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　私は、これまでに高校教員を２３年間、高校教員を
しながら大学の非常勤を務めた２年間を含めると大学
教員を２６年間、計４７年間教員をしてきました。
　高校までは、検定された教科書を使用した「学習」
が中心です。小学校の宿題にも「自由研究」があり、
知識を覚えるだけではなく、「なぜ」、「どうして」、「ど
うしたら」などを考える「問題解決学習」なども重視
されてきていますが、やはり「学び習う」ことが中心
になります。
　これに対して、大学は、「学習」だけでなく、「学問」、

「研究」をするところ、討論し合い、様々な課題を追
求し、問題解決への方法などを明らかにしていくとこ
ろだと思います。
　私の恩師は、大学一年の最初に「君たちを大人とし
て接する」と言われ、６月には地域調査法などの授業
も何も受けていない私に、１９６０年代末の大気汚染
が最も酷かった水島の公害調査への参加を勧めて下さ
いました。アンケートを持って、２週間、朝から晩ま
で１００軒ほど調査するうちに、どのように調査研究
すれば良いのかなどが少しずつ分かってきました。
　この経験を基に、地理学の研究対象である地域を、
地域の特色である「地域性」、とりわけ地域問題を明
らかにし、地域問題の原因や影響、問題を解決するた
めにはどうすればよいのか、さらに暮らし易い地域を、
などと考えながら、瀬戸内沿岸の漁業、水島の公害問
題、瀬戸大橋や「リゾート」開発などの問題、海ごみ

「学習」だけでなく、「学問」、「研究」を
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問題、防災などについて、不十分ながら調査研究を続
けてきました。
　このため、大学においては、地理学の授業などで、
できるだけ地域の課題などをテーマとしたレポートを
学生が書き、発表するようにしてきました。
　岡山学習センターでは、「面接授業」、「特別セミナー」
が行われており、「ミニゼミ」も始められました。言
うまでもなく、「セミナー」、「ゼミナール」は、参加
者が課題を提起し、討論し合う場です。そこでは、課
題を「学び問い」、「研ぎ究め」ていきます。そこから
さらに研究課題を見出し、研究を深めていくことにな
ります。
　放送大学の多くの学生の皆さんは、様々な豊かな経
験や見識を持った方々です。このため、放送大学の授
業、セミナー、ゼミでは、皆さんから多面的な意見、
さらに有意義な提言などを出していただきました。本
当に有難うございました。
　近年、地球温暖化が進展し、災害も多発しているだ
けに、「学習」して「分かった」だけでなく、解決し
なければならない問題を見出し、それを「学び問い」、

「研ぎ究め」、問題を解決することが重要です。しかも、
現在の社会の様々な問題を解決していくためには、多
くの人々の協力が必要です。
　今後とも、協力し合いながら、「学習」だけでなく、「学
問」、「研究」をしていきましょう。
　宜しくお願い致します。
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２０１９年度第２学期１月から３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、１月から３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１月２１日（火）～３月３１日（火））

【添削結果返送時期】：１２月末～1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
＊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、１月１４日（火）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】：２月下旬
放送授業・面接授業・オンライン授業は、
Ⓐ～Eの６段階評価になります。
※Ⓐ～Cが合格

【単位認定試験日】：１月２１日（火）～１月３０日（木）
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「システムWAKABA」（インターネット）で科目登録申請する方法と、②「科目登録申請票」を大学本部に
郵送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。

＊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、放送授業とオンライン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３月１４日（土）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.70～）
（大学院：P.65～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.74～）
（大学院：P.69～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.71～）
（大学院：P.66～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.60～）
（大学院：P.55～）

出題範囲：  第１回から第15回までの放送授業とそれに対応する印刷教材の範囲です。
出題形式：  試験の約１か月前に各学習センターに掲示するとともに、システムWAKABA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、両者併用式があり、印刷教材等の
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．142～143　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、筆記用具は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（インターネット）
　「システムWAKABA」による申請期間：２月１３日（木）９：00～２月２９日（土）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。
②（郵送）
　「科目登録申請票」による申請期間：２月１３日（木）～２月２８日（金）大学本部私書箱必着
　＊郵送の場合、いったん受け付けた申請内容は、追加、変更、取り消しはできません。

１
　
月

３
月

２
　
月

放送授業・オンライン授業について 教務からのお知らせ

■�来年度、卒業研究履修可となった方も、
科目登録申請が必要です。

合
格{Ⓐ…１００～９０点

A …　８９～８０点
B …　７９～７０点
C …　６９～６０点
D …　５９～５０点
E …　４９～　０点
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教務からのお知らせ

『学生生活の栞』
（学　部：P.60～）

【次学期に学籍のある方】
前ページにある「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】
２月１３日（木）９：００～２月２９日（土）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。

次学期の 面接授業の科目登録申請について

3

教務からのお知らせ

認定心理士の資格取得を目指して学習されている方へ
◆申請の方法について
　�　認定心理士の資格を日本心理士学会に申請するには、郵送申請と電子申請の２つの方法があります。詳

しい申請方法については、放送大学ホームページに掲載の「認定心理士資格取得の手引き（新基準）」を
ご覧ください。

　　冊子（２０２０年度版）が必要な方は、事務室にお越しください。
　 　また、必要に応じて放送大学ホームページに掲載の「認定心理士単位表作成ツール」と日本心理士学会

ホームページ内の様式を活用してください。

　　※旧基準での申請は２０１９年３月３１日に終了しました。

　本学の対応科目は以下の通りです。
①２０１７年９月１５日前日までに放送大学大学院に修士全科生として入学しており、本学において省令で
定める科目を修得済みもしくは現在在学中で修得予定の科目（放送大学大学院文化科学研究科の科目）
②２０１７年９月１５日前日までに放送大学教養学部に全科履修生として入学しており、本学において省令
で定める科目を修得済みもしくは現在在学中で修得予定の科目（放送大学教養学部の科目）」
　それ以外の、２０１７年度第２学期以降に入学した場合は対象外です。
　詳細については、放送大学ホームページ及び厚生労働省ホームページをご覧ください。
　（受験資格を満たしているかどうかについては、放送大学ホームページの対応科目一覧を参照の上、ご自
身でご判断ください。）
●放送大学ホームページ
http://www.ouj.ac.jp/hp/purpose/sikaku/psychology/kounin/03.html
●厚生労働省ホームページ「公認心理師」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html

学習相談について
　岡山学習センターでは、学習の方法や進め方・卒業研究など、修学上の諸問題について、当センターの所長と
９人の専門の客員教員がご相談に応じます。分からないことや疑問に思ったことがあれば、ぜひ相談してみてく
ださい。各教員の専門分野は利用の手引きP.１２を参照してください。
　教員への相談を希望される方は、事前に岡山学習センター・事務室に申込みが必要です。相談の日時について
はお電話でお尋ねください。
　また、放送授業の主任講師に対する質問・相談については、学生生活の栞「質問票について」（学部：P.84～、
大学院：P.75～）を参照してください。

【履修相談を希望の方へ】単位認定試験期間である１月２１日（火）～１月３０日（木）はご相談を受け付ける
ことができません。試験期間の終了後、電話でご予約の上、事務室へお越しください。

公認心理師の経過措置における対応科目について

■最新情報
　�放送大学ホームページに公認心理師に関する
ページが新規開設されました。

・�トップページ＞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＞公認心理師
（経過措置ルートのみ）
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瀬戸内市民図書館連携講座の様子

図書館連携講座のご案内
日時：３月７日（土）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み必要　定員８２名）
場所：岡山県立図書館２階　デジタル情報シアター
講師：岡山学習センター客員准教授　服部 美佳先生
演題：「イースターと英語」
申し込み先： 岡山県立図書館（TEL：０８６－２２４－１２８６ / FAX：０８６

－２２４－１２０８）講座実施の１カ月前から受付いたします。

日時：３月１４日（土）１０：３０～１２：００
　　　（入場無料・申し込み必要・定員２０名）
場所：倉敷市立中央図書館　研修室
講師：岡山学習センター客員教授　堀内 孝先生
演題：「偽りの記憶―憶え間違いの心理学」
申し込み先：倉敷市立中央図書館（TEL：０８６－４２５－６０３０）
　　　　　　 ２月５日（水）９：００から来館または、電話で受付を開始し、定員に達し次第終了させていただ

きます。

広報からのお知らせ

　２０１９年度末に磯部作、坂口英、永田博、岡田和也の４名の先生が退職されます。永田先生（言語心理学）
は学問というものが持つ深淵さを学生に対しても直球でぶつけながら、磯部先生（人文地理学）は西日本豪雨に
よる災害や老人介護といったタイムリーで深刻な社会問題を題材に、坂口先生（動物栄養生理学）は食糞という
動物の「ショッキング」な行為を切り口に、岡田先生（英米文学）は詩人みご・なごみとしての活動を活かし創
造することの楽しさを伝えながら、それぞれユニークで刺激的な授業を開講してくださりました。心から感謝い
たします。

岡山学習センター所長　松本　俊郎

永田　博先生
　定年後の５年間を放送大学で過ごすことができたのは幸運だった。大学に戻って来たという
実感が得られたからだ。加藤周一著作集を読破したという前所長の教養論は印象深かったし、
他の方々から受ける知的刺激は活字では得られない身体性を伴っていた。事務の方々の学生支
援の姿にも感銘を受けた。それより何より学生の方々の勉学姿勢に滲み出るそれぞれの生き方
は感動的であった。貴重な体験を与えて下さったすべての方々に感謝します。

磯部　作先生
　放送大学では、２０１４年度には卒論指導を、２０１５年度には瀬戸内の面接授業を担当し、
２０１６～１９年度は客員教員として勤務致しましたが、学生の皆様より多くの質問や提案な
どを頂き、飲み会にも誘って頂き、多くのことを学ばせて頂きました。本当の大学であると思
います。誠に有難うございました。
　今後とも、地理学の研究者として、住民として、暮らし易い地域、社会を目指して、少しで
も前進できればと思います。また、宜しくお願い致します。

坂口　英先生
　放送大学の窓から見下ろせる座主川沿いの木々の紅葉が見事です。赤や黄のさまざまな葉の
群れが、常緑樹も取り込んで調和のとれた色合いの帯に見えます。毎年この「調和」に癒され、
教えられてきましたが、今年が最後になりました。着任以来熱心な学生さんたちから多くを学
びました。授業内容から、授業に臨む心構えまで教えてもらいました。もう手遅れですが、次
回はもう少し良い話ができるでしょう。ありがとう皆さん！お元気で！ 

退任教員からのごあいさつ
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第３５回赤レンガフォーラムにて　「空襲の歴史と防空法」を発表
� 教養学部　全科履修生　木　内　英　豪
　戦争と言う重たいテーマを選んだが多数ご参加いただい
た。ありがたいことである。
　わが国で「無謀な戦争」と表現すれば即ち対米英戦を指
す。真珠湾攻撃より１１年早くから続いていた対中戦は含
まれていないのではないか――。ずっと持ち続けている疑
問である。アメリカ・イギリスは強大であり、負けること
が自明であるのにかかわらず戦争を仕掛けたのだ。だから無謀と表現する訳である。ではこの理屈によるならば、かつ
ての中国は強大ではないから意義のある戦争を仕掛けたのだ、と全く訳のわからない理論となってしまう。
　戦争はあらゆる観点から論じなければ抑止できない。平和ボケでは何も解決できない。

文学クラブ

パソコンクラブ

日常の心理クラブ

カメラクラブ

科学わくわくクラブ

英会話クラブ

学生サービスからのお知らせ赤レンガフォーラム学生発表に際して

学生サービスからのお知らせ岡山学習センター２０１９年度大学祭

心理テストと錯

覚の展示で『ビッ

クリ』を体験

フリーソフトを使っ

ての名刺作成講座を

実施しました。

「今回は５階６階で作品展示を行いました。さら

に実行委員会からの依頼で学祭での各クラブの活

動の様子の撮影も担当しました。」

古本売りながら、時に

一部を読んで懐かしむ

ディープラーニングで物

体認識中。脳の情報処理

過程が見えて来ます。

メンバー全員でone teamとなっ

て今年もEnglish cafeを開店し

ました。
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中国語クラブ

演劇クラブ

テニスクラブ

撮影協力：カメラクラブ
双原　孝巳

同窓会だより
２０１９年度大学祭での同窓会主催講演会
 放送大学岡山同窓会会長　河上勝利
　岡山学習センター同窓会では一般市民の方にも参加して頂ける大学祭で講演会を開
催しました。この講演会開催の目的は地域の皆様に大学祭を通して放送大学を知って
頂くためです。今回は放送大学岡山学習センターの坂口英先生に「食と健康―草食動
物に学ぼう―」の演題でお願いしました。
　〈講演内容の要点は以下のとおりです〉
　食事の内容が健康を左右するが特に現在では、食物繊維や炭水化物の極端な不足な
どバランスを欠いた食事が健康に悪影響を及ぼす因子として問題視されている。
　雑食動物のヒトからみて極端な食事内容である草食動物の消化管機能から概観すると草を栄養源として有効に利用す
るために細菌などの微生物の働きを最大限に利用し生命を全うするため消化管内への微生物の定着と円滑な生命活動を
促し、微生物活動の恩恵を受けている。具体的には大腸内に生息する微生物に必要なエネルギー源を供給し、ビフィズ
ス菌の増殖を活発化する事が重要である。

テニスは文化！

身体も心も楽しく

リフレッシュ

今年はリア王を上演しまし

た。出だしに台詞が飛ん

で。・・・。まぁそれでも

楽しんでもらえたのでは。

食は文化を知るよい窓口。

飲茶を通じて中国の文化

をご紹介しました。
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山田方谷記念館で集合写真

吹屋の町並み

研修旅行に参加して 学生サービスからのお知らせ

山田方谷記念館・吹屋ふるさと村学生研修旅行について
 全科履修生　心理クラブ　小林茂子

　令和になり第一回の研修旅行は新見市大佐の山田方谷記念館・吹屋ふるさと村で５
館周遊となりました。県外への旅行が多い中、今年は旅行先を県内に決めた為か申し
込みの出足が悪く事務局はハラハラしましたが、参加者４４名で県北の旅を楽しんで
来ました。
　前日はどんよりとした肌寒い一日でしたが、当日は雲一つない晴天になりました。
黄色く色づいた銀杏が青空に映えてひときわ美しい秋の景色を楽しみながら１１時過
ぎに山田方谷記念館に到着しました。記念館では滞在時間が３０分でした。その時間
内に集合写真を撮り、方谷のビデオを２０分ほど見ると言う慌ただしいものでした。
記念館が大佐に建てられたのは、方谷の母親の生誕の地であり、晩年方谷がこの地で
塾を開いていた事によるとのことでした。方谷は５歳から新見藩儒・丸川松隠の思誠
塾で学ぶほど才能にあふれた人だったようです。方谷が学んだ思誠塾の「思誠」と言
う名前は現在も新見の小学校の名前「思誠小学校」として残っています。私の母校です。
方谷が思誠塾で学んだことを今回初めて知り感激しました。
　記念館を出発して吹屋ふるさと村への道中、中山善吾さん作成の「山田方谷クイズ」
に挑戦しました。板倉勝静の命により、方谷は負債整理、産業振興など藩政改革を成
功させたことを勉強しながら吹屋の昼食会場へ向かいました。
　吹屋への途中、二回も通行止めに遭い細い道を上がって行くバスにハラハラドキドキしました。昼食はお刺身も付い
た「千屋牛ご膳」の千屋牛でお腹を満たした後、千枚駐車場に１５時３０分集合を約束して、ベンガラ染体験と吹屋ふ
るさと村バス周遊に分かれました。吹屋ふるさと村周遊では、横溝正史著「八つ墓村」のロケ地になった広兼邸、笹畝
坑道、ベンガラ館、郷土館、旧片山家を見て回りました。ベンガラの原料のローハ製造で巨大な富を築いた広兼邸の石
垣は城郭を思わせるものでした。ベンガラ館ではローハからベンガラができるまでの製造工程が詳しく展示されており、
有田焼の赤色は貴重な顔料だったことが分かりました。郷土館と旧片山家では昭和の古いお家に迷い込んだみたいで懐
かしい気分になりました。ベンガラ染体験で淡いピンクに染めた花模様のハンカチを見せてもらいましたが、とても綺
麗な染め上がりでした。
　帰路の途中お土産を買いにJAあしん広場特産物売り場へ寄って、岡山学習センターへスケジュール通り１９時２７分
に帰ってきました。スケジュール通りに無事帰って来て、楽しい旅行が出来たのは両備バスの運転手さんの運転技術と
機転のお陰だと感謝しております。また、この研修旅行を企画して事細かい資料を作成してくださった祗園さん、役員
の皆さま有難うございました。秋晴れの一日を学習センターの方々と過ごしたこの旅行は良い思い出になりました。

第３６回赤レンガフォーラムのお知らせ
　学生と教職員の相互の学びのため、年２回赤レンガフォーラムを開催しています。

日　時 令和２年２月２２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２

内　容

第１部
特別講演（１３：４０～１５：１０）
「介護・看取りを考える～妻を１４年間介護した経験などを踏まえての問題提
起～」

［講師］　岡山学習センター　客員教授　磯部作先生

第２部

学生発表１（１５：２０～１６：００）
「マンションにおけるコミュニティー
形成と実践」

［発表者］　河上勝利氏
　　　　　（修士課程修了生）

学生発表２（１６：１０～１６：５０）
「７４歳の私が６回卒業研究させて頂
いて学んだこと～１３年の歴史～」

［発表者］　浅田昌古氏
　　　　　（教養学部　全科履修生）

懇親会
場所：ロイヤルホテルシャルロット（ディナーバイキング）
時間：１８：００～２０：００頃
会費： ２，４００円（６０歳以上の方は２，０００円。アルコール飲み放題の方はプラス１，８００円。）当日受付

にてお支払いください。

お知らせ 第一部と第二部は、参加無料・申し込み不要です。
懇親会は、事前に（２月１５日（土）までに）岡山学習センターまでお申し込みください。

学生サービスからのお知らせ
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スケジュール

１
JAN．

月 火 水 木 金 土 日
１ 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

２
FEB．

月 火 水 木 金 土 日
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

３
MAR.

月 火 水 木 金 土 日
1 

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。

３月

１月

２月

March

January

February

事務室からのお知らせ
◆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。
◆放送大学からの送付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送付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、送付物には必ず目を通してください。
◆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宛先不明で返送され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。
◆岡山学習センターの開所時間
　

◆閉所日
　・毎月曜日　・年末年始（１２/２９～１/３）
　・国民の祝日に関する法律に定める祝日および休日
　・単位認定試験期間中の臨時閉所日（１/２４、１/３１）
　・センター試験・岡山大学入試に伴う臨時閉所（１/１８～１９、２/２５～２６、３/１２）
　・都合により利用時間の変更や臨時閉所する場合があります。

区分 曜日 センター事務室および
視聴学習室・図書室

通常期間 火～金 １０：００～１８：３０
土・日 　９：３０～１８：００

単位認定試験期間中 　９：００～１９：００

8

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

HP： またはQRコード岡山学習センター 検索

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

１３日㈭　第１学期科目登録申請受付開始（WEB/郵送）
２２日㈯　赤レンガフォーラム
２５日㈫２�６日㈬　岡山大学一般入試（前期日程）　臨

時閉所
２８日㈮　第１学期科目登録申請受付締切
　　　　　（郵送＊本部必着）
２９日㈯　第１学期科目登録申請受付締切（WEB）
　　　　　第１学期学生募集受付締切（第１回）
　　　　　教員免許更新講習修了認定試験

　９日㈭　大学説明会
１８日㈯１９日㈰　大学入試センター試験　臨時閉所
２１日㈫～２３日㈭、２５日㈯、２６日㈰、２８日㈫～３０日㈭
　　　　　単位認定試験
２４日㈮、３１日㈮　臨時閉所日

　１日㈰　第１学期学生募集受付開始（第２回）
　　　　　（～３月１７日）臨時閉所
　７日㈯　県立図書館連携講座
１２日㈭　岡山大学一般試験（後期日程）臨時閉所
１４日㈯　倉敷市立中央図書館連携講座
２１日㈯　２０１９年度　学位記授与式（ＮＨＫホール）
２２日㈰　第２学期　卒業証書・学位記伝達式
　　　　　第１学期　入学者の集い
２８日㈯～３１日㈫　視聴学習室・図書室閉室

＜訂正のお知らせ＞
　『２０１９年度 利用の手引き』（P.２７学年暦）
　３月３日（火）は、「閉所」ではなく「開所」となります。


