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2020年度第１学期単位認定試験につきましては、新型コロナウイルス感染症をめぐる国内状況に鑑み、
代替措置を講じて実施いたします。
単位認定試験期間等は以下のとおりです。

■試験問題について
　試験問題は、放送大学ホームページからリンクされたウェブページ※（要パスワード）にて、PDFファイル形
式で公開いたします。
　試験問題は全科目分を一覧にして上記期間中に公開いたしますので、期間中であれば何度でも問題を確認
いただくことが可能となる予定です。
　各自、期間中に答案を作成いただき、返送用封筒にて大学本部へ郵便で提出してください。

※当初、試験問題はシステムWAKABAへの掲載を予定しておりましたが、予定を変更して専用のウェブペー
ジにて試験問題を公開することとなりました。ID・パスワードについては、答案用紙、返送用封筒等一式の
発送時にお知らせいたします。

　なお、ウェブページの閲覧以外の代替方法については、答案用紙、返送用封筒等一式の発送時に案内を同
封します。

2020年度第１学期単位認定試験について

《2020年度第１学期単位認定試験期間》
2020年７月14日（火）～2020年７月21日（火）
《答案提出期限》
７月21日（火）消印有効

放送大学学園本部からのお知らせは、こちらをご覧ください。
https://www.ouj.ac.jp/hp/o_itiran/2020/0608.html

今回の単位認定試験はすべて自宅受験となります。
学習センターでは試験を行いませんので、ご注意ください。
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客員教員・所長からのメッセージ

隷解放の父として、また、民主主義の基本とされる「国民の、国民による、国民のための政治（government of the 
people, by the people, for the people）」で有名ですが、大統領に当選する２年前に行われたケンタッキー州の上院
選挙では落選しています。当選した大統領選挙でも３番手の候補者といわれ、当選後も最も人気のない大統領とい
われていました。それは、リンカーン大統領が、個人的には奴隷廃止論者ではありましたが、大統領として奴隷廃
止を明確に唱えることができなかったので、奴隷廃止を唱える北部諸州には不人気であり、同時に、奴隷制の維持
を求める南部諸州でも不人気だったからでした。リンカーン大統領自身の言葉として、「奴隷制を廃止するといっ
て合衆国の統一が維持できるのなら喜んでそうする、奴隷制を維持してもいいといって合衆国の統一が維持できる
のなら喜んでそうする、しかし、いずれを選択しても合衆国の統一は維持できないのであれば、現状のように奴隷
制を廃止する州はそうする、そうでない州はそのようにとしかできない」というのです。結局、南部諸州は合衆
国からの分離独立を求めて南北戦争（civil war）に至りますが、奴隷解放をもたらしたのは北部諸州の軍事力であり、
そしてリンカーン大統領は合衆国の統一を維持した大統領として歴史に刻まれています（米国の最新の国立博物館
であるスプリングフィールドのリンカーン記念館では真っ先にこれが記されています）。この原稿が皆さんの目に
留まるころにはコロナウイルスの先行きに出口が見えるようになっていることを念じております。少し字数をオー
バーしてしまったかもしれませんが、お許しいただきたいと存じます。

　４月上旬の大分は桜満開の中、放送大学の大分学習センターもまた新たな１年のスター
トを切りました。しかし、今年度はコロナウイルスの世界的なパンデミックの中での重苦
しいスタートになってしまっています。この巻頭言の依頼を２月に受けた時には、すでに
武漢での新型肺炎の局地的な大量発生が報じられていたとはいえ、世界中にこれが飛び火
し、今日のような状況になるとは予測できませんでした。その時点では、かねてから世界
が注目していた英国のEUからの離脱に関してとりあえず基本的な方向性について決着が
みられ、最終的な英国とEUの合意が１年以内にきちんと得られるか否かにはなお疑問符
が付くものの、国際社会における大きな関心事は秋に行われる米国の大統領選挙の行方、トランプ大統領の再選か
どうかに向かっていたと思います。そこで、本欄にも米国の大統領選挙をめぐる話題について書かせていただこう
かと考えておりました。しかるに、今回のコロナウイルス禍が世界に拡散し、国（州）単位、都市単位での封鎖
（lock down）が幅広く強制されるようになってきており、2020年度の世界の政治経済上の最大の事件がこれである
ことは間違いのないところです。これを反映してテレビや新聞のニュースや解説の大半がコロナウイルスについて
のものとなっており、今回の米国の大統領選挙に関連してもウイルス拡散とトランプ政権の対応が大統領選挙にど
んな影響をもたらすだろうかという議論が幅広く行われたりしています。秋に予定されている選挙への展望となり
ますと、ややジャーナリスチックな予想記事のようになってしまうのではないかとも危惧されるので、ここでは米
国の大統領選挙の基本的な仕組みとその背景を簡単に紹介することにしたいと思います。読者の皆さんにはやや退
屈かもしれませんがお付き合いいただければ幸いです。
　多くの方がご存じのように、米国の大統領選挙は、国民一人ひとりが大統領候補者個人に対して直接投票をし、
得票数が多いほうが勝つという仕組みにはなっていません。国民個人は、各州ごとに大統領選挙の選挙人（政党別
に各州に割り当てられた数の選挙人があらかじめ決められています）を選出するのです。各州における選挙人の数
は人口に応じて決められていて（総数は538で、現在最大の選挙人を有するのは55を有するカリフォルニア州に
なっています）、各州における国民の投票（一般投票ともいわれます）で多数を得た候補者の属する政党がその州
の投票人の総数を得て（勝者総取り）、投票人団（electoral collegeともよばれます）を構成し、この投票人が投票
し多数を獲得した候補者が大統領選挙の勝者になります。2016年の選挙では、ヒラリー・クリントン候補のほうが
一般投票ではトランプ大統領を百万票も上回っていたにもかかわらず、あのような結果となったのはこの大統領選
挙の仕組みのおかげでした。このような結果となるのは2016年だけではなく、ケネディ大統領も一般投票ではニク
ソン候補に負けていましたが、選挙人団の投票では多数を占めることができました。
　当然のことながら、どうしてこのように複雑な投票方式にしたのかという疑問がわいてきます。2016年の大統領
選挙の直後にニューヨークタイムズにのった解説記事の中には、建国直後の米国においては、例えばワシントン
だ、ジェファーソンだといっても、農作業を中心に作業にいそしむ庶民には候補者がどういう考えを持っているか
やその候補者の人となりなど、誰がいいのかわからないので、身近な知人で代わりにその識見に基づいて投票をす
ることができる有識者を選ぶこととする制度（間接選挙）に合理性があったというものがありました。しかし、筆
者はもう少し深いものがあると考えています。それは、米国の建国の中心となった人たち（founding fathers）は、
旧い欧州から圧政からの自由を求めており、自由は封建制や王制、貴族制だけでなく、選挙における多数者の意思
で侵されることもあると認識しており、米国が連邦国家であることも相まって、各州内はシンプルな投票制度を採
択するが、連邦の大統領はより多数の州（各州は外交、防衛などを除けば主権を有するいわば国家なのです。State
そのものなのです）の支持を要するという仕組みにしたのではないかとも考えられます。
　この話のまとめに代えて、リンカーン大統領をめぐる話をしたいと思います。リンカーンは、ワシントン、フラ
ンクリン・ルーズベルトらとともに、米国の歴史上もっとも偉大な大統領の一人といわれています。日本では、奴

客員教員　山　神　　進2020年度の学習相談の開始にあたって
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客員教員・所長からのメッセージ

隷解放の父として、また、民主主義の基本とされる「国民の、国民による、国民のための政治（government of the 
people, by the people, for the people）」で有名ですが、大統領に当選する２年前に行われたケンタッキー州の上院
選挙では落選しています。当選した大統領選挙でも３番手の候補者といわれ、当選後も最も人気のない大統領とい
われていました。それは、リンカーン大統領が、個人的には奴隷廃止論者ではありましたが、大統領として奴隷廃
止を明確に唱えることができなかったので、奴隷廃止を唱える北部諸州には不人気であり、同時に、奴隷制の維持
を求める南部諸州でも不人気だったからでした。リンカーン大統領自身の言葉として、「奴隷制を廃止するといっ
て合衆国の統一が維持できるのなら喜んでそうする、奴隷制を維持してもいいといって合衆国の統一が維持できる
のなら喜んでそうする、しかし、いずれを選択しても合衆国の統一は維持できないのであれば、現状のように奴隷
制を廃止する州はそうする、そうでない州はそのようにとしかできない」というのです。結局、南部諸州は合衆
国からの分離独立を求めて南北戦争（civil war）に至りますが、奴隷解放をもたらしたのは北部諸州の軍事力であり、
そしてリンカーン大統領は合衆国の統一を維持した大統領として歴史に刻まれています（米国の最新の国立博物館
であるスプリングフィールドのリンカーン記念館では真っ先にこれが記されています）。この原稿が皆さんの目に
留まるころにはコロナウイルスの先行きに出口が見えるようになっていることを念じております。少し字数をオー
バーしてしまったかもしれませんが、お許しいただきたいと存じます。

　山神先生が文末に記されているように「コロナウイルスの先行きに出口が見え」てきたかもしれません。第
二波が小さいことを祈りつつ、６月から当センターも段階的に通常業務に移行しています。そしてこの間、学
生の皆さんは学ぶ意欲を維持・向上させることにひじょうに苦労したのではないかと思います。そうしたこと
から、「段階的」とはいいつつ、学習相談と卒研指導は最優先で取り組むこととしています。
　現代は先の見通せない時代だといわれ、コロナウイルスのパンデミックの問題はまさしくその典型です。こ
のコロナウイルス禍が早期に収束するとは思えず、これからはafter coronaを想定するよりも、with coronaを
考えることが必要だともいわれています。
　そうしたことも含め、このところマスコミで、オンライン授業や会議だけでなく、オンラインが頭に付く議
会、旅行、結婚式、飲み会などが紹介されています。自宅などで仕事をするテレワークを基本とする企業も
多くなり、after coronaとなってもテレワークが常態化するのではないかと予測されています。皮肉にもコロ
ナウイルス禍が私たちの働き方改革を促進しているといえます。
　放送大学でも、全国の学習センターの所長・事務長会議や各地域のブロック会議が、オンラインで開催され
始めました。当センターでも、一部の学習相談や卒研指導がオンラインで行われていますが、今後は当セン
ター主催のオンラインカフェや学習相談等ができるようになると思います。
　このオンラインのシステムでの教育・指導や相談のメリット、デメリットを整理した上で、どう普及させ活
用するか、教育工学・情報教育がご専門の客員教員の山下茂先生にもご相談しながら進めていきたいと考えて
います。山下先生によれば、センターのパソコンサークルで先行的に検討を始めたいとのことです。学生の皆
さんの自主的な活動の輪が広がり、学生同士の“学び合い、教え合い”に発展すれば学習効果もさらにアップ
すると期待されます。with coronaの時代、私たちの生活様式を見直すことが求められる中、スタッフ一同、学
生の皆さんの学びのサポートのあり方を常に考えていきたいと思います。

所長からのメッセージ

‘オンライン’の活用に向けて

　４月上旬の大分は桜満開の中、放送大学の大分学習センターもまた新たな１年のスター
トを切りました。しかし、今年度はコロナウイルスの世界的なパンデミックの中での重苦
しいスタートになってしまっています。この巻頭言の依頼を２月に受けた時には、すでに
武漢での新型肺炎の局地的な大量発生が報じられていたとはいえ、世界中にこれが飛び火
し、今日のような状況になるとは予測できませんでした。その時点では、かねてから世界
が注目していた英国のEUからの離脱に関してとりあえず基本的な方向性について決着が
みられ、最終的な英国とEUの合意が１年以内にきちんと得られるか否かにはなお疑問符
が付くものの、国際社会における大きな関心事は秋に行われる米国の大統領選挙の行方、トランプ大統領の再選か
どうかに向かっていたと思います。そこで、本欄にも米国の大統領選挙をめぐる話題について書かせていただこう
かと考えておりました。しかるに、今回のコロナウイルス禍が世界に拡散し、国（州）単位、都市単位での封鎖
（lock down）が幅広く強制されるようになってきており、2020年度の世界の政治経済上の最大の事件がこれである
ことは間違いのないところです。これを反映してテレビや新聞のニュースや解説の大半がコロナウイルスについて
のものとなっており、今回の米国の大統領選挙に関連してもウイルス拡散とトランプ政権の対応が大統領選挙にど
んな影響をもたらすだろうかという議論が幅広く行われたりしています。秋に予定されている選挙への展望となり
ますと、ややジャーナリスチックな予想記事のようになってしまうのではないかとも危惧されるので、ここでは米
国の大統領選挙の基本的な仕組みとその背景を簡単に紹介することにしたいと思います。読者の皆さんにはやや退
屈かもしれませんがお付き合いいただければ幸いです。
　多くの方がご存じのように、米国の大統領選挙は、国民一人ひとりが大統領候補者個人に対して直接投票をし、
得票数が多いほうが勝つという仕組みにはなっていません。国民個人は、各州ごとに大統領選挙の選挙人（政党別
に各州に割り当てられた数の選挙人があらかじめ決められています）を選出するのです。各州における選挙人の数
は人口に応じて決められていて（総数は538で、現在最大の選挙人を有するのは55を有するカリフォルニア州に
なっています）、各州における国民の投票（一般投票ともいわれます）で多数を得た候補者の属する政党がその州
の投票人の総数を得て（勝者総取り）、投票人団（electoral collegeともよばれます）を構成し、この投票人が投票
し多数を獲得した候補者が大統領選挙の勝者になります。2016年の選挙では、ヒラリー・クリントン候補のほうが
一般投票ではトランプ大統領を百万票も上回っていたにもかかわらず、あのような結果となったのはこの大統領選
挙の仕組みのおかげでした。このような結果となるのは2016年だけではなく、ケネディ大統領も一般投票ではニク
ソン候補に負けていましたが、選挙人団の投票では多数を占めることができました。
　当然のことながら、どうしてこのように複雑な投票方式にしたのかという疑問がわいてきます。2016年の大統領
選挙の直後にニューヨークタイムズにのった解説記事の中には、建国直後の米国においては、例えばワシントン
だ、ジェファーソンだといっても、農作業を中心に作業にいそしむ庶民には候補者がどういう考えを持っているか
やその候補者の人となりなど、誰がいいのかわからないので、身近な知人で代わりにその識見に基づいて投票をす
ることができる有識者を選ぶこととする制度（間接選挙）に合理性があったというものがありました。しかし、筆
者はもう少し深いものがあると考えています。それは、米国の建国の中心となった人たち（founding fathers）は、
旧い欧州から圧政からの自由を求めており、自由は封建制や王制、貴族制だけでなく、選挙における多数者の意思
で侵されることもあると認識しており、米国が連邦国家であることも相まって、各州内はシンプルな投票制度を採
択するが、連邦の大統領はより多数の州（各州は外交、防衛などを除けば主権を有するいわば国家なのです。State
そのものなのです）の支持を要するという仕組みにしたのではないかとも考えられます。
　この話のまとめに代えて、リンカーン大統領をめぐる話をしたいと思います。リンカーンは、ワシントン、フラ
ンクリン・ルーズベルトらとともに、米国の歴史上もっとも偉大な大統領の一人といわれています。日本では、奴
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学習センターにはカフェや面接授業を行う教室の他、学生の方はどなたでも利用できる図書
室、学生控室があります。
まずは事務室窓口のカウンターや学生控室の掲示板をチェック。公開講演会、テニス・グラ
ウンドゴルフ・囲碁大会、納涼会・忘年会など、学生行事の最新情報も手に入ります。

大分学習センターって
どんなところ？

学習センター
活用法

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、4月上旬より全国の
学習センターが入館禁止となっていましたが、6月から順次入館が再開されています。
まだ学習センターに足を踏み入れたことがない方、しばらく足が遠のいている方に、改め
て大分学習センターはどんなところかご紹介♪

大分学習センターは別府大学別府キャンパス内、39号館2階にあります。放送大学の学生
も、別府大学の図書館や学食が利用できます。
ちょっと離れていますが、来所のついでに足を延ばして、別府大学附属博物館、大分香り
の博物館などを見学するのもおすすめです。

障がい者専用駐車場、グラ
ウンド臨時駐車場をご利用
の方はこちらから。
道路に面した「放送大学　
大分学習センター」の白い
看板が目印。
JR別府大学駅方面から徒歩
の場合は正門よりも近道で
す。階段を上り下りせずに
39号館に出入りできます。

障がい者専用駐車場、グラ
ウンド臨時駐車場をご利用
の方はこちらから。
道路に面した「放送大学　
大分学習センター」の白い
看板が目印。
JR別府大学駅方面から徒歩
の場合は正門よりも近道で
す。階段を上り下りせずに
39号館に出入りできます。

向かって右側に駐車場、左側に学食「和(なごみ)」
と石垣に囲まれた広場があります。広場とメディ
ア教育・研究センター（別府大学 100 周年記念館）
の建物の間にある階段を下ると、正面に大分学習
センターの入口が見えます。

隠れ家風？の入口をくぐると目の前に階
段とエレベーターがあります。大分学習
センターは 2 階。1 階のラーニング・コ
モンズも自習等に利用できます。

39号館ってどこ？
ところで

※来所の際は、マスクの着用・手指の消毒、入館時記名等、新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力ください
ますようお願いいたします。

開所日　火～日曜日 (月曜・祝日は閉所 )　受付時間　9：30～18：00

↑別府大学正門から…

←東門から…

←大分学習センター入口

教務（学生係）より
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学生相談・カウンセリング
　　小野貴美子先生（臨床心理学）

学生相談・心理カウンセリングを受け付けております。（日曜日除く）

教務（学生係）より

毎週火曜から金曜まで、８名の客員教員が日替わりでオープンユニバー
シティカフェや学習相談を行っています。
※カフェ、学習相談は申し込みが必要です。事務室窓口にある申込用紙に必要事項を記入し、提
出してください。当日の申し込みも可能ですが、学習相談は教員のスケジュールや他の学生の
相談状況によりご希望に添えない場合もあります。ご了承ください。

金

木

水

火
どのような歴史認識を持っているかで、現在の
諸問題に関する認識も変わります。
戦後日本の国民主権に基づく民主的制度を根
本から変えようとする動きも強くなっています。
皆さんの関心のある問題を知らせてください。資
料を集めて考えましょう。

学習相談　第１火曜日

第３火曜日　13：15～15：15

このカフェでは発音練習、ロールプレイで会話練
習をすることなどといった活動をしています。参
加者にとって気楽に有意義な時間が過ごせると
思います。英語を楽しく練習しましょう！
Let’s have fun practicing English!

学習相談　第１～第３火曜日

第４火曜日　13：30～15：30

学生諸君の関心がある国際政治経済の動向につ
いて意見交換を行い、洞察を深めます。
毎回、授業の最初に参加者の議論をしたいテーマ
について尋ね、それに基づいて議論を行います。
また、講師の側からは、日本経済新聞や
International；New York Timesの記事のなか
から１～２件の話題を提供し、意見交換を行いま
す。

学習相談　第２～第４水曜日

第１水曜日　13：00～15：00

パソコンやインターネットなどについて分からな
い事、疑問などはありませんか？　初心者もそう
でない方も、皆さんで活動しながら、教えたり教
わったりしながら楽しくICTを使えるようになろ
う。
みんなでいろいろチャレンジしていきましょう！
皆さんからの要望もお待ちしています！

学習相談　第１・第３水曜日

第２・第４水曜日　13：00～15：00

私たちは、日常生活の中で他者から影響を受
け、また他者に影響を及ぼす存在です。社会心
理学は、対人関係や集団・社会の中でのそうし
た人間行動の諸相や法則性を明らかにする科
学です。カフェでは、日常生活の事例を引き合い
に出しながら、対人認知・対人魅力、リーダー
シップ、ソーシャル・サポートなど、社会心理学の
理論やモデルを考察します。

学習相談　随時

第２木曜日　13：00～15：00

短い物語を一緒に読みながら、英語の文章がスムー
ズに読めるよう、読むコツを身につけていきます。
最初は、比較的簡単な英語で書かれた物語を最後
まで読み通すことで、まずは物語を読む楽しみを味
わいましょう。参加する学生は、事務室でコピーを受
け取り、自宅で辞書を調べながら一通り読んできて
ください。当日は英和辞典を持参してください。

学習相談　第１・第２・第４木曜日

第３木曜日　13：30～15：30

臨床心理学とは、人の心に生じる様々な困りや問
題を理解し、必要な支援を考えようとするもので、
とても実践的な分野です。臨床心理学を学ぶに
は、理論や概念を覚えることだけでなく、「臨床素
材」に触れるということが大切です。それにより、よ
り具体的で実感の伴った学びが可能になります。
このカフェでは、臨床素材として映画をとりあげる
ことにします。

学習相談　第３金曜日

第１金曜日　14：00～16：00

私たちは毎日食べ物を食べています。風邪をひいて熱を出
したときなど「栄養のあるものをしっかり食べてゆっくり休ん
でください」などと優しい声をかけられることがあると思いま
すが、栄養のある食べ物とはどんな食べ物なのでしょうか。
そもそも「栄養」とはなんでしょうか。今回はこういったごく基
本的なことを考えてみたいと思います。この基本をしっかり
理解すると、食べ物や健康についての理解が一層深まるの
ではないかと思います。
学習相談　第４金曜日

第２金曜日　13：00～15：00
「臨床心理学について」

渡邉亘先生（臨床心理学）

「くらしの社会心理学」
古城和敬所長（教育社会心理学）

「国際政治経済の動向について」
山神進先生（国際政治・比較政治・東アジア地域研究）

「今と歴史を学ぶ（日本近現代史）」
　合田公計先生（日本近現代史・戦後改革・農業改革）

「栄養とは？食べ物とは？」
望月聡先生（栄養生化学・水産化学）

「英語で物語を読んでみよう」
三重野佳子先生（アメリカ文学）

「パソコン相談ラウンジ＆パソコン活用ワークショップ」
山下茂先生（教育工学・情報教育・理科教育）

「Open University English Café with Gerald Shirley」
シャーリー・ジェラルド先生（英語・外国語教育）

随時
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― OPAC（蔵書検索システム）を使ってみよう！ ―
放送大学附属図書館のホームページ（http://lib.ouj.ac.jp/）にログインして
OPACシステム簡易検索の検索窓に資料のタイトルやキーワード等を入れて検索し
てみましょう。
「予約」のボタンがあれば館外貸出ができます。また「禁帯出」の表示でもセン
ター内で閲覧できます。（その場合は学習センターの図書カウンターでお申し込みください）
閉講科目の中には多くの名講義があります！特別講義も大変面白いです。
また、学術雑誌の論文や新聞記事なども読むことができます。是非ご利用ください。

新刊図書のご案内 2020年度
新たに配架した図書の一部をご紹介します。

FACTFULNESS（ファクトフルネス）日経BP社
ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド　著
上杉周作、関美和　訳

　昨年まで客員教員をされていた上野德美先生の推薦図書です。
　スウェーデンの医師ハンス・ロスリングが手掛けたベストセラー。
　まずは巻頭のクイズに挑戦。不正解だらけで驚いたなら「ドラマチックすぎ
る世界の見方」に侵されていることを疑ってみるといいかもしれません。デー
タを基に世界を「正しく」見る大切さがわかりやすく説かれており、今を生き
抜くヒントが詰まっています。
　筆者は心配すべきグローバルなリスクの一つとして「感染症の世界的な流
行」を挙げています。まさに今手に取りたくなる一冊です。
　訳者の一人である関美和さんは著者の語り口が聞こえるように訳すことを大
切にしてきたそうです。和書とかけ離れた印象を受けない読みやすさが特長。

このほかにも　季語うんちく・学問のしくみ・世界の祝祭日…等々
多彩な図書を取り揃えました。学びの一助としてどうぞご活用ください。

せ
っ
か
く
大
学
生
な
の
だ
か
ら

知
っ
て
お
き
た
い
大
学
の
こ
と

触
れ
難
い
き
ら
め
き
を
手
中
に
収
め

じ
っ
く
り
眺
め
ら
れ
る
贅
沢

食
材
の
個
性
を
知
っ
た
な
ら

食
事
が
変
わ
る　

毎
日
が
変
わ
る

＊これらをはじめ、センター所蔵図書は全て館内閲覧のみとなります（FACTFULNESSを除く）＊

図書・視聴学習室より

館外
貸出可
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ゆふ会（同窓会）会員募集
●会員資格：在学生・卒業生・現旧職員
●会　　費：終身会費　10,000円（一度納入して頂ければその後の会費は頂きません。）
　　　　　　※入会希望の方は事務室までお問い合わせください。

今後の学生行事予定 ※参加を希望される方は事務室窓口・またはお電話にてお申し込みください。
初めての方もお気軽にご参加ください！　 TEL.0977-67-1191

●第19回　囲碁大会
　日　時：９月16日（水）
　場　所：教室１
　参加費：無料
　締　切：９月13日（日）

●第36回　親睦ゴルフ大会
　日　時：11月９日（月）
　場　所：未定
　参加費：プレー代＋1,500円
　締　切：11月１日（日）

春、夏、秋の年３回開催します。腕に自信の
ある方も初心者も奮ってご参加ください。

◆行事に参加される方は、学生教育研究災害傷害保険に加入してください。
　事務室窓口にて保険料（100円）を支払い、手続きをしてください。

●納涼会

●第16回　テニス大会
　日　時：11月３日（火・文化の日）
　　　　　10：00～
　場　所：旧・別府大学大分キャンパス
　参加費：500円
　締　切：10月27日（火）

開放的な大分キャンパスのテニスコートで
爽やかな汗を流しませんか？

「頭脳スポーツ」ともいわれる囲碁で脳を鍛えま
しょう。初心者も大歓迎！

●第25回　グラウンドゴルフ大会
　日　時：8月10日(月・祝)10：00～
　場　所：別府大学別府キャンパスグラウンド
　参加費：無料
　締　切：8月5日(水)
4月6日の予定でしたが変更になりました。
今回は祝日開催です！

※未定箇所については決定次第、センター掲示板等にてお知らせいたします。
学生行事は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や悪天候などの事情により、中止・日程変更（延期）と
なる場合があります。ご了承ください。最新の情報はセンター掲示板、HP等でご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、８月１日(土)に予定していた納涼会は中止
となりました。ご了承ください。

 

第32回
学生
研修旅行

日　時：11月23日（月・祝）日帰り
場　所：熊本方面（熊本地震後再建工事中の熊本城他を見学予定）
　　　　※バス乗車場所：大分駅または別府大学正門前
参加費：未定（3,000～6,000円程度見込み）
締　切：10月20日（火）
※募集人数30名　先着順。定員に達し次第締め切ります。

教務（学生）係より

日　時：9月21日（月・祝）10：00～（現地集合）
場　所：由布市湯布院町中川1849-2　茶房「風曜日」
参加費：1,500円
締　切：9月13日（日）

お待たせしました！
4月29日（水・祝）に
予定していた

「自然探勝と食味の会」を
9月に開催します。

お待たせしました！
4月29日（水・祝）に
予定していた

「自然探勝と食味の会」を
9月に開催します。

第22回 自然探勝と食味の会第22回 自然探勝と食味の会第22回 自然探勝と食味の会
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塗りつぶしは閉所日です

今後の予定（7月～10月）

 10日 第25回グラウンドゴルフ大会
 22・23日 教員免許更新講習修了認定試験

 2日 第15回テニス大会
 6日 第36回親睦ゴルフ大会
 14～21日 単位認定試験

 5日 公開講座（大分県立図書館）
 16日 第19回囲碁大会
 19日 卒業研究中間発表会
 21日 第22回自然探勝と食味の会
 27日 2020年度第１学期学位記授与式・
  2020年度第２学期入学者の集い

 17・18日 面接授業「16、17世紀の日本と欧州」
  面接授業「ICT活用学習の初歩」
 24・25日 面接授業「八幡神とはなにか」
  面接授業「人間関係学入門」
 31日 別府大学石垣祭

※日程は変更になる場合があります。最新の情報は学習センター掲示板、HPにてご確認ください。

　2020年度第1学期の単位認定試験は自宅受験と
なります。学習センターでは試験を行いませんので
ご注意ください。

◇単位認定試験について◇

　2020年度夏期の教員免許更新講習修了認定試験
は自宅受験となります。学習センターでは試験を行
いませんのでご注意ください。

◇教員免許更新講習修了認定試験について◇
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