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　このたびは放送大学教養学部ならびに大学院文化科
学研究科への入学進学おめでとうございます。岡山学
習センターの教職員を代表して心より歓迎の意を表し
たいと思います。
　今日もたくさんの皆さんにお集まりいただきました
が、ごらんのとおり、年齢がじつに多様で、ちなみに
今年の卒業生の最高齢者は、97歳だそうです。私もびっ
くりしましたが、岡山学習センターにも90歳を超えて
お元気に学ばれている学生さんがいらっしゃいます。
要するに放送大学は何歳からでも学びをはじめること
のできる大学なのです。なぜこんなことになるので
しょうか。岡山学習センターを取り巻いている岡山大
学をご覧ください。大学院や、社会人枠のために、す
こしばかりの年齢差はありますが、ほとんどが同年齢
の若い学生ばかりです。しかもここが大切ですが、彼
らが学ぶ目的も、少しの例外はあれ、その多くは就職
のためです。これは本来の大学の姿ではないと思いま
す。
　何回目かの入学を果たされた方は先刻承知だとおっ
しゃるでしょうが、岡山学習センターは、すばらしい
環境に恵まれています。皆さんの先輩方が作っていら
れる同窓会の会報は「けやきの森」という名前ですが、
ごらんの通りこのキャンパスはたくさんのけやきが植
えられており、じつに大学らしいたたずまいを持って

入学者のつどい・挨拶

岡山学習センター所長

岡　田　雅　夫

います。ただ広いだけでなくたくさんの木々に囲まれ、
四季をとおして私たちの目を楽しませてくれます。放
送大学は通信制の大学ですが、センターでは皆さんが
充実した学生生活を送れるように、充実した学習環境
を整備しています。ぜひ、日常的にセンターを活用し
ていただきたいと思います。
　後ほど紹介があると思いますが、岡山学習センター
には、私を含めて10名の客員教員が皆さんの学習をサ
ポートするため、５階の学習相談室に待機していただ
いています。それぞれ教育経験の豊富な先生方が、皆
さんの訪問を心待ちにしていらっしゃいます。遠慮な
く相談室のドアをノックしてください。
　皆さんの先輩方の自主的な活動も活発に行われてい
ます。12のサークルがあるほか、いくつかの自主的な
研究会が組織され、学生の交流の場として貴重な役割
をはたしています。津山地域で始められたあるグルー
プによる学びは、県北で新しい学生間の交流の場を作
り始めています。
　さて、放送大学岡山学習センターは、今年、開設20
周年を迎えます。皆さんはその記念すべき節目の年に
放送大学に入学・進学されたわけです。皆さんの学び
が、岡山学習センターの新しい旅立ちを活気付けるも
のとなるよう期待しております。
　本日は誠におめでとうございます。
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平成26年度第２学期 卒業生
教養学部 �

大 学 院 �

相　川　直　美 芦　田　智　子 石　田　省　三 市　森　貴代子 井　藤　　　恵
伊　藤　盛　康 井　上　俊　之 浦　上　洋　子 江　口　慈　見 大　森　美　幸
岡　　　晶　子 柏　木　　　学 勝　山　憲　吾 楠　葉　春　樹 佐々木　正　子
定　岡　久　美 髙　島　弓　子 鷹　取　典　子 鶴　井　礼　子 德　方　研一郎
德　山　克　江 中　井　　　正 長　森　栄　一 橋　本　浜　子 服　部　　　始
馬　場　祐　子 濵　野　拓　也 福　田　　　司 藤　田　恵　子 藤　原　典　昭
星　野　一　輝 松　田　敬　子 三　島　拓　也 三　戸　由美子 宮　田　明　美
山　形　康　子 山　口　のり子 山　﨑　康　子 吉　岡　秀　明 若　林　美　緒

淺　野　孝　志 児　玉　正　子 柴　田　洋　子 谷　　　有　人 虫　明　昌　一

教養学部48名（敬称略・50音順・了承を得られた方のみ氏名掲載）

大学院５名（敬称略・50音順・了承を得られた方のみ氏名掲載）

平成26年度第２学期卒業証書・学位記伝達式
日時：平成27年３月29日㈰　11：00～
会場：岡山学習センター６階　講義室２

平成26年度第２学期卒業証書・学位記伝達式
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　入学者（大学院44人、学部317人）のう
ち63人が出席の中、開催されました。

平成27年度第１学期入学者の集い
日時：平成27年３月29日（日）13：30～
会場：岡山大学文化科学系総合研究棟　２階�共同研究室

　放送大学大学院を修了して、思うことは良い教授に恵まれたことが幸運の一つにあげられる。
　教養学部に入学したての頃、ある教授から放送大学に入学した動機と目標を聞かれた。そして「私の俳論を仕
立てたい」という生意気で話下手の私の話を丁寧に根気よく聴いて下さった。何よりも十年たった時にこの話を
覚えていて下さった事に感激した。そう、私は教養学部を卒業するのに八年を費やした。そして、ここ二年間の
大学院での修士論文への取り組みは、卒業研究と同じ島内裕子教授に一貫して指導を受けることができた。卒業
研究に取り組む前は、これが私の集大成の論文と思っていたが、終えた時にはようやくそのスタートラインに立
てたという思いを強くした。早速、大学院での修士論文で今度こそと意気込んではみたが、修了した今、私の考
え方がいかにおこがましいことであるか気付かされた。今後、継続した研究を積み重ねていくための再スタート
地点に立てた思いがしている。
　荒唐無稽な私の話を現実的なものに導いて下さった先生。段階的に根気よく導いて下さった先生。私の尊敬す
るこのお二人の教授は、今もご自身の研究論文を発表し続けている。もちろん内容は先生方の足元にも及ばない
が、私自身の論文をこれから積み重ねて行きたいと思っている。

　生涯学習が盛んに言われている今は、社会の第一線から退いても、自分のライフワークとして、学習を続ける
人が多くなりました。
　女性や高齢者にも、自らの見識を高めることを目的とする学びの場として相応しい放送大学に私は娘からのプ
レゼントとして入学しました。仕事を持ちながらの学習でしたが、マイペースで学習ができ、「発達と教育」を
25年３月に卒業し、「生活と福祉」を27年３月に卒業しました。二つのコースで学んだ知識や経験を活かし、新
たな社会参加として活動しています。無理なく卒業できたのは、岡山学習センターの所長を始め、事務職員の皆
さんの適確なアドバイスや、優しく相談に乗ってくれたおかげだと感謝しています。
　自分のペースでゆっくりと学べる放送大学の学生生活を、私は友人達に船の旅に例えてよく話します。卓越し
た航海術を備えた一流の講師陣を水先案内人として、環境の良い放送大学での学びは、私にとって豪華客船で旅
をするようなものです。「終わりは、始まり」何かを終えた時に新しい何かが始まると言われます。私は二度の
航海を終え、新たに「社会と産業」の知識と技術を身につけ、見聞を広げる為に豪華客船教養クルーズに参加し、
三度目の航海に出発したところです。

二人の恩師

放送大学は豪華客船

放送大学大学院　人文学プログラム修了

生活と福祉　卒業生

柴　田　洋　子

山　﨑　康　子

平成27年度第１学期入学者の集い
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放送授業について 教務からのお知らせ

平成２７年度第１学期４月から６月までの
放送授業学習スケジュールをお知らせします。

　　放送授業について、４月から６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、確認作業にご活用ください。 

4

放送授業開始

通信指導の結果返送と試験通知（受験票）

通信指導の提出

受験センターの変更について

学生証をご確認ください！

【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。

【添削結果返送時期】：７月上～中旬
【試験通知（受験票）送付時期】：７月中旬
＊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。
＊ ７月１６日（木）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。

放送授業の第８回が終了した後に通信指導答案を提出することになります。
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～５月上旬
　　　　　　　　　　（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８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。

　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２９日（金）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 ５日（金）
＊ 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）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は、
学習センターに取りに来てください。（再発行の場合は、手数料５００円が必要です）

『学生生活の栞』
（学　部：P.29～）
（大学院：P.41～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.67～）
（大学院：P.61～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.65～）
（大学院：P.58～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.68～）
（大学院：P.63～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.18～）
（大学院：P.24～）

【通信指導提出期間】　
郵送による提出の場合：５月２５日（月）～６月８日（月）大学本部必着
「Ｗｅｂ通信指導」による提出の場合
　　　　　　　　　　：５月１８日（月）１０：００ ～ ６月８日（月）１７：００

４　
月

５　
月

６　
月

７　
月
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面接授業について 教務からのお知らせ

追加登録を受け付けます。

●追加登録申請方法（岡山学習センターの場合）
●窓口での申請
　４月24日（金）受付初日午前10時までに来所の方を対象に抽選（希望者多数の場合）、それ以降先着順。
　追加登録申請書に必要事項を記入し、学生証、所定の授業料（１科目：5,500円）をお持ちの上、学習
センター事務室までお越しください。
●郵送による申請
　次の①～④を同封して、現金書留で岡山学習センターへ郵送してください。
　①学生証のコピー
　② 追加登録申請書（学習センターホームページ、または、キャンパスネットワークホームページからダ

ウンロードできます。もしくは、面接授業時間割表の巻末にある申請書をご利用ください。）
　③所定の授業料（１科目：5,500円×希望科目数　＊過不足のないようお願いします。）
　④返信用封筒（長形３号（120×235ミリ））（宛先を明記、82円切手を貼付したもの）
　＊希望者多数の科目は、直接来所の方を優先します。

5

【共修生のご案内】
　共修生とは、空席のある面接授業について、履修済みの科目をもう一度履修したい方や、大学院に在学中
の方、また一般の方が受講できる制度です。試験、レポート課題の義務はなく、単位修得はありません。平
成27年第１学期に受講いただけるのは上記の科目です。ご希望の方は、受講手続きについて事務室までお問
い合わせください。

『学生生活の栞』
（学　部：P.61～）

　岡山学習センターでは、以下の面接授業について追加登録を受け付けます。
　ご希望の科目がある方は、ぜひ受付終了日までにご申請ください。

●面接授業追加登録対象科目（岡山学習センター）
科目区分 科目名 科目コード クラス 空席数 開講日 時限 受付終了日

共通科目：
外国語 アンデルセン童話を音読する 2417120 K 17

５月９日㈯
５月10日㈰
５月16日㈯

１～３時限
１～３時限
１～２時限

５月２日㈯

専門科目：
生活と福祉 妊娠期女性の日常生活支援 2417138 K 32

５月９日㈯
５月10日㈰
５月16日㈯
５月17日㈰

３～４時限
３～４時限
３～４時限
３～４時限

５月２日㈯

専門科目：
社会と産業 雇用社会と法 2407752 K 10 ５月９日㈯

５月10日㈰
１～４時限
１～４時限 ５月２日㈯

専門科目：
情報 暗号とインターネット 2417235 K 11 ５月23日㈯

５月24日㈰
１～４時限
１～４時限 ５月16日㈯

専門科目：
自然と環境 化学で理解する自然と生活 2417260 K ３ ５月30日㈯

５月31日㈰
１～４時限
１～４時限 ５月23日㈯

専門科目：
社会と産業 瀬戸内の開発と地域・環境問題 2417170 K 16 ６月13日㈯

６月14日㈰
１～４時限
１～４時限 ６月６日㈯

専門科目：
社会と産業 近世以前の土木・産業遺産 2417189 K 23

６月13日㈯
６月20日㈯
６月27日㈯
７月４日㈯

１～２時限
１～２時限
１～２時限
１～２時限

６月６日㈯

専門科目：
人間と文化 美術と文化財の観念と日本 2417200 K 17 ６月27日㈯

６月28日㈰
１～４時限
１～４時限 ６月20日㈯

専門科目：
人間と文化 岡山県の地域文化 2417227 K １ ７月11日㈯

７月12日㈰
１～４時限
１～４時限 ７月４日㈯

専門科目：
自然と環境 無機材料化学入門 2417286 K 38 ７月18日㈯

７月19日㈰
１～４時限
１～４時限 ７月11日㈯

※４月17日現在

※面接授業の時間割（１時限あたりの授業時間は85分、授業回数は８回です。）
　１時限　10：00～11：25　２時限　11：35～13：00　３時限　14：00～15：25　４時限　15：35～17：00



赤レンガ 39Vol.

卒業研究の履修を希望される方へ

教務からのお知らせ

説 明 会

説 明 会

資格取得

6

大学院修士全科生入学希望の方へ

幼稚園免許の取得をお考えの保育士の方へ

平成28（2016）年度修士全科生入学希望者ガイダンスを開催します。

放送大学は、特例制度で必要となる科目の全て（５教科、８単位）
を開講します。

　大学院修士課程に入学を希望される方や興味・関心がある方を対象に、入学希望者ガイダンスを開催しま
す。開催内容については、①教務課職員から修士課程の概要及び入学者選考の方法等を、②教員から修士論
文の作成のための指導の進め方等について、説明します。また、③修士全科生修了者が入学時よりゼミの状
況を含めた２年間の具体的な体験談を説明して、④質疑応答を行います。（都合により内容が変更になる場
合があります。ご了承ください。）

　認定こども園法の改正に伴い、保育士の資格を持ち、所定の在職経験を有する方が、大学８単位を修
得すれば幼稚園免許状を取得することができる特例制度が実施されます。（特例期間：平成32年３月ま
で（予定））放送大学では、ラジオ科目やオンライン授業科目で科目履修をすることができます。
　ご希望の方は、パンフレットをお送りしますので、事務室までお問い合わせください。

放送大学岡山学習センター
TEL：086-254-9240　　FAX：086-254-9286

平成28（2016）年度卒業研究ガイダンスを開催します。
　卒業研究は、各コース（専攻）に所属している全科履修生が、教員から直接指導を受け履修する選択科目
です。卒業研究の履修を希望される方や、興味関心がある方を対象に、説明会を開催します。

お申し込み方法
　 事前に申し込みが必要です。詳細は決まり次第、

岡山学習センターホームページや掲示でお知ら
せします。

お申し込み方法
　放送大学ホームページよりお申し込み（予定）
お問い合わせ先
　 放送大学学務部教務課大学院企画・入試係
　ＴＥＬ：０４３－２７６－５１１１（総合受付）
　ＦＡＸ：０４３－２９８－４３８０
　E-mail：ｋｙｏｍｕｋａ＠ｏｕｊ．ａｃ．ｊｐ

　日　：平成27年６月27日（土）
　時　：10：00～12：00
　場所：岡山学習センター６階　講義室２
　講師：未定（本部の先生にお願いしています。）

　日　：平成27年６月27日（土）
　時　：13：00～15：00
　場所：岡山学習センター６階　講義室２
　講師：未定（本部の先生にお願いしています。）
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学習相談・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、ぜひ学習相談室のドアをたたいてください。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方が、温かく相談に乗ってくださいます。
　先生方の専門分野と学習相談担当時間、特別セミナー開講日程は下記の通りです。
＊学習相談は事前予約が必要です。特別セミナーは予約の必要はありません。

岡田　雅夫 先生
（岡山大学名誉教授・所長）

虎谷　哲夫 先生
（岡山大学名誉教授）

上浦　洋一 先生
（岡山大学名誉教授）

酒井　貴志 先生
（岡山大学名誉教授）

法学

生化学

電子工学

有機化学

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

放送大学岡山学習センター客員教授による 教務からのお知らせ

随時　10：00～18：00

火曜日　13：00～17：00

木曜日　10：00～14：00

金曜日　10：00～14：00

特別セミナー 法とは何か－法の建前と本音－

特別セミナー ビタミンのはたらき

特別セミナー 電気電子工学入門（Ⅰ）－基礎編－

特別セミナー 化学の目で見る生活と健康　※連続しての出席が望ましい

7

第１回� 本音と建前、ということについて� ４／２㈭� 13：30～15：00
第２回� 法と法律� ４／16㈭� 13：30～15：00
第３回� 日本人と欧米人の法観念� ５／７㈭� 13：30～15：00
第４回� 守られにくい法律（１）交通法規� ５／14㈭� 13：30～15：00
第５回� 守られにくい法律（２）公務員の政治活動� ６／４㈭� 13：30～15：00
第６回� 守られにくい法律（３）税法� ６／11㈭� 13：30～15：00

第１回� ビタミンとは何か� ４／21㈫� 13：30～15：00
第２回� 補酵素とは何か� ５／19㈫� 13：30～15：00
第３回� ビタミンB１、パントテン酸� ６／16㈫� 13：30～15：00

第１回� 電気回路の基礎と演習（１）基礎原理と直流回路への応用� ４／23㈭� 10：30～12：00
第２回� 電気回路の基礎と演習（２）交流回路の基礎� ５／21㈭� 10：30～12：00
第３回� 電気回路の基礎と演習（３）交流回路解析への応用� ６／18㈭� 10：30～12：00

第１回� 今の物質世界はどうして出来たの－原子とはなにか� ４／17㈮� 10：30～12：00
第２回� 原子は何故つながり合うの。分子、イオン、マイナスイオンとは� ５／15㈮� 10：30～12：00
第３回� 分子の形の基本－１。炭化水素とは。油とは何か� ６／19㈮� 10：30～12：00
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垂水　共之 先生
（岡山大学名誉教授）

桝田　正治 先生
（岡山大学名誉教授）

永田　　博 先生
（元川崎医療福祉大学 教授）

服部　美佳 先生
（岡山大学非常勤講師）

中東　靖恵 先生
（岡山大学准教授）

岩佐　和典 先生
（就実大学講師）

統計科学

園芸学

言語心理学

英語学

社会言語学

臨床心理学

専　門

専　門

専　門

専　門

専　門

専　門

学習相談日時

学習相談日時

水曜日　13：00～17：00

水曜日　10：00～14：00

学習相談日時 土曜日　13：00～17：00

学習相談日時 木曜日　13：00～17：00

学習相談日時 金曜日　10：00～14：00

学習相談日時 日曜日　13：00～15：00
　　　　16：30～17：00

特別セミナー データ解析の実践　※�原則放送大学の学生のみ受講可能

特別セミナー 野菜の生育特性とその制御　※連続しての出席が望ましい

特別セミナー 数字に現れた心理現象

特別セミナー 生きた英語への扉

特別セミナー

特別セミナー

日本語の音声・音韻研究へのいざない　※連続しての出席が望ましい

人格・感情・動機づけの心理学

8

第１回� Rコマンダーを使ってみよう� ４／15㈬� 13：30～15：00
第２回� データのまとめ方（分布）� ５／20㈬� 13：30～15：00
第３回� データのまとめ方（代表値とばらつき）� ６／17㈬� 13：30～15：00

第１回� 種子の形態と出芽� ４／８㈬� 13：30～15：00
第２回� 茎葉成長の規則性� ５／13㈬� 13：30～15：00
第３回� 果菜一着花（果）習性と整技� ６／10㈬� 13：30～15：00

第１回� 心理現象の捉え方（心理学研究法の特徴）� ４／18㈯� 13：30～15：00
第２回� １＋１＝１or２or３？（５ヶ月児は１＋１が２であることがわかる？）� ５／16㈯� 13：30～15：00
第３回� ５＋２＝Yellow（数字と色の共感覚者が計算すると何が起こる？）� ６／６㈯� 13：30～15：00

第１回� 映画の中から　Scenes１－３� ４／11㈯� 15：00～16：30
第２回� 映画の中から　Scenes４－５� ５／２㈯� 15：00～16：30
第３回� 映画の中から　Scenes６－７� ６／６㈯� 15：00～16：30

第１回� 音声と意味とはどういう関係にあるのか？：音声言語の特質� ４／３㈮� 10：30～12：00
第２回� 美しい日本語の発音とは？：ガ行鼻音� ５／１㈮� 10：30～12：00
第３回� オノマトペとは何か？：清音・濁音・半濁音� ６／５㈮� 10：30～12：00

第１回� 人格（パーソナリティ）とは何か� ４／12㈰� 15：00～16：30
第２回� 感情とは何か� ５／17㈰� 15：00～16：30
第３回� 動機づけとは何か� ６／７㈰� 15：00～16：30
＊放送大学大学院修士課程ラジオ科目担当講師
　「心理・教育統計法特論（’15）」（第１回、第３回、第４回、第12回を担当）
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岡山県立図書館連携講座のご案内

岡山学習センター開設２０周年を記念しての特別講演会

参加費は無料ですが、申し込みが必要です。定員（82名）。
申し込み先：岡山県立図書館（TEL：086-224-1286/FAX：086-224-1208）
各講座実施の1ヶ月前から受付いたします。
開催場所：岡山県立図書館２階　デジタル情報シアター

講　　師 演　　　　　　　　題 日　　　　時

虎谷　哲夫 先生 ビタミンの話 　５月１６日㈯ 13：30～15：00

上浦　洋一 先生 電気電子工学入門　－未来の乗り物への応用－ 　７月１８日㈯ 13：30～15：00

　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
ミナーとは別に岡山県立図書館と連携し、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。

　皆様のおかげをもちまして、放送大学岡山学習センターは開設20周年を迎えることができました。それを記念
しまして下記のとおり特別講演会を開催いたします。今後も９月、12月、平成28年２月に開催の予定です。詳細
は、決まり次第、岡山学習センターのホームページまたは、学習センター内掲示にてお知らせいたします。皆様
のご参加をお待ちしております！

　日　時：６月７日（日）14：00～　　（入場無料・申し込み不要）
　場　所：岡山大学文化科学系総合研究棟２階　共同研究室
　講　師：放送大学名誉教授　臼井　永男 先生（運動生理学・健康管理学）
　演　題：「足と履物の科学　－悩んでいませんか、あなたの靴選び－」

　　　　　 臼井永男先生は、教養学部・基礎科目「運動と健康（’13）」、大学院・生活健康プログラム「発達運
動論（’11）」の放送授業をご担当されています。

新任教員からの挨拶

永田　　博 先生
　言語心理学の領域で40年間やってきてこの３月に定年を迎えました。「このままでは死ねない」という切
迫感だけが今はあります。長年にわたって自宅と職場を行き来する生活を繰り返してきましたので人生経験
は全くもって貧弱であります。「とても心理学をやっているとは思えない」と言う人もいます。周りから見
ると、見かけも中身も心理学らしからぬところがあるようです。そういう新任教員です。よろしくお願いい
たします。

9
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　ご入学おめでとうございます。お願いしたい事は、入学の志を、少なくとも４ヶ月間保って頂きたいと思います。こ
れが出来ますと卒業に対する第一関門を突破できたと私は考えます。その後、順調に学習され、卒業後は、是非同窓会
へ入会されますことを希望致します。
　さて今年度は、岡山同窓会発足10周年目に当たります。従いまして、今年度は様々な事業を企画しています。企画事
業は、学習センター内の掲示板に掲示致します。さらに、同窓会会員用のメーリングリストでご案内致します。当面の
スケジュールは、５月に２件の企画があります。１件目は、５月17日（日）の岡山同窓会の総会であります。この総会
の記念講演は、放送大学の岩永教授による講演を企画しています。この記念講演は何方でも聴くことが出来ます。是非、
知人やご家族の方をお誘い参加して頂くことをお願い致します。
　２件目は、５月31日（日）の「春の半田山ウオーキング」であります。対象は、同窓会会員とその家族です。私どもは、
皆さまの参加を望んでいますので宜しくお願い致します。
　尚、同窓会会員の方でメールアドレスを同窓会へ報告したが一度も連絡が無い方は、入力ミスなどが考えられますので、
同窓会役員の方へ連絡して頂けると助かります。
　最後になりますが皆さまのご健勝とご活躍をお祈り致します。

同窓会だより

クラブ名 日　　時 内　　　　　　　容
硬式テニスクラブ 原則毎週日曜日

14：00～
場所：岡山大学工学部テニスコート
技術に関係なくどなたでもご参加ください。

英会話クラブ 毎月第２・第４土曜日
13：00～18：00

ネイティブゲストを招いてのフリートークを行っています。
英語を話すチャンスです☆

パソコンクラブ 毎月第１・第３土曜日
13：00～17：00

コミュニケーションインフラとしてのパソコン勉強会や、各種講座を行い、会員ど
うしの交流を図っています。

俳句クラブ 毎月第４日曜日
午後 学生同士で楽しく学びあう精神をモットーに和やかな句会を開いています。

カメラクラブ 原則毎月第２日曜日
13：00～16：00

一緒に楽しみながら写真力をＵＰしましょう。撮影会や宴会、各種行事に参加して
ください。作品は大学内に展示できます。

中国語クラブ
月２回例会、

第１・第３日曜日
13：00～15：00

楽しい雰囲気で勉強しています。
語学だけでなく、中国の生活や歴史、旅行等も行います。

日常の心理クラブ 原則毎月第１土曜日
10：30～12：30

毎月１回、心理学関連の講座を楽しんでいます。　講師は自薦・他薦で会員が務め、
これもいい勉強になります。

インドネシア語クラブ 原則毎週水曜日
14：00～16：00

お喋りを楽しみませんか！日本語を教えて、インドネシア語を教えてもらう。花見、
花火、歓迎会、送別会、インドネシア料理にありつけるかも。

文学クラブ 月１回例会 自分の好きな本や読みたい本を題材に話し合いをしたり、詩や小説を創作したりし
ています。

歴史クラブ 月１回程度の例会 講師を招いて歴史講座を開催したり、課外学習に行ったりして見識を深めています。

ハチハチクラブ 毎週水曜日
12：45～13：45

毎週水曜日に”健康太極拳”を第２講義室で行います。その他、花見や旅行、パーティ
などの構外活動を行っています。

科学わくわくクラブ 原則最終水曜日
または日曜日午後例会

手軽でわくわくする実験・工作を通じて、科学への関心と理解を深め、学校や公民
館に出向いて「科学教室」を行います。

サークル紹介

津山市立図書館連携講座
日時：平成２６年１０月５日㈰
　　　１４：００～１５：３０
場所：津山市立図書館　視聴覚室
講師：桝田　正治（放送大学岡山学習センター客員教授）
演題：「健康な野菜を育てるコツ」

大学祭
日時：平成２６年１１月１日㈯～２日㈰
場所：  放送大学岡山学習センター５・６階　岡山大学ピーチユ

ニオン前

学生研修旅行
日時：平成２６年１１月２４日（月・振替休日）
研修先：スプリング８～太陽公園

特別講演会
日時：平成２６年１１月３０日㈰

　　　１４：００～１５：３０（開演１３：３０）
場所：サンピーチ岡山　大会場
　　　　岡山市北区駅前町２－３－３１
講師：放送大学客員教授　海部　宣男　氏（かいふ　のりお）
演題：「宇宙をうたう」

第２６回赤レンガフォーラム
日時：平成２７年２月１４日㈯　１３：３０～
場所：岡山学習センター６階　講義室１
第１部　特別講演
第２部　同窓会主催講演会

平成２６年度第２学期　学位記授与式（NHKホール）
日時：平成２７年３月２１日㈯

平成２６年度第２学期　卒業証書・学位記伝達式（岡山学習センター）
日時：平成２７年３月２９日㈰

平成26年度第２学期行事報告

10
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平成27年４月１日付けで着任

事務職員

薮井　由佳

学生サービスからのお知らせ

事務室からのお知らせ

11

■ 駐車場の利用について（１時間以上駐車で有料になります） �
　 　　岡山大学津島キャンパス全ての駐車場が利用できます。駐車場を利用する場合、入構許可証が必要です。
　　　入構許可証の申請は当センター事務室へお願い致します。
　 　 　申請の手続き方法や、必要なものなどは「平成27年度　利用の手引き」の９ページに記載していますので、

ご参照ください。
　◆駐車料金
　　①一般駐車許可証：年額　2,400円（月割も可能）　　②休日駐車許可証：年額　1,200円
　　③特別駐車許可証：月額　  500円
　
　◆無料サービス券で対応可能なもの
　　●単位認定試験　●面接授業　●特別セミナー　●学習相談　●学位記伝達式・卒業式
　　●入学者の集い　●１日体験入学　●岡山大学図書館ガイダンス　●赤レンガフォーラム　
　　●その他、岡山学習センターが主催（共催を含む）する講演・セミナー等
　※ 無料サービス券は、事務室で記録簿に氏名・利用目的をご記入いただいた上でお渡しします。ゲートでお取りい

ただいた駐車券をお持ちください。
　※随時の通学、研修旅行や大学祭等のイベント、サークル活動はサービス券の対象外です。

■ 岡山大学附属図書館LibraryCardについて �
　 　LibraryCardの利用期限は現在お持ちの学生証の有効期間と同じです。
　　以前よりLibraryCardをお持ちで、更新が必要な方は事務室窓口までお申し出ください。

■ 情報配信サービス「まなぴー通信」 �
　 　岡山学習センターでは、パソコンまたは携帯電話のメールアドレスを登録された方に向けて最新の学習情報

や行事などのお知らせを「まなぴー通信」としてメール配信しています。（月１回程度）
　 　メールアドレスの登録方法は、岡山学習センターのメールアドレス「okayama-sc@ouj.ac.jp」に氏名・学生

番号・学生種別・電話番号を記載して、件名に「まなぴー通信申し込み」とお書きください。
　　必ず登録を希望するメールアドレスからのメール送信をお願いします。
　 　学習センターに直接お越しいただきまして書面での登録も受け付けていますので、お気軽にお申し込みください。

■ 住所変更届提出のお願い �
　 　転居後は速やかに住所変更届をご提出ください。利用の手引き、機関紙をお送りした際に転居先不明となっ

て返ってくる事例が発生しています。転居の前後にお手続きいただけない場合は岡山学習センター事務室までご
連絡ください。

■ 人事異動 �
　　平成27年３月31日付けで退職
　　　　　　事務職員　　金尾　一志
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スケジュール

■ 岡山学習センターの利用時間について �
　・通常は月曜日と祝日を除く、火曜日から日曜日の午前10時から午後６時30分までです。
　・単位認定試験期間は午前９時から午後７時までです。
　・閉所日は月曜日、祝日、年末年始、その他所長が特に必要と認める日です。

12

June

６月

放送大学岡山学習センター　〒700-0082 岡山市北区津島中3-1-1（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

April

４月

　７日㈰　集中科目履修生（司書）　募集締切
　　　　　岡山学習センター２0周年記念特別講演会
　８日㈪　�第１学期通信指導提出締切（WEB）（郵送

※本部必着）
１５日㈪　第２学期学生募集受付開始（第１回）
　　　　　（～８／３l）
２７日㈯　大学院修士全科生　入学希望者ガイダンス
　　　　　卒業研究ガイダンス

May

５月

HP： 岡山学習センター 検索

　１日㈮　�集中科目履修生（看護・司書教諭）　募集開
始　

　６日㈬　振替休日（閉所）
１６日㈯　岡山県立図書館連携講座
１８日㈪　第１学期通信指導提出開始（WEB）
２５日㈪　第１学期通信指導提出開始（郵送）
２９日㈮　教員免許更新講習生　募集締切
３１日㈰　集中科目履修生（看護）　募集締切

　１日㈬　第１学期放送授業開始
　　　　　�集中科目履修生（看護・司書教諭）　募集要

項配布開始
　８日㈬　岡山大学附属図書館　利用ガイダンス
１５日㈬　�教員免許更新講習生　受付開始
　　　　　（～５／２９）
１７日㈮　面接授業空席発表
２４日㈮　面接授業追加登録開始

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。


