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　初めて放送大学岡山学習センターの教壇に立ったの
は2004年のことでした。２日間の集中講義による面接
授業でした。当時まだ、大学生を相手にしか教えたこ
とのなかった私にとって、年齢も職業も学習経歴も多
様な放送大学の学生の皆さんに講義をすることも初め
てでしたし、集中講義も初めての経験で、２日間の講
義をこなすだけで精一杯でした。
　集中講義の最後に授業の感想を書いてもらったとこ
ろ、普段教えている大学生からは出ないような様々な
コメントが寄せられ、一枚一枚読みながら一喜一憂し
たことをよく覚えています。中でも「先生の話すテン
ポが早くてついていけないところがあった」「先生の
話す日本語には漢語が多くて時々分からないことが
あった」というようなコメントが気になりました。そ
れは、非常勤先の大学で聴講生として授業を受講する
社会人の方からも同じようなことを言われたことが
あったからでした。
　当時、大学では今以上に、教員が難解な専門用語を
使い、一方向的に講義をすることが多く、それにも関
わらず、講義内容が理解できないという学生の声を聞
くことはあまりなかった、というよりも教員が聞く耳
を持っていなかったように思います。しかしその後、
時代は急速に移り変わり、大学は改革を求められる時
代となり、教育改革が大きく進む中、学生にどうやっ
たら分かりやすく学問の面白さを伝えたらいいのか、
真剣に考えるようになりました。それは自分自身の問
題であるだけでなく、社会からの要請でもありました。
　「分かりやすい日本語で伝える」ことの重要性が日
本で認識され始めたきっかけとなったのは、1995年に

分かりやすく話すことのむずかしさ

岡山学習センター客員教員

中　東　靖　恵

起きた阪神淡路大震災でした。日本人だけでなく多く
の外国人も被災しましたが、「震度」「避難所」「津波」
など、災害時に使用される日本語は普段の生活では使
わない語が多く、また多言語による翻訳にも限界があ
るため、日常会話にはさほど困らない外国人にとって
も、災害時における情報収集には大きな支障が生じま
した。そこで、外国人が情報弱者にならないよう、災
害時の緊急情報を迅速に伝えるため、難しいことばを
分かりやすい日本語で伝えるための「やさしい日本語

（EJ：Easy Japanese）」の開発・研究が弘前大学国語
学研究室を中心に始まりました。
　その後、「やさしい日本語」は外国人だけでなく、
子供や専門用語にあまり馴染みのない日本人にも有効
であることが明らかとなりました。そして、未曽有の
大災害となった2011年の東日本大震災以後、「やさし
い日本語」は広く知られるようになり、自治体を中心
に分かりやすい日本語で情報を伝える取り組みが全国
で展開されています。
　社会的な要請とは言え、大学で教えるような専門的
な学問の話はそもそも難しく、専門用語を使わずに教
えることの方が難しいとすら感じます。でも、分かり
やすい言葉で話さなければ、理解してもらえないだけ
でなく、本当に伝えたい学問の面白さすら伝えること
ができないと感じています。相手に理解してもらえる
よう情報を伝える、そのような話し方を身に付ける。
多様な人々が共に暮らし、多種多様な情報が行き交う
現代社会だからこそ、自分の言葉を見つめ直す必要が
あるのだろうと思います。
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平成27年度第１学期 卒業生
教養学部 �

入　口　まり子 上　薗　　　瞳 王　子　喜　市 大　野　敏　江 岡　　　公　江
岡　部　知　子 小　原　早　苗 小武守　眞　弓 佐久間　　　隆 重　本　文　子
高　島　英米香 髙　橋　多　津 竹　内　教　子 田　中　秀　樹 田　中　正　巳
谷　　　佳央理 長　瀬　賢　三 長　瀬　幸　子 西　島　恵　子 西　原　　　希
納　所　裕美子 牧　　　由美子 増　田　鈴　子 持　川　直　子 矢　野　実　子

教養学部29名（敬称略・50音順・了承を得られた方のみ氏名掲載）

　子どもの頃は、特にやりたい事もなく、深く調べたり、
考えをまとめたりする事にも興味がなかったので、「勉強」
が好きではありませんでした。建築の専門学校を卒業後、
仕事を通じて、やりたい事を見つけた事と、一級建築士
の資格の勉強で、図面を手で描く実技試験や多岐分野に
わたる学科試験勉強をしていくうちに、「学ぶ楽しさ」に
気づきました。
　自分自身の成長や、仕事や活動の幅を広げるには、一
般教養が充実している大学を卒業することが大切だと感

平成27年度第１学期卒業証書・学位記伝達式
日時：平成27年９月27日㈰　11：00～
会場：岡山学習センター６階　講義室２

人間と文化卒業生 納　所　裕美子

平成27年度第１学期卒業証書・学位記伝達式

じていました。建築の専門的な知識だけでは、この社会
で通用することが難しい。そういう場面がなんどもあり
ました。
　大学で学んでみたいという気持ちはずっとありました
が、一級建築士の資格試験に合格した後、日常生活の中で、
必要性にも迫られておらず、後回しになっていました。
ある日、友人から「放送大学」の話を聞き、自分のペー
スで様々な教養や知識を身につけられるチャンスだと思
い、子どもが幼稚園に入学した年に、私も大学に入学す
ることに決めました。子どもが出来たことで、色んな事
を教えたいという気持ちが、それまで二の足を踏んで来
た自分の気持ちを後押ししてくれたのです。子どもが小
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　入学者（大学院21人、学部231人）のう
ち43人が出席の中、開催されました。

平成27年度第２学期入学者の集い
日時：平成27年９月27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

　此の度のご入学おめでとうございます。皆様に大学生
活での体験談を話すようにとの依頼がありましたので、
11年間２回の卒業について話をさせて頂きます。その間
は山あり谷ありで夫の２度３ケ月の入院。私の骨折３ケ
月の入院、家族の介護等色々ありました。
　私は1934年生まれ。2004年に放送大学に入学しました。
最初は「生活と福祉」をとり、このたび「人間と文化」
を卒業しました。この間に取得した健康福祉指導者認証

（エキスパート）は自分自身の体力維持に役立ちました。
　さて放送大学は1983年設立で、その名が示すように公
開大学として生涯教育をはじめ様々の目的で学ぶ学生の
ため開設されたものです。放送大学は生涯教育として発
展してきたものですが、生涯教育は1965年パリでユネス
コ「第３回世界成人教育推進国際委員会」で継続教育部
部長ポール・ラングランにより提唱されたもので「教育
とは一人の人が初等、中等、大学等あるいは大学の何れ
を問わず卒業したからと言って終了するものでは無く、
生涯を通じて続くものである（中略）中断することなし
に継続する必要がある。と言って居ります。その意味で、
本日ここに入学されました皆様は生涯学習の入り口に立
たれたことになります。
　学生証は永久に持っていたいものです。沢山の割引が
あります。ＪＲ乗車券、携帯電話、コンサート等一般の
人の１/４位で賄えます。永久にもっていたいものです。
　履修計画を立てる際には、放送メディアはＴＶかラジ

人間と文化　卒業生 小武守　眞　弓

平成27年度第２学期入学者の集い

オか、単位認定試験の日時、時間は勿論ですが、平均点
で50点以下の科目については遠慮しておく方が良いかな
と思い、新設の科目は情報が得られないので取りたくな
いものでした。認定試験ですが、日ごろセンターに来な
い方も試験の時にはセンターへ来なければならないので、
このときばかりはセンターも華やぎます。
　慶応義塾長でもあった小泉信三氏は「人生において万
巻の本を読むより優れた人物に一人でも多く会う方がど
れだけ勉強になるか」と仰っています、當

まさ

に学生の課外
活動、学校においてサークル等を通して文化的行事や講
演会を開催することによって啓発しあい親交を深め合う
ことが出来ます。私は放送大学で得がたい友人を得るこ
とができました。
　卒業式は当学習センターで行われるほか、３月にＮＨ
Ｋホールで行われます。其処ではＴＶでしか拝見できな
い講師の先生も出席して下さっていて直接お話をするこ
とが出来感動的でした。宴会の途中で気分が悪くなり外
へ出ました際、ある女性とめぐり合い、その方と５年振
りに岡山学習センター面接授業でお会いすることができ
ました。放送大学ならではの出会いでした。
　最後になりますが、大学に入学したことによって多く
の宝を得ることが出来ました。吉田兼好は、「金

こがね

は山に捨
て玉

たま

は淵になぐべし」と戒めています。私にとって大切
な宝である「多くの友」を放送大学で頂きました。

学生になる年には卒業したかったのですが、様々とあり
３年時編入学をしてから４年半かけて卒業することがで
きました。
　在学中は、語学・文学・文化・人間・教育・美術など、
今までに興味はあったけれど、学んだ事が無いことをた
くさん学ぶことができました。育児の隙間時間に教科書
を読んだり、パソコンで授業を受けたり、限られた時間
で集中して学びました。面接の授業では、専門的なこと
を集中して学ぶ事ができました。単位認定試験も久しぶ
りに緊張感をもって受けました。卒業研究は「鹿鳴館の
女性と建築」について調べ、今まで学んできた建築知識
だけでなく、学校や社会で経験して学んだ事、女性とし

て学んだ事など、自分の取り組みに区切りを付ける事が
できました。放送大学は、私の学びのサイクルを再び進
めてくれたとともに、永久的に動くきっかけになったと
感じています。
　実は、今年の７月に第二子を出産しました。第一子と
は８歳の年の差で、また一から子育てが始まりました。
家事育児がますます大変となりますが、それをできない
理由にせず、むしろ、空いた時間を最大限活用して勉強
を続けていきたいと思っています。今後は、学位授与機
構で工学学士を目指すとともに、子どもと一緒に学び続
けていきたいと思います。
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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２学期10月から12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、10月から12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】：10月１日（木）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】：１月上～中旬
【試験通知（受験票）送付時期】：１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。
＊ １月１５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。

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】：８月下旬～１１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。）
＊ １１月６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」：１０月１日（木）～１１月２７日（金）大学本部必着
（インターネット）システムＷＡＫＡＢＡでの届出 ：１０月１日（木）～１２月４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５）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：１１月１６日（月）～１１月３０日（月）大学本部必着
「Ｗｅｂ通信指導」による提出の場合
　　　　　　　　　　：１１月９日（月）１０：００ ～ １１月３０日（月）１７：００

10
　
月

11
　
月

12
　
月

１
　
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
　10月23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２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
専門科目：
自然と環境 電気電子工学の基礎と応用 2430894 Ｋ 26 10月24日㈯

10月25日㈰
１～４時限
１～４時限 10月23日㈮

専門科目：
自然と環境 入門生化学－生物機能と酵素 2430908 Ｋ 24 10月31日㈯

11月１日㈰
１～４時限
１～４時限 10月24日㈯

専門科目：
人間と文化 美術散歩－名画から絵本まで－ 2430878 Ｋ １

11月５日㈭
11月12日㈭
11月19日㈭

１～３時限
１～３時限
１～２時限

10月29日㈭

共通科目：
外国語

英語の発音とコミュニケーショ
ン 2430800 Ｋ ８ 11月14日㈯

11月15日㈰
１～４時限
１～４時限 11月7日㈯

専門科目：
情報 データ分析入門 2430886 Ｋ １ 11月14日㈯

11月15日㈰
１～４時限
１～４時限 11月7日㈯

基礎科目 パソコン・インターネット活用 2430762 Ｋ １ 11月21日㈯
11月22日㈰

１～４時限
１～４時限 11月14日㈯

専門科目：
自然と環境 地球と地震 2430916 Ｋ ２ 11月21日㈯

11月22日㈰
１～４時限
１～４時限 11月14日㈯

共通科目：
人文系 文化人類学の考え方 2430789 Ｋ 15 11月28日㈯

11月29日㈰
１～４時限
１～４時限 11月21日㈯

共通科目：
外国語 ドイツについての基礎知識２ 2430819 Ｋ 27 11月28日㈯

11月29日㈰
１～４時限
１～４時限 11月21日㈯

基礎科目：
外国語 コリア語入門 2430770 Ｋ 13

12月13日㈰
12月19日㈯
12月20日㈰

１～３時限
１～３時限
１～２時限

12月6日㈰

総合科目 生命倫理学 2430924 Ｋ ９ 12月19日㈯
12月20日㈰

１～４時限
１～４時限 12月12日㈯

共通科目：
外国語 はじめての中国語 2430827 Ｋ 28 １月９日㈯

１月10日㈰
１～４時限
１～４時限 １月５日㈫

※10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
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履修相談をご希望の方へ

教務からのお知らせ

履修相談の予約を受け付けます。
　「卒業要件を満たすために必要なことは？」、「認定心理士の申請について知りたい」
など、履修に関する疑問・質問などはありませんか？事前に希望日時・相談内容をお知
らせいただければ、準備のうえ対応させていただきます。

■看護師の方へ
学士（看護学）とあわせて、
大学を卒業したい方（学士号
取得：教養）は、「生活と福
祉コース」でのご入学をおす
すめします。また、「認定心
理士」の資格取得も可能です。

6

学位授与機構では、専攻の区分に応じて、
専攻分野の名称が付記された「学士」の学位が授与されます。

大学評価・学位授与機構の学位授与制度で
「学士」の取得を目指す方へ

「学士」の学位取得

学位授与制度とは、短期大学・高等専門学校を卒業された方や専修学校専門課程を修了され
た方などが、放送大学などで一定の学修を積み上げた場合、大学評価・学位授与機構の行う
審査に合格することによって「学士」の学位取得への道を開いたものです。

放送大学で開講している対応科目については、「放送大学を利用して大学評価・学位授与機
構で学士を得ようとする方へ」をご覧ください。ホームページ等から入手いただけます。

■�必ず、卒業した専修学校にご自身で確認してください。卒業校が基
礎資格に該当しない場合は、放送大学を卒業し、学士（教養）を目
指すことをおすすめします。

■�「学士」とあわせて、大学を卒業したい方（学士号取得：教養）は、
全科履修生で入学する必要があります。

■�卒業した学校から単位修得証明書、学位授与機構から「新しい学士
への途」を入手し、学位申請条件に必要な科目を検討し、放送大学
で受講してください。

■��学修成果（レポート）の作成には
「卒業研究」を履修し、卒業研究
報告書を作成することで準備をす
ることができます。（全科履修生
のみ。履修前年度８月に申請が必
要です。）

■�年２回（４月と１０月）の申請時
期があります。全科履修生で在学
中は、機構への申請はできません。

■�提出された学修成果（レポート）
の内容に関連する事項について小
論文の形式で課されます。

「学士」の学位取得までの流れ
[ 放送大学＋大学評価・学位授与機構を利用 ]

短大、高専、一定の資格を満たす
専修学校専門課程の卒業(修了)など
申請に必要な資格の確認

基礎資格確認１

放送大学で単位修得
一定期間在学

２

大学評価・学位授与機構へ
申請者自身で申請

４

学修成果作成（レポート）３

試験：小論文 （９０分）５

合　格６ ※�学士（看護学）については、「学士（看
護学）の取得を目指す方へ」をご覧く
ださい。

※�動画でわかりやすく説明した「看護師
の学び方」もあります。
　�ホームページまたは学習センターでご
覧いただけます。
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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）

法律学

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 民法の初歩の初歩・・・

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（Ⅱ）－応用編－

特別セミナー 化学の目で見る自然と健康　※連続しての出席が望ましい

7

第１回� 権利能力� 10／８㈭� 13：30～15：00
第２回� 錯誤、詐欺強迫による意思表示� 11／５㈭� 13：30～15：00
第３回� 相隣関係� 12／３㈭� 13：30～15：00
第４回� 不法行為と債務不履行� １／７㈭� 13：30～15：00

第１回� ビタミンB12（続き）、葉酸� 10／20㈫� 13：30～15：00
第２回� ビタミンC� 11／17㈫� 13：30～15：00
第３回� ビタミンA、ビタミンD� 12／15㈫� 13：30～15：00
第４回� ビタミンE、ビタミンK� １／12㈫� 13：30～15：00

第１回� ソーラーセル� 10／８㈭� 10：30～12：00
第２回� 発光ダイオード、半導体レーザー� 11／26㈭� 10：30～12：00
第３回� ICカード、液晶、有機EL、ディジタルカメラ、電子レンジ� 12／17㈭� 10：30～12：00
第４回� メモリー、コンピュータ、インターネット� １／14㈭� 10：30～12：00

第１回� ベンゼン（亀の甲）とは何か。働く有機分子。� 10／16㈮� 10：30～12：00
第２回� 老化・病気のもと、活性酸素とは。どう防ぐ。� 11／20㈮� 10：30～12：00
第３回� 植物が生きるための特異な機能と化学の役割� 12／18㈮� 10：30～12：00
第４回� 健康であるための植物由来の化学成分� １／15㈭� 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　10：00～12：00
　　　　13：00～15：00

学習相談日時 木曜日　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 多変量データ解析の実践　※�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 事例から見た心理現象

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� 重回帰分析（１）� 10／21㈬� 13：30～15：00
第２回� 重回帰分析（２）� 11／18㈬� 13：30～15：00
第３回� 主成分分析� 12／16㈬� 13：30～15：00
第４回� クラスター分析� １／13㈬� 13：30～15：00

第１回� 受粉・受精の機構� 10／14㈬� 13：30～15：00
第２回� 開花と結実� 11／11㈬� 13：30～15：00
第３回� 自家不和合・雄性不稔・雌雄異株と採取� 12／９㈬� 13：30～15：00
第４回� 厳寒の冬、落葉・休眠と萌芽の準備� １／13㈬� 13：30～15：00

第１回� ヘレン・ケラーとイルデフォンソ（物には名前がある）� 10／11㈰� 13：00～14：30
第２回� Genie(言語剥奪を受けた少女)� 11／21㈯� 13：00～14：30
第３回� ウイリアムズ症候群（認知能力と言語能力の乖離？）� 12／６㈰� 13：00～14：30
第４回� Kimio（話せる前に読める！？）� １／10㈰� 13：00～14：30

第１回� 映画の中から　Scenes14-15� 10／３㈯� 15：00～16：30
第２回� 映画の中から　Scenes16-17� 11／22㈰� 15：00～16：30
第３回� 映画の中から　Scenes18-19� 12／５㈯� 15：00～16：30
第４回� 映画の中から　Scenes20-21� １／９㈯� 15：00～16：30

第１回� 16世紀，キリシタン宣教師たちは日本語の音声をどう聞いたか？� 10／８㈭� 10：30～12：00
第２回� 「一本、二本、三本」はなぜ「いっぽん、にほん、さんぼん」と読むのか？� 11／12㈭� 10：30～12：00
第３回� アクセントは本当に意味ある区別に役立っているのか？� 12／10㈭� 10：30～12：00
第４回� ／ニワニワニワトリガイル／は何通りに読めるか？� １／14㈭� 10：30～12：00

第１回� 遺伝と人格� 10／10㈯� 15：00～16：30
第２回� 認知と感情� 11／21㈯� 15：00～16：30
第３回� 社会的動機づけの心理学� 12／13㈰� 15：00～16：30
第４回� 人格の障害� １／19㈫� 15：00～16：30
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放送大学岡山学習センター開設２0周年記念式典・記念講演会

岡山県立図書館連携講座のご案内

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ヵ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
中東　靖恵 先生 国内・海外における日本語の多様な姿 １１月２１日㈯ １３：３０～１５：００
岩佐　和典 先生 認知症の心理学　～原因から予防まで～ 　１月　９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、下記のとおり記念式典・記念講演会を開催いたします。

日　時：平成２７年１２月１２日（土）午後２時～４時３０分
場　所：岡山大学国際交流会館１階ホール
　　　　記念式典　午後２時~
　　　　記念講演会　講演１　午後２時３０分~
　　　　　　　　　　演題「放送大学３０年とこれからの課題」
　　　　　　　　　　　講師　放送大学副学長　宮本　みち子先生
　　　　　　　　　　講演２　午後３時３０分~
　　　　　　　　　　演題「池田家文庫について」
　　　　　　　　　　　講師　岡山大学名誉教授　倉地　克直先生
　　　　　　　　　　　 講演後、午後４時から岡山大学附属図書館西館５階において、倉地先生に解説いただきながら

池田家文庫を見学いたします。

入場には、申込みが必要となります。定員（４０名）
申し込み先： 岡山学習センター（TEL：086-254-9240）
　　　　　　１１月１２日（木）から受付を開始し定員に達し次第終了させていただきます。

岡山学習センター開設２0周年を記念しての講演会
　日　時：１０月２４日（土）１４：００～１５：３０（入場料無料・申込み不要）
　場　所：津山市立図書館（アルネ津山４階）
　講　師：岡山大学教授 鐸木 道剛先生
　演　題：〈窓〉としての西洋絵画

　日　時：１１月２２日（日）１４：００～１５：３０（入場無料・申込み不要）
　場　所：津山市立図書館（アルネ津山４階）
　講　師：岡山大学教授 田仲 洋己先生
　演　題：「藤原定家の人生と文学」

　日　時：１１月２９日（日）１４：００～１５：３０（入場無料・要申込み先着５０名）
　場　所：新見市学術交流センター３階研修室（新見公立大学内）
　講　師：岡山学習センター客員教授 垂水 共之先生
　演　題：「ビッグデータと標本調査 ＃スモールデータ＃」
　申し込み先：岡山学習センター（TEL：086－254－9240）または、新見市学術交流センター
　　　　　　　図書館（TEL：0867－72－0664）

放送大学岡山学習センター文化祭
　日 　時：平成２７年１１月３日（火）
　場　 所：放送大学岡山学習センター５・６階
　 　例年は岡山大学の文化祭と日程を合わせておりましたが、本年は独立して文化祭を行います。
　　各サークルの催し物などは後日ホームページやセンター内掲示などでお知らせいたします。

9
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行事報告
◆美術館見学講座
　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－」
　参加者：４４名
　※学芸員による特別展の解説をしていただき、その後は自由に鑑賞をしていただきました。

◆第２７回赤レンガフォーラム
　日　時：平成２７年８月２９日（土）１３：３０～１７：００
　場　所：放送大学岡山学習センター６階 講義室
　内　容：第一部 特別講演 第二部 学生発表 第三部 懇親会
　参加者：２０名

◆放送大学岡山学習センター開設２０周年記念公開講演会
　日　時：平成２７年９月１２日（土）１４：００～１５：３０
　場　所：津山市立図書館　視聴覚室
　講　師：永田　博先生（岡山学習センター客員教授）
　演　題：乳幼児の文字との出会い　－本の世界を子供と楽しむために－

◆岡山学習センター２０周年記念特別講演会
　日　時：平成２７年９月１３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：放送大学教授　島内　裕子先生
　演　題：「徒然草と日本文学」
　　　　　 　講演会には、在学生・卒業生・一般の方、６６名の方にご

参加いただき、徒然草には、人間とは何か・・自分とは何か・・
心とは・・など現代的なテーマもあり画期的。現代性があり
古びていない。徒然草を読めば兼好の人間像、内心を知るこ
とができる。と徒然草の読み方と日本文学の結びつきを分か
りやすくお話いただきました。聴講された方から、共有できる親しみやすい古典として徒然草を全編
読んでみたい、新しい発見もあった、という声をいただきました。

◆新見市学術交流センター図書館・放送大学岡山学習センター開設２０周年記念連携講座
　日　時：平成２７年１０月３日（土）１４：００～１５：３０
　場　所：新見市学術交流センター研修室（新見公立大学内）
　講　師：桝田　正治先生（岡山学習センター客員教授）
　演　題：野菜栽培管理のホップ・ステップ・ジャンプ

10
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　岡山同窓会は10周年を迎え、会員間のさらなる親睦と交流の活性化を考えています。今年度は記念行事として春に半
田山植物園ハイキング、夏には前会長佐橋さんのガイド付きで後楽園幻想庭園に夕涼みに出かけました。さらに、この
秋には岡山大学の構内散策を予定しています。そして、目下、10周年特別記念誌の発行に向けて奮闘中です。原稿をお
寄せくださった皆さまありがとうございました。
　一方、叢書、放送大学グッズ（マフラー、ネクタイ等）の販売、例年開催のおしゃべりサロンも続けています。もち
ろん、放送大学、あるいは、岡山学習センターの行事や学生募集活動にも協力しています。卒業生だけでなく新入生、
在学生の皆さまとのつながりも大切にしたいと考えています。
　卒業生の皆さま、卒業後再入学されている学生の皆さま、これから卒業される皆さま、同窓会への入会をお願いします。
放送大学と岡山学習センターがますます発展していきますよう、同窓会会員になって一緒に活動しましょう！皆さまと
共に魅力ある同窓会にしたいと思っています。
 岡山同窓会副会長　菅　千恵美

同窓会だより

サークル紹介

学生サービスからのお知らせ

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

５０，６０歳代が多く、１０名程度で活動している。
第２、４土曜日、１３３０から２時間、前半は、テーマを決め、後半は、フリー
新入生歓迎などで、年に数回、ホテルのレストランで食事会をします。
入会待ってます。

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合う和やかな句会です　会員は老若男女の方々で　豊富な知識を伺うのも
楽しみです。
後楽園での吟行　親睦会　忘年会　宿泊研修（那岐山）と学習センター外での活動も多くあります。

カメラクラブ 原則毎月第２日曜日
13：00～16：00

当クラブは平成十三年にクラブとして活動を開始し会員数も三十名を超えました。
『二科会写真部』入選者二名、『岡山県展』一般公募の部の最高賞受賞者を筆頭に入賞・入選者が
四名。以外にも各種写真コンテスト入賞者も多数在籍してます。
コンセプトは「楽しく・気楽に・一歩先に」です。お気軽に見学に来てください。

中国語クラブ
月２回例会、
第１・第３日曜日
13：00～15：00

大学生の皆さん、中国語は日本人には一番入り易い言葉と思います。中国語クラブでの習得をお
勧めします。本会は語学活動だけでなく、月例会や中国茶会等で親睦しています。

日常の心理クラブ 原則毎月第１土曜日
10：30～12：30

「自分を活かし、人をも活かす」をモットーに、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、自分の実践や研究テーマを話題提供し、皆で議論しながら、お
互いを高めあっています。

インドネシア語クラブ 原則毎週水曜日
14：00～16：00

誰も知らないインドネシア語を習いませんか？美味しいものにありつけるかも？易しいし一言
知っているだけで役に立ちますよ。興味を持っている社長が多いんですよ。旅行も楽しくなりま
すよ！留学生たちと遊びましょう

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

ハチハチクラブとはどんなクラブですか？
・健康太極拳を主体に活動しています。
ハチハチの由来は何ですか？
・�太極拳の八段錦のハチ、二十四式太極拳はハチの倍数、極めつけは八十八式太極拳もあります。
　八は末広がりで縁起が良いとされています。数字のハチを横にすると∞、可能性はいつも無限
大です。

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

私たちは「なんでだろう？」を持ち寄って、実験をして「あっ！�そうなんだ」とワクワクしなが
ら“科学リテラシー”を高めあっています。時々、出前授業や科学教室に出かけます。科学好き嫌
いなく誰でも気軽に入会できます。
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■ 利用の手引き・学生生活の栞は必ずお読みください �
＜利用の手引き＞
　学習センターの利用に関して大切な情報や注意事項などが記載されています。
＜学生生活の栞＞
　学習の流れや方法、各種手続きなど、学生生活について必要な情報が記載され
ています。
　困ったときにはいつでも読めるように最新のものを手元に保管してください。

■ 郵便物は必ずご確認ください �
　通信制大学である放送大学にとって郵便物は重要なものです。大切なお知らせ
が送られてきますので、郵便物には必ず目を通してください。

■ 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。
　・ 入構から１時間まで無料、１時間を超える場合、１回につき５００円必要と

なります。
　ただし、以下の場合には無料サービス券を事務室でお渡しいたします。
● 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
●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
　学習のための来所やサークル活動での来所ではサービス券はお渡しできません。
　その場合は岡山大学構内入構許可申請をしてください。

　手続きの方法は「利用の手引き」９ページをご覧ください。

■ 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。

■ コインロッカーの利用について �
　コインロッカーの利用には１００円玉硬貨が必要ですが、利用後には硬貨が戻っ
てきますのでお忘れになられないようにご注意ください。（事務室での両替は致し
ておりません）
　また、コインロッカーの鍵を紛失、キーユニットを破損等した場合は、鍵の複
製やキーユニットの修理等の経費を、原則、負担していただきます。
　くれぐれもコインロッカーの取り扱いには注意をお願いいたします。
　 ※その他、コインロッカー以外にも、学生の皆さんが利用されるものの取り扱

いには、くれぐれも注意をお願いいたします。
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■ 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。
　・本年度の年末年始休業は12月28日（月）～１月４日（月）です。
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December

12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

October

10月

　１日㈫　第１学期学生募集受付開始
　　　　　（第１回）（～２／２９）
１２日㈯　�放送大学岡山学習センター開設２０周年記

念式典・記念講演会・岡山大学附属図書館
所蔵　池田家文庫見学

November

11月

HP： 岡山学習センター 検索

http://www.sc.ouj.ac.jp/center/okayama/

　３日㈫　�放送大学岡山学習センター
　　　　　大学祭
　６日㈮～８日㈰　岡山大学大学祭
　９日㈪　第２学期通信指導提出開始（WEB）
１５日㈰　大学院第２次選考面接試問【博士】
１６日㈪　第２学期通信指導提出開始（郵送）
２１日㈯・２２日㈰　大学院第２次選考面接試問
　　　　　　　　　　【修士】
３０日㈪　�第２学期通信指導提出締切（WEB）（郵送

※本部必着）
　　　　　教員免許更新講習生募集締切

　４日㈰　大学院第１次選考筆記試験
　　　　　【修士・博士】
　７日㈬　岡山大学附属図書館　利用ガイダンス
１７日㈯　�面接授業空席発表
２３日㈮　面接授業追加登録開始
３０日㈮　教員免許更新講習生　受付開始
　　　　　（～１１／３０）

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。


