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　当センターに着任して3回目の第2学期を迎えます。
そして、私にとっては今回初めて、面接授業の越境受講
の “解禁” を経験します。全国各地から受講者が集まる
と、各地の学習センターについての情報交換もできて、
さらに皆さんの学習意欲が高まると期待されます。しか
し一方で、コロナ感染による全国の死者数は、連日三桁
の人数で推移していたのが二桁になったものの、すでに
累計4万人を超えています。テレビのニュースで、抑揚
もなく死者数が発表される様子は異様な気がしてなりま
せん。私たちが地道にやっていくことは、感染防止対策
の徹底を図り、安全かつ安心な学習環境をつくることだ
と考えています。
　さて、当センターでは大分県立図書館のご協力を得て
公開講演会を開いています。先月9月3日の本年3回目の
講演会では、大分大学理工学部の中島誠先生に『デジタ
ル技術とヒトの行く先－AIやDXなどいくつかのキー
ワードから』と題して最新の情報科学トピックスについ
てお話しいただきました。その後半部分では、同じ文章

を本で読んだ場合と電子書籍のディスプレイ（スマホや
タブレット等）で読んだ場合でどちらの文章記憶が正確
か、といった研究結果が紹介されました。
　興味深いことに、紙の本で読んだ方がディスプレイで
読んだときより文章記憶がいくぶんとも正確で長もちす
るようです。この点をネット上で調べると、本で読む場
合は、ページごとの紙の手ざわり感や本1冊の重量感も
感じながら読むことになり、どこのあたりにどんなこと
が書かれていたかも記憶に残こりやすいことが読み取れ
ます。なお、上記ウエブサイトには、紙の本の読書と電
子書籍のディスプレイによる読書のどちらを好むかとい
う調査もありました。大学生の92％が前者を好み、こ
の傾向は万国共通のようです。その一方で、9月16日の
地元紙大分合同新聞には「デジタル教科書　急拡大」と
いう記事が載っていました。「読解力向上には紙の教科
書が適切との意見も強く、併用しながらどう学習効果を
高めるか今後の活用が期待される。」と書かれています。
　ICTを活用する時代にあって、それらを使う人間の心
理過程についてはさらに深く多面的に検討する必要があ
ります。
　今学期も、対面的な学習の場として、そして交流の場
として当センターを大いに活用願います。
 参考  https://gigazine.net/news/

20190207-paper-versus-screens/



面接授業追加登録のお知らせ

通信指導について

10月15日(土)12時　放送大学ウェブサイト＆大分学習センターウェブサイトに掲載

10月20日(木)10時～　科目ごとに定められた受付期間

（１）窓口申請　または　（２）郵送申請

（１）窓口申請

当該科目を開設する学習センター・サテライドスペースで行います。
空席数よりも申請者数が多い場合は、抽選による選考を行います。

※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となります。余裕を持って提出(送信)してください。

択一・併用科目：1月6日／記述科目：1月16日までに届かない場合は、大学本部まで
連絡してください。

　科目登録決定後、空席のある科目については、追加登録受付期間中に科目の追加登
録をすることができます。この機会を活かして面接授業にご参加ください。

追加登録の受付について

空席状況の発表

2022年10月下旬～11月上旬
（11月4日までに届かない、落丁等ございましたら、大学本部に連絡してください）

通信指導送付時期

郵送　2022年11月15日(火)　　 ～11月29日（火）必着
Web　2022年11月  8日(火)10時～11月29日（火）17時

提出期間

当該科目の担当教員が添削を行い、1科目ごとに返送されます。評　価

2022年12月末頃～2023年1月上旬添削結果返送時期

申請方法

追加登録受付期間

・追加登録申請書
・授業料（1科目 5,500円）
・学生証

必要な物 備　考
○空席数よりも申請者数が多い場合は、追加登録受付初日
（10/20　午前10時）までに来所の方を対象に抽選を行いま
す。それ以降は先着順です。

　なお、追加登録受付初日以前に窓口に来所しての受付・お預か
りはできません。

○当該学生の学生証をご持参の方であれば、代理人による登録も
可能です。

（２）郵送申請（現金書留にて以下の書類を郵送してください）

・追加登録申請書
・授業料（1科目 5,500円）
・学生証のコピー
・返信用封筒（長形3号・
　84円切手貼付・宛名明記）

必要な物 備　考
○空席数よりも申請者数が多い場合は、受付初日2日前（10/18）
までに到着したものは、受付初日午前10時までに来所の方分と
併せて抽選します。それ以降は先着順です。

○期限内に郵便が届かなかった場合や、満席の場合、内容に不備
がある場合は、返送にかかる経費（現金書留郵便代）を授業料
から差し引いた額を返送いたします。予めご了承ください。

面接授業とは：
学習センターなど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。連続する土日に、90分の授業
を7回、45分の授業を1回、計8回行われます。（大分学習センター開設の面接授業の場合、実施時間は9時
45分～16時50分）成績評価は、試験・レポート等、担当講師の指定する方法により行い、合格者には1単
位が認定されます。
大分学習センターで開設される面接授業については、冊子『面接授業時間割』または、「システム
WAKABA→シラバス参照」をご覧ください。

通信指導問題を提出し合格しないと、
単位認定試験は受験できません。注意注意
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5名の学生アシスタントも寄り添って
先生お二人がさらに工夫を重ねて

感染症の予防対策をしながら、少しずつ学生行事を再開しています。久しぶりの交流は
あちこちで笑顔があふれます。やっぱり、心が触れ合うのはよいですね、すがすがしい気
持ちになります。

第52回 ボウリング大会 第41回 親睦ゴルフ大会第23回 囲碁大会

～ ピアティーチングを活用した ～ パソコン初心者講習

ピアティーチングとは、教え合い学び合
うことです。「こんなこと聞いてよいかし
ら」と躊躇させません。今までのどんな
講習よりも、「わからない」が「わかる」
に変わった充実の講習でした。

　卒業研究履修生による発表会で
す。指導教員や所長から、具体的な
アドバイスやご指導が響きます。
　次年度履修生も含めて参加者
みんな真剣。5名の履修生はこれ
からまとめにはいります。最終発表
会は2月18日です。興味のある方
はぜひお越しください。

グラウンドゴルフ大会 10周年記念テニス大会

第2期は2月、3月に開催します。お楽しみに！！第2期は2月、3月に開催します。お楽しみに！！

10 1010 10 11 311 3
会　　場　別府大学グラウンド
集合時刻　9：30
参 加 費　無料
申込〆切　10月6日（木）

会　　場　宇曽山荘（予定）
集合時刻　9：00
参 加 費　1,000円
申込〆切　10月23日（日）

月・祝 木・祝 水・祝
11 2311 23

卒業研究　中間発表会

3年ぶりに開催予定 !!
詳細は後日お知らせします、

どうぞお楽しみに

3年ぶりに開催予定 !!
詳細は後日お知らせします、

どうぞお楽しみに

学生研修旅行

学生行事のご報告
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　9月25日　全科履修生15名に学位記が授与されました。
　全科履修生として入学する学生のうち、晴れて学士を取得できる方は全国の入学生でも3
分の１です。学びの道は決して平坦なものではなく、心から敬意を表します。大分学習セン
ターは皆さんのさらなる学びを支援いたします。在学生の皆さんも、卒業生の皆さんもまた、
どうぞセンターをご活用ください。

　吹く風に秋の気配を感じる頃となりました。

　本日は私たち卒業生のためにこのように盛

大な卒業証書・学位授与式を開いていただき

まして誠にありがとうございます。

　私が心理学を学びたいと放送大学の門を叩

いたのは4年半前でした。放送授業を聴き,提

出課題を出して単位認定試験を受けるの繰り

返しで,慌ただしく過ごして参りました。本日

遂に卒業の日を迎えたと思うと感慨深いもの

があります。

　学び始めた頃は,講座を受講するたびに自分

の子育てと重ねてしまい,反省することばかり

で気分が落ち込む時もありました。しかし,学

びを進めるうちに,「明日のために今がある」

と前向きに捉えることができるようになりま

した。心理学のみならず全ての学問は相互に

関連しており,人間関係や生活の大事な場面で

物事を俯瞰して見ることができるようになり,

また思考が柔軟になり世界が広がりました。

　先人の教えを学ぶ過程で,全てを鵜呑みにす

るのではなく,そこから自分が何を育て,何を

考えていくのかが重要だと,多くの講義を受講

する中で気づいたことでした。

　「今の常識はあくまで今のもの」というのが

私が放送大学で学んだ根幹です。

　講師の先生に対面で授業を受けることがで

きる面接授業,時間が合う時は,カフェや,パソ

コンサークルにも参加しました。

　カフェでは気軽に講師の先生に質問ができ,

印刷教材では得られない情報を得ることがで

きました。

　パソコンサークルでは,全くの初心者の私

を,講師の先生をはじめ周りの方が丁寧に教え

てくださり,今では放送大学に関することは困

らずできるようになりました。

　それぞれ学びを同じくする学生の方と交流

できる貴重な場でした。

　卒業研究も経験しました。所長の古城先生

が指導を引き受けてくださいました。

　未熟な私を丁寧に暖かくご指導くださいま

した。テーマ設定が甘かったという反省が残

りますが,論文を書く中で,研究論文のデータ

の読み方,論文の書き方,情報の整理の仕方,パ

ワーポイントの作り方,プレゼンテーションな

ど放送授業だけではできない経験をすること

ができました。苦しくもありましたが,楽しい

時間でした。古城先生に心より感謝申し上げ

ます。

　学部の学びを終えて,これからのことを考え

ると,まだまだ学ぶことを止めたくないと思

い,生活と福祉コースに再入学をしました。心

理学の勉強も継続したいと考えています。

　今,コロナというパンデミックに飲み込ま

れ,多くのものが変化し,情報化が促進してい

ます。世界情勢も不安定になり,私が放送大学

に入学した4年半前はこんな時代がくるなんて

想像もしていませんでした。

　生涯現役という言葉が現実になってきた今,

生涯学習も必須になる,そんな時代が来ている

のかもしれません。学びたい気持ちがあって

も場所がなければどうにもなりませんが放送

大学はそのニーズに応えてくれます。また何

らかの理由で学びの場から距離を置かざるを

得なかった人たちが学びたいと思った時いつ

でも学べるよう,メディア教育の先駆者である

放送大学は進化しながら大きく翼を広げて存

在し続けて欲しいと思います。

　この放送大学の存在と素晴らしい先生方,常

に学生に寄り添いながら学ぶ環境を整えてく

ださった古城所長をはじめ大分学習センター

事務局の皆様,　同窓の皆様,　そして家族,お

世話になったすべての方々に感謝申し上げる

とともに,皆様の今後のご発展を祈念してお礼

の言葉とさせていただきます。

令和4年9月25日

卒業生代表 謝辞 心理と教育コース　駒田　登志栄

2022年度第1学期　卒業証書・学位記授与式のご報告
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生活と福祉コース １名
心理と教育コース 10名
人間と文化コース ２名
情報コース １名
自然と環境コース １名
―――――――――――――――
2021年度第2学期卒業生 計15名
大分学習センター累計  777名

教養
学部

2022年度第1学期卒業・修了生内訳

　生涯学習として、マイペースで学習してきました。
　視野が広がる喜びが魅力で、再入学し学び続けたいと思っ
ています。
　皆さんも楽しみながら頑張ってください。

生活と福祉コース　匿名希望　50代　女性

　心理学を学びたいと考え、仕事をしながらだったので放送
大学を選びました。
　面接授業やカフェなどで友人もでき、卒業研究も経験しま
した。
　試験勉強も久しぶり、パソコンも苦手で大変でしたが、そ
れはそれで刺激があり楽しい時間でした。いくつになっても
学ぶことは楽しいです。
　学生生活を支えてくださったのが事務局の方々でした。常
に良い環境を整えてくださり、惜しみないサポートをしてく
ださいました。感謝申し上げます。

心理と教育コース　駒田　登志栄　女性
　平成26年秋、「学芸員」の資格取得を目指して、「人間と
文化コース」に入学。博物館実習を九州産業大学で放送大学
1期生として受講、3年（6期）目に資格取得。翌年、その勢
いで卒業研究を行い、前田前所長から「卒業か」と問われ、
「いいえ」と返答。5年目以降は単位取得に四苦八苦して、8
年目でやっと卒業。お蔭で、新たな学習意欲が生まれ、10
月に「自然と環境コース」に再入学の予定。

人間と文化コース　熊本　智之　66歳

　入学した当時は,勉強の進め方など悩んだ事もありました
が,最後まで諦めずにやり遂げようと自分のペースでコツコ
ツやって来ました。やって行く内に,毎学期,色々な科目と出
会い,新しいことが知れるのが楽しく,学ぶ事の楽しさを放送
大学は教えてくれました。まだ学びたいことがたくさんある
ので,少し休んだら再び挑戦したいと思っています。今回,諦
めずにやり遂げることが出来て,自分の自信にもなりました。
学べて良かったです。

心理と教育　40代　女性

　主人を亡くした、64歳の時に放送大学を知りました。
入学してから10数年、やっと、2回目の卒業となりました。
　それまでの学生生活の中、学習センターの皆様にどれ程の
ご迷惑をお掛けしたことか
　お陰様で楽しい励みのある人生を、送ることが出来ました
のは、放送大学あってこそ、
　学習センターの皆様がいて下さったこそ、有難うございま
した。
　感謝‼　感謝申し上げます。これで放送大学も終わりにし
たいと思って居りました。
　ところが、卒業は出来たものの、初めての1教科不合格。
悔しくて、悔しくて、このままでは、終われない。
　「勉強は楽しむもの、勉強は続けるもの」と思って今まで
やってきたのは、何だったのか。これをバネにもう1度、頑
張ろうと思い3回目の入学をしました。
　3回目、頑張ります。

心理と教育コース　落第生

　私が卒業に至った最大の要因は、同じ志を持つ人々との出
会いと環境への参加にあったと思います。通信学習はとても
孤独な作業ですが、受験会場で多くの受験生を目の当たりに
し、面接授業で他生徒と一緒に学ぶことで「がんばっている
のは私だけじゃない」と実感できモチベーションを保つこと
ができました。卒業を目指すのなら積極的に面接授業を受け
ることをお勧めします。焦らず諦めず卒業目指してがんばっ
てください。

心理と教育コース　あも

　表・裏十年。漸く卒業&学士号取得。
　世界で、日本で様々なことが起こり、新たな講義が開かれ
た。世の流れに乗り、興味を持って取り組めた。得をした気
分である。申請分の学費とコース越境システムのお陰であ
る。寄り道し大いに楽しんだ。
　後半は老若男女参加の面接授業主体で考えていたが、コロ
ナ禍で叶わず。少々残念。
　私自身、コロナ切り・転職。だが然し、知ることの喜び・
考えることの楽しさを更に味わいたいと再入学。
　気の利いたアドバイスなんぞはできないが、率直な思いを
書いてみた。十年も掛けて成績はパッとしなかったが、何だ
か楽しい十年だった。苦しいときも有った（多かったか
な？）。
　さあ次の六年、楽しみ方を考えよう。

心理と教育コース　山本　庄司

卒業生Message

卒業生Message

卒業生Message

卒業生Message 卒業生Message

卒業生Message

卒業生Message
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同窓会会長より　卒業生への祝辞と
　　　　新入生・在学生へのメッセージ

　ご卒業された皆様、誠におめでとうございま

す。学ぶ喜びに満ちた日々を過ごしてこられた

のではないでしょうか。

　私は2020年に修士全科生・人文学プログラムを

修了しましたが、現在も教養学部の選科履修生で

す。何度でも入学したいほど放送大学が大好き

です。2006年に早稲田大学政経学部を卒業し、世

界的な経営コンサルティング会社での東京勤務

を経て独立し、2013年に妻の地元大分県で英語塾

を開設しました。その後、外国語教育の専門性を

得たいと考え、2014年に放送大学大学院の門を叩

きました。入学後、ある講義で人間の知能を従来

よりも広範に捉える理論に出会いました。日本

の英語教育に応用すれば、より深い教育効果が得

られるのではないかと着想し、修士論文を執筆し

ました。修士課程は通常2年ですが、お気づきの

通り、私は6年を要しました。この間には2年分の

休学期間も頂きました。第一線の研究者である

指導教員の大橋理枝教授には、長期にわたり忍耐

強く寛大なご指導を賜りました。今でも深く感

謝しています。

　放送大学のおかげで、修士課程の間も私は「社

会人」であり続けることができました。英語塾は

吹けば飛ぶような小規模事業ですが、不安定で苦

労を重ねながら継続できました。2015年と2019

年には宇佐市議選に挑戦し、皆様のおかげで2回

とも当選しました。日頃、多種多様な地域活動が

あり、企業や団体の役員も務めてきました。優し

い妻とともに、未就学児から小学生まで4人の子

を育ててきました。学生のまま、充実した日々を

幸せに暮らすことができました。関係各位にご

苦労をお掛けして恐縮ですが、大橋先生だからこ

そ、また放送大学だからこそ、私の有りようを許

容して頂いたと思います。

　その後は、修士課程での研究を基盤として大分

大学　大学院工学研究科博士後期課程へと進み、

社会人大学院生として研究活動を続けています。

人文学から理系博士課程への進学は異例と受け

取られることもありますが、放送大学で人文科

学、社会科学および自然科学の垣根を越えて、興

味関心の赴くまま学際的に学んできたことが役

立っています。国内外の学会で発表を経験し、昨

年は表彰も受けました。放送大学の良質さを物

語っていると思います。

　ご卒業は重要な節目であり、同様に貴重なこと

として、皆様は放送大学で生涯学習の扉を開かれ

たと思います。放送大学の仲間として共に歩ん

でまいりましょう。この度はおめでとうござい

ます。

大分学習センター
同窓会長

中本　毅
NAKAMOTO,Takeshi

「放送大学に出会えてよかった」

　今月のカフェは宇佐分室で開催します。宇佐分室は宇佐市・宇佐教育委

員会のご支援を得て、県内唯一の学習センター分室として設置されまし

た。国宝宇佐神宮のすぐ近く宇佐公民館の一室をお借りして放送教材等

の視聴施設として運営しています。

　今回は宇佐分室での開催ということで普段とは勝手が違いますが、一般

の方を交えての前半と学生のみで行う後半に分けて行います。ご興味の

ある方はご参加ください。詳細は同封のカフェ一覧をご覧ください。

前半13：00～14：00（一般の方・学生）
後半14：10～15：00（学生のみ）10/19（水）宇佐公民館場 所 日 時

放送大学大分学習センター

出前講座（カフェ） 「くらしの社会心理学」in宇佐
今
月
の
カ
フ
ェ
は

宇
佐
開
催
！
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＜紹介文＞
「わたしは、あんたの誰にも届かな
い52ヘルツの声を聴くよ」自分の
人生を家族に搾取されてきた女
性・貴瑚と、母に虐待され「ムシ」と
呼ばれていた少年。孤独ゆえ愛を
欲し、裏切られてきた彼らが出会う
時、新たな魂の物語が生まれる。注
目作家・町田そのこの初長編作品!

52ヘルツのクジラたち
著　町田そのこ　中央公論新社

声はきっと、だれかに聴こえる。聴こえないとして
も、その声はきっと、だれかに届く。52ヘルツの
声のように。

＜紹介文＞
ツイッターで発信され、ネット上で
大拡散されたあのネタが、太宰
治、三島由紀夫、夏目漱石といっ
た文豪から、星野源、小沢健二ら
ミュージシャンまで、100パターン
の文体にパワーアップして書籍化
されました。読めば爆笑必至の文
体模倣100連発。

著　神田桂一　菊池良　宝島社

確かにそれっぽい！表現でした。１作品あたり１、２
ページで完結するのでさらっと読めます。

もし文豪たちがカップ焼きそばの
作り方を書いたら

＜紹介文＞
淡水の鯉やフナ、ナマズ、手長エ
ビ、近海でとれるハタハタ、ノドグ
ロ、サメ、ヒラメ、回遊魚の鮭、サザ
エや貝類。その地域ならではの個
性豊かな魚介を使ったすし、かき
揚げ、洗い、煮つけなどご当地魚
の料理が集合

魚のおかず　地魚・貝・川魚など
（一社）日本調理科学会　企画・編集　　農文協
※本部に電子ブック有り

お魚の日本の各県の伝統的な調理方法を知れる
一冊です。これであなたもお魚料理の達人に♪

＜紹介文＞
先行き不透明な時代だからこそ、
前へ進むためには羅針盤は必要で
す。日常生活にあふれる数多の
「確率・統計」の事例を平易に語る
ことで、「確率・統計」を知るための
きっかけとなる書であり、社会の
動きや構造を知る書です。

初めての統計学
レジの行列が早く進むのはどっち！？

著　サトウマイ　総合法令出版

統計学は人生哲学であり、有限な時間を賢く生き
るための知恵です。－書中より－

＜紹介文＞
Instagramフォロワー34万人超
10万部突破ベストセラー『そのま
までいい』待望の恋愛編登場
厳選人気作品収録

キミのままでいい
著　たぐち　ひさと　Discover

言葉の一つ一つが、とっても恋愛関係において学
びになりました。私の場合、ですが・・・

＜紹介文＞
なかなか理解してもらえずに困っ
ていた「認知症のある方が実際に
見ている世界」が スケッチと旅行
記の形式で、すごーくわかる!
まるで「ご本人の頭の中を覗いて
いるような感覚」で、認知症のこと
を楽しみながら学べる一冊です。

認知症世界の歩き方
著　筧　裕介　ライツ社　※本部からの貸出可

この一冊で認知症の人の気持ちが少しでも理解
できるようになってほしい！！

※図書館の新刊コーナーに置いていますのでご自由に閲覧ください。

※＜紹介文＞はAmazonから引用しています。

～新刊図書のお知らせ～
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今後の予定（10月～12月）
※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、ウェブサイトにてご確認ください。
　また、お気軽に電話ください。

塗りつぶしは閉所日です。

推しカフ
ェ

推しカフ
ェ

　望月先生は、名古屋出身、食酢を作る会社で働いてい
たこともあるそうです。大分に来て、関さばがあまりに
も美味しく、なぜこんなに美味しいのかを科学的に解明
しブランド化に向け大いに貢献した立役者でもあります。
　カフェでは、人の生きる基本である食についてのお話
が沢山聞けます。テキストは『2022オールガイド食品
成分表』（実教出版）を使用しています。（貸出用あり）
写真も豊富で栄養・調理法・旬・産地などの解説もあり、
これを見るだけでも楽しいのですが、 話題が豊富で深い
知識が沢山ある先生の話を伺うのはもっと楽しいです。
　例えば9月のテーマは「魚についてもっと詳しく知ろ
う」でした。
　白身魚　　　　　　白筋＝速筋＝瞬発力　　
　赤身魚（≒青魚）　赤筋＝遅筋＝持久力
　　　　　　　　　　赤いのは鉄の色

　鯛は一週間くらい保存しても刺身
で食べられるのに、タラの刺身は6時間ぐらいで食べら
れなくなる。鮮度が落ちるのが早いからきびなごの半額
は買わない。魚の生臭さの話等々、次から次へ。
　参加者から「『食』って身近で生活に密着したもの、
それについて考えるのが楽しい」「質問がしやすく自由
に話せる」「参加者の経験や話も面白い」等の感想が出
ています。
　push、pushの食品カフェ　皆さんも一緒に楽しみま
せんか?

（文：全科履修生　松本ゆみこ）

栄養生化学、水産化学

 10日 第30回　グラウンドゴルフ大会
 15日 面接授業空席発表（12：00）
 15、16日 面接授業　『やさしい中国語入門』
  　　　　　『心理学実験２』
 20日 面接授業追加登録開始（10：00）
 22、23日 面接授業　『プレゼンテーション基礎』
  　　　　　『阿蘇・くじゅうの草原の歴史探訪』
 29、30日 面接授業　『プレゼンテーション応用』
  　　　　　『身体を診る～生活を支えるため』

 3日 10周年記念テニス大会
 8日 通信指導提出開始（Web10：00～）
 12、13日 面接授業　『はじめて学ぶ香りの科学』
  　　　　　『大分の水と温泉』
 15日 通信指導提出開始（郵送）
 19日 臨時閉所
 23日 第34回学生研修旅行
 26、27日 面接授業　『リハビリテーション入門』
  　　　　　『発達障害の理解と支援』
 29日 通信指導提出締切（Web17：00／郵送：必着）

 3、4日 面接授業　『経営学概論』
 10、11日 面接授業　『声に出して学ぶ英作文』
  　　　　　『心理検査法基礎実習』
 17、18日 面接授業　『博物館・美術館へのいざない』
  　　　　　『企業研究入門』
 24、25日 面接授業追加開講
  　　　　　『心理学実験2』

学生に
よる
学生に
よる

望月 聡先生
『食品の特徴をより深く知りましょう』
専門分野

10月10月

月 火 水 木 金 土 日12月12月     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 　

月 火 水 木 金 土 日11月11月   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

望月先生のカフェは、第３木曜日15時～17時
です。面白くて、とてもためになります。ぜひ
一度のぞいてみてください。

月 火 水 木 金 土 日

      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

8


