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令和３年度第１学期

ミニゼミのご案内

※対象者は、岡山学習センター所属の在学生
（学生の種類は問いません。）
※岡山県生涯学習大学の『のびキャンシール』の対象になりません。
※感染症予防のためマスクをご着用ください。また、検温へのご協力もお願いいたします。

「ミニゼミ」とは？

客員教員の先生方が、
それぞれのテーマに沿って開講する、
少人数の双方向型授業です。講義を聴講するだけでなく、
教材をもとにして質疑応答を

交えながら勉強を進めます。人数が少なく、
学生同士も知り合いになるので、
気楽に発言できるようになることが特長です。

単位の修得はできませんが、
受講料は無料、
事前の申込みは不要です。各ゼミは５回で構成されますが、
受講者はできれば通しで参加して下さい。

参加を希望される方は、
ゼミ当日に岡山学習センターまでお越しください。

都合により日程等が変更になる場合がございますので、
事前に学内掲示板や岡山学習センターのホームページで
ご確認の上ご参加ください。

場所：

６月よりオンライン配信を始めます。配信をご希望の方は、ホームページのお知らせ欄を確認してお申し込みください。
ゼ ミ 名・講 義 名
オンライン配信あり

稲 垣 ゼミ
稲垣 賢二

先生

放送大学岡山学習センター 客員教授
岡山大学大学院環境生命科学研究科 教授



現代社会を支える
応用微生物学
オンライン配信あり

金 関 ゼミ
金関

猛

放送大学岡山学習センター
岡山大学 名誉教授

先生
客員教授



能『黒塚』
について

―心
 の演劇としての能楽につい
て考える ―
オンライン配信あり

喜 多 ゼミ
喜多 雅一

先生

岡山学習センター客員教授
岡山大学 名誉教授



身近なものを使って科学の
本質に迫る実験・観察

概 要 （ 予 定 ）
現代社会は応用微生物学に支えられています。このゼミでは、現代における微生物の利用法が理解できるようになることを目指
して、応用微生物学の基礎について一緒に勉強します。第１学期に予定している内容は以下の通りです。


第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

微生物学と微生物利用学発展の歴史 
微生物の種類、名前とその利用法 
微生物が作る様々なお酒 
世界の発酵食品 
微生物が作る有用物質 (バイオエタノール、有機酸、抗生物質、etc) 

４月21日(水)14:00-15:30
6月30日(水)14:00-15:00
６月30日(水)15:10-16:10
８月25日(水)14:00-15:30
９月22日(水)14:00-15:30


教科書とプリント資料で授業を進めていきます。
できれば、連続での出席が望ましい。
教科書『応用微生物学』
（村尾澤夫、荒井基夫編著／培風館／ISBN：9784563077075）
必ず購入して講義に持参して下さい。
参加者は教科書で取り上げる箇所を必ず事前に読んでおき、感想や疑問を持ってゼミに臨むようにして下さい。

能は600年以上の伝統をもつ日本の伝統芸能です。それは美しい舞台芸術であるばかりではなく、人間の心の現実を抉る演劇
でもあります。このゼミでは
『黒塚』
という能を取り上げ、
フロイトの精神分析の方法を応用しながら、
この作品を読み解いていき
ます。


第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

『黒塚』
（別名『安達原』）
の謡曲を読む
（1）
『黒塚』
（別名『安達原』）
の謡曲を読む
（2）
『黒塚』
と
『葵上』の比較考察 
ブロイアー／フロイト
『ヒステリー研究』
について 
まとめと
『黒塚』の鑑賞 


映像資料とプリントで授業を進めます。できる限り連続して出席するようにしてください。

4月22日(木)13:30-15:00
6月24日(木)13:30-15:00
7月29日(木)13:30-15:00
８月26日(木)13:30-15:00
９月30日(木)13:30-15:00

身近なものを使って、実験・観察を受講生が体験できるように行います。そこでわかったことを議論しながら、科学の本質に迫り
ます。


第１回 磁性：反磁性、常磁性、強磁性を身近なものを使って測定 
第２回 野菜や果物に含まれる電解質量を測定 
第３回 水は何色？ 水の色が深さによって変わることを測定 
第４回 サーモグラフで蒸発熱と凝縮熱を測定 
第５回 ヨウ素デンプン反応でわかる世界 

４月28日(水)13:30-15:00
6月16日(水)13:30-15:00
６月16日(水)15:30-17:00
８月  6日(金)13:30-15:00
９月15日(水)13:30-15:00


それぞれの実験で時間が許せば、
自分が測りたいものも測れます。ものの見方が新たに加わり、目からウロコが落ちることを目
標にしています。それぞれ独立していますが、継続して受講されることが望ましい。
ほとんど試薬は使いませんが、実験ができる服装でお願いします。

６月８日改訂

ゼ ミ 名・講 義 名

概 要 （ 予 定 ）

オンライン配信あり

国際情勢や国内政治の大きな変容の中で、今や戦後の平和憲法の原則は大きく揺らいでいます。米国では銃規制をめぐる論義
もさかんです。このゼミでは、戦国時代研究の第一人者であった藤木久志氏(1933～2019)による
「刀狩り」
研究をもとに、民衆
の武装という問題について考えてみたいと思います。


久 野 ゼミ
久野 修義

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

先生

岡山学習センター 客員教授
岡山大学 名誉教授



プロローグ、エピローグ、あとがき、
Ⅰ中世の村と武力 
Ⅱ秀吉の刀狩令を読む 
Ⅲ刀狩りの広がり 
Ⅳ秀吉の平和 
Ⅴ徳川の平和、刀狩りの行方 Ⅵ近代の刀狩りを追う 

4月  6日(火)13:30-15:00
５月11日(火)13:30-15:00
６月  8日(火)13:30-15:00
８月  3日(火)13:30-15:00
９月14日(火)13:30-15:00

民衆の武装と平和


テキストは
『刀狩りー武器を封印した民衆―』
（藤木久志著／岩波新書／ISBN：4-00-430965-4）
を用います。
参加者は必ず各自入手の上、あらかじめ読んでおいてください。テキスト内容を画像資料などで補足しつつ、授業を進めていき
ますが、参加者の自由な意見交換を期待しています。できれば、連続での出席が望ましい。
黒澤明の名作映画
「七人の侍」
も参考になります。

オンライン配信あり

現代の心理学では、人間を情報処理の系
（システム）
とみなす立場が主流になっています。本セミナーでは、思考の情報処理に関
する研究知見を、基礎から応用までわかりやすく体系的に解説します。


―「刀狩り」の再検討から ―

堀 内 ゼミ
堀内

孝

先生

岡山学習センター 客員教授
岡山大学大学院社会文化科学研究科・教授



オンライン配信あり

清 水 ゼミ
先生

岡山学習センター 客員准教授
元 川崎医療福祉大学 准教授



思考と問題解決 
演繹的推理 
帰納推理と創造的思考 
確率判断と意思決定 
社会的推論 

４月  1日(木)15:00-16:30
５月  6日(木)15:00-16:30
６月  3日(木)15:00-16:30
８月  5日(木)15:00-16:30
９月  2日(木)15:00-16:30


映像資料とプリント資料で授業を進めていきます。
できれば、連続での出席が望ましい。
受講生は放送大学の学生に限定します。

思考の認知心理学

清水 光弘

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

Bowlbyのアタッチメント
（愛着）
理論を学ぶ

このゼミでは、Bowlbyの愛着理論の概要を理解できるようになることを目指して、理論の基礎と関連する臨床的問題について
勉強します。予定している内容は以下のとおりです。


第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

愛着の機能と起源 
親子関係の生物学的基礎、愛着の発達過程と個人差 
愛着と社会情動的発達との関連 
愛着障害 
愛着の観点による児童虐待の理解 

4月14日(水)13:30-15:00
５月12日(水)13:30-15:00
６月  9日(水)13:30-15:00
８月18日(水)13:30-15:00
９月  8日(水)13:30-15:00


プリント資料で講義を進めます。各回の内容はつながっています。できるだけ連続して出席してください。

資 格 取 得 でキャリア アップ！
修 得した単 位をさまざまな資 格 取 得に生かすことができます 。

看護師

に 関 す る 資 格

対象：看護系の短大を卒業する等の基礎資格をお持ちの方

◎ 学士（看護学）の学位取得
対象：准看護師の方

◎ 看護師国家試験の受験資格

教

員

に関する資格・講習

※放送大学には教職課程が
ないため、教員免許状を

◎ 上位・他教科・隣接校種の免許状

◎ 臨床心理士の受験資格（大学院）

に 関 す る 資 格

◎ 公認心理師の受験資格

◎ 栄養教諭免許状

その他

◎ 学芸員

（知的障害者教育領域・肢体不自由者教育領域）

◎ 養護教諭の上位免許状

単位だけで新たに教員免

◎ 幼稚園教諭免許状（特例制度）

許状を取得することはで

◎ 認定心理士の資格取得

◎ 特別支援学校教諭免許状

お持ちでない方が本学の

きません。

心理学

対象：現職教員の方

◎ 司書教諭の資格

資格・講習・入学資格・
受験資格

◎ 教員免許更新講習

（学部段階のみ対応）

◎ 社会福祉主事
◎ 社会教育主事

など

※詳しくは、本部ホームページを確認してください。

〒700-0082 岡山市北区津島中三丁目1番1号

岡山大学文化科学系総合研究棟5，
6階
（岡山大学津島キャンパス内）
TEL：086-254-9240 FAX：086-254-9286
E-mail:okayama-sc@ouj.ac.jp
放送大学イメージキャラクター

まなぴー

放送大学岡山

検索

