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ちっくと学んでみんかえ､
まっこと身になるちや!!

　「海洋コア」　聞き慣れない言葉かもしれません。“コア“とは、国語辞典には、1．物の中心部、中
核、核心、2．地球の核などと書かれており、一般的にはそのような意味で使います。ここでは“岩芯“と
言う意味で使い、海洋コアとは、掘削船などを使って海洋底から採取される柱状の堆積物や岩石試料の
ことを指します。高知大学には、日本で唯一、海洋コアを専門に扱う研究施設「海洋コア総合研究セン
ター」が物部キャンパスにあります。本センターは、アメリカ、ドイツと並び、世界の三大コア冷蔵保
管施設としても有名で，国内はもとより海外からも多くの研究者が訪れています。
　それでは、海洋コアから何が分かるのでしょうか？地球の７割を占める海の底には、太古から地球の
歴史を記録している地層が存在しています。そのため、「海洋コア」を採取し様々な解析から、地球の
歴史を紐解いていくことができるのです。いわゆる、古文書と同じ役割を果たしています。
　地球の歴史とは、主に、地球の環境変遷史を指しますが、地震や火山の発生メカニズムの解明，地球
内部の構造や循環などのダイナミクスの解明、あるいは海底資源鉱物・エネルギー資源の形成過程など
の解明もおこなわれています。最近では，海底下に極限環境で生きる古細菌が見つかり、生命の起源に
迫る成果もあり、新聞等で大きく取り上げられています。
　このような「地球を掘る」国際プロジェクトは、1960年代にアメリカで始まり、これまで地球の仕
組みの解明について大きな成果を挙げてきました。写真は、日本が誇る地球深部探査船「ちきゅう」
（５万７千トン，全長は210m、船の中央に海底を掘るためのパイプを引き上げる櫓で、高さは120m
もあります）で，研究室区画も４階建になり、まさに動く研究船です。私たちが住んでいる「地球」の
全体像を明らかにすべく、また、防災や減災あるいは未来の地球の環境を予測する上のツールとして、
より多くの成果が期待されています。
　地球は、太陽系の惑星の中で唯一、奇跡の星と言われています。それは他の惑星にはない、 「海洋」、
「大気酸素」、「生命」、「大陸」の星だからです。
　近年、地球環境問題、とくに地球温暖化、地震、津波や火山噴火などの自然災害、あるいはメタンハ
イドレートやレアメタルといったエネルギー・金属資
源問題など、頻繁に新聞等で取り上げられるようにな
ってきました。
　「地層という自然の古文書を解読することは、地球
の過去を理解し、現在と未来を考えること」と言われ
るように、地球に関する科学研究は、自然現象のサイ
クルや起こり方の予測、さらには陸地開発や資源利用
への応用にもつながります。そのためにも、地球を正
しく理解することが重要です。そして、地球そのもの
と、生命の起源の謎にせまる研究成果が期待されてい
ます。

地球と生命の起源の謎にせまる！！

＊＊客員教員リレーエッセイ＊＊
高知学習センター

村山　雅史　客員教授



　新しくこのたび放送大学および同大学院に入学された皆さん、
本当におめでとうございます。高知学習センターの教職員を代表し、心から
歓迎いたします。
　今年（令和2年）は新型コロナウィルスの影響で、世の中がすっかり変わ
ってしまいました。当学習センターでも、今年の1学期は、入学者の集いも
オリエンテーションも、そして面接授業や客員教員によるセミナー、あるい
は学習相談・講演会など、ほぼすべての行事が中止になってしまいました。そんな中、夏以降は多少の
落ち着きを取り戻しつつあるということで、現時点では、2学期からは一応従来通りの活動が再開され
る事となっています。
　先に述べたように、本センターでは、皆様方に放送大学の講義を履修していただく以外に、いろんな
活動や行事が実施されています。また、卒業生・修了生のみならず在学生も含めた学友同窓会という組
織があり、世代を超えて親睦を暖めることが可能です。今年は残念ながら中止となりましたが、例年、
春と秋には、学友同窓会や学習センターが主催する調査旅行や研修旅行などがあり、普段あまり顔を合
わさないような先輩や学友と知り合ったり、本センターの教職員と親しくなったり、気さくに話ができ
るようになる貴重な機会になっています。
　今年のコロナ禍では、これまで当たり前だと思っていた生活様式や、常識と考えていた学習や就労の
仕方のいくつもが一気に通用しなくなり、新しいライフスタイルを要求されることになりました。下世
話な例で恐縮ですが、高校生以来、あちこち旅すること（貧乏旅行！）が趣味である私自身も、令和2
年に入ってからは、せいぜい日帰りで四国内を数回出かけただけで、悶々としていました。しかしそん
なときに、昔のガイドブックや古い時刻表、あるいは以前に出かけた時の写真やパンフレットを引っ張
り出して見ていると、結構、旅した気分になり、心が晴れるものです。
　今年のこの騒動から、現代社会は変化が激しく不安定なものであることが改めて明らかとなりまし
た。このような状況に対応していくためには、一見役に立たなさそうに思えること、あるいは無駄と思
えることにも積極的に興味を持って学んでいくことが大切だと思います。それらの知識や経験がいつ何
時自らの心の、あるいは人生の支えになるかも知れないからです。そのためには、「学ぶ意欲と知る喜
び」を高めることがますます大切になって行きます。
　今回、縁あって放送大学の当高知学習センターに入学された皆さん、どうか様々な機会を通じて、交
流を深め、学び、そして人生の“懐”を深めていって下さい。高知学習センターでは、教職員が一丸とな
ってそのお手伝いをさせていただきます。頑張って下さい。
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新しく入学された皆さんへ

高知学習センター
所長　深見　公雄



令和元年度第２学期および令和２年度第１学期
　　　　   卒業証書・学位記授与式
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　9月27日(日)高知学習センターにて卒業証書・学位記授与式が執り行われ、卒業生１6名のうち6名が
出席されました。ご家族・在学生らが見守る中、深見所長より1人ひとりに学位記が授与され、卒業生
を代表して、藤本 佐和子さんが答辞を述べました。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。

生活と福祉コース　　7名
心理と教育コース　　4名
社会と産業コース　　2名
自然と環境コース　　1名
情報コース　　      　2名

令和２年第1学期
教養学部 卒業生

学位記授与式

令和2年度入学者の集い・オリエンテーション
　１０月４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14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。

卒業生交流会

  卒業によせて　　  　　　 （心理と教育コース）弘末　小雪  　　
　「とにかく大卒を取りたい」の一心で2017年春に入学しまし
た。憧れの大学で受講する機会に恵まれ、四国４県とも面接授業
を受けに行きました。普段出会うことのない職種の方や、主婦を
されている学生さん、大学の先生や職員の方と色々話せたことで
刺激を受けたし、 「ひとりじゃない、しんどい時もあるけど皆頑
張ってるから頑張ろう」と励みになりました。職場の上司や同僚
が今回の卒業を予想以上に喜んでくれ、報われたと安堵したし自
信と糧にもなりました。来学期再入学し、次は５年以内の看護学
士取得を目指します！
　今回の授与式はコロナの影響でやむを得ず出席を見送りました
が、次の授与式出席を目指してまた前向きに学びたいと思います。
応援してくれた家族、授業や試験出席のために勤務を調整してく
ださった上司・協力してくださった同僚の皆さん、そして卒業ま
でご尽力くださった大学の関係者の皆様には感謝の気持ちでいっ
ぱいです。本当にありがとうございました。

卒業生からのメッセージ

ご卒業
おめでとうございます！



オンライン授業 オンライン授業は、インターネットで講義を視聴、小テストやディスカッション、
レポート等の課題を科目ごとに決められた期間に提出して学びを進めます。

提出期限：12月１日

→ → → → → →

 入学＆
　 学習スタート
（印刷教材・
　放送番組を視聴
　して学習）

  通信指導提出

（出題範囲は原則、
　第1回～第8回）
 

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）

単
位
認
定
試
験（
自
宅
受
験
）
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知
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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

未
受
験

不
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5日（木）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17日（火）～ 12月1日（火）必着
〈Web〉 11月10日（火）10：00 ～ 1２月１日（火）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！！

2学期のスケジュール
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新型コロナウイルス感染症をめぐる国内状況に鑑み、
2020年度第2学期単位認定試験は、自宅受験に変更となりました。学習センター会場では実施しません。
大学本部からの送付物を熟読の上、各自、期間内に受験し、〆切までに余裕を持って答案提出しましょう！



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。科目登録申請、Web通信指導、
                                         インターネット配信システム等が利用できます。
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P103）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。
また、高知学習センターが入居している高知大学メディアの森・学術情報基盤
図書館の正面入口にセキュリティーゲートが設置されることにより、学生証へ
のQRコードの貼付が必要となります。

手続きが必要な方 受取方法
・令和２年度第2学期入学生（新規・継続）
・学生証の有効期限が令和２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１日より配付を開始しています。お手続きはお早めに！

事務室からのお知らせ①
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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が、2020年度第2学期につきましては、
新型コロナウイルス感染防止を図るため、原則他県の学習センターが開講する面接授業の科目登録は
ご遠慮下さい。
 ☆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（基礎科目・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17日（土）１２時
10月～1月
開講の授業

2月開講の授業

10月2３日（金）～
科目ごとに定められた受付期限日
（講義開始日7日前まで）

10月2３日(金)～1月１７日（日）

各科目の空席数は、10/17以降
高知学習センター事務室前の特設
掲示板やシステムWAKABA
（学内ページ「面接授業（第2学期のページ）」
→お知らせ「空席状況について」）で
ご確認ください。

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23日（金）10：00から（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24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・システムＷＡＫＡＢＡ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・8４円切手貼付）※郵送申請の場合のみ
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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①～②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、窓口申請を優先します。

◆　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。
必ず希望する授業を開講する学習センターにご確認を！

教科書必携科目

　面接授業教科書は、「面接授業時間割表中国・四国ブロック版」冊子を確認の上、各自でご購入
お願いします。また、11月22日（日）まで 高知学習センターでも購入を受付けております。
　ご希望の方は事務室までお申込みください。（センター注文の場合、入荷の目安：約1週間）

共修生募集中
　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。
※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。単位認定はありません。
○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：５,５００円

授業日程 科目名 担当講師 教科書名

1/9・10 身近になったIoT技術入門 今井　一雅 Raspberry Pi ZeroによるIoT入門
（今井　一雅/コロナ社 /￥2,420）
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授業日程 科目名

11/14・15
11/21・22
11/28・29
12/  5・  6
12/12・13
  1/  9・10

環境社会学
温泉で学ぶ同位体地球科学入門
モンゴル国入門編
知覚科学とバーチャルリアリティ
フランス文学への招待
精神疾患とメンタルヘルス

森　　明香
西尾　嘉朗
湊　　邦生
繁枡　博昭
野崎　　歓
上村　直人

担当講師



事務室からのお知らせ②
駐車場利用料金の徴収について

各種届出の提出期限について
令和３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 郵送提出期間 システムWAKABA提出期間

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

令和２年10月20日～12月7日（必着）

令和２年10月20日～12月7日（必着）

令和２年10月20日～令和３年2月8日（必着）

令和２年10月20日～令和３年3月31日（必着）

令和２年10月20日～12月7日

令和２年10月20日～12月7日

令和２年10月20日～令和３年2月8日

令和元年10月20日～令和３年3月31日

高知学習センターでは、高知大学朝倉キャンパス駐車料金徴収への対応について、以下の通りとさせて頂きます。

1. 一時的に入構される方　
　 教材の貸出、面接授業、単位認定試験において来所される方はこちらに該当します。

2. 常態として自動車通学する学生
　常態として自動車を運転して通学することが必要な学生の方については、高知大学事務局へ申請書を提 
出の上、受理されると、入構・駐車許可証が発行され、料金納入の上構内への乗り入れが可能となります。
料金は月額1000円で、原則1年または半年契約となります。

　　　                            申請手続き窓口 「入構・駐車許可証交付申請書」  ・・・高知大学経理室総括係
　　　　　　　　　　                             「駐車料金の納入」・・・・・・・・・高知大学経理室出納係
　　　　　　　　　                             　「入構カードの交付」 ・・・・・・・・高知大学財務課管財係
                 
3. 身体に障害のある学生
　身体に障がいがあるため自動車で通学する必要があると、当学習センター所長が認めた学生の方につい
ては、一定の手続きの上、駐車料金を免除します。
　　　申請手続き窓口「駐車料金免除申請書」・・・・・・・高知学習センター事務室
　　　　　　　　　　「入構・駐車許可証交付申請書」・・・高知大学経理室総括係

 

区　分
高知学習センターへの来所者

～30分
0円

～60分
200円

～90分
300円

～120分
400円

120分超
500円

区　分
高知学習センター所属学生

 年　額
12,000円

 月　額
1,000円
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客員教員＆セミナーの紹介
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宮井　千恵　客員教授
（元高知県看護協会会長）
　
　専門分野：看護管理

玉里　恵美子　客員教授
（高知大学教授）
　
　専門分野：社会学
　　　　　　農村社会学
　　　　　　地域社会学

岩城　裕之　客員准教授
（高知大学准教授）
　
　専門分野：日本語学

村山　雅史　客員教授
（高知大学教授）
　
　専門分野：同位体地球化学
　　　　　　古海洋学
　　　　　　海洋地質学

ポーラ・フェビアン　客員准教授
（高知大学非常勤講師）
　
　専門分野：英語教育

ヨース・ジョエル　客員教授
（高知県立大学教授）
　
　専門分野：日本史・思想史
　　　　　　政治思想史・文化論

渡邊　ひとみ　客員准教授
（高知大学講師）
　
　専門分野：発達心理学

深見　公雄　所長
（高知学習センター所長）
　
　専門分野：海洋微生物生態学
　　　　　　海洋環境保全学

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。

　高知学習センターで開催している令和２年10月～令和３年３月のセミナー
をご紹介します。放送大学の学生に限らず参加できますので、ご家族・ご友
人の方お誘い合わせの上ぜひご参加ください。参加費は無料です。参加申し
込みは、学習センター１階事務室まで。
※セミナー開催日は、高知学習センターホームページ、掲示板、お電話等で
　ご確認ください。



セミナーの内容

≪これからの保健・医療・福祉制度についてともに考える≫
宮　井　千　恵

　毎月第2・第4水曜日　10：30～12：00
　地球規模で高齢が進んでおり、特に我が国においては２０５
５年には総人口が１億人を切り、高齢化率が３８％になると推
測されています。また、現在の若者の２人に１人が１００歳まで
生きる時代に突入しております。大きな変化の時代に、健康
に、そして幸せに生き抜くために、保健・医療・福祉制度等につ
いてタイムリーな情報を共有し、高齢先進県に暮らす私たちひ
とり一人が、どのような役割を果たしていけば良いかなど、さ
まざまな課題について共に考えていきたいと思います。

≪土佐の社会事業家に学ぶ≫　　　　　　
玉　里　恵美子

　　　　　毎月第 2・第 4 火曜日　14：00～15：30
　保育の父と呼ばれる佐竹音次郎、韓国孤児3000人の母(
オモニ)と呼ばれる田内千鶴子。社会福祉が社会事業と呼
ばれた明治期から昭和前期にかけて、土佐の風土が多くの
社会事業家を生み、育てました。彼らの活動は、日本国内
のみならず、遠く外地（海外）へおよび、国籍や人種の分
け隔てなく子どもたちに愛情をそそぎました。セミナーで
は、参加者の皆さんと一緒に、隠れた資料を探し、彼らの
生きざまや思想を学んでいきます。

≪英語で自己表現≫        ポーラ・フェビアン     
毎月第2・第4土曜日　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。実用的な英語を使って、自分を自由に表現してくだ
さい。リラックスした雰囲気の中で、いろんなトピックに
ついて楽しい会話をしますので、是非ご参加ください。
※内容を考慮し、定員を２０名とさせていただきます。

≪海の環境問題を考える～汚染の原因・メカニズム・そしてその対策～≫
深　見　公　雄

　　　毎月第1・第3水曜日　10：30～12：00
　現在、プラスチックの海への流出が大きな社会問題と
なっています。プラスチックに限らず、これまで人類
は、様々な面で海洋環境に大きなインパクトを与えてき
ました。そして、これらの人為的な悪影響は、もはや自
然環境の持つ修復力を大きく超えるにまで至ってしまい
ました。本セミナーでは、これまで人類が犯した数々の
過ちによって海洋環境がどのように疲弊していったかを
解説し、これから我々はそれをどう償っていけばいいの
かについて、皆さんと一緒に考える機会にしたいと思い
ます。

≪明治時代の新聞を読む―140 年前の高知の
                        人々は何を考えていたか≫  

 　　ヨース・ジョエル
木曜日　10：30～12：00

　前期に引き続き、明治初期の高知の新聞を読んでいく
予定です。言論弾圧の渦中にあった新聞は、高知の人々
を惹きつけるためにどのような工夫をしていたか。140   
年前の人々の生の声に耳を貸してみませんか。（予備知
識は求められません）

≪心理学の知識はどう応用されているの？≫
渡　邊　ひとみ

　　　　　　 毎月第１・第３火曜日　14：00～15：30
　心理学の知識が日常の様々な場面にどう応用されて
いるのかをみんなで考えていきます。臨床や教育場面
への応用は誰もがパッと思いつく代表的な例だと思い
ますが、お店に並んでいる商品の価格表示や配列、信
号機や街のライトの色、出会いの場や居心地の良い場
のつくりかたなど、その応用範囲は多岐にわたりま
す。本セミナーを通して、いつもとは違う視点から日
常を捉えてみませんか？
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≪宇宙と地球と生命とー
なぜ，私たちがこの地球に存在するのか？ー≫

村　山　雅　史
　　　　毎月第２・第４金曜日　10：30～12：00

　私たちの体はさまざまな元素でできており、その元素は
宇宙にある星の中心で形成されたものです。宇宙の成り立
ちと進化と、私たちの生命が結びついているとは、なかな
か理解できません。しかし、宇宙が形成されて138億年が経
ち、地球が形成されて46億年が経過しています。その中で，
固体地球そのものの進化と生命の共進化を経て、私たちが
今、ここに存在しているのです。その経緯について紹介して
いくとともに、海底下における生命の起源に迫る研究など
を紹介していきます。

≪ことばの変化を捉える≫　
岩　城　裕　之

　　　毎月第 1・第3金曜日　10：30～12：00
　ことばは時代とともに変化していきます。私たちが使う
日本語も、変化して今の姿になり、今もまた、変化をして
います。このセミナーでは、日本語の歴史や、今現在起き
ている日本語の変化など、ことばの変化について実例を挙
げながらお話ししたいと思います。例えば、「大瓶」を
「おおびん」と読むか、 「だいびん」 と読むか、 「ら抜き言葉」
がなぜ生まれたのか、などです。受講生の皆さんが日頃気
になっていることばの問題も、ぜひ聞かせて下さい。

≪初歩の英語―ＡＢＣから学びましょう≫            
毎月第1・第3土曜日　15：00～16：30

  英語が苦手な方、もう一度基礎から学びなおしたい方向
けの初歩の英語セミナーです。数字、曜日、挨拶など基礎
から学びましょう。



美術展覧会（紙面開催）への作品募集 今年度は、機関紙くじらにて紙面開催！

　今年度は、「くじら 111号」（1月中旬発行）の紙面にて「美術展覧会」を開催
することとしました。
　つきましては、皆さまの作品をぜひ今年も出展下さいますようお願いいたします。
今年も、皆さまの力作を楽しみにしております。
　何卒、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

【出展方法】
　申込者の氏名、電話番号、作品の題名を記載し、作品の写真のデータか写真原本をメール
または郵送にて、高知学習センターまでお送りください。

〇申  込  〆  切：2020年 12月 20日（日）必着
〇出展作品規格：
　・自作（共同製作も可）で、これまで発表した作品も可
　・洋画、日本画、書道、工芸、彫刻、写真　等

規格制限なし
写真に納まるサイズの作品なら何でもＯＫ

カラー印刷のため、お送りいただく写真やデータは、
画質が良く、解像度が高いものを送っていただくよ
うお願いします。
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　「芸術文化祭 2020」について、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、本年度は中止いたします。
　実施の可否について慎重に検討しておりましたが、同時期に開催の「高知大学 黒潮祭 2020」が
中止となったことに伴い、中止を決定いたしました。
　学生の皆様の健康を考慮した結果ですので、ご理解いただけますようお願いいたします。

芸術文化祭中止、美術展覧会作品募集
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これからのイベント予告
イベントの詳細が決まりましたら、センター掲示板、ＨＰ、メールにてお知らせします。

公開講演会「俳句で知る地学あれこれ」
　日程調整中であった𠮷倉前所長の公開講演会の開催が決定しました。さまざまな地学事象を詠んだ
古今の佳句・秀句を鑑賞し、その事象の科学的解説やそれにまつわるトピックスの紹介をおこないま
す。そして、これらを通じて俳句の世界観と最近の地球観の理解を深める講演です。ぜひご参加くだ
さい！
　　　■開催日時：令和２年 11月７日（土）13：30～ 15：00
　　■場　　所：高知大学朝倉キャンパス　メディアの森 6階メディアホール
　　■定　　員：50名
　　■参 加 費：無料
　　■講　　師： 𠮷倉　紳一　前 高知学習センター所長

パソコン講習会「システムＷＡＫＡＢＡとＺｏｏｍを使ってみよう」
　パソコンの基本操作とシステムＷＡＫＡＢＡについて学ぶことで、科目登録申請やWeb通信指導
など、放送大学が提供しているサービスを使いこなせるようになることを目指す講習会です。また、
Zoomは第1学期の面接授業でも活用されました。まだ使ったことがない方も、この機会に体験して
みませんか？
　　　■開 催 日：令和２年 11月 10日（火）、13日（金）、17日（火）、20日（金）
　　■開催時間：13：30～ 16：30
　　■場　　所：放送大学高知学習センター 3階　講義室（小）
　　■定　　員：15名
　　■参 加 費：無料
　　■講　　師：アールシステム株式会社　IT インストラクター

公開講演会「土佐の社会事業家に学ぶ」
「高知県出身の知られざる偉人」講演第４弾。詳しくは次号でお知らせします。ぜひお越し下さい。
　　　■開催日時：令和３年１月 23日（土）（時間は調整中です）
　　■場　　所：放送大学高知学習センター 3階　講義室（大） 
　　■定　　員：32名
　　■参 加 費：無料
　　■講　　師：玉里　恵美子　客員教授

他に、客員教員による「レポートの書き方講座」等も開催予定です。
各イベントは、感染症の拡大状況や講師の都合により、中止の場合もございます。ご了承ください。

幡多地区交流会・公開講演会
「海の中には “非常識” がいっぱい」～あなたは黒潮の正体を知っていますか？～
　　下記のとおり、幡多地区交流会を開催いたします。当日は、深見所長による公開講演会も実施します。
幡多地区の在学生はもちろん、そのご家族やご友人、放送大学OBの方や、本学に興味のある方など
とも親睦を深めることを目的としています。
講演内容等、詳しくは、別添チラシをご確認の上、ご参加下さい。
　　　■開催日時：令和 2年 12月 1日（火）13：00～ 15：00
　　■場　　所：幡多クリーンセンター 研修室
　　■定　　員：30名
　　■参 加 費：無料
　　■内　　容：学生募集案内、深見所長による公開講演会、高知学習センター幡多地区交流会



キャンパスライフ 7 月～ 10 月

               学習センター、教養を深めるセミナー再開
　
　7月8日より学習センターを再開いたしました。それに伴い、
センターを利用した活動も再開し、サークル活動・同好会、教養
を深めるセミナーも実施しています。
　これまで参加していなかった方も、受講・参加してみませんか？
詳しくは、セミナーについてはP9・10、サークルについてはP15
をご覧ください。

7/8
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深見所長セミナー　受講風景

　　              オーテピア連携展示「放送大学で人生を愉しむ力を」
　
　7月１日から8月8日まで、オーテピア３F展示の本棚コーナーにて図書館との連携
展示「放送大学で人生を愉しむ力を」を実施しました。
　大学の紹介、学生さんの声、教科書などの展示とともに『レポートの書き方』等、
関連図書も合わせて配架されました。
　この展示は、学生募集の時期に合わせて、来年 1月にも実施いたします。
最新の募集要項やパンフレットも入手できます。ぜひお越しください。

7～8月

連携展示の様子

高知学習センターのラジオコーナー「まなぴーカフェ」をご存じですか？
　　月２回、FM高知のラジオ番組「シーサイド・ステーション」に出演しています。
この『くじら』にも収録の様子を掲載しますので、お楽しみに！
 番 組 名：FM高知「シーサイド・ステーション」番組内コーナー「まなぴーカフェ」
放送日時：第 1・３土曜日　18：40～ 19：00
※「radiko」でパソコンやスマートフォンでも簡単にお聴きいただけます

学生研修旅行、調査旅行　中止のお詫び
　　令和2年度　学生研修旅行、調査旅行について、新型コロナウイルス感染症の影響で、
本年度は中止いたしました。実施の可否について慎重に検討しておりましたが、当時の
感染状況を勘案しますと中止の判断をせざるを得ませんでした。楽しみにしてくださっ
ていた方も多かったと思います。申し訳ございませんでした。
　こういった状況下ではありますが、対策を取りながら、在学生や地域の皆様に楽しんでいただける行
事をこれからも企画して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      令和２年１０月　　高知学習センター

バザー・新年会　中止のお知らせ
　　恒例の「学友同窓会主催バザー」および「新年会」は、大変残念ですが、本年度は、新型コロナウイ
ルスの感染防止対策に万全を期するため中止することとしました。
　学友同窓会としては、情勢が好転すれば、来年度以降、是非再開したいと考えておりますので、ご理
解の程をお願いいたします。
                                                                                       令和２年１０月　　高知学友同窓会



★　図書貸出は、大学本部（千葉）の附属図書館で一括して行っています。
　　附属図書館配架図書の検索・貸出予約はOPACで行ってください。
　　（学習センターでの受取・返却・自宅配送は可能です）
　　 OPAC ： http://catalog.ouj.ac.jp/
 
★　附属図書館では、電子書籍を数多く提供しています。（約70,000タイトル）。
　　図書館ホームページからアクセスできますのでご活用ください。
　　自宅のパソコンからリモートアクセスも可能です。
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放送大学附属図書館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問合先　043-276-5111(放送大学総合受付)

　図書・視聴学習室の窓の外の木々も葉も色を付けはじめ、入ってくる風にも涼しさを感じる季
節になりました。新入生の皆さんは、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。

利用のルール（☆7/7追加）
☆事務室に「利用申請書（図書・視聴学習室）」を提出。
☆透明袋とヘッドホンは「申請書」と引き換えに貸出。
☆使用後の机、イス、機器、教材は各自消毒いただく。
★「貴重品と学習道具のみ」透明袋にて持込可能です。
　かばん等その他のものはロッカーへお願いします。
★携帯電話は電源を切るか、マナーモードに。
★飲食禁止（但し、蓋付きの飲み物の持込は可）。
★放送教材の室内視聴は必ず受付を通して下さい。
　　　  ご協力ありがとうございます

★取り扱いにご注意を！
テレビモニターやヘッドフォンの破損が多くなっています。
デリケートな機器ですので大切に扱いましょう。 万が一壊
してしまった場合は、速やかに受付に申し出てください。
また、 ＣＤ ・ ＤＶＤを破損 ・ 紛失してしまった際には、
弁償していただく場合があります。
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閉講科目印刷教材・雑誌無料配布
★10月1日から印刷教材と配架終了雑誌を
　下記のとおり配布しています。
★譲渡方法
　①図書室前の特設棚にて配布（各3冊まで）。
　　先着順で予約・取置は不可。
　②備え付けのリストに各自で名前を記入
　　してからの譲渡。

こんなこともできます！
★全国の学習センターや他大学の蔵書の
　検索・取り寄せ
★単位認定試験問題・解答の閲覧
★パソコン・タブレットの利用
★本部の放送教材の郵送貸出については、
　学生生活の栞（学部p.33～35、
　大学院p.44～47）をご覧ください。



　★毎月第4土曜日　　 13：30～15：00
　★場所：2F研修室　　代表：武政恭子
　
　初心者でも大丈夫！英語耳を育てよう。
聞いてみないと分からない単語や語句ってありま
すよね。ネイティブの先生と英会話を通して英語
の単語力・対話力を身につけませんか。

　★毎月第4日曜日　    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。

　★毎週土曜日（第１土曜日を除く）
      13：30～15：30
　★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！
※パソコン室が使用できない時があるので、掲示板又
は学習センターまで電話で確認してください。

　★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！
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日　　時：令和２年１２月２０日（日）１３：３0～１５：００　
場　　所：高知学習センター3階講義室（大）　
申　　込：高知学習センター事務室 ： 電話 ・ メール ・ 窓口にて受付。 当日飛び入り参加も可。
  
　何でもありのフリートークの会です。学習センター所長と事務長もご出席。大学と学習セ
ンターに対するご意見・ご要望や学習上の悩み、日頃の疑問点などを話し合いましょう。
　フリートークの前に、次の講座を実施します。
◎脳活体操：学友同窓会川上副会長による頭脳活性化トレーニングです。
◎単位認定試験対策講座：学友同窓会池会長が自身の単位認定試験攻略法をご披露します。
　「確実に単位をとりたい」という方に勉強法や試験対策のポイントなどをアドバイス。
　来年度以降に備えて、学習センターでの受験を前提に説明します。

高知学友同窓会からのお知らせ高知学友同窓会からのお知らせ

★毎月第1、第３木曜日（変更月あり）
　14：45～16：15
★場所：3F講義室（小）　　代表：小松禮子
  
　俳句を通じて研鑽に努め、 会員相互の交流を図
る会です。「ゆとろぎ」の由来…「ゆとり」「くつろぎ」
の言葉から「り」「く」「つ」（理屈）をのぞいた造語。

高知学習センターでは、現在５つの団体が活動
しています。
参加希望の方は、事務室にお問合せください。

はちきん・いごっそうおしゃべりサロンのご案内



10月

11月

12月
 1日 　　  通信指導提出期限
26・27日　  臨時閉所
29～1月4日  閉所日（年末年始） 
○面接授業日程○
5・6日 　　「知覚科学とバーチャルリアリティ」
12・13日　「フランス文学への招待」

★利用時間
 （10/1～開所時間変更）
　火～日　9：10～17：00
 （学生控室 11：30～14：00）

★閉所日
　月・祝日、年末年始
 （12/28～1/5）

★利用時間
　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

＝閉所日
＝面接授業

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

10 月

日 月 火 水 木 金 土

654321 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

11 月

日 月 火 水 木 金 土

54321

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

2827 29 30 31

12 月

  3日　　　　閉所日（文化の日）
23日　　　　閉所日（勤労感謝の日）
26日　　　　令和３年度第1学期学生募集開始 
○面接授業日程○
14・15日　「環境社会学」
21・22日　「温泉で学ぶ同位体地球科学入門」
28・29日　「グローバル社会の災害看護」
28・29日　「モンゴル国入門編」
（閉講）
5・6日 　　「情報化社会と大学教育」
14・15日　「田園回帰の困難と展望」

  3日　　　　大学院入学者第一選考試験
17日　　　　第2学期面接授業　空席発表
23日　　　　第2学期面接授業　追加登録受付開始 
○面接授業日程○
17・18日　「心理学実験2」
17・18日　「地域の多様性と地域開発」
24・25日　「ファシリテーションと人生」
24・25日　「臨床心理学」
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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。
Email:kochi39@ouj.ac.jp
Tel :088-843-4864
Fax:088-843-4813


