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　きょうはまた英語のお話におつきあいください。
　2009年、初めて放送大学で取り上げた「ローマの休日」
から数えると、特別セミナーで皆さまと見た映画は今年
で５本目になります。映画は文化のひとつ。長く愛され
ている作品にはそれなりの理由があり、大切なメッセー
ジが隠されています。ここ３年は穴あきにした簡単なセ
リフの聞き取りに加えて、すべてのセリフを一言ももら
さず１年で音読する作業になりました。毎月様々なレベ
ルの方が一緒に挑戦中です。各場面の言葉、声のトーン、
表情等は生きた英語そのもの。画面から感じ取るだけで
なく、実際にセリフを言い、歌い、舌の位置を変える練
習をし、自分で発音してみて初めて本当の発音が聞こえ
るようになる体験をしていただいてきました。５本の映
画を「見」「聞き」「読む」間に出会った語彙などの情報
量は膨大です。潜在的な力になっていればと願います。

　私は英語の音とリズムが音楽のように感じられて大好
きなのですが、言葉の背景にある文化と物の考え方にも
ずいぶん興味があります。中学になって出会った先生の
おかげで英語の虜になって以来、振り返ると私の人生に
も様々な場面がありました。学生時代、仕事、子育て、
ボランティア・・・どの場面でもその活動が海外ではど
うなのかアンテナを張り巡らしておりました。自分の生
活のことを伝えるために正確な言葉を調べると、そのた
びに発見する表現や物の考え方がおもしろくて仕方がな
いのです。

　家事もそのうちのひとつです。人が生きていくうえで
料理、皿洗い、洗濯、掃除など日々の生活を支える大切
な仕事は万国共通のもの。文化、習慣、男女等の違いこ
そあれ基本は同じはずです。友人たちのいる英語圏では
どのように家事を切り盛りしているのかが気になり、書
物やネットで見て試しながら楽しむ生活を始めてもうず
いぶんになります。
　これは逆輸入の例となりますが、近藤麻理恵さんのお
片付けの本が海外でも爆発的に売れ、先日彼女は村上春

英語の経験値
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樹さんとともに米TIME誌の「世界で最も影響力のある
100人」に選ばれました。北米の友人たちもKonMariメソッ
ドと呼んで夢中になっていましたが、まさかそこまでと
は、と驚きました。物に感謝するという日本的な発想も
魅力のようです。豊かになり物のあふれた先進国では個々
の悩みは同じなのだと改めて思いました。英訳も大変興
味深かったです。「ときめき」は‘spark joy’。‘spark’は火花、
閃光、宝石・金属などのきらめき、という意味です。同
じ「ときめき」も‘spark joy’と言われると違ったかわいい
響きがして不思議です。まずは近所の本屋で日本語版を
のぞいてみてください。様々な国でベストセラーになっ
ているようですから、いつか外国の方と共通の話題にな
るかもしれません。
　さて、家事のうちの料理の方面ではひとつのレシピを
取っても無限の楽しみが広がります。どんな味になるか
想像がつかないことも。そこで出会った単語が、工学部
の学生に教えている科学的な記事に出てきたりするので
す。ingredient（材料）add（加える）remove（取り除く）
remaining（ 残 り の ）place（ 置 く ）evenly（ 平 た く ）
vigorously（激しく）thoroughly/efficiently（十分に）・・・
難しく見える科学の記事であっても、書き手は私たちと
同じ人としての生活を営む人間です。生活の中で使われ
る平易な単語は必ずどこかに使われますし、その単語が
出てくる状況の背景を感じ取ってこそ、記事に出てくる
単語の持つ真の意味もわかるのではないかと強く感じる
ようになりました。「言葉の生活感」、とでも申しましょ
うか。
　皆さまもぜひ英語を生活の中に取り入れてみてくださ
い。英語に限らず、語学は数多くの表現に触れ、感情を伴っ
て記憶に残り、「読み」「書き」「聞き」「話す」（「歌う！」）
等の身体を使った経験を総合的に積み重ねていくことで、
その人の本当の力になっていくのだといつも思います。
そして何より世界が広がり、楽しみが増えて毎日が豊か
になっている気持ちになるのです。

　講座を始めた当初は、人生の大先輩方ばかりの中で、
若輩者の私ごときに何がお伝えできるのかとずいぶんと
気後れしたのを思い出します。経験豊富な皆さまのおか
げで多くの気づきや学びをいただくこととなりました。
純粋な気持ちで熱心に勉学に励んでおられる皆さまに私
自身大変刺激を受け、エネルギーをいただいています。
同じ学びを続ける者として、お会いするたびに心からあ
りがたく、幸せに思います。
　語学には終わりはありません。ともに英語の経験値を
さらに楽しく積み重ねて参りましょう。
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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７月から９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、７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、確認作業にご活用ください。 

通信指導の結果返送と試験通知（受験票）

成績通知

単位認定試験

次学期の科目登録申請

集中放送授業期間（授業番組の再放送など７月２２日（水）～９月３０日（水））

次年度の卒業研究履修申請

【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。
＊ 受験票が、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。

【成績通知時期】：８月下旬
「成績通知書」によって通知します。単位認定試験における成績の評価は、成績の優れている順にⒶ（100～90点）、
A（89～80点）、B（79～70点）、C（69～60点）、D（59～50点）、E（49～0点）の６区分で行い、C以上が合格です。

【単位認定試験日】：７月２４日（金）～８月２日（日）
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。

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。重複申請のないようお願いします。

卒業研究は、全科履修生の選択科目です。卒業研究の単位は、所属するコースの専門科目として６単位認定されます（放送授
業３単位、面接授業３単位）。平成２８年度に卒業研究の履修を希望される方は、『卒業研究履修の手引』をよく読んだうえで「卒
業研究申請書」を作成し、本部へ簡易書留で提出してください。『卒業研究履修の手引』は学習センター窓口で配布しています。
＊「所属学習センターの教員または近隣大学の教員」の指導を希望する場合は、申請前に所属学習センター所長との面談が必要です。

【卒業研究履修申請書提出期間】：８月１７日（月）～８月２５日（火）必着

＊科目登録申請の後、「科目登録決定通知書」が送付されます。
　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。

『学生生活の栞』
（学　部：P.67～）
（大学院：P.61～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.46～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.70～）
（大学院：P.64～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.67～）
（大学院：P.62～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.57～）
（大学院：P.51～）

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、キャンパスネットワークホームページに掲載。

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、併用式+記述式があり、
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．98～99　大学院P．40）
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（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）

【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）大学本部必着
　＊郵送の場合、いったん受け付けた申請内容は、追加、変更、取り消しはできません。
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。すべての科目を取り消すことはできません。

７　
月

９
月

８　
月
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面接授業について 教務からのお知らせ

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.57～）

【次学期に学籍のある方】：P．２、「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。

認定心理士を目指して学習されている方へ

「様式３」の記入が終わったら、
本学担当教員に記載事項の証明を依頼してください。

申請に必要な書類の準備をしてください。

認定心理士単位表作成ツールをご活用ください。
認定心理士単位表作成ツールとは、認定心理士の資格取得に必要な提出
書類の一部である、様式３「心理学関係科目修得単位表」を作成するた
めのツールです。放送大学で履修した放送授業科目については、科目選
択するだけで、修得単位数、内容、担当教員名等を自動的に入力するこ
とができます。
その他、これから認定心理士の資格を取得するために、どの領域でどの
科目を履修する必要があるか確認することもできます。
※このツールでは、旧基準で申請する場合の申請書が作成できます。
※ 認定心理士の認定基準は、2014年４月１日に改定されました（新基準）。移行措置と

して、2019年３月３１日日本心理学会必着分までは旧基準に基づく申請が可能です。

■ツールを開くには
放送大学ホームページ＞目的別に探す＞放送大学で目指せる資格＞

【心理学に関する資格】認定心理士＞認定心理士単位表作成ツール

■入力前に準備するもの
　・認定心理士対応科目の履修状況がわかるもの
　・面接授業のシラバス（授業概要）
　・ 他大学で対応科目の一部を修得済みの方は、修得単位数、内容、

担当教員名等入力に必要な項目がわかるもの

【送付先】
　〒２６１－８５８６　千葉市美浜区若葉２－１１
　放送大学 学務部 連携教育課 資格取得支援係　宛
　＊ 角２封筒の表面に、朱書きで「学生番号」と「認定

心理士証明希望」と記入してください。
【送付するもの】
　・様式３「心理学関係科目修得単位表」
　　＊必ず「申請者氏名」欄に自書でペン書き、捺印のこと。
　・ 返信用封筒（角２封筒に返信先を記入、重量分

の切手貼付）
※必ず「成績通知書」で成績を確認した後、郵送してください。
※概ね２か月程度で返送されます。

【放送大学関連】
①様式３「心理学関係科目修得単位表」（左記の様式）
②b、c領域の科目のシラバス（授業概要）
③成績・単位修得証明書
④卒業証明書

【日本心理学会関連】
※日本心理学会のホームページからダウンロード。
⑤認定心理士資格認定申請書（様式１）　
⑥履歴書（様式２）
⑦ 審査料払込控貼付用紙・IDカード用写真添付用紙
（様式４）

⑧提出書類チェックリスト
⑨郵便はがき（書類受領通知用）
　※ 旧基準に基づいて記載しています。新基準でご

申請の場合は、a領域のシラバスが必要になる等、
提出書類が異なりますのでご注意ください。

日本心理学会へ申請書類を提出
※申請時に審査料10,000円、認定後に認定料30,000円が必要となります。
　詳しくは、日本心理学会のホームページで必ず確認してください。
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■�「データ保存」するには、
こちらをクリックしアク
セスキーをメモしておい
てください。

■�併せて『平成27年度
認定心理士資格取得
の手引き』もご活用
ください。
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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
津山教室学習相談日時

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

図書からのお知らせ

随時　10：00～18：00
月１回土曜日　13：00～15：00

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

図書・放送教材の室外貸出について
図書・放送教材の室外貸出は単位認定試験の２週間前から停止します。
　【大学院】　　　　７月10日（金）～８月４日（火）
　【学　部】　　　　７月12日（日）～８月４日（火）
　・室内では視聴できます。
　・８月５日から図書・放送教材の貸出を受け付けます。
　・月曜日、祝日は閉所日。７月31日（金）、８月４日（火）は臨時閉所日。
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第７回� 守られにくい法律（４）談合� ７／２㈭� 13：30～15：00
第８回� 守られにくい法律（５）賭博� ７／９㈭� 13：30～15：00
第９回� 守られにくい法律（６）軽犯罪法� ８／６㈭� 13：30～15：00
第10回� 守られにくい法律（７）飲酒・喫煙� ８／27㈭� 13：30～15：00
第11回� なぜ守られにくいのか？� ９／３㈭� 13：30～15：00
第12回� まとめ� ９／10㈭� 13：30～15：00

第４回� ビタミンB２、ナイアシン� ７／21㈫� 13：30～15：00
第５回� ビタミンB６、ビオチン� ８／18㈫� 13：30～15：00
第６回� ビタミンB12� ９／15㈫� 13：30～15：00

第４回� 半導体とは？（歴史から材料の基礎まで）� ７／16㈭� 10：30～12：00
第５回� pn接合，ダイオード，トランジスター� ８／20㈭� 10：30～12：00
第６回� MOSFET，CMOS，倫理回路� ９／10㈭� 10：30～12：00

第４回� 分子の形の基本－２。アルコールとは。洗剤の化学� ７／17㈮� 10：30～12：00
第５回� 分子の形の基本－３。酸とはDHA、EPAとは。
　　　　マーガリンとバターは何が違うの� ８／21㈮� 10：30～12：00
第６回� 分子の形の基本－４。アミノ酸の不思議。紫外線はなぜ体に悪いか
� � ９／18㈮� 10：30～12：00
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垂水　共之 先生
（岡山大学名誉教授）

統計科学専　門 学習相談日時 水曜日　13：00～17：00

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
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第４回� 違いはあるの？（検定）� ７／15㈬� 13：30～15：00
第５回� ２変数の関係（相関と回帰）� ８／19㈬� 13：30～15：00
第６回� 本当の関係？（疑似相関と偏相関）� ９／16㈬� 13：30～15：00

桝田　正治 先生
（岡山大学名誉教授）

園芸学専　門 学習相談日時 水曜日　10：00～14：00

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
第４回� 根菜―根の成育肥大� ７／８㈬� 13：30～15：00
第５回� 葉菜―結球（球形成）� ８／19㈬� 13：30～15：00
第６回� 花芽分化と環境要因� ９／９㈬� 13：30～15：00

永田　　博 先生
（元川崎医療福祉大学 教授）

言語心理学専　門 学習相談日時 土曜日　13：00～17：00

特別セミナー 数字に現れた心理現象
第４回� ５－１？（チンパンジーの記憶範囲はどうやって測る，そしてそれはいくつ？）� ７／11㈯� 13：30～15：00
第５回� （１，２，３，４）/５，６，７，･･･（物の数え上げは直線的に進む？）� ８／９㈰� 13：30～15：00
第６回� １，２，いっぱい（人間の数字の数え上げを無限に続ける？）� ９／19㈯� 13：30～15：00

服部　美佳 先生
（岡山大学非常勤講師）

英語学専　門 学習相談日時 木曜日　13：00～17：00

特別セミナー 生きた英語への扉
第４回� 映画の中から　Scenes８� ７／４㈯� 15：00～16：30
第５回� 映画の中から　Scenes９－10� ８／９㈰� 15：00～16：30
第６回� 映画の中から　Scenes11� ９／19㈯� 15：00～16：30

中東　靖恵 先生
（岡山大学准教授）

社会言語学専　門 学習相談日時 金曜日　10：00～14：00

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
第４回� 外国人にとって日本語の発音は難しいか？：音声と音韻� ７／３㈮� 10：30～12：00
第５回� 五十音図は日本語の音の一覧表か？：現代日本語音韻体系� ８／６㈭� 10：30～12：00
第６回�「バイオリン」か、「ヴァイオリン」か？：外来語の表記と発音� ９／11㈮� 10：30～12：00

岩佐　和典 先生
（就実大学講師）

臨床心理学専　門 学習相談日時 日曜日　13：00～15：00
　　　　16：30～17：00

特別セミナー 人格・感情・動機づけの心理学
第４回� 対人関係と人格（パーソナリティ）� ７／12㈰� 15：00～16：30
第５回� 感情表現と感情制御� ８／30㈰� 15：00～16：30
第６回� 反社会的行動と動機づけ� ９／13㈰� 15：30～17：00
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日　時：平成２７年８月１５日（土）１０：３０～１２：００
場　所：岡山県立美術館（岡山市北区天神町８-48）
内　容：特別展「微笑みに込められた祈り　―円空・木喰展―」
参加費：無料（参加の際には学生証の提示が必要となる場合がありますので、必ずお持ちください）
対象・定員：岡山学習センター所属の学生・５０名程度
★参加ご希望の方は学習センター事務室へお申込み願います。
※学芸員による特別展の解説後、自由鑑賞となります。その後は自由解散です。

美術館見学講座

日　時：平成２７年８月２９日（土）１３：３０～１７：００（入場料無料・申し込み不要）
場　所：岡山学習センター６階　講義室
内　容：第１部　特別講演　第２部　学生発表
　　　　フォーラム終了後、懇親会をいたします。（会費制・要申し込み）
★どなたでもご参加いただけます。お誘い合わせの上お越しください。

第27回赤レンガフォーラム

岡山県立図書館連携講座のご案内

「エフエムつやま」で放送大学岡山学習センターの番組が開始！

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
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

桝田　正治 先生
花咲き�タネでき�実が太る
　－トマト・メロン・イチゴ編－

１０月１７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。

岡山学習センター開設２０周年記念特別講演会
日　時：９月１３日（日）１４：００～１５：３０（入場料無料・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：放送大学教授　島内　裕子 先生（国文学）
演　題：「徒然草と日本文学」
　　　　 島内裕子先生は、教養学部・一般科目「日本文学概論（’12）」、専門科目・「和歌文学の世界（’14）」、「日

本の物語文学（’13）」、大学院・人文学プログラム「国文学研究法（’15）」の放送授業をご担当されてい
ます。

　市民ラジオ「エフエムつやま」（78.0MHz）で放送大学をより多くの方に知ってい
ただく為の番組「こちら放送大学岡山学習センターです」が６月１日から毎週月曜日
の１７：４５～１８：００、放送開始となりました。岡山学習センター　岡田雅夫所
長が放送大学の魅力など、時にはゲストをお迎えしお話されます。
　エフエムつやまのホームページよりお聞きいただけます。みなさま是非お聞きくだ
さい。
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岡山学習センター２０周年記念特別講演会
日時：６月７日（日）１４：００～１５：３０
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：臼井　永男先生
演題：「足と履物の科学―悩んでいませんか、あなたの靴選び―」
　講演会には、在学生・一般の方、約６０名の方にご参加いただき「足は姿勢
の母であり、全身の土台である。はきものは、からだと大地の糊であり、姿勢
を安定させる道具である。」と履物がヒトのからだに及ぼす影響などお話いた
だきました。自分の足に近い靴を履いて、履きやすい靴の感覚をつかんでほし
い、と靴選びのポイントも教えていただきました。足と履物に対する見方が変わった、今後の靴選びに役立てた
い、と聴講された方から多くの声をいただきました。（６月８日（月）山陽新聞朝刊に掲載されました。）

岡山同窓会発足10周年記念講演会終了！

　岡山同窓会は発足以来１０年となりました。
　思えば１１年位前、岡山同窓会設立に奔走されて
いた初代会長佐橋様から、当時学部卒業半年程の私
にも声がかかり、設立発起人の末席を汚させて頂く
こととなりました。
　設立までの約半年間。一つの会立ち上げのために、
日々奔走される佐橋様の姿を垣間見させて頂く中で、
そのお心遣い・ご心労等、多くの貴重な学びを頂く
ことができました。
　それが２年後の私にとって、小規模ながらも「日
常の心理」クラブ立ち上げという、己の能力に余る
状況下で、大いに参考にさせて頂けたことは、誠に
有難いことでした。
　爾来１０年、無力な副会長で心苦しい限りですが、
今その歳月に感無量の思いと、その重責に改めて身
の引締まる思いをしています。
　さて岡山同窓会では、この１０周年記念として、
様々な特別企画を予定しています。
　その１つ、総会記念特別講演会として、去る５月
１７日（日）放送大学本部から、社会心理学の岩永
雅也教授にお越し頂き、「生涯学習と自己実現」～
教育社会学の観点から～と題し、素晴らしいご講演

を頂きまし
た。
　「 生 涯 学
習」は誰も
が関心と必
要性を抱き
な が ら も、
中々充実さ
せ難いもの
です。
　「 社 会 人
教育」や「学
校教育」との違い。成人学習の内的条件。学ぶ意味
等のお話しに、様々な気づきを頂き、考えさせられ
ました。
　自己実現に向け、今まで漠然としていたことが少
しクリアになり、今後の自分の生き方に、多くの示
唆を頂きました。これこそが、学びの本意ではと、
実感した講演でした。
　今後も岡山同窓会が、学習センターとの協力の下、
同窓生・学生の皆様の学びと自己実現への、後押し
的存在の場であり続けられるようにと、願っていま
す。
 岡山同窓会副会長　持川　直子

行事報告

同窓会だより

学生サービスからのお知らせ

　岡山大学入構許可証及び岡山大学附属図書館Library Cardを申請されますと、申請日より１週間を目安に事
務室へ各種許可証などが岡山大学より届きますので、お早めに窓口までお越しください。事務から個別にお知ら
せはしていません。ご了承ください。
　特に入構許可証は許可証と同時に岡山大学への振込用紙もお渡しいたします。振込みの期限を過ぎると入構許
可証の利用が停止されてしまいますので、お気をつけください。
　入構許可証の有効期限は最長で年度末までです。次年度分の更新は来年１月下旬～２月上旬の間にセンター内
での掲示やホームページなどでお知らせをいたします。
　Library Cardの有効期限は学生証の有効期限と同じになっています。９月末で有効期限が切れる方は９月２０
日までに、３月末で有効期限が切れる方は３月１９日までに更新の申請をしていただきますと、引き続きご利用
いただけます。（学籍が続く方のみ）

岡山大学入構許可証及び岡山大学附属図書館�Library�Cardについて
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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。
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September

９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

July

７月

　１日㈫　第２学期学生募集受付開始（第２回）
　　　　　（～９／２０）
１３日㈰　�岡山学習センター開設２０周年記念特別講

演会
２０日㈰　第２学期学生募集受付締切（第２回）
２５日㈮～２６日㈯
　　　　　夏期集中科目　単位認定試験（看護）
２７日㈰　第１学期　卒業証書・学位記伝達式
　　　　　第２学期　入学者の集い

August

８月

HP： またはQRコード岡山学習センター 検索

　１日㈯～２日㈰　単位認定試験
　４日㈫　臨時閉所日
１２日㈬～１４日㈮　閉所日
１５日㈯　岡山県立美術館見学講座
　　　　　第２学期科目登録申請受付開始
　　　　　大学院（修士・博士）出願受付開始
　　　　　（～８／３１）
１８日㈫　教員免許更新講習　受講確認入力期限
２２日㈯～２３日㈰　教員免許更新講習　修了認定試験
２９日㈯　赤レンガフォーラム
３０日㈰　第２学期科目登録申請受付締切
　　　　　（郵送＊本部必着）
３１日㈪　第２学期科目登録申請受付締切（ＷＥＢ）
　　　　　第２学期学生募集受付締切（第１回）
　　　　　大学院出願受付締切

１０日㈮　�大学院出願資格事前審査受付
　　　　　（～７／２３）
　　　　　図書・教材　室外貸出停止開始（大学院）
１２日㈰　図書・教材　室外貸出停止開始（学部）
１３日㈪　教員免許更新講習　インターネット配信開始
１８日㈯　県立図書館連携講座
２４日㈮～２６日㈰、２８日㈫～３０日㈭
　　　　　単位認定試験

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。


