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　世界中に広がった新型コロナウィルスが、もやもやとした閉塞感のただよう日本社会に、追い打ちの圧迫をか
けています。メディアでは感染症の広がりや予防に関する情報に加えて、仕事の機会を奪われて途方に暮れてい
る方々のニュースが報道され、「都市封鎖」や「国難」という言葉も見られるようになりました。
　このような中で放送大学は令和２（２０２０）年度の第１学期を迎えました。カリキュラムの基本となる放送
授業は予定通りに開講されており、この点では本学の強みが発揮されているのですが、それでも新型コロナウィ
ルスへの対応で４月中の面接授業は中止を余儀なくされ、岡山学習センターの独自プログラムであるミニゼミ、
特別セミナーは開講を延期いたしました。新年度を迎えて勉学意欲を新たにされていた在籍者の皆様、とりわけ
入学・再入学されたばかりの皆様の中には、期待を裏切られ、出鼻をくじかれてしまった方も多いと思います。
授業を準備されてきた先生方も、やむを得ないという気持ちと拍子抜けの思いを口にされています。私もたいへ
ん残念です。中止や延期となった科目については、学期の残りや来年度を視野に入れて、できる限り受講する機
会を復活させたいと考えています。
　ところで、猿楽師の世阿弥が「初心忘るべからず」という有名な言葉を残しています（『花鏡』）。中ダルミに
なることを避けるために、あらかじめ、物事や年度の始まりに紹介されることも多い言葉です。放送大学で勉強
されている皆様は、人生の折々にこの教訓を戒めにし、努力を重ねてきたのではないでしょうか。ここで言われ
ている「初心」は、初々しい気持ちのことではなく、未熟な状態を指しています。世阿弥の戒めの趣旨は、物事
を始めたときの新鮮な気持ちを忘れずに頑張りなさいということではなく、努力を重ねて過去の未熟から現在の
域にまで自分を高めてきたことを思い起こしなさい、そして現在の未熟を将来の高いレベルへとさらに高めてい
きなさいということにあったようです。どちらの意味であっても自己を律する厳しい戒めとして心に迫ってくる
のですが、考えようによっては、「もっと自分に自信を持ちなさい、ここまでやってきたのだから、これからもやっ
ていけますよ、へこたれないでください」と受け取ることもできます。私はこのように解釈し、くじけそうになっ
ても諦めず、自分なりの努力を続けていこうと思います。キャンパスでまたお会いしましょう。

（３月２６日．記）

異常事態の新年度を迎えて 

岡山学習センター所長

松　本　俊　郎
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放送大学岡山学習センター



　わたしは、2020年３月に、「自然と環境コース」を
卒業し、４月から「人間と文化コース」に再入学する。
例年なら、３月末の午前中に「卒業証書伝達式」と、
午後は「入学者のつどい」が開催されるのに、今回は
コロナウイルス感染防止対応で中止され残念だ。自分
の意思と資金と時間で、入学し学習して卒業できるの
は嬉しいことだ。小・中・高と卒業式は、その他大勢
で「以下同文」だった。2018年３月に体験した「心理
と教育コース」の学習センターでの「卒業証書伝達式」
は、各人が所長先生の前に出て、丁寧に証書文を全て
読み上げてもらい受け取る。初めて「自分の卒業式」

　８年前に会社を定年退職し、これまで苦労を掛けて
きた嫁さん孝行とやらに精を出そうと思うのだが、40
代、50代と海外を飛び回っていたので、中々板につか
ない自分がいた。２年半もプロジェクトで客先とやり
あいながら海外から殆ど家に帰らなかったこともあっ
た。退職１年目には御遍路で四国を回ったり、一人で
海外を歩いたり、随分自分勝手なものだと思う。退職
後２年目から何かメリハリを付けねばという気持ちと、
歴史が好きだったこともあり、放送大学に入学した。
歴史だけでなく、色んな事を知ることができる。英会
話クラブに入会。色んな人がいた。面接授業に行くと

を実感できて感激した。午後からは「自然と環境コー
ス」への再入学で、「入学者のつどい」に参加して、
やる気スイッチを入れた。
　2014年、孫の誕生と成長が入学の動機となり、「教
育学」や「心理学」、「乳幼児心理学」を求め、「心理
と教育コース」に入学して、2015年10月にスタートし
た。学び始めると、学習したい分野とか、項目が多い
から、継続再入学となる。放送大学にはすばらしい人
が多数在籍している。この人達の人物観察も、楽しみ
たい。「我以外皆我師」だ。気力と体力と資金が続く
限り、「学び」を継続したい。

色んな人がいる。夜の居酒屋巡りも楽しい。お城、川、
街並み、古い建物。早朝の散歩は楽しい。講師の方々
も魅力のある授業をしてくださる。ある講師の方とは
英語のメールをやりとりし、添削もしてもらえる。大
学祭で皆さんにコーヒー１杯を飲んでもらうための皆
との一体感。他のサークルの皆さんにも声をかけても
らえる。こういう楽しみがあるから生活にリズムが生
まれ嫁さんともランチに行き、近場を歩いたりできる。
放送大学は、自分の生活の一部になってきた感じがす
る。放送大学って何だろうと思える幸せな自分がここ
にいる。４月から３回目の新入生です。よろしく！
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教養学部　自然と環境コース卒業

教養学部　生活と福祉コース卒業

土　井　清　輔

林　　　正　敏

放送大学を楽しむ

放送大学って何？

ご卒業おめでとうございます

教養学部　計４１名
　自然と環境コース　　２名
　社会と産業コース　　６名
　情報コース　　　　　３名
　心理と教育コース　２０名
　人間と文化コース　　３名
　生活と福祉コース　　７名

大学院修士課程　計３名
　人文学プログラム　　　　１名
　社会経営科学プログラム　１名
　自然環境科学プログラム　１名
　

～２０１９年度第２学期の卒業生～
 新型コロナウイルス感染拡大予防措置
対応のため、３月22日に予定していた
「2019年度第２学期学位記授与式」が
中止となりました。
 そこで、９月27日（日）に予定して
いる「2020年度第１学期学位記授与式」
において、「2019年度第２学期卒業生」
への学位記授与と記念写真の撮影を行う
ことにしました。９月初旬にはご案内の
ハガキをお送りする予定です。

2019年度第２学期
卒業生の皆さまへ



　人間と文化コースを卒業することができました。す
ごく嬉しいです。ご教授いただきました先生方、お世
話になりましたスタッフの皆様、共に学んだ学生の皆
様に感謝申し上げます。私は若い頃、不勉強のため大
学を中退しました。数十年来ずっと心の底でくすぶっ
ていたそのわだかまりが、この度、消えました。
　來生新学長による卒業生へのメッセージ（https://
www.ouj.ac.jp）の中で、服役中のYさんという学生
の「生きること、もっと生きる」という文章が引用さ
れています。私は塀の中にも同窓生がおられるとは思
いおよんでいませんでした。放送大学がそのように、
教育のクオリティと仕組みを護っておられる事実を尊

　2016年４月、桜が満開のなか放送大学岡山学習セン
ターに入学しました。以前から興味があった心理学を
学ぶため50代半ばでのチャレンジでした。学習面では
基礎的な心理学の知識から心理臨床の現場に至るまで
幅広く学ぶことができ、新しい形態としてのオンライ
ン授業ではインターネットを通して全国の学生とディ
スカッションを行うという初めての体験もしました。
心理学の対象は乳児期から思春期、中年期、老年期と
段階があり、今までの経験や将来の自分とも重なり合
い、大変身近に感じました。
　また、大学生活をより楽しむために入学と同時に英
会話サークルに入部しました。数十年ぶりの英語の勉

敬いたします。さて一見不器用な言葉で綴られたその
文章は、詩というべきものでしょうが、「生涯（生きる）
学習（学ぶ）」の意味がみごとにまとめられていると
思いました。極限の環境下にあるYさんにとって「講
義のひとつひとつ」は「命綱」と捉えられています。
私においても、平凡な日々の営みの中でおのれの無知
と無力に震えながら勉強する時間は、とても自由を感
じられるかけがえのない時間です。難しい本や論文を
少しでも自分で読めるようになるために、これからも
もっと勉強したいです。（新型コロナウイルス禍のさ
なかにて。）

強は想像以上に大変でしたが、先輩メンバーに刺激を
受けながら楽しく活動し、秋の大学祭では模擬店
「English�Cafe」を開店し多くのお客様で賑わいました。
　あっという間の４年間でしたが、目標であった学位
を取得することができ大変充実した学生生活を送るこ
とができました。お世話になった方々に感謝の気持ち
が込み上げてきます。
　そして、引き続き学びたいとの思いから2020年度も
全科履修生（社会と産業コース）に再入学して社会学
を学ぶことにしました。これからも生涯学習をライフ
ワークとして人生を楽しみたいと思っています。
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教養学部　人間と文化コース卒業

教養学部　心理と教育コース卒業

杉　本　香　織

藤　原　なをみ

生涯：学習

放送大学での充実した４年間

ご入学おめでとうございます

教養学部　２５８名
大学院　３２名
（令和２年４月１日現在）

～2020年度第１学期の入学生～

 新型コロナウイルス感染拡大予防措置対応のため、
3月22日に予定していた「2020年度第1学期入学式」
と、4月に予定していた「入学オリエンテーション」
が中止となりました。
 大学生活については、本部から送付の『学生生活の
栞』と、5月上旬に岡山学習センターから送付の『利
用の手引き』を読んでください。
 また、分からないことがあれば、電話にてお問い合
わせください。
【岡山学習センター】TEL：086-254-9240
【本部（総合受付）】TEL：043-276-5111

2020年度第1学期
入学生の皆さまへ
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２０２０年度第１学期の学習スケジュール 教務からのお知らせ

　４月から９月までの学習スケジュールをお知らせします。
　チェック欄を設けていますので、プリントアウトして確認作業にご活用ください。�

新型コロナウイルス感染拡大予防措置対応のため、予定した日程が延期または中止になる
ことがあります。今後の予定変更は、放送大学のホームページで確認してください。

『学生生活の栞』
（学　部：P.101～）

通信指導の結果返送と試験通知（受験票）

集中放送授業時間（授業番組の再放送など７月１５日（水）～９月３０日（水））

【添削結果返送時期】：６月末～７月上旬
【試験通知（受験票）送付時期】：試験日の約１週間前までに送付。
＊�７月１０日（金）までに届かない場合は、大学本部（TEL：043-276-5111（総合受付））に連絡してください。
＊添削結果と試験通知（受験票）の到着が前後することがあります。

受験センターの変更について
　転勤・転居等のやむを得ない事情により所属学習センター以外で受験をご希望の場合は、
受験センターの変更手続きをしてください。
（郵送）「単位認定試験受験センター変更願」：４月１日（水）～５月２５日（月）大学本部必着
（インターネット）システムＷＡＫＡＢＡでの届出：４月１日（水）～６月１日（月）24：00
＊�入学後、住所や連絡先電話番号に変更があった方は、速やかに『住所等変更届』（『学生生活の栞』巻末様式４（学部）、巻末様式
３（大学院））を学習センターに提出してください。�届出�はシステム�ＷＡＫＡＢＡからもできます。

『学生生活の栞』
（学　部：P.29～）
（大学院：P.41～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.69～）
（大学院：P.66～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.67～）
（大学院：P.64～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.71～）
（大学院：P.68～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.18～）
（大学院：P.24～）

学生証をご確認ください！
　学生証をお持ちですか？期限は切れていませんか？
　単位認定試験時に本人確認のために必要ですので、お持ちでない方や期限が切れている方で、お急ぎの方は学
習センターに郵送の申請をしてください。（再発行の場合は、手数料５００円が必要です）

通信指導の提出
学期の途中に１回、一定の範囲で通信指導問題が出題されます。
単位認定試験の受験資格を得るために、通信指導の提出が必要です。

【通信指導送付時期】：２月中旬～４月下旬
　　　　　　　　　　（印刷教材と一緒に届いています。一部、別に発送する場合があります。）
＊�５月１日までに届かない場合は、大学本部（TEL：043-276-5111（総合受付））に連絡してください。

【通信指導提出期間】　
郵送による提出の場合：５月１５日（金）～５月２９日（金）大学本部必着
「Ｗｅｂ通信指導」による提出の場合
　　　　　　　　　　：５月８日（金）１０：００ ～ ５月２９日（金）１７：００

４　
月

５　
月

６ 

月

７
月

※該当の方は、科目登録をしてください。
夏季集中型科目（学校図書館司書教諭講習）について

●「司書教諭資格取得に資する科目」
【科目登録期間】（郵送のみ）５月１日（金）～６月７日（日）（私書箱必着）
※�受講資格があります。詳しくは『学校図書館司書教諭講習実施要項』でご確認ください。実際に司書教諭としての職務
に就くためには、教諭であることが必要です。司書教諭の資格は図書館司書の資格とは異なります。卒業要件の単位に
は含まれません。

※�2019年度まで、夏季集中型科目として募集を行った「看護師資格取得に資する科目」は、2020年度より学期型科目とし
て通常学期に開設されます。

＜該当の方のみ＞

放送授業開始

オンライン授業開始

【放送授業開始日】：４月１日（水）から始まっています。
テレビ、ラジオで全15回の放送授業が始まります。

【オンライン授業開始日】：４月３日（金）から始まっています。
＊�学期が始まったら、必ず、授業のページにアクセスし、課題、提出期間を確認して学習をはじめてください!!
＊�「教育課程の意義及び編成の方法（’15）」「幼児理解の理論及び方法（’15）」「小学校外国語教育教授基礎論
（’17）」はWeb�通信指導、単位認定試験を実施します。



７　
月

９
月

８　
月

次年度の卒業研究履修申請
卒業研究：全科履修生の選択科目
単位：所属コースの専門科目として６単位認定（放送授業３単位、面接授業３単位）
２０２１年度に履修を希望される方は、『卒業研究履修の手引』をよく読んでください。
①　『卒業研究履修の手引』を学習センター窓口で入手する（６月14日（日）に予定の卒業研究ガイダンスは中止になります）
②　所属学習センターや近隣大学の教員の指導を希望する場合、必ず所属センター長の面談を受ける。
③　【卒業研究相談票及び質問票】を大学本部へ提出して、相談・質問を行うことが可能
④　【卒業研究履修申請書】を大学本部へ提出…期間：８月１４日（金）～８月２０日（木）必着！

『学生生活の栞』
（学　部：P.46～）

単位認定試験
放送授業を科目登録し、通信指導の合格により受験資格を得た方は、単位認定試験を受験す
ることができます。※２０２０年度第１学期の単位認定試験は全国の試験会場では実施せず、代替
措置として自宅での受験に転換します。詳細については決定次第お知らせします。

出題範囲：��第１回から第15回までの放送授業、印刷教材、通信指導問題、自習型問題の範囲です。
出題形式：��試験の約１か月前に各学習センターに掲示、また、システムＷＡＫＡＢＡに掲載。受験票送付時

にも併せて通知します。（科目によって、択一式、記述式、両者併用式があり、印刷教材の持ち込
みが認められることがあります。）

試験日時・試験会場（試験室名）：単位認定試験通知（受験票）に記載されています。
　　　　　　　　　　（試験日時は、『授業科目案内』でも確認できます。教養学部P．138～139　大学院P．42）
試験当日必要なもの： 単位認定試験通知（受験票）と学生証、筆記用具は HB の黒鉛筆（シャープペンシル

不可）必携指定のあるもの（電卓・辞書など）

【単位認定試験日】：７月１７日（金）～７月２３日（木）
『学生生活の栞』
（学　部：P.70～）
（大学院：P.67～）

次学期に履修する授業科目は、前学期中に科目登録することになっています。
①「科目登録申請票」を大学本部に郵送する方法と、②「システムWAKABA」（インターネット）で科目登録
申請する方法があります。どちらか１つの方法で申請してください。①と②の重複はできません。

＊科目登録申請の後、「科目登録決定通知書」が送付されます。
　この通知書には、放送授業と面接授業の履修可能科目について記載されています。�
　通知書に記載されている授業料を、所定の期日までに必ず納入してください。
＊�「科目登録決定通知書」が９月１４日（月）になっても到着しない場合、あるいは紛失した場合は
　 大学本部（TEL：043-276-5111（総合受付））にお問い合わせください。

【科目登録申請時期】
①（郵送）
　「科目登録申請票」による申請期間：８月１５日（土）～８月３０日（日）私書箱必着
　＊郵送の場合、いったん受け付けた申請内容は、追加、変更、取消はできません。
②（インターネット）
　「システムWAKABA」による申請期間：８月１５日（土）９：00～８月３１日（月）24：00
　＊インターネットの場合、追加、一部取消は可能です。すべての科目を取消すことはできません。

『学生生活の栞』
（学　部：P.60～）
（大学院：P.56～）

次学期の科目登録申請

【成績通知時期】：８月下旬
放送授業・面接授業・オンライン授業は、Ⓐ～Eの
６段階評価となります。＊Ⓐ～Cが合格

『学生生活の栞』
（学　部：P.73～）
（大学院：P.70～）

成績通知 Ⓐ …１００～９０点
A …　８９～８０点
B …　７９～７０点
C …　６９～６０点
D …　５９～５０点
E …　４９～　０点

合
格

教務からのお知らせ

【次学期に学籍のある方】
放送授業・オンライン授業の「次学期の科目登録申請」と同時に行ってください。

【今学期で学籍が終了し、継続入学をお考えの方】
８月１５日（土）９：００～８月３１日（月）２４：００に、システム
WAKABA（インターネット）で継続入学の出願を行い、同時に面接授業科目登
録を行ってください。
　ただし、面接授業のみの登録はできません。放送授業またはオンライン授業を
１科目以上登録してください。
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次学期の面接授業の科目登録申請について 『学生生活の栞』
（学　部：P.36～）



松本　俊郎 所長
（放送大学特任教授・岡山大学名誉教授）

東洋経済史
植民地経済史

専　門 学習相談日時 随時 10：00～18：00

ミニゼミ 現代中国を考えるー梶谷懐『中国経済講義』を読みながらー
第１回� 序章 中国の経済統計は信頼できるか� ５/23（土）� 13：30～15：00�
第２回� 第３章�経済格差のゆくえ、第４章 農民工はどこへ行くのか� ６/27（土）� 13：30～15：00�
第３回� 第５章�国有企業改革のゆくえ� ７/４（土）� 13：30～15：00�
第４回� 第６章�共産党体制での成長は持続可能か、終章�国際社会の中の中国と日中経済関係
� � ８/29（土）� 13：30～15：00�

特別セミナー 1930年代の日中経済関係と日中戦争� 9/19（土）� 13：30～15：00

粟屋　　剛 客員教授
（岡山商科大学教授・岡山大学名誉教授）

生命倫理学専　門 学習相談日時 木曜日 10：00～18：30

特別セミナー 生命倫理への招待（9）「人生最大の恐怖である死について考える」　
第１回� 死の意味論� ５/14（木）� 15：10～16：40�
第２回� 死後の世界？� ５/21（木）� 15：10～16：40�
第３回� 死の恐怖� ５/28（木）� 15：10～16：40�

髙橋　純夫 客員教授
（岡山大学名誉教授）

生物学・
内分泌学

専　門 学習相談日時 金曜日 13：00～17：00

ミニゼミ ホルモンによるからだの制御　
第１回� ホルモンが作用する細胞� ５/29（金）� 13：30～15：00�
第２回� ホルモンと性（排卵の制御）� ６/26（金）� 13：30～15：00�
第３回� ホルモンと成長（細胞分裂の制御）� ８/28（金）� 13：30～15：00�
第４回� ホルモンとエネルギー代謝（摂食と肥満）� ９/18（金）� 13：30～15：00
第５回� ホルモンと病気� ９/25（金）� 13：30～15：00�

金関　　猛 客員教授
（岡山大学名誉教授） 

ドイツ文学
演劇学

専　門 学習相談日時 木曜日 13：00～17：00

特別セミナー 能・狂言入門
第１回� 能の歴史について� ５/28（木）� 13：30～15：00�
第２回� 能舞台と能面について� ６/25（木）� 13：30～15：00�
第３回� 能の音楽について� ８/27（木）� 13：30～15：00�
第４回� 能の鑑賞� ９/10（木）� 13：30～15：00�
第５回� 狂言について� ９/24（木）� 13：30～15：00�

上村　一雄 客員教授
（岡山大学名誉教授） 

応用微生物学専　門 学習相談日時 第１火曜日 10：00～17：00
第３火曜日 10：00～18：00

特別セミナー 微生物の生き方　
第１回� 微生物とは� ５/19（火）� 13：30～15：00�
第２回� 微生物の食物とエネルギー獲得方法� ６/16（火）� 13：30～15：00�
第３回� 微生物の生育環境� ８/18（火）� 13：30～15：00�
第４回� 地球環境と微生物� ９/15（火）� 13：30～15：00�
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岡山学習センター客員教員による学習相談・ミニゼミ・特別セミナーのお知らせ
　学生のみなさん、快適な学生生活を送っていらっしゃいますか？学習が思うように進まない、孤独な学習に不
安を感じている、そんな悩みをお持ちの方、ぜひ学生相談室に足を運んでみてください。岡山学習センターでは、
経験豊富な10人の客員教員の先生が学習相談、ミニゼミ、特別セミナーを実施しております。�
　先生方の専門分野と学習相談担当時間、ミニゼミ、特別セミナー開講日程は下記の通りです。�
※学習相談は事前の予約が必要です。ミニゼミ、特別セミナーは予約の必要はありません。�

広報からのお知らせ



久野　修義 客員教授
（岡山大学名誉教授）

堀内　　孝 客員教授
（岡山大学大学院社会文化科学研究科教授）

清水　光弘 客員准教授
（元川崎医療福祉大学准教授）

服部　美佳 客員准教授
（岡山大学非常勤講師）

三浦　健志 客員教授
（岡山大学名誉教授）

日本史

社会心理学
認知心理学

発達心理学

英語学

環境気象学

専　門

専　門

専　門

専　門

専　門

学習相談日時

学習相談日時

学習相談日時

学習相談日時

学習相談日時

火曜日 13：00～17：00

木曜日 13：00～17：00

土曜日 13：00～17：00

木曜日 10：00～14：30

土曜日 13：00～17：00

ミニゼミ

ミニゼミ

ミニゼミ

特別セミナー

ミニゼミ

列島社会と世界史―戦国日本を見なおすー　

記憶の認知心理学　

乳幼児の社会性発達

生きた英語への扉

地域防災への取り組み

第１回� 世界システム論と日本列島（第１章）� ５/12（火）� 13：30～15：00�
第２回� 蝦夷地と琉球（第２章･第３章）� ６/９（火）� 13：30～15：00�
第３回� ヨーロッパの登場と倭寇世界（第４章）� ７/７（火）� 13：30～15：00�
第４回� 世界の中の大森銀山（第５章）� ８/４（火）� 13：30～15：00�
第５回� ｢鎖国｣ を世界史からみる（第６章）� ９/８（火）� 13：30～15：00�

第１回� 情報処理パラダイムと記憶� ５/14（木）� 15：00～16：30�
第２回� 感覚記憶� ６/18（木）� 15：00～16：30�
第３回� 短期記憶と作動記憶� ７/２（木）� 15：00～16：30�
第４回� 長期記憶１（意味記憶）� ８/20（木）� 15：00～16：30�
第５回� 長期記憶２（エピソード記憶）� ９/17（木）� 15：00～16：30

第１回� 社会性発達の定義� ５/16（土）� 13：30～15：00�
第２回� 養育の役割１� ６/20（土）� 13：30～15：00�
第３回� 養育の役割２� ７/11（土）� 13：30～15：00�
第４回� 社会性発達の主体としての子ども� ８/15（土）� 13：30～15：00�
第５回� 親子間の双方向的過程としての養育� ９/19（土）� 13：30～15：00�

第１回� シーン１-２� ５/16（土）� 10：10～11：40�
第２回� シーン�３-４� ６/６（土）� 10：10～11：40�
第３回� シーン�５-６� ８/29（土）� 10：10～11：40�
第４回� シーン�７-８� ９/５（土）� 10：10～11：40�
第５回� 歌詞、発音� ９/12（土）� 10：10～11：40�

第１回� 防災関連コンテンツについての情報交換� ５/９（土）� 13：30～15：00�
第２回� 地域における防災への取り組みの紹介と意見交換� ６/13（土）� 13：30～15：00�
第３回� 地域における防災への取り組みの紹介と意見交換� ７/11（土）� 13：30～15：00�
第４回� 地域における防災への取り組みの紹介と意見交換� ８/29（土）� 13：30～15：00�

特別セミナー 岡山の今夏の気象� ９/12（土）� 13：30～15：00

新型コロナウイルス感染拡大予防措置対応のため、５月のミニゼミと特別セミナーは中止します。
６月以降の開催については、今後の状況を踏まえて改めて検討します。
方針が決まりましたら、岡山学習センターのホームページでお知らせいたします。
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新任教員のご挨拶

髙橋　純夫 先生
　本年より客員教授を務めることになりました。なにとぞよろしくお願い申し上げます。専門は生物学です
が、長らく哺乳動物のホルモンを研究してきました。
　多細胞生物である我々の身体の中で、どの細胞も、他の細胞とコミュニケーションをとりながら各自の役
割をはたしています。ホルモンは、この細胞間のコミュニケーションのためにはたらく物質と考えることが
できます。
　そういったホルモンの作用を調べていくなかで、生体にみられる巧妙な仕組みに驚愕し感嘆することが何
度もありました。そんな生物の面白さや素晴らしさを、お話しできればと考えております。皆様とお目にか
かれることを楽しみにしております。

清水　光弘 先生
　初めまして。自己紹介をもって新任のご挨拶に代えさせていただきます。
　大学で発達心理学を学んだ後、滋賀県の児童相談所と子ども病院で心理士として勤務しました。不登校、
非行、発達障害などの相談業務を担当しました。大学では心理臨床を学ぶ機会はなく、研修を重ねながらの
業務でした。
　その後、大学に職を得て、臨床現場において強く関心をもっていた発達早期の社会情動的発達を研究テー
マに設定しました。子どもの健やかな育ちにつながる仕事ができればとの思いでした。
　現場でも研究でも大したことは達成できず仕舞いでした。わずかな経験と知識しかありませんが、みなさ
んにこれらをお伝えし、そして、みなさんからも多くを学びたいと思っています。

上村　一雄 先生
　岡山大学農学部には「農芸化学」という、農産物を有機化学的、生物化学的、微生物学的に取り扱う学問
コースがあります。このコースで鉄を食べて生きている微生物の機能を使って、岡山県美咲町の柵原鉱山か
ら流出する、鉄を多量に含んだ廃水を処理する研究を行ってきました。放送大学は、家内が14年前にお世話
になりました。折角の機会なので、ゆっくり学べばと言ったのですが、４年間で修了してしまいました。時々
一緒に、テレビで講義を聞いていましたが、私が放送大学で講義をすることになるとは思ってもみませんで
した。私の場合は、放送と違ってライブなので編集ができませんが、たのしい講義や学習指導ができればと
思っています。

金関　　猛 先生
　フロイト研究を専門にしています。これまで、フロイトについて書いたり、フロイトの著作の翻訳をして
きました。また、フロイトから学んだことに基づいて、演劇や文学、また映画に関する考察を論文や本にし
てきました。フロイトは精神分析の創始者として知られる人です。活躍していたのは、もう80年以上前のこ
とですから、もちろんフロイトの学説がそのまま今の世界で通用するはずはありません。しかし、人を惹き
つける魅力は今もなお衰えてはいません。フロイトから学びうることはまだまだ多くあります。学ぶこと、
知ること、そして自分で考えることの悦びを皆さんとともに体験できることを楽しみにしています。



ちょっと
一息

『どんなに長くとも、夜は必ず明ける。』
～ “マクベス” より～

雪解けの時期に咲く「ミズバショウ」漢字で書けますか？・・・（正解はP.12）～ “桃源郷” より～

85歳、一生勉強 ！
“名誉学生”を目指す
ことを宣言します！
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図書館連携講座のご案内 

ガイダンス中止のお知らせ

　放送大学岡山学習センターでは開かれた大学として、一般の方々にも放送大学を知っていただくため、特別セ
ミナーやミニゼミとは別に図書館と連携し公開講座を開催しています。学生の皆様方にも、ご参加をお願いいた
します。

岡山県立図書館連携講座（第２回）　※第１回講座（６/27）は中止しました。
日　時：９月５日（土）13：30～15：00
講　師：松本　俊郎氏（放送大学岡山学習センター所長）
演　題：「�中国東北（旧満洲鞍山）の鉄鋼業―戦中、戦後における開発、破壊、復興―」
参加費は無料ですが、申し込みが必要です。定員120名。
【開催場所】岡山県立図書館２階多目的ホール
【申し込み先】�岡山県立図書館（TEL：086－224－1286/FAX：086－224－1208）
各回の申し込み開始日については、岡山学習センターホームページ、学内掲示にてご案内いたします。

津山市立図書館連携講座（第１回）
日　時：�７月５日（日）13：30～15：00（入場無料・申し込み不要）
場　所：津山市立図書館　視聴覚室
講　師：�堀内　孝氏（放送大学岡山学習センター客員教授）
演　題：「偽りの記憶―憶え間違いの心理学―」

　６月14日（日）に予定しておりました「卒業研究ガイダンス」「大学院修士全科生入学希望者ガイダンス」
「心理学資格取得説明会」は中止となりました。
　なお、「2021年度大学院修士全科生入学希望者ガイダンス」につきましては、放送大学ホームページにガ
イダンスの内容を掲載する方向で調整しています。
（詳細については６月中に放送大学ホームページにて公表の予定です。）

新型コロナウイルス感染拡大予防措置対応のため、予定した行事が延期または中止になることがあります。
今後の予定変更は、岡山学習センターのホームページで確認してください。

広報からのお知らせ

広報からのお知らせ
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喜び、祈り、感謝。

岡山大学附属図書館ガイダンスを年２回行っております。

日　時：令和２年10月21日（水）　（10：30～　１時間程度）
　　　　※４月22日（水）に予定していた岡山大学附属図書館ガイダンスは中止になりました。
内　容：�岡山大学附属図書館の中を実際に見学しながら、図書館職員の方から利用方法や館内の案内をお聞

きいただけます。岡山大学附属図書館をより身近なものとして、利用のきっかけ作りにしていただ
ければと考えています。奮ってご参加いただき、ご自身の勉強にお役立てください。

備　考：申し込みは、岡山学習センターまでお願いします。

岡山大学附属図書館ガイダンス

学生サービスからのお知らせ

後楽園をながめよう！ 学生サービスからのお知らせ

図書からのお知らせ

久野先生も
ご同行してくださいます！

　私の好きな聖書の言葉です。いつも喜んでいなさい。絶え
ず祈りなさい。すべての事について感謝しなさい。
　６つの卒業研究は、全て思い出深いものです。
　１回目の研究について、実母の看取り後の13年間は、人生
最大の危機でした。罪悪感に苛まれ続け、出口のないトンネ
ルに入りっぱなしでした。はじめての研究を終える迄に何十
回と涙を流した結果は、罪悪感は、喜び・感謝の気持ちに変
化しました。
　論文審査の６回目の副査は松本センター長でした。審査後
に真心のこもった７枚ものコメントを頂きました。このようなことははじめてでしたので、びっくりすると
同時に喜びの涙があふれてきました。
　５人の主査と６人の副査、超一流の学者による研究指導を受ける事ができ、心残りなく人生の締め括りが
できました。
　学習センターのスタッフ・同窓会役員、学友の皆さまに感謝しています。

第36回赤レンガフォーラムにて
「74歳の私が６回卒業研究をさせて頂いて学んだこと」を発表

教養学部　全科履修生 浅　田　昌　古

浅田昌古さん 懇親会での一幕

＜文化施設見学講座のご案内＞
岡山県郷土文化財団　主任研究員　万城あき氏（2019年度岡山市文化奨励賞受賞）による特別解説

日　時：令和２年６月５日（金）　13：30～15：00　（受付開始　13：00）
　　　　（当日は13：20までに、岡山市後楽園正面前広場（入園券売り場前）にお集まりください。）
場　所：岡山後楽園　
住　所：岡山市北区後楽園１-５　TEL：086-272-1148
参加費：無料（参加の際には学生証の提示が必要となりますので、必ずお持ちください。）
定　員：35人
対　象：放送大学岡山学習センター所属の学生限定

※特別解説後、自由鑑賞となります。その後は自由解散です。
※定員になり次第、キャンセル待ち受付となります。
※岡山後楽園駐車場は60分の利用で100円かかります。
※�当初５月１日(金)より受付開始の予定でしたが、５月２６日(火)まで受付開始を見送ります。
※�５月２６日(火)は９時３０分より、お申込み頂けます。お
電話・来所にてお申込みください。
※�参加ご希望の方は、講座の前日までに岡山学習センター事
務室へお申込みください。
※�内容に変更がございましたら、岡山学習センターHP、シス
テムWAKABA学内連絡、掲示、まなぴー通信でお知らせ
いたします。
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河上勝利さん 終了後、発表者の皆さんを囲んでの
同窓会主催懇親会の集合写真

第37回赤レンガフォーラムのご案内 学生サービスからのお知らせ

学生が主体になって意見を出し合い、年に一度学生研修旅行を実施しています。
日　時：令和２年10月11日（日）終日
備　考：今年度は、例年より日程が早くなっています。
　　　　詳細が決まりましたら、岡山学習センターHP、掲示、まなぴー通信でお知らせいたします。
　　　　変更となった場合でも同様にお知らせいたします。

学生研修旅行のご案内 学生サービスからのお知らせ

サークルの趣向を凝らした出し物や、同窓会の講演会を大学祭で実施しています。
日　時：令和２年11月２日（月）、３日（文化の日）
備　考：�今年度は、２日間開催となりました。
　　　�放送大学関係者のご家族・ご友人はもちろんの事、地域の方やご入学を検討されている方もお誘いあ

わせの上お越しください。詳細が決定いたしましたら、岡山学習センターHP、掲示、まなぴー通信
でお知らせいたします。変更となった場合でも同様にお知らせいたします。

大学祭のご案内 学生サービスからのお知らせ

同窓会だより

　今回の発表では大学で学んだ事を地域社会などに
活かすことの重要性を意識し修士論文内容に加えて
現在地域で活動しています事も加えてその視点から
発表しました。
　大学院に行ってみたいと考えた動機は定年退職者
が地域で出来る事は「地域社会の横の連携が希薄に
なった現在今までの経験を活かし、さらに学問的な
事を加え地域のお世話をする事」と考えたからです。
　しかし大学院には英語主体の入学試験という関門
がありましたがこの勉強もハードルとして想い出深いものでした。
　さて本論ですがコミュニティー形成については「先行研究調査」と「現状及び課題を把握する」ためアン
ケート調査に重点を置いて実施し次の結論を得ました。
　①法的義務がある防災訓練とコミュニティー活動を同時開催する②コミュニティー形成の担当専門委員を
置く③個人情報収集はコミュニティー形成では必須であるが必要最低限にとどめ根気強く何度も実施する。
　論文内容は以上ですがこの結論を加味して地域町内会の目標を「住民の顔の見える関係づくり＝コミュニ
ティー形成」「戸建て住民とマンション住民との融和」「助け合い風土の醸成」「課題の共有」とし取り組ん
でいます。

第36回赤レンガフォーラムにて
　「マンションのコミュニティー形成と実践」を発表　

修士課程修了生 河　上　勝　利

学生と教職員の相互の学びのため、年２回赤レンガフォーラムを開催しています。

日　時：令和２年８月30日（日）13：30～16：30
場　所：放送大学岡山学習センター　６階　講義室２
内　容：第１部　特別講演
　　　　［講　師］　岡山学習センター　客員教授　三浦健志先生
　　　　　※専門：環境気象学　※タイトル未定
　　　　第２部　学生発表１　「AIって何だ？　私たちはどう対応すべきか」
　　　　［発表者］　瀬崎勝二氏・水川忠久氏・高堂清一氏
　　　　終了後には懇親会も予定しています。
備　考：�詳細が決まりましたら、岡山学習センターHP、掲示、まなぴー通信でお知らせいたします。
　　　　変更となった場合でも同様にお知らせいたします。
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■ 岡山学習センターの開所時間

■ 閉所日 �
・毎月曜日　　　　・国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日
・年末年始（12月29日～１月３日）
・臨時閉所日・・・センターカレンダー記載のほか、災害等により臨時閉所することがあります。

P.9の正解は“水芭蕉”でした。

４
APR．

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

５
MAY．

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

６
JUN.

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

区分 曜日 センター事務室および視聴学習室・図書室
通常期間 火～日 （午前）9：30～12：00  （午後）13：00～18：00

単位認定試験期間中 9：00 ～ 19：00

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月6日まで岡山学習センターへの学生等の入館を
禁止しています。今後の方針については、岡山学習センターのホームページで確認してください。
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August

８月１0日㈪～１３日㈭ 閉所日
１５日㈯ 科目登録申請受付開始、
     大学院出願受付開始［修士・博士］
２２日㈯・２３日㈰ 教免更新講習修了認定試験
２６日㈬ 大学院出願受付締切
３0日㈰ 科目登録申請受付締切（郵送）
     科目登録サポート講座、赤レンガフォーラム
３１日㈪ �科目登録申請受付締切（Web）、
     第２学期学生募集締切（第１回）

July
７月１７日㈮・１８日㈯ 単位認定試験

          （大学院・学部）
１９日㈰、２１日㈫～２３日㈭
          単位認定試験（学部）
２８日㈫ 臨時閉所 ※単位認定試験は自宅での受験に転換します。

※カレンダーの   部分は閉所日です。

スケジュール

May ５月 ８日㈮ 通信指導提出開始（Web）
１５日㈮ 通信指導提出開始（郵送）
２９日㈮ 通信指導提出締切（Web）（郵送＊本部必着）

April
４月 １日㈬ 第１学期 放送授業開始

 ３日㈮ 第１学期 オンライン授業開始
１８日㈯ 面接授業空席発表（中止決定）
２４日㈮ 面接授業追加登録開始（中止決定）
２８日㈫ 臨時閉所

June
６月 ５日㈮ 文化施設見学講座（予定）

１0日㈬ 第２学期学生募集開始（第１回）
１４日㈰ �卒業研究ガイダンス（中止決定）、
     大学院修士全科生入学希望者ガイダンス（中止決定）、
     心理学資格取得説明会（中止決定）
２７日㈯ 県立図書館連携講座（中止決定）

September９月
 １日㈫ 第２学期学生募集開始（第２回）
 ５日㈯ 県立図書館連携講座
１５日㈫ 第２学期学生募集締切（第２回）
２７日㈰ 第１学期 学位記授与式、第２学期 入学式

新型コロナウイルス感染拡大予防措置対応のため、予定した行事が延期または中止になることがあります。
今後の予定変更は、岡山学習センターのホームページで確認してください。
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