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　暑い、寒いも、そのときが一番。若い頃、年寄りが毎
年のように「今まで生きてきた中で今年が一番。こんな
に暑いのは初めてだ。」と話すのをよく聞いたものです。
私もその齢になり、今年の夏の暑さには閉口しました。
マスコミでは連日、猛暑、熱中症に関するニュースが流れ、
異常気象と結びつけて解説されていました。
　今夏の岡山の気象はどうだったのでしょうか。気温は、
６月は平年より低く、７月は梅雨が早く明けて高め、８
月は平年並み、９月は残暑もそれほどでもなく低めでし
た。降水量も平年並みから若干多い程度であり、過ぎて
みれば酷暑ではなかったというデータが残されています。
　異常気象について私感を述べる前に、異常気象の定義
と概念を気象庁「異常気象レポート」等を参考に、説明
しておきます。異常気象とは稀に発生する気象のことで、
気象がその平均的状態から大きくずれて、その地域、そ
の時期として出現度数が小さく“平常的には現れない現象
または状態”のことと定義されています。平常的には現れ
ない現象とは、数十年間に１回程度しか発生しない現象
を言い、その期間として30年が採用されています。この
ように異常気象は稀にしか起こらない気象ですが、近年、
メディアを中心に、異常気象が増加しているとの考え方
が浸透し、異常気象は“severe weather”、“bad weather”（激
しい気象、悪天候）を意味する言葉に変わりつつあります。
一般用語としての異常気象が、気象用語としての異常気
象の本来の意味から離れてきたことから、強風、熱波、
集中豪雨など、しばしば大きな被害をもたらす気象現象
を“extreme event”（極端な現象）、極端気象と呼び区別
されることが多くなってきています。異常気象が30年に
１回起こるかどうかという、かなり稀な現象であるのに
対し、極端気象は日降水量100mmの大雨など毎年起こっ
ても不思議ではない比較的頻繁に起こる現象まで含んで
います。
　異常気象が増えたと言われていますが、果たしてどう
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でしょうか。私には、マスコミが言うほど極端気象が増
えたとは思えません。その原因の一つには観測網が密に
なったことがあると思います。アメダスは1979年に全国
整備が完了し、気象観測所の数は約1300カ所（約17km四
方に一カ所）あります。人が定時に気象観測を行ってい
た時代より観測網が密になり、リアルタイムデータが得
られるようになりました。さらに最近では、レーダー観
測が地上に置かれた雨量計を補完する形で運用され、降
水ナウキャストとして情報が提供されています。測定網
から漏れていた降水を観測できるようになった訳です。
　都市部ではいわゆるゲリラ豪雨が問題となっています。
建物や道路などの面積が増加した結果、降った雨が土に
しみ込みにくくなっています。また緑地やその代替え地
となる残存農地も減少しており、そのため短時間に多量
の雨が降ると、流出量が増え河川の氾濫、道路の冠水、
地下街への浸水などが発生します。森林地帯でも、開発
行為や針葉樹単一樹種の植林により保水能力が低下して
おり、同じ雨でも流出量が増え、斜面崩壊や土砂流出が
頻繁に起こるようになりました。また居住地の拡大によ
り人的被害も増えています。気温についても、観測所周
辺の環境が変わる、都市化が進み乾燥化が進むことで最
高気温がより高く測定されてしまうと危惧されています。
　このように我々の社会は災害に弱くなっており、同じ
降水でも災害や被害がでることから、極端気象の閾値が
下がり、一般用語としての異常気象が増えたと感じるの
ではと考えています。
　また災害の現場にテレビカメラだけでなく、スマート
フォンの普及により災害の把握が進み、撮影された動画
が拡散しテレビのニュースでも流れ、ますます極端気象
の増加が意識付けされていると思われます。
　異常気象、異常気象と言われることに違和感を感じな
がらも、気象はもともと変動するものであることを肝に
据えて、その原因を追求して行きたいと思っています。
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平成29年度第１学期 卒業生
教養学部 �

井　藤　　　恵 井　上　俊　之 岩　崎　恵　美 大　野　敏　江 岡　﨑　友　紀
門　野　美　和 神　﨑　史　朗 木　村　裕　彦 佐　竹　真奈美 田　中　孝　子
中　西　奈　央 中　山　善　吾 橋　本　智　美 平　松　知　水 藤　田　道　子
前　田　正　之 松　本　正　樹 山　口　聖　美

教養学部20名（敬称略・50音順・了承を得られた方のみ氏名掲載）

　放送大学での学びを通して、入学当初想像していた
よりも遙かに多くの貴重な経験をさせて頂きました。
ただ知りたいというだけで哲学を学び始めましたが、
時々ふと、「哲学って何の役に立ってるんだ？」と思
いつつ、不思議で面白い世界の虜になっていきました。
偶然、フランクルの『夜と霧』を読んだ頃、一丁前に

「自分が学ぶ意味って何だろう」と考えるようになり
ました。
　私は普段家にいるので、たくさんの人に出会う機会
はそうありませんが、それでも誰かに出会います。そ
こには当然、いろんな方がおられます。そんな時、世

平成29年度第１学期卒業証書・学位記伝達式
日時：平成29年9月24日（日） 11：00～
会場：岡山学習センター６階 講義室2

人間と文化コース　卒業生 中　西　奈　央
界にはたくさんの“私”がいるんだなとしみじみ感じ
ます。哲学なんてよくわからないけれど、もしかした
ら“私”の集まりが世界を作っていて、私もその一員
なんだろうなと、何となく思うようになりました。す
ると、急に勇気が湧いてきて、私が学ぶ、ただそれだ
けで、実は何かすごいことをしているのではないかと、
それまでよりも一層真剣に学ぶようになりました。
　そんな時、津山で開かれた学習相談でお会いした岡
田所長はじめ、放送大学での学びを通して思いがけな
い出会いに恵まれました。たくさんの方にお世話に
なって、その都度、本当に有難かったです。そして、

平成29年度第１学期卒業証書・学位記伝達式

放送大学に学んで
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　新入生の皆さん入学おめでとうございます。
　放送大学の授業は、通信授業と面接授業の２種類あ
ります。面接授業は、『楽しい・面白い』です。ぜひ、
たくさんの面接授業を受講してください。
　私の場合、放送大学に入学した理由は、面接授業で
す。面接授業は、全国で開催され、担当の先生は、そ
の分野では有名な先生が少数の人数で授業されます。
普段、興味はあってもなかなか知らない世界の面接授
業を受けられることは、楽しく面白いとしか言いよう
のないものです。それに、観光地巡りができ、学生の
知り合いもたくさんできます。これも放送大学ならで
はの特徴です。
　放送大学は、もちろん単位を取らなければなりませ
ん。入学許可されると教科書が送られてきます。
TV・ラジオの曜日と時間を確認し、まだ時間がある
からと本棚に並べるとつい忘れてしまいます。対策と
して、必ず、１冊は目の前に置いておくことをお勧め

生活と福祉コース　卒業生 井　上　俊　之

します。時間がアッと云う間に過ぎます。そして７月
と１月に行われる単位認定試験に合格しなくてはいけ
ません。その中間では通信指導問題提出があります。
通信指導問題の提出を忘れたら、単位認定試験が受け
られないので要注意です。皆さんはこんな失敗はしな
いでください。
　対策は、仲間・友人を作り、サークルに入りましょ
う。放送大学は、いろんな経験をした方がたくさん入
学されてます。知り合えるだけではなく、なかなか経
験できないことを教えてくれます。そして困ったとき
は助けてくれます、勉強方法も教えてくれます。ぜひ、
皆さんも相談にのってあげてください。輪が広がりま
すよ。
　仕事や家庭との両立も大変と思いますが、とにかく
学生生活を楽しんでください。私も再度入学いたしま
した。一緒に学生生活を楽しみましょう。

　入学者227名（教養学部204名　大学院23
名）のうち37名が出席の中、開催されまし
た。

平成29年度第2学期入学者の集い
日時：平成29年9月24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

平成29年度第２学期入学者の集い

一人で学ぶこととは別の楽しさも味わえました。これ
らは一生忘れられそうにありません。また、私の学び
を知る数少ない友人たちにも沢山助けられました。面
接授業の際、子どもたちの面倒を見てくれたり、挫け
そうなときには「絶対やり抜いて」と励ましてもらい、
どれだけ勇気が出たことか。家族は、学ぶ私を嫌な顔

一つせずに受け入れてくれました。
　今にしてみれば、学ぶこと、それ自体に大きな意味
があります。私の行動範囲は僅かなものですが、そこ
で一生懸命学び、私と“私”たちのことを大切にして
生きていくことこそ、私の学びの全てであったとわか
りました。本当にお世話になりました。

3
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放送授業・オンライン授業について 教務からのお知らせ

平成２9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

＜オンライン授業を履修される方へ＞

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（日）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。

全ての学習をオンライン上で行います。
＊ 科目の中には期限までに提出しなければ、単位の認定がされない【必須】課題がある場合もあります。学期が

始まったら、必ず、授業のページにアクセスし、課題、提出期間をチェックして学習をはじめましょう!!

【添削結果返送時期】：1２月末頃
【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１２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。

学期の途中に１回、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】：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（日）～11月２４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（日）９：00～1２月1日（金）24：00
＊ 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.66～）
（大学院：P.61～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.64～）
（大学院：P.59～）

『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（木）～11月３0日（木）大学本部必着
「Ｗｅｂ通信指導」による提出の場合
　　　　　　　　　　：11月９日（木）10：00 ～ 11月３0日（木）1７：00

10
　
月

11
　
月

12
　
月

１
月
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学習相談のお知らせ
　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は下記のとおりです。
＊学習相談は事前予約が必要です。

教務からのお知らせ

岡田　雅夫 先生
（岡山大学名誉教授・所長）

法律学専　門

学習相談日時
随時　原則10：00～18：00

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

磯部　　作 先生
（元日本福祉大学教授）

人文地理学専　門

学習相談日時
10・11月 火曜日
12・１・２・３月 水曜日

粟屋　　剛 先生
（岡山商科大学教授）
（岡山大学名誉教授）

生命倫理学専　門
学習相談日時
（特別セミナー開催日）
金曜日

三浦　健志 先生
（岡山大学名誉教授）

環境気象学専　門

学習相談日時
水曜日

坂口　　英 先生
（岡山大学名誉教授）

動物栄養生理学専　門

学習相談日時
金曜日

久野　修義 先生
（岡山大学名誉教授）

日本史専　門

学習相談日時
火曜日

堀内　　孝 先生
（岡山大学教授）

社会心理学
認知心理学

専　門

学習相談日時
火曜日

岡田　和也 先生
（岡山大学准教授）

英米文学専　門

学習相談日時
火曜日

古関　すま子 先生
（駒澤大学非常勤講師）

身体芸術学専　門

学習相談日時
火曜日

5
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6

図書館連携講座のご案内

大学祭のご案内について

　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
ミナーとは別に図書館と連携し、公開講座を開催しています。

日　時： １０月２８日（土）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み不要）
場　所：瀬戸内市民図書館 つどいのへや
講　師：岡山学習センター客員教授 堀内 孝先生
演　題：「身近な幸福の心理学」
　　　　※ 参加される方は、色鉛筆をご持参ください。（８色程度で可）

日　時： １１月２５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　３階研修室
講　師：岡山学習センター所長 岡田 雅夫先生
演　題：「生活の中の民法」
申し込み先： 倉敷市立中央図書館（TEL：０８６-４２５-６０３０ /FAX：０８６-４２７-９１１０）
　　　　　　 １１月５日（日）１０：００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。

日　時：１２月９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教授 粟屋 剛先生
演　題：「生命倫理の視点から死について考察する」
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：１２月１６日（土）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み必要 定員５０名）
場　所：新見市学術交流センター 交流ホール
講　師：岡山学習センター客員教授 久野 修義先生
演　題：「中世日本と東アジア世界―日本史家の中国浙江省かけある記―」
申し込み先：放送大学岡山学習センター（TEL：０８６-２５４-９２４０）
　　　　　　１１月１日（水）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。

放送大学大学祭を以下のとおり行います。学生によるクラブ活動の日頃の成果発表と学生相互の情報交換です。
多くの方の参加をお待ちしています！

日時：2017年11月３日（金）文化の日　10時～16時
場所：放送大学岡山学習センター

参加クラブ一覧
１文学クラブ　２歴史クラブ　３日常の心理クラブ　４インドネシア語クラブ　
５科学わくわくクラブ　６英会話クラブ　７俳句クラブ　８ハチハチクラブ　９中国語クラブ　10パソコンクラブ

日　時：７月８日（土）１３：３０～１５：００
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教授 三浦 健志先生
演　題：「岡山県の気象と温暖化―岡山地方気象台の移転とその影響―」

日　時：７月１５日（土）１３：３０～１５：００
場　所：瀬戸内市民図書館 つどいのへや
講　師：岡山学習センター客員教授 磯部 作先生
演　題：「暮らしやすい地域づくりを目指して」

日　時：９月９日（土）１３：３０～１５：００
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教授 永田 博先生
演　題：「赤ちゃんに「良し悪し」の違いがわかる？」

行事報告
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　岡山学習センターで最大の会員数を誇る我がパソコ
ンクラブは、多様性を重んじる気風に満ちています。
各界・各方面で活躍されたＯＢや現役の多士済々のメ
ンバーが揃う。月２回の例会では、パソコンや携帯端
末の技術的な問題解決、運用相談を行い快適なＩＴ生
活を支援しています。会員同士の情報交換はメーリン
グリストを利用し、歓迎会や花見、忘年会に新年会を
始めとする飲み会や、近隣への日帰り旅行の企画、コ
ンサートや観劇の各種イベントの案内を数多く発信し、
学生生活へ「癒し」を提供。学習センターへなかなか

　インドネシア語を習いませんか！
　私たちは使える外国語をとインドネシア語を選びま
した。
　ほぼローマ字読みで始めた日から読めます。動詞の
変化もありません。
　おまけにインドネシア語は母語ではなく学校で学ぶ
言葉です。
　だから下手な人と話すのが得意で、下手なのが普通
の世界です。
　一言だけ覚えてください。
　Pagi 読めますか？そうですパギーです。

わがまま集団、パソコンクラブ

インドネシア語クラブ

ハチハチクラブさんが企画した『丸亀うどんツアー』
に参加し、讃岐うどんと骨付きどりを食して丸亀城
に行きました。

美術館見学講座「浮世絵 揃い踏み」鑑賞記

　単位認定試験も終わり、結果発表が待ち遠しい８月５日（土）、岡山学習
センター恒例の美術館見学講座へ参加しました。今回は県立美術館で開催中
の「浮世絵　揃い踏み」と称して広重・北斎・歌麿・写楽、他の絵師たちを
集めた平木コレクションの豪華な傑作展です。先ずは、学芸員さんから浮世
絵の基礎知識、見どころを分かりやすく説明していただく。浮世絵は、絵師・
彫師・摺師の分業による版画です。版画だから同じものが世の中に大量に流
通するかと言えばそうではなく、下絵から起こす版木は摺りの工程で摩耗し
ていくため絵師の原画が忠実に摺り上げられるのは最初の200枚ほどです。
これを初摺りと言い、次の版からを後摺りと呼ばれます。後摺りは、版木の
摩耗部分を補うため原画とは微妙に異なる構図になる場合があります。さら
に版元が意図的に構図や絵柄を換えて出版する場合があり、これは変わり図
と呼ばれています。今回は、初摺りの隣に後摺り、変わり図が展示され、実

教養学部社会と産業コース　丸山　芳和

　朝という意味です。朝会ったときパギーといいます。
　おはようです。
　朝別れるときもパギーです。さようならですね。
　バリのホテルでこの一言、親密になれますよ。
　インドネシアの留学生や研修生とパーティーをしま
す、親密になってください。
　岡山でインドネシアと取引をする企業も増えていま
す。
　遊ぶためだけではなく就職にも有利になりますよ。
　会費は年1000円です。
　クラブを楽しみましょう！

足を運ぶ機会がない学友へ「遊び心満載」の通信手段
としても有効に機能しています。
　また、学内外の現場で活躍されているエキスパート
を講師に招いてのオープン講座も好評です。現場なら
ではの苦労話や体験談は、怖くもあり楽しくもあり実
に興味深いものです。
　多種多彩な経歴の会員各氏、趣味への造詣も半端で
はなく、一家言持つ学友のさり気ない話の中にも人を
惹きつける魅力がいっぱい。多様性と云う「わがまま」
を聴きながら、芸名「宴会クラブ」は今日も行く！

際に比較しながらその違いを観ることができました。
　今回、私が心待ちにしていたのは歌川広重の「東海道五十三次」のなかで
特に秀作と言われる「蒲原」と「庄野」の２作。「蒲原」は墨の濃淡だけで
夜の雪景色を見事に表現しています。雪を描かなくても雪を表現する巧みさ
は心底驚きです。「庄野」は夕立を描いた作品。雨を細い線で斜めに入れ、
坂道を急いで登り下りする人々と背景の木々の枝が風雨に打たれる姿で急な
夕立の激しさを表現しています。小学生の頃、趣味で収集していた記念切手
の中にこの２枚がありました。わずか数センチ角の世界で存在感を示す何と
すばらしい絵だろう、と何時間もみつめていたのを憶えています。
　江戸時代の庶民の日常生活を活写し、時に体制に抗うに洒落で表現した浮
世絵、西洋絵画に大きな影響を与えた浮世絵、日本が生んだ美学の粋を堪能
した講座でした。

同窓会だより

生涯学習のツールとして学習システム有効活用を！
　今年５月より岡山学習センター同窓会長に就任しました河上勝利です、同
窓会の事については新米の私ですがご協力を宜しくお願い致します。
　２０２５年には団塊世代が７５歳となり日本は超高齢化社会の真っただ中
にあります、その中で一人一人が心身とも健康であるための秘訣は運動の習
慣化などと明日に向かって前進・進歩するという気持ちを持ち学習に取り組
むということではないかと思います。
　世間では定年後に学習するということを受け付ける方と受け付けない方が
おられると思います、現実には受け付ける方はそれでも少数派であると思い
ます。
　しかしアクティブエイジングは高齢者を福祉の対象としてのみとらえるの
ではなく就業の継続や社会参加など高齢者自身も積極的に参加し社会を支え
る側に回ることを推進しています。したがって今後この人数は少数派から多
数派に変化するものと思います、その時生涯学習の受け皿となるのは放送大

岡山同窓会会長　河上　勝利
学ではないかと思います。
　私自身放送大学における学習支援内容を理解・活用していないことが多い
のですが今日はその中で「学生相談」と「図書の貸し出しサービス」につい
て述べてみたいと思います。
　学生相談については毎日その道の先生が相談室で我々学生の疑問や勉強の
仕方などの疑問に個々の学生に見合ったように指導してくださいます。事前
の申し込みが必要ですがこのシステムを活用して学習の効率を上げることが
できると思います。
　次に図書の貸し出しですが日ごろ勉強していて参考文献や参考図書があり
ますがより知識を深めるためには文献を取り寄せて確認することが必要です。
この場合学習センター図書では親切丁寧に紹介してもらえ図書に無い場合に
は放送大学本部や他学習センターに検索して取り寄せていただくシステムが
あります。皆さん是非このシステムを活用して効率的な学習に役立てていた
だきたいと思います。



赤レンガ 49Vol.

10
OCT．

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

11
NOV．

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

12
DEC.

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

スケジュール

事務室からのお知らせ

8

December12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

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/
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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。

◆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。

◆岡山学習センターの開所時間について
　・通常は月曜日と祝日を除く、火曜日から金曜日の午前10時から午後６時30分までです。
　　土・日曜日の開所時間は午前９時30分から午後６時までです。
　・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。

◆台風による臨時閉所について
　 ・岡山市に暴風警報が発令された場合、岡山学習センターは閉所します。
　　　（利用の手引きｐ２参照）

 １日㈬ 教員免許更新講習生受付開始
     （～１１/2４）
 ３日㈮ 放送大学岡山学習センター大学祭
１2日㈰ 臨時閉所
１６日㈭ 第2学期通信指導提出開始（郵送）
１８日㈯ 大学院第2次選考面接試問【修士】
     （～１１/１9）
2３日㈭ 学生研修旅行
2４日㈮ 教員免許更新講習生募集締切
３０日㈭ 第2学期通信指導提出締切（WEB）
     （郵便＊本部必着）

 ４日㈬ 岡山大学附属図書館利用ガイダンス
 ７日㈯ 大学院第１次選考筆記試験【修士・博士】
１４日㈯ 面接授業空席発表
2０日㈮ 面接授業追加登録開始

 １日㈮ 第１学期学生募集受付開始（第１回）
     （～2/2８）

※カレンダーの   部分は閉所日です。


