活動にご参加ください。入会申込み・お問い合わせ・ご質問は事務�

室までどうぞ。�

※詳細は同封のチラシを�
　ご覧ください。�

※詳細は同封のチラシを�
　ご覧ください。�
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英語で自己表現� 「心」を臨床心理学の視点から共に考える�

高知学習センターでは、所長・客員教員によるセミナーを開催しています。�

どなたでも無料で参加できます。（単位認定はありません）�

ぜひご参加ください！�

※セミナー開催日は、学習センター掲示板、またはお電話にてご確認ください。�

放送大学生以外の�
一般の方も大歓迎！�

村上　英記　客員教授�
（高知大学教授）�
　�

　専門分野：地球電磁気学�
　　　　　　地球惑星内部物理学�

宮井　千恵　客員准教授�
（高知県看護協会会長）�
　�

　専門分野：看護管理�

リンダ・アラム　非常勤講師�
（高知大学非常勤講師）�
　�

　専門分野：英語教育�

蒲生　啓司　客員教授�
（高知大学教授）�
　�
　専門分野：分離化学�
　　　　　　天然物有機化学　�
　　　　　　有機機器分析�

池　雅之　　客員教授�
（高知工科大学教授）�
　�

　専門分野：臨床心理学�

鈴木　恵太　客員准教授�
（高知大学講師）�
　�

　専門分野：発達障害�

　倉　紳一　所長�
（高知学習センター所長）�
　�

　専門分野：地質学　岩石学�

客員教員は、学習の方法、進め方、大学�
院進学など、学習上の諸々の相談にも応�
じています。希望者は、事前に事務室ま�
でお申し込みください。�

※ヨース・ジョエル客員准教授のセミナーの内容については�
　同封のチラシをご覧ください。�

－10－



セミナーの内容�

≪自然の中の数理≫�
村　上　英　記�

　　　　　　　　　　木曜日　10：30～12：00�

　自然現象は単純な規則性を持つものからとても複雑なも
のまで様々です。規則性を見つけ数式で表現できると現象
を予測することができます。しかし，単純な数式で表現で
きる現象の予測が極めて複雑になるというものもあります。
身近な自然に潜む規則性とそれを表現する数理的方法を通
して自然の中に潜む数理を味わってみたいと思います。特別
の予備知識は前提としませんのでお気軽に御参加ください。�

≪「心」を臨床心理学の視点から共に考える≫�
池　　　雅　之�

　　　　　　　　　　土曜日　10：00～11：30�

　本来、病の床に臨んで、そこに臥したひとへの援助行
為の現場を「臨床」といいます。学問・研究的要素と実
践要素の両面を考慮しつつ「心」を臨床心理学（心理臨
床）、の視点から受講の皆さまと共に学習ができればと
思います。現場は学校、医療保健、産業など多岐にわた
る領域があります。本セミナーではそれらのエッセンス
を紹介しつつ、ミニワークも含めた内容設定を考えてい
ます。この分野に興味のある方は是非ご参加ください。�

≪「学び」と「発達」≫  ～特別支援教育の視点から～�
鈴　木　恵　太�

　　　　　　　　　　土曜日　15：30～17：00�

　このセミナーでは「発達障害」の理解を通して、子ど
も達の「学び」と「発達」を考えてみたいと思います。
発達障害のある子どもは生活や学習に様々な課題を示し
ます。適切な支援を行うためには、その前提として、彼
らが示す特性とその機能的背景を理解する必要がありま
す。実は、この過程にはすべての子ども達の「学び」と
「発達」を捉える大きなヒントがあるのです。�

≪食と生活と環境を化学で考える≫�
蒲　生　啓　司�

　　　　　　　　　　金曜日　10：30～12：00�

　近代科学技術は、化学物質の開発・製造・生産を加速し
て、私たちの生活を「豊か」にも「快適」にもしてきまし
た。私たちの食はもとより、生活、更には環境の中で関わ
る化学物質は、家の中にも家の外にも多種多様多量に在り
（過ぎ）ますが、その関わりの中で、私たちが化学物質を
「安全」に「選択」する意思をはたらかせなければなりま
せん。「何を根拠に？」でしょうか。物質によって起こる
様々な化学変化を観察することで、「化学的」に見るとは
どういうことか、という視点を養い、その意味を考えるこ
とによって、「選択」をする根拠を明らかにしていきまし
ょう。�

�

≪医療・看護（介護）・福祉の現状と課題について≫�
宮　井　千　恵�

　　　　　日曜日・水曜日　10：00～11：30�

　世界で類を見ない急速な超高齢少子社会の中で2025年
問題に対応するために、医療・介護の連携が進み始めてお
ります。医療機関は、一層の機能分化と質の高い医療提供
が求められていますし、地域においては、地域包括ケアを
中心として、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる
よう、体制作りが行われています。このような社会におい
て、医療機関においても看護職はキーパーソンとして役割
と責任をしっかりと果たしていかければなりません。�
　平成30年には、診療報酬改定・介護報酬改定のダブル
改定が行われます。ますます変化していく保健・医療・福
祉制度についてタイムリーな情報を共有し、自らの健康を
維持しつつ、高知県の健康長寿日本一構想実現のためにも、
これらの様々な課題について考えていきたいと思います。�

≪英語で自己表現≫�
リンダ・アラム�

　　　　　火曜日　15：00～16：30�

　英語で会話をしましょう！このセミナーでは、英語に興
味のある方が集まって、英語で色々なことについて話をし
ます。準備をしてきた方は書いてきた文章を読んだり、ア
ドリブで話したい方はその場で思ったことを話したりしま
す。自分を自由に英語で表現することが目的です。お互い
に色々話したり尋ねたりする間に仲良くなりましょう。受
講者のレベルは問いません。実践的な英語を楽しく使いた
い方はぜひご参加ください。�
（テーマの例：自己紹介、日々のことについて、家族やペット、
庭や花、食べ物、気になるニュース、旅行、外国、子供の頃、趣
味、面白い出来事、教育、ことわざなど）�

※内容を考慮し、定員を20名とさせていただきます。�

�

開催日は学習センター掲示板・ホームページお電話等でご確認ください。�

≪俳句で出会う新たな自分と豊かな世界（Ⅱ）≫�
　倉　紳　一�

　　　　　　　　　　水曜日　14：00～15：30�

　あなたの心の中に眠っているさまざまな思い、これまで
体験したいろいろなこと、日々の生活の中で目にする何気
ない景色などを言葉に紡ぎ俳句に仕立てる。すると今まで
気付かなかった豊かな世界や新しい自分を発見できます。
このセミナーでは俳句の初歩を学び、句会（「ゆとろぎ句
会」）や吟行を楽しみます。俳句の経験は問いません。ま
ったくの初心者も大歓迎です。だれでもすぐ俳句が作れま
す。ぜひご参加下さい。�
※内容を考慮し、定員を25名とさせていただきます。�
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　8月20日（土）に、早稲田大学人間科学学術院教授の向後千春先

生による講演会を高知大学朝倉キャンパスにて開催しました。参加

者は6名1グループになり、ワークショップを交えながらアドラー

心理学に基づく子育てについて話し合い発表しました。アドラー心

理学が提案する子育ての目標に近づくためには、何が課題でどのよ

うに子どもと接したらいいのか、普段行っている子育てと真剣に向

き合っておられました。アドラー心理学を初めて学ぶ方は、目から

鱗の内容が多くあった様子で質問が飛び交っていました。向後先生

のお人柄のお陰か、講演は笑い溢れる和やかなムードに包まれ、参

加者からは「とても楽しかった。ためになった」などの声が多く寄

せられました。�

　9月3日（土）に、放送大学准教授の向田久美子先生による講演

会を高知大学メディアホールにて開催しました。講演では、経済学

や社会・歴史的観点から見た子どもの発達や乳幼児との関わり方に

ついて分かりやすくお話しいただきました。子育て支援に関する書

籍の紹介があり、参加者の皆さんは大変興味を持たれた様子でした。

また、講演の後には、引き続き向田先生による認定心理士資格取得

説明会を開催しました。既に認定心理士を目指している方やこれか

ら資格取得を考えている方など様々な方が参加していました。向田

先生からは、心理士の種類や認定心理士とは、資格取得までの道の

りについて、分かりやすく説明していただきました。この説明会を

きっかけに認定心理士に興味を持った方もいらっしゃったようです。�

　9月4日（日）に、四万十市立中央公民館にて、高知大学教授の

田部井隆雄先生による「日本「地震列島」に生きる」と、高知大学

教授の津野倫明先生による「渡川合戦の深層」の二講演が開催され

ました。田部井先生からは、地震から命を守るためには私たちはど

のように行動すれば良いのか、熊本地震や東日本大震災の被害の様

子を例に挙げながら説明していただきました。また、津野先生から

は、渡川の歴史について、貴重な史料を基に説明していただきまし

た。両講演とも身近に感じられる内容であったことから、参加者は

熱心に耳を傾けていらっしゃいました。�
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芸術文化祭2016のご案内�

　美術展覧会へ作品を出品してみませんか？洋画・日本画・書道・写真など様々な作品を受付けてお
ります。ご希望の方は、 同封の「出品申込書」へご記入の上、 高知学習センターまでご提出ください。�
�
 �
  バザー商品提供のお願い�
　贈答品・日用品・雑貨・DVD等、身の回りで眠っているものはありませんか？どんなものでもか
まいません。高知学習センターまでお持ちください。�
　�
  ボランティアスタッフ募集�
　私たちと一緒に芸術文化祭を盛り上げませんか？当日にお手伝いいただける方を募集しています。
日時についてはご相談ください。��
　スタッフの作業内容：美術展覧会受付、設営・撤去作業など�

「美術展覧会」作品の出品について�

　以下の要領で、高知学習センター「ゆとろぎ句会」主催の句会を開催します。おおぜいの参加を歓
迎します。経験者・未経験者を問いません。誰でも5分で俳句が作れる“秘法”を伝授しますので、
俳句を作った経験が全くない方も安心して参加してください。�
�
　　日　時：平成28年10月29日（土）　11:00～12:30�
　　場　所：講義室小�
　　持参品：筆記具、あれば歳時記�

　今年も芸術文化祭の季節がやってきました。美術展覧会やワークショップなど様々な企画をご用意
しております。一般のお客様にも参加していただけますので、ご家族やご友人の皆さまをお誘い合わ
せの上、ぜひお越しください。芸術文化祭を通して学生の皆さまが交流し、充実したキャンパスライ
フを過ごしていただけることを職員一同願っております。�
�
日時：10月29日（土）10：00～17：00、10月30日（日）9：30～16：00�
�
＜プログラム＞�
◇ 美術展覧会�
◇ ワークショップ　「バードコールをつくろう」　高知学習センター「ゆとろぎ句会」主催句会�
◇ サークル催し�
　　 シ  ネ  マ  観  賞  会：「シネマ上映」ローマの休日・活きる�
　　 英　語　研　究　会：「英会話体験」�
　　 パソコンサークル：「オリジナル名刺をつくろう」�
　　 書　道　同　好　会：「書道体験教室」�
◇ バザー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細は、同封のチラシをご覧ください。�

高知学習センター「ゆとろぎ句会」主催句会のご案内�
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　図書・視聴学習室の窓の外の木々も葉を落としはじめ、入ってくる風にも涼しさを感じる季節になりました。�
新入生のみなさんは、ご入学おめでとうございます。これからよろしくお願いします。�
　たくさんの便利なサービスが、皆さんの学習を豊かにしてくれます。新入生・在学生の方、図書・視聴学習
室をどんどん活用して、充実した学習の時間を過ごしましょう。利用の方法は図書担当がお教えしますので、
お気軽にどうぞ。�

図書・放送教材の貸出�

★放送教材�
　貸出期間：1週間�
　貸 出 数：3巻以内�
　�
★図書�
　貸出期間：1ヶ月�
　貸 出 数：4冊（教養学部生）�

利用のルール�

★かばんはロッカーへ�
　持込み可能なもの（勉強に必要なもの・貴重品）は�
　備え付の透明袋へ入れてから入室してください。�
★学生証は受付に預けてください。�
★携帯電話は電源を切るか、マナーモードに。�
★飲食禁止！飲食は学生控室でお願いします。�
★グループ学習禁止！ �
★図書・放送教材の室内視聴・貸出は必ず受付を通し�
　て下さい。�

リユースイベント開催�

★高知学習センターで不要になった図書�

 （H26年度閉講科目の印刷教材を含む）・�

　雑誌を利用者の方に無償で提供いたします。�

　お一人様3冊までお持ち帰り頂けます。�

　　　　　１１月2日（水）から！�

★取扱いにご注意！�
CD・DVD、図書、カセット、CDプレ�
イヤーなどの破損・紛失が多くなって�
います。紛失の場合、損害を賠償いた�
だきます。�

放送教材の宅配（郵送）貸出のご案内�

放送を見逃してしまった！自分のペースで視聴したい！でも、学習センターまで行けないな…という方。�
便利な放送教材の宅配（郵送）貸出を利用しませんか？�

☆貸出期間☆�
　　貸出日（発送日）と返却日を含めて9日間�
 �
☆貸出数☆�
　　3巻以内�

放送教材の送付・返送に係る送料は学生�
負担ですが、第４種郵便も利用できます。�
送料　（例） CD・DVD 2巻…25円�
　　　　　　　 　　　3巻…35円�

申込書は事務室・図書受付・学習センター�
ＨＰ（各種お手続き）にあります。�
詳しい利用方法は「利用の手引き」�
をご覧ください！�
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　★毎月第4土曜　13：30～15：00�
　★場所：2F研修室　　代表：武政恭子�
　�
　楽しく英語を学ぼう！を合言葉に、NHKの放送
番組や映画作品などを教材にわいわい楽しくやっ
ています。あなたも仲間に入りませんか。�

　★毎月第3日曜　14：00～16：30�
　★場所：2F研修室　　代表：大野久美子�
�
　オフ・シアター作品を中心に、時には世界の名画、
話題の作品も上映しています。鑑賞の後にはお菓
子をつまみながら、お互いの感想を発表しています。
お気軽にのぞいてください。�

　★毎週土曜　13：30～15：30�
　　　　　　　　　　　　（第1土曜日を除く）�
　★場所：3F講義室兼実習室　　代表：吉田和子�
　�
　毎週土曜の午後、学習センター3Fのパソコン室
に集まり、みんなで教えあいながらパソコンを楽
しんでいます。初心者大歓迎です。パソコンをや
りたいなぁという人は、一度のぞきに来てください。
待ってま～す！�

　★毎月第１土曜日　13：30～�
　★場所：2F研修室　　代表：武政恭子�
　�
　いろいろな場面で、筆で書く事を要求された時、
どうしよう…とか思う事があります。少しでも書
道の世界に接し、学習する事によって、書道力を
養いたいと思います。メンバー相互のコミュニケ
ーションをとり、わいわいがやがやと楽しく字の
世界をエンジョイしましょう！�

　高知大学から室戸岬までの約90kmを夜通し歩く高知大学空手部主催のイベントです。同窓会も毎年参
加しています。皆さんも自分への挑戦をしてみませんか？途中までの参加もＯＫ！ �
　皆さんの参加をお待ちしています。�

日　程：11月26日（土）～27日（日）�

申込み：高知学習センター事務室まで（088－843－4864）�

参加費：1000円（保険料含む）　　申込締切：11月5日まで�

　11月26日（土）9:00～11月27日（日）15:00の間、（昼間、夜間、早朝以降にご協力いた

だける時間帯　※ご都合に合わせて決定します）自動車による伴走などにより、室戸貫歩へ参加

している放送大学生のサポートをしていただける方を募集しております。お申込は高知学習セン

ターまでお願いします。　　　　　　�

　申込み：高知学習センター事務室まで（088－843－4864）�
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日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

10月�

11月�

12月�

10月�

11月�

12月�
  1日  　　　　 28年度第1学期学生募集開始�
  3日  　　　　 教職員＆学生合同忘年会�
23日  　　　　 閉所日（天皇誕生日）�
28日　　　　　　臨時閉所日�
29日～1月3日   閉所日（年末年始）�
　○面接授業日程○�
10・11日　 「心理学実験1」�
14・16日 「ホルモンと健康」�
17・18日 「現代の工芸を楽しむ」�
  　　　　　　　 「色彩心理と多様な色覚への配慮」�

　3日 　　　　  閉所日（文化の日）�
23日  　　　　 閉所日（勤労感謝の日）�
30日  　　　　 通信指導提出期限�
　○面接授業日程○�
  8・15日 「森との共生を探る」�
12・13日 「日常におけるカウンセリング」�
12・13・19・20日　「水産増養殖の感染症とその対策」�
19・20日 「ことばの地域差を考える」�
22・29日 「イメージを媒介とした心理療法」�
26・27日　　　「経営と会計」�
26・27日　　　「ジオのリテラシー入門」�

15日  　　　　第2学期面接授業　空席発表�
21日 　　　　 第2学期面接授業　追加登録受付開始�
29日 　　　　 芸術文化祭2016�
30日  　　　　芸術文化祭2016�
　○面接授業日程○�
15・16日 「英語の広がりと習得を考える」�
18・25日 「森との共生を探る」�
22・23日 「現代の企業経営を考える」�
22・23日 「嵐の気象学」�

★利用時問�

（通常期間）�

火～金　10：00～18：30�
土～日　  9：30～18：00�

（単位認定試験期間）�

火～日　  9：00～19：00�

★閉所日�

月・祝日、年末年始�
（12／29～1／3）�

★利用時閏�

月～金　9：30～16：30�
（12：00～13：00除＜）�

★閉所日�

土・日・祝日、年末年始�
（12／29～1／3）�

幡多視聴室�高知学習センター�
次号は、1月発行予定です。�

「くじら」へのご意見・記事掲載希望は、�

事務室までご連絡ください。�

＝閉所日　　　＝面接授業�
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