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　私は、国立研究機関での１５年間の研究生活を経て、岡山大学農学部で教育・研究を開始しました。研究室で
は、酸性の環境で鉄や硫黄を食べて生きている細菌（鉄酸化細菌や硫黄酸化細菌）を材料に用いた研究を開始し
ました。研究成果が出始めたころに、教員として苦い経験をしました。岡山には、黄鉄鉱を産出する柵原鉱山が
あります。現在は採掘を休止していますが、鉄を含んだ酸性の廃水（鉱水）が流出しています。鉄酸化細菌や硫
黄酸化細菌はこの鉱水の中に生息していますが、鉱水中に存在するすべての微生物の種類とその割合を調べた研
究はありませんでした。そこでPCRによる遺伝子増幅と遺伝子クローニングという、当時としては最先端の技
術を用いて鉱水中の微生物生態系を解析する研究を開始しました。卒論研究にこのテーマを選んだ学生は、学生
実験で遺伝子クローニング技術を一通り学んでいるので、実験に使用する技術の素人ではありませんでしたが、
最初の分析結果を学生から聞いて、愕然としました。鉱水中から検出された微生物の中に、期待していた鉄酸化
細菌や硫黄酸化細菌が全く存在しなかったのです。学生には、実験操作のミスを指摘し、再分析を命じました。
２回目の分析結果が出たときには、卒業論文提出の締め切りが迫っていましたが、結果は最初と同様でした。学
生には、得られた結果をもとに卒業論文を仕上げるように指示しましたが、学生の実験ミスを指摘する言葉や態
度が無意識のうちに私から発せられていたようです。研究であってはならないのは、思い込みによるデータの改
変や捏造です。再現性のある結果が得られれば、予想とは異なっていてもそれが真実です。実験結果が正しかっ
たことは、卒論研究を引き継いだ後輩が証明してくれました。
　全日制の大学を卒業・修了して社会人となる学生にとって、満足できる卒論研究や修論研究ができて、就職も
思うように決まれば、研究室で過ごした学生生活の記憶を社会人になっても大事にしてくれるでしょう。鉱水の
微生物分析を卒論研究に選んだ学生は、大学院への進学も希望していましたが、公務員試験に合格していたこと
もあり、就職しました。卒業後、同窓会が何度かありましたが、その学生との再会は叶わないままです。
　通常の全日制の大学とは異なり、放送大学には多様な経歴の学生が、多様な目的をもって入学し、卒業・修了
して行きます。卒論研究は必修科目ではないので、取組む学生はわずかですが、放送、WEBや面接授業だけで
は味わえない、研究の楽しさを味わうことができると思います。放送大学には６つのコースが提供されており、
全てのコースを履修すると「グランドスラム達成」と賞されるようです。岡山学習センターの達成者の中に、６
つのコース全てで卒業研究論文を提出した学生がいることを聞きました。学生の勉学や研究に対する熱意に敬服
します。教員には、学生との貴重な巡り合わせを真摯に受け止めて、学生生活が有意義なものになるように手助
けする役割があると思います。放送大学の教員になって、卒論研究の学生との苦い経験をあらためて思い出しま
した。

学生から教えられること

放送大学岡山学習センター

客員教授 上村　一雄
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放送大学岡山学習センター



教養学部 �
天　野　和　惠 石　田　省　三 磯　田　敏　子 植　木　貴　子 浦　上　尚　子
江　草　まりあ 奥　田　晃一郎 金　光　　　一 川　西　　　孝 川　西　利　隆
楠　葉　春　樹 小武守　眞　弓 重　本　文　子 杉　山　良　暢 谷　口　順　子
筒　井　二千六 豊　田　　　満 原　田　祥　子 福　田　恵　子 藤　原　力　雄
松　岡　諒　子 松　本　正　樹 室　井　望　美 餅　川　真由美 山　本　美津江
山　本　佳　子 分　島　　　孝

教養学部27名（敬称略・50音順・了承を得られた方のみ氏名掲載）

大学院修士課程２名（敬称略・50音順・了承を得られた方のみ氏名掲載）

大学院 �
網　本　善　光 山　崎　淑　加

令和２年度�第２学期「学位記授与式」
日時：令和３年３月2８日（日）14：00～
会場：岡山大学文化科学系総合研究棟２階　共同研究室

　例年になく暖かな日が続き、桜の花が満開となった
中で、令和２年度第２学期学位記授与式を挙行してい
ただきました。松本センター長はじめ、諸先生方のご
指導やセンター職員の方々のご支援、また家族の理
解・協力に支えられながら、無事に卒業の日を迎える
ことができました。感謝の気持ちでいっぱいです。
　放送大学の学生は、入学の動機や時期、年齢が様々
に異なっています。また仕事に携わっている方、主婦
の方、高齢の方など、ひとりひとり違った環境で勉学
に励んでいます。限られた時間の中で勉強するという
努力と工夫を重ねてきましたが、通信教育ならではの
孤独との戦いに悩まされることもありました。そのよ
うな中で、学習センターでおこなわれる単位認定試
験・面接授業などでは、多くの人との出会いがありま

した。普段は接する機会のない年代の方々や、職種の
違う方々との交流を通して、たくさんの刺激をいただ
きました。たいへん楽しく、また大きな励みともなり
ました。
　ふりかえってみますと、入学したのがつい昨日のよ
うに思われます。私個人の体験談になりますが、「家
事をこなしながらでも、大学を卒業したい。」という
思いから、放送大学に入学しました。家族からは「今
さらなんで、大学へ行ってまで勉強するのか。」と言
われてしまいました。でも私は「自分がやると決めた
ことだから、最後までやり通したい。」と思い、家事
をこなしながら、寝る間も惜しんで頑張りました。そ
のうち家族がさりげなく家事を手伝ってくれたり、パ
ソコンの使い方を教えてくれるようになりました。「頑

令和２年度 第２学期　卒業生
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令和２年度 第２学期「学位記授与式」

教養学部　生活と福祉コース卒業　卒業生代表 天野　和惠
卒業によせて



張っている姿を見ていてくれたのだ。」とうれしく思
いました。
　家族が背中を押してくれたことで、無事に卒業する
ことができたと感謝しています。また、そのような学
生生活を続ける中で、私は以前よりもごく自然に、家
族とのコミュニケーションがとれるようになりました。
本当に嬉しく思っています。

　この度、卒業という通過点をむかえました。多くの
ことを学ぶことができましたが、知り得たことはほん
の一握りであり、学ぶべきことがまだまだたくさんあ
ることに気づくこともできました。
　これまで放送大学で得られた知識をもとに、これか
らも学び探求していくことを忘れずに、人生をいっそ
う豊かに過ごしていきたいと思います。

「学生証」は、単位認定試験受験、図書・視聴学習室の利用、面接授業
の追加登録の際などに必要です。学習センター窓口でお渡しいたします。
システムWAKABAに顔写真の登録手続きを行っていない方は、「写真
票」（学生生活の栞の巻末様式、学部は様式１２、大学院は様式１１）
に所要事項を記入のうえ、早めに本部学生課入学・履修係に提出してく
ださい。

＊詳細は【学生生活の栞】学部P. 18～19　大学院P.  24～28
［岡山学習センター利用の手引き］P. ８

入学許可書を提示してください令和３年度第１学期の
新規入学・継続入学の方

有効期限切れの学生証と引き換えです全科履修生
有効期限切れの方

放送大学

放送大学

氏　 　  名　 ○ ○　○ ○
生 年 月 日　 平成○年○月○日
学 籍 番 号　 012‒345678‒9有効期限

令和○年３月末

学　生　証
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学生証の交付について

情報コースに所属の西﨑誠さんが、このたび教養学部全てのコースを終了され、
放送大学から放送大学名誉学生の称号が、放送大学岡山学習センターから表彰
状と記念品が付与されました。
謹んでお慶び申し上げます。

名誉学生の称号付与について

４月11日①

４月17日

４月11日②

４月18日

令和３年度第１学期「入学生の集い」

令和３年度　第1学期「入学生の集い」
日時：
令和３年4月11日（日）14：00～
令和３年4月17日（土）14：00～
令和３年4月1８日（日）14：00～
会場：
放送大学岡山学習センター･第２講義室
（岡山大学文化科学系総合研究棟　6階）

本年度は３日にわたって入学生の集いを開催
いたしました。
入学生２９6人（大学院３0人、教養学部２
66人）のうち、あわせて7９人の方のご出
席をいただきました。

（撮影協力：カメラクラブサークル）



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、確認作業にご活用ください。 
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『学生生活の栞』
（学　部：P.29～）
（大学院：P.41～）

２０２１年度第１学期面接授業時間割表中国・四国ブロック版Ｐ８

【放送授業開始日】：４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。
＜オンライン授業を履修される方へ＞
全ての学習をオンライン上で行います。
＊ 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。

窓口での申請　 ４月２２日（木）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、つり銭のないようにお願いします。）を
お持ちの上、学習センター事務室までお越しください。

郵送での申請　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
　　　　　　　③　所定の授業料（１科目：５，５００円×希望科目数）
　　　　　　　④　 返信用封筒（長形３号（１２０×２３５ミリ））（宛先を明記、８４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。
　登録できなかった科目の授業料は、返送に係る費用を差し引いた金額を返金します。

面接授業の追加登録（空席は、４月１６日㈮１２時～システム WAKABA で確認できます）

放送授業開始

令和３年度第１学期学習スケジュール 教務からのお知らせ

『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）
【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５日（月）になっても届かない場合は、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。

『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～）

通信指導
学期の途中に１回、前半の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６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。

【通信指導提出期間】　
郵送による提出の場合：５月１４日（金）～５月２８日（金）大学本部必着
「Ｗｅｂ通信指導」による提出の場合
　　　　　　　　　　：５月７日（金）１０：００ ～ ５月２８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（土）～６月７日（月）（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。

＜該当の方のみ＞



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（必修ではありません）
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）
２０２２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（２０２１年６月１３日（日）に卒業研究ガイダンスを予定しています。）
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てください（要予約）。
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です。
④　【卒業研究履修申請書】を大学本部へ提出…期間：２０２１年８月１３日（金）～８月１９日（木）必着！

『学生生活の栞』
（学　部：P.46～）

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月中旬を過ぎ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（日）～８月３０日（月）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（日）９：00～８月３１日（火）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.74～）
（大学院：P.71～）

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（日）９：００～８月３１日（火）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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【単位認定試験期間】：７月１３日（火）～７月２０日（火）（消印有効）
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。
実施方法については、２０２０年度に準じた方法（自宅で答案を作成し、郵便で提出する方法）
にて実施予定です。自宅受験では答案作成に必要な書類を郵便でお送りします。
各科目には、学習センター等での受験を前提とした試験日・時限が設定されています。そのた
め、自宅受験となった場合でも登録システムの設計上、同一試験日・時限の科目を重複して登
録することはできません。
詳細は、郵便や大学ホームページ等で順次お知らせします。

単位認定試験 ２０２１年度第１学期の単位認定試験は、
当初の日程を変更し、自宅での受験となります。

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

岡山特別セミナー 日本の近現代史をふり返る　山内昌之・細谷雄一編『日本近現代史講義　―成功と失敗の歴史に学ぶ―』を読みながら①
第1回� 序　章　令和から見た日本近現代史
� 第1章　立憲革命としての明治維新� 4/16（金）� 13：30～15：00
第２回� 第２章　日清戦争と東アジア� 5/21（金）� 13：30～15：00
第３回� 第３章　日露戦争と近代国際社会� 6/18（金）� 13：30～15：00
第4回� 第4章　第一次世界大戦と日中対立の原点� ８/20（金）� 13：30～15：00
第5回：第5章　近代日中関係の変容期―1910年代から1930年代� ９/24（金）� 13：30～15：00

第1回� 序章（令和から見た日本近現代史）、おわりに（「無限の宝庫」としての歴史）�
� 第6章　政党内閣と満洲事変� 4/10（土）� 13：30～15：00
第２回� 第7章　戦間期の軍縮会議と危機の外交� 5/８（土）� 13：30～15：00　中止
第３回� 第８章　「南進」と対米決戦� 6/12（土）� 13：30～15：00
第4回� 第９章　米国の占領政策とその転換� 7/10（土）� 13：30～15：00
第5回� 第10章　東京裁判における法と政治� ８/7（土）� 13：30～15：00
第6回� 第12章　戦後日中関係� ９/11（土）� 13：30～15：00

津山特別セミナー 日本の近現代史をふり返る　山内昌之・細谷雄一編『日本近現代史講義　―成功と失敗の歴史に学ぶ―』を読みながら②

稲垣　賢二 客員教授
（岡山大学大学院環境生命科学研究科教授）

農芸化学
（応用微生物学、 生化学）

専　門 学習相談日時 水曜日 13：00～17：00

稲垣ゼミ 現代社会を支える応用微生物学
第1回� 微生物学と微生物利用学発展の歴史� 4/21（水）14：00～15：30
第２回� 微生物の種類、名前とその利用法� 5/26（水）14：00～15：30
第３回� 微生物が作る様々なお酒� 6/30（水）14：00～15：30
第4回� 世界の発酵食品� ８/25（水）14：00～15：30
第5回� 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）� ９/22（水）14：00～15：30

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

金関ゼミ 能『黒塚』について―心の演劇としての能楽について考える―
第1回�『黒塚』（別名『安達原』）の謡曲を読む（1）� 4/22（木）13：30～15：00
第２回�『黒塚』（別名『安達原』）の謡曲を読む（２）� 5/27（木）13：30～15：00
第３回�『黒塚』と『葵上』の比較考察� 6/24（木）13：30～15：00
第4回� ブロイアー／フロイト『ヒステリー研究』について� ８/26（木）13：30～15：00
第5回� まとめと『黒塚』の鑑賞� ９/30（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 火曜日 13：00～17：00

岡山特別セミナー 環境と微生物
第1回� 微生物のすみか� 4/20（火）� 13：30～15：00
第２回� 炭素･窒素循環と微生物� 5/18（火）� 13：30～15：00
第３回� 硫黄･鉄循環と微生物� 6/15（火）� 13：30～15：00
第4回� 微生物の環境保全への利用【その1】� ８/17（火）� 13：30～15：00
第5回� 微生物の環境保全への利用【その２】� ９/14（火）� 13：30～15：00

※�感染症拡大や都合により予定が変更になる場合がございますので、事前に学内の掲示やホームページでご確認
のうえ、ご参加ください。
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岡山学習センター客員教員によるミニゼミ・特別セミナー・学習相談のお知らせ
　学生のみなさん、通信制の学生生活は、戸惑うこともあると思います。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、ぜひセンター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。 
※ミニゼミ、特別セミナーは予約の必要はありません。（服部先生の特別セミナーは事前申込が必要でしたが、受
付を終了しています。） 

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）

日本史

社会心理学
認知心理学

発達心理学

英語学

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

火曜日 12：00～16：00

木曜日 13：00～17：00

水曜日 12：00～16：00

木曜日 10：00～14：30

久野ゼミ

堀内ゼミ

清水ゼミ

岡山特別セミナー

民衆の武装と平和―「刀狩り」の再検討から―

思考の認知心理学

Bowlbyのアタッチメント（愛着）理論を学ぶ

生きた英語への扉－映画『アニー』（2015年）の映像とセリフで学習－

第1回� プロローグ、エピローグ、あとがき、Ⅰ中世の村と武力� 4/6（火）13：30～15：00
第２回� Ⅱ秀吉の刀狩令を読む� 5/11（火）13：30～15：00
第３回� Ⅲ刀狩りの広がり� 6/８（火）13：30～15：00
第4回� Ⅳ秀吉の平和� ８/３（火）13：30～15：00
第5回� Ⅴ徳川の平和、刀狩りの行方　Ⅵ近代の刀狩りを追う� ９/14（火）13：30～15：00

第1回� 思考と問題解決� 4/1（木）15：00～16：30
第２回� 演繹的推理� 5/6（木）15：00～16：30
第３回� 帰納推理と創造的思考� 6/３（木）15：00～16：30
第4回� 確率判断と意思決定� ８/5（木）15：00～16：30
第5回� 社会的推論� ９/２（木）15：00～16：30

第1回� 愛着の機能と起源� 4/14（水）13：30～15：00
第２回� 親子関係の生物学的基礎、愛着の発達過程と個人差� 5/12（水）13：30～15：00
第３回� 愛着と社会情動的発達との関連� 6/９（水）13：30～15：00
第4回� 愛着障害� ８/18（水）13：30～15：00
第5回� 愛着の観点による児童虐待の理解� ９/８（水）13：30～15：00

第1回� シーン4� 4/10（土）� 10：10～11：40
第２回� シーン5� 5/22（土）� 10：10～11：40
第３回� シーン6� 6/5（土）� 10：10～11：40
第4回� シーン7� ８/28（土）� 10：10～11：40
第5回� シーン８� ９/4（土）� 10：10～11：40

喜多　雅一 客員教授
（岡山大学名誉教授）

髙橋　純夫 客員教授
（岡山大学名誉教授）

理科教育・
国際教育協力

生物学・
内分泌学

専　門

専　門

学習相談日時

学習相談日時

水曜日 13：00～17：00

金曜日 13：00～17：00

身近なものを使って科学の本質に迫る実験・観察

生命活動をになうタンパク質（タンパク質は生命活動の基盤）

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� 4/28日（水）13：30～15：00
第２回� 野菜や果物に含まれる電解質量を測定� 5/19日（水）13：30～15：00
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� 6/16日（水）13：30～15：00
第4回� サーモグラフで蒸発熱と凝縮熱を測定� ８/4日（水）13：30～15：00
第5回� ヨウ素デンプン反応でわかる世界� ９/15日（水）13：30～15：00

第1回� 細胞におけるタンパク質のつくられかた� 4/23（金）13：30～15：00
第２回� タンパク質のはたらき� 5/28（金）13：30～15：00
第３回� 細胞の骨格をつくるタンパク質� 6/25（金）13：30～15：00
第4回� コラーゲンは最も多いタンパク質� ８/27（金）13：30～15：00
第5回� タンパク質と病気� ９/17（金）13：30～15：00

喜多ゼミ

岡山特別セミナー
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　「学習相談」は、客員教員の先生方と直接お話しできる場です。
　先生と話してみたいけど、「どんなことを相談すればいいのかわからない」「専門的なことは相談内容がわから
ない」「資料の準備が必要なのか」とご心配の学生の皆さん、事前準備は不要です。学問の「はじめの一歩」と
して、気軽にお申し込みください。密を避けて、先生とマンツーマンでお話できますよ。
※無料。一人でも、グループでも可。
※事前の申込みが必要ですが、予約が入っていなければ当日申込みもできます。
　＜問い合わせ先：０８６－２５４－９２４０＞

 松本　俊郎 所長�
　●卒業研究について：
　･自分が持っている問題意識や考えているテーマで論文を書くことができるだろうか。
　･岡山学習センター客員教員の研究分野、専門と自分の研究テーマが重ならない時にはどうすればよいだろうか。
　●歴史の勉強について：
　･こんなことを思ったが、意味があるだろうか。
　･どんな本や論文を読んだらよいのだろうか。
　･どこに資料を探しに行けばよいのだろうか
 稲垣　賢二 先生�
　●日本で発展した農芸化学とはどんな学問か、どのように勉強したらよいのかをご説明します
　●ビタミンと酵素、補酵素の関係
　●健康な暮らしに貢献している微生物と酵素
 金関　　猛 先生�
　●文学、演劇、映画などについて意見交換　
　●日本語の小説の読書会。どのような小説を選ぶかというところからご相談したいと思います。
　●ドイツ語初歩の学習。毎週1時間ほど、ドイツ語のABCから学んでみませんか。
 上村　一雄 先生�
　●微生物について（分類、生態、代謝、利用など微生物に関することならなんでも）　
　●環境と微生物について（物質循環、環境修復と微生物等）　
　●自然と環境コースについて（放送授業のおすすめ科目、科目の選択に迷っている方へのアドバイス等）
 喜多　雅一 先生�
　●理科の教材研究･開発　●理科教育（日本と世界の動向）　●国際教育支援（アジア･アフリカ･中東･オセアニア）
 髙橋　純夫 先生�
　●ホルモンによるからだの制御　-微量でも莫大なはたらきをする秘密-　　
　●様々な細胞　-からだの中には細胞でできた管がある-　
　●細胞と細胞の間にあるもの　-コラーゲン、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸のはたらき-
　●近代自然科学のはじまり　-1573年から始まったこと-
　●概算力のつけ方　-誰もがもつ力を認識しよう-
 久野　修義 先生�
　●歴史を勉強し始めるにあたって、その手順や方法について
　●くずし字で書かれた古文書や古い時代の歴史資料を読み解くためにはどうするか　
　●おすすめやお気に入りの歴史文学や歴史小説について
 堀内　　孝 先生�
　●心理学の勉強の仕方について　
　●心理学の論文の読み方について
　●心理学の学会、資格などについて(公認心理師、臨床心理士等を目指す方の疑問に答えます)
 清水　光弘 先生�
　●子育て　　●発達のつまずき　　●心理臨床の仕事　　●児童福祉
　＊�発達心理学の基礎研究が教えてくれることを、実際の育児支援に活かせないものかと考えてきました。お示しした
ようなテーマに関することに関心のある方は、お気軽に話に来てください。

 服部　美佳 先生�
　●効果的な語学の学習方法　　●放送大学英語科目や院試のお手伝い　
　●児童書や洋書の音読･解釈　　●英文日記の添削　　●映画･ドラマの聞き取り

～例えば、こんなテーマでもOKですよ～

＊�いくつかのテーマを紹介しましたが、岡山学習センターホームページでは更に詳しく紹介していますので、参
考にしてください。
　（岡山学習センターＨＰ→スケジュール･授業案内→学習相談一覧）
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“学習相談”においでんせぇ2021



広報からのお知らせ
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新任教員のご挨拶

稲
いな
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二
じ

 先生

喜
き

多
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まさ

一
かず

 先生

　本年４月から客員教授を務めることになりました。どうぞよろしくお願い致します。
専門は農芸化学で、様々な環境に生育する微生物が持っている有用酵素を探索し、遺伝
子工学やタンパク質工学を用いて、機能と構造を明らかにし、臨床医薬をはじめ人に役
立てる研究を行ってきました。

　放送大学では２０１８年度から毎年１１月に面接授業を担当してきましたので、私の講義を受けたことの
ある方もおられるかもしれません。若い方から年配の方まで、皆さん熱心に受講して下さるので、講義をす
る私まで元気になります。　
　４月から早速ミニゼミの「稲垣ゼミ」を担当しますから、現代社会に微生物がどれほど貢献しているか？
を、一緒に学びましょう。またビタミン学の研究もしていますから、学んで健康になる講義を行いたいと思
います。

　これからお世話になります。３０年近く理科教育、そのうち２２年間国際教育協力（南
アフリカ、アフガニスタン、ガーナ、カンボジア、パプアニューギニアで理科教育支援）
をやってきました。装置を自作して実験観察をする実験ゼミやちょうど今４年ほど関わっ
ているパプアニューギニアの理科教育についての面接授業を担当させていただきます。

　コロナ禍でどこにも行けなくなって、もう１年以上、ほぼ毎週、熊山に健康のためと理科ネタを求めて登っ
ています。熊山の標高は５００メートルですが、６０コース以上変化に富んだ登り方ができ、例えば香登か
ら和気まで歩くと６時間くらいかかります。これからツツジや山桜が咲くので、サーモグラフで温度を測定
します。花ビラは効果的に蒸散するので、冷たいです。満開の桜の木の下は寒いですよね。花弁の色素もス
マホ顕微鏡で見ると花によっていろいろで楽しいです。沢で石を拾ったり、土を集めたり、観察するものは
たくさんあります。
　目からウロコが落ちる体験というのを日々の糧にしています。みなさんとそういう議論ができるのを楽し
みにしています。では、よろしくお願いします。

専門分野：農芸化学（応用微生物学、生化学）

専門分野：理科教育・国際教育協力

公開講演会のご案内（2021年度前期の予定）

令和３年度第１回放送大学・津山市立図書館連携講座
令和３年６月１９日（土）１３：３０～１５：００　＜津山市立図書館＞
講師：放送大学岡山学習センター客員教授　　堀内　孝 先生　
演題：想い出の心理学
 ※申し込み開始日等詳細については、岡山学習センターホームページ、学内掲示にてご案内します。

令和３年度第１回放送大学・岡山県立図書館連携講座
令和３年６月２７日（日）１３：３０～１５：００　＜岡山県立図書館＞
講師：放送大学岡山学習センター客員教授　　上村　一雄 先生
演題：鉄や硫黄を食べる微生物の科学と利用
 ※申し込み開始日等詳細については、岡山学習センターホームページ、学内掲示にてご案内します。
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第１部　特別講演　粟屋　剛 先生

第２部　学生発表　小川　正嗣 氏 第２部　学生発表　桧山　剛 氏とコメントをされる磯部先生 第２部　学生発表　水野　博宣 氏

第３８回赤レンガフォーラムのご報告

令和３年度文化施設見学講座のご案内

令和３年度赤レンガフォーラムのご案内

　令和３年２月２１日（日）岡山大学文化科学系総合研究棟２階共同研究室において第３８回
赤レンガフォーラムを開催しました。今回は、令和３年３月末で退任された粟屋先生の特別講
演と学生３名の発表を行いました。
　当日は、会場定員４８名満席申込にて、併せてZoom配信申込でも多くの方にご参加いた
だき大盛会となりました。
第１部　特別講演
　「アジア臓器売買等調査を振り返って」　
　 放送大学岡山学習センター客員教授　粟屋　剛先生（専門：生命倫理学）
第２部　学生発表
「縮小社会とは何か」　教養学部　全科履修生　社会と産業コース卒業　小川　正嗣氏
「遺伝子編集の可能性とDIY」　教養学部　全科履修生　心理と教育コース卒業　桧山　剛氏
「生命倫理における価値基準withコロナ」教養学部　全科履修生　社会と産業コース在学中　水野　博宣氏

　令和３年度文化施設見学講座を「聞いて ⁉ 見て ⁉ ビックリ ‼ 後楽園」と題して、岡山後楽園にて開催いたします。当日は、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）と放送大学岡山学習センター客員教授久野修義先生
に、特別解説をいただきながら園内を鑑賞いたします。
　 日　時 　令和３年６月４日（金）１３：３０～１５：００　
　　　　　（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　
　 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 　先着２５人（要申込）
　 対　象 　放送大学岡山学習センター所属の学生限定
　　　　　※特別解説鑑賞後、自由解散となります。
　　　　　※岡山後楽園駐車場は６０分の利用で１００円かかります。
　　　　　※ 参加ご希望の方は、５月７日（金）より受付を開始しますので、岡山学習センター事務室

へ申し込みください。定員になり次第、キャンセル待ち受付となります。
　　　　　※内容に変更等がございましたら、岡山学習センターHP、システムWAKABA学内連絡
　　　　　　館内掲示、まなぴー通信でお知らせいたします。
　　　　　※ 当日は、コロナウイルス感染症拡大防止対策にご協力の上ご参加ください。なお、感染状

況によっては中止もしくは定員数大幅減での開催となる場合がございます。

　放送大学岡山学習センターでは、年２回、学生と教職員相互の学びのための行事として「赤レンガフォーラム」
を開催しています。
　本年度の日程は下記になります。詳細が決まりましたら、岡山学習センターHP、館内掲示、まなぴー通信等でお
知らせいたします。

【第39回赤レンガフォーラム】　
　 日　時 　 令和３年８月２１日(土)　１３：３０～　会場：放送大学岡山学習センター６階　第１講義室　（サテラ

イト会場：同、第２講義室）
　 内　容 　第１部　特別講演 「自尊心をめぐる心理学的問題」
　　　　　　　[講師]　放送大学岡山学習センター客員教授　堀内　孝 先生　（専門：社会心理学、認知心理学）
　　　　　第２部　学生発表「－卒業研究を振り返って－戦前・戦後の日本の住宅建築の変化と家電製品」
　　　　　　　[発表者]　教養学部人間と文化コース全科履修生　白髪　加代子氏

【第40回赤レンガフォーラム】
　 日　時 　令和４年２月１９日(土)　１３：３０～　会場：放送大学岡山学習センター６階　第１講義室　（サテライト会場：同、第２講義室）
　 内　容 　第１部　特別講演　※タイトル未定　[講師]　放送大学岡山学習センター客員教授　久野　修義 先生　（専門：日本史）
　　　　　第２部　学生発表
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同窓会河上会長

講演　磯部先生

同窓会だより

環境問題を考える　～レジ袋有料化を機に～

令和３年度学生研修旅行のご案内

令和３年度岡山学習センター大学祭のご案内

　令和２年１１月３日の午後、放送大学同窓会主催（学習センター共催）の講演会を開催いたしました。
　前客員教授の磯部先生による「環境問題を考える～レジ袋有料化を機に～」でしたが、現在の社会的
課題ともマッチした内容で、コロナ禍の中、感染防止対策として３密を配慮して、講義室１と講義室２
をリモートでつないでの実施でしたが、参加者も４５名（内一般参加者約１０名）と多く盛会でした。
　環境問題意識の向上と放送大学を地域に知って頂く良い機会になったと考えています。
 （同窓会河上）

　環境問題は、公害から環境問題へ、また地域的な問題から地球規模の問題へと、変化しながら拡大してきた。環境問
題はその影響にはそれぞれ地域性があるが、企業や行政などが十分な対策をとってこなかったことが主要な原因である。
　近年では、地球温暖化問題と海ごみ問題が重要な問題になってきている。
　海ごみ問題は、１９７０年頃から石油化学工業が発達して、プラスチック製品が大量に生産、運搬、流通、消費、廃
棄されるようになって以後問題になってきており、近年では、海ごみが環境や漁業などに多大の影響を与えている。特に、
劣化し微細化したマイクロプラスチックは疎水性の有害物質を吸着しやすく、生物などへの影響も問題になっている。
　海ごみ問題は、最近では先進国首脳会議などでも取り上げられており、EUなどでは使い捨てプラスチックの使用禁
止などが合意されているが、日本の対策は遅れている。
　日本では、２０２０年７月１日にレジ袋が有料化され、消費者のライフスタイルの変革や、排出抑制をすることになっ
た。ただ、レジ袋のプラごみ総量に占める割合は少なく、容器包装などが多いため、消費、廃棄段階だけでなく、製造
や流通、販売段階でのプラスチックの削減が重要である。ごみが発生しやすいごみ集積所や自販機などの整備なども求
められる。
　また、海ごみ問題の解決のために、海にあるごみ
を回収することが必要である。海ごみの回収は国な
どの海の管理者が責任をもって行わなければならな
いが、瀬戸内海などでは、日常的に小型機船底曳網
漁業などで海底ごみを回収すれば、洪水時を除いて
減少する。海ごみの約８割は陸から流入しているた
め、河川や用排水路などでのごみの回収が重要である。
　海ごみはプラスチック類が多いだけに、その削減
は地球温暖化防止にも繋がる。環境問題は、影響、
被害を中心に、総合的、学術的に調査研究して、そ
の状況とともに原因を明らかにして、解決のための
対策を考えていくことが大切である。

　岡山学習センターの学生が主体と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３年１１月２３日（祝）　※予定
　 備　考 　詳細が決まりましたら、岡山学習センターHP、館内掲示、まなぴー通信にてお知らせいたします。
　　　　　　（変更となった場合も同様にお知らせいたします）

　岡山学習センター大学祭では、サークルの趣向を凝らした出し物や、同窓会の講演会等を実施しています。
　 日　時 　令和３年１１月３日（祝）※予定
　 備　考 　 放送大学関係者のご家族・ご友人、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。
　　　　　詳細が決まりましたら、岡山学習センターHP、館内掲示、まなぴー通信にてお知らせいたします。
　　　　　（変更となった場合も同様にお知らせいたします）

磯部　作（元放送大学客員教授）
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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。
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区分 曜日 センター事務室 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

（午前）9：30～12：00
（午後）13：00～15：30

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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August

８月14日㈯～16日㈪　閉所日
14日㈯　大学院出願受付開始［修士･博士］
15日㈰　科目登録申請受付開始
２5日㈬　大学院出願受付締切
２1日㈯　科目登録サポート講座、赤レンガフォーラム
２7日㈮～９月９日㈭　教免更新講習修了認定試験
　　※修了認定試験は自宅受験で実施します。
３0日㈪　科目登録申請受付締切（郵送＊本部必着）
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1３日㈫～２0日㈫　単位認定試験
　※自宅受験で実施します。

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。

スケジュール

May ５月　1日㈯･２日㈰　臨時閉所
　7日㈮　通信指導提出開始（Web）
14日㈮　通信指導提出開始（郵送）
２８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
　5日㈪　第1学期　オンライン授業開始
11日㈰　入学生の集い（第1回）
16日㈮　面接授業空席発表
17日㈯　入学生の集い（第２回）
1８日㈰　入学生の集い（第３回）
２２日㈭　面接授業追加登録開始
２4日㈯　システムWAKABA活用講座

September９月
　1日㈬　第２学期学生募集開始（第２回）
14日㈫　第２学期学生募集締切（第２回）
２6日㈰　第1学期　学位記授与式

６月
June
　4日㈮　文化施設見学講座
10日㈭　第２学期学生募集開始（第1回）
1３日㈰　�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→（中止決定）
1９日㈯　津山市立図書館連携講座
２7日㈰　県立図書館連携講座
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