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放送大学岡山学習センター
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　岡山学習センターで演劇や舞踏を教えてきました。客
員最後の年には「演劇同好会」も生まれ、その意欲的な
活動が楽しみです。ただ演劇に比べると舞踏の方は、一
般にもあまり理解されていない部分が多いので、少し説
明を試みたいと思います。
　舞踏は時に「おどろおどろしい」ものと見られたり、
逆に「舞踏のメチャクチャ、自由な表現バンザイ！」の
ような、一見物わかりが良さそうで、実ははき違えた誤
解もあります。
　舞踏はそのいずれでもありません。歴史を振り返ると、
１７世紀、中世の蒙昧の「闇」をはらい理性の「光」を
と唱える理性主義が幕を開け、文化・科学・産業の目覚
ましい発展につながりました。その一方で理性主義の偏
りとしてカラダの声を封印していないか？理性の仕分け
以前の原石の無垢な美しさがあるのではないか？と舞踏
は問いかけたのです。
　「非理性・肉体」と聞くと狂ったデタラメと思う人が多
いのですが、例えば潜水艦・飛行機・新幹線…多くの機
械が動物の体形や動きを模倣していることからも明らか
なように、肉体は「精緻でカシコイ仕組み」です。舞踏
は最も理に適った美しい動きを目指していることを知っ
てほしいと思います。
　それは「情動の解放」でもあります。情動とは、猫が
フーッと毛を逆立て、一気に爪、牙、瞳孔が戦闘態勢を

【情動解放の身体芸術学から見えてくる
 　日本社会の閉塞と放送大学への期待】

放送大学岡山学習センター
客員准教授

古　関　すま子

取る時のように、視床―脳下垂体―副腎の連係プレイに
よるあっという間のアドレナリン反応です。
　演劇も情動表現がなければ本物の演技はできない、と
授業でも強調してきました。しかし、かつて地団太踏ん
で怒り、転げまわって笑っていた子供は、場所をわきまえ、
空気を読まされて情動を抑圧していきます。ことに今の
日本では情動の解放が難しいと感じます。
　私は３０余年、フランスで舞台活動を行ってきました。
遠慮のない情動表現と、人種と価値観の違いを許容する
国から帰国し、日本の社会にまま見られる一律な価値観
に戸惑った時期がありました。
　その極まった例として、酒鬼薔薇、宮崎勤、秋葉原事
件などを扱った『日本人と犯罪』（副題）という本の中の
一文、「もっとも怖いのは『よい子』を演じながら、心の
奥深いところで密かに親とか社会を憎み続け、それが一
気に噴出することだ」にハッとしました。「実在の人間と
して認めていただきたい」、「どうして俺だけ一人なんだ
ろ」という犯罪者の声は、ヴァーチャル社会での「カラ
ダごとの関わり」への渇望を感じさせます。
　こうした事件は極端な事例であるとしても、「よい子」
志向にとらわれず、生き生きとした情動が許容される社
会になるといいなぁと思います。そうした試みが岡山学
習センターでも始まっているというのはうれしい限りで
す。

古関すま子先生は２０１６年に非常勤講師として「舞踏と演劇－体験と理論」というユニークな面接授業を開講され、
翌年度から２年間、客員教員として面接授業、特別セミナーを担当されてきました。この間、演劇同好会の創設、演技
指導にもご尽力いただきました。古関先生は、このたび定年退職を迎えられます。長い間、ありがとうございました。
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2018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（月）～３月３１日（日））

【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。
＊ 受験票が、１月１７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】：２月下旬
「成績通知書」によって通知します。また、システムWAKABAの「履修成績照会」でも確認できます。単位認定
試験とオンライン授業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。この通知書には、面接授
業の成績も記載されています。評価は、合（単位を認定する）、否（単位を認定しない）の２区分です。

【単位認定試験日】：１月２４日（木）～２月２日（土）
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（木）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.69～）
（大学院：P.63～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.73～）
（大学院：P.67～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.70～）
（大学院：P.64～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.59～）
（大学院：P.53～）

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、両者併用式があり、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．132～133　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（インターネット）
　「システムWAKABA」による申請期間：２月１３日（水）９：００～２月２８日（木） 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（水）～２月２７日（水）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

■�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。
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『学生生活の栞』
（学　部：P.59～）

【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（水）９：００～２月２８日（木）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

２０１９年度第１学期より面接授業が変わります！！
大学設置基準（文部科学省令）や文部科学大臣の諮問機関・中央教育審議会の答申の要請に適切に対応する
ため、面接授業について以下のとおり変更を行います。

■試験・レポート等の時間の設定について
成績評定のための試験・レポート等の時間が設定されます。
※ 筆記試験、レポート、論文、口述試験、実技テスト、その他担当講師の指定する方法により実施さ

れます。シラバスに記載されているので必ずご確認ください。
※フィールドワーク等、一部の科目については試験・レポートがない場合もあります。

■受講前の準備学習等について
シラバスに面接授業「受講前の準備学習等」について記載されますので、確認のうえ受講してください。

【履修相談を希望の方へ】電話等でご予約の上、事務室へお越しください。単位認定試験期間である１月
２４日（木）～２月２日（土）はご相談を受け付けることができません。お早めにご相談ください。

●公認心理師を目指す方へ
　２０１９年度から放送大学で対応カリキュラムがスタート！　（学部段階）
　２０１９年度第１学期から公認心理師対応カリキュラムが学部段階で開設され、国家資格である
公認心理師の資格取得を目指せるようになります。
・ 全科履修生として入学し卒業までに単位修得する「大学における必要な科目」（２５科目５２単位）の一

部は、すでに開講されています。
・ 「心理演習」、「心理実習」を受講するには、選考試験があります。（２０２１年秋に選考試験を初回実施、
　２０２２年度開講予定、受講者定員30名、放送大学幕張本部や首都圏の施設での受講となります。）
詳細については、放送大学ホームページや「公認心理師資格について」パンフレットをご覧ください。
※大学院のカリキュラム開設は検討中であり、今後の対応については現時点では未定です。
●放送大学ホームページ［公認心理師］
　https://www.ouj.ac.jp/hp/purpose/sikaku/psychology/kounin.html

教務からのお知らせ

■成績評価の変更
成績評価が現在の合・否の２段階評価から、
放送授業・オンライン授業と同じく
A～Eの６段階評価に変わります！
※D、Eは不合格。３回以上欠席の場合は、
　評価を行わない（「-」と表記）。
　なお、原則として全講義出席を前提とします。

評定 評語 筆記試験の点数【目安】
A 基準を大きく超えて優秀である １００点～９０点
A 基準を超えて優秀である 　８９点～８０点
B 望ましい基準に達している 　７９点～７０点
C 単位を認める最低限の基準に達している 　６９点～６０点
D 単位を認める最低限の基準を下回る 　５９点～５０点
E 基準を大きく下回る 　４９点～　０点

■授業時間の変更
総実授業時間（６７５分）を確保するため、原則として１コマ
の授業時間が８５分から９０分（最後の８時限目は４５分）に
変更となります。
※授業によっては異なる時間設定となる場合もあります。
※ 各学習センターの時間割表も変更となりますので、「２０１９

年度第１学期面接授業開設科目一覧」１～３ページをご確認
ください。

中国・四国ブロック
面接授業実施時間帯（２０１９年度第１学期以降）
１時限：　９：５０～１１：２０
２時限：１１：３０～１３：００
３時限：１４：００～１５：３０
４時限：１５：４０～１７：１０
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図書館連携講座のご案内
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：１月１２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　久野 修義先生
演題：「瀬戸内市の歴史と文化―弘法寺踟供養を中心に―」

日時：２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　坂口 英先生
演題：「草を食べる動物の秘密―なぜウサギは○○を食べる？」
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：３月１６日（土）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み必要　定員１２０名）
場所：岡山県立図書館２階　多目的ホール
講師：岡山学習センター客員准教授　岡田 和也先生
演題：「詩の告白～コミュニケーションのもどかしさを考えてみる～」
申し込み先：岡山県立図書館（TEL：０８６－２２４－１２８６ / FAX：０８６－２２４－１２０８）
　　　　　　申し込み開始日については、岡山学習センターホームページ、学内掲示にてご案内いたします。
※ ７月７日開催予定だった講座の振替講座になりますが、受講を希望される方は、再度お申し込みが必要になり

ます。

図書からのお知らせ

広報からのお知らせ

室外貸出停止、閉室と放送教材について
①　図書・放送教材の室外貸出受付は単位認定試験の２週間前から停止します。
　　【大学院】　１月１０日（木）～　２月２日（土）
　　【学　部】　１月１１日（金）～　２月２日（土）
　　・室内では閲覧・視聴できます。
　　・２月５日（火）から室外貸出しを受け付けます。

②　次学期準備の為、視聴学習室・図書室を利用することができません。
　　　３月２１日（木）～　３月３１日（日）

日時：１２月１日（土）１３：３０～１５：００
場所：岡山県立図書館２階　多目的ホール
講師：岡山学習センター客員准教授　古関 すま子先生
演題：「フランス舞踏日記」

日時：１２月８日（土）１０：３０～１２：００
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　三浦 健志先生
演題：「「平成３０年７月豪雨」時の岡山県下の降雨状況について」

日時：１２月１５日（土）１３：３０～１５：００
場所：津山市立図書館　視聴覚室
講師：岡山学習センター客員教授　粟屋 剛先生
演題：「人生最後の大仕事―「死」にどう備えるか―」

行事報告

岡山県立図書館連携講座

倉敷市立中央図書館連携講座
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大学祭
英語でのみ注文を受ける喫茶店や太極拳の演武など、各サークルが趣向を凝らしたものを毎年披露するなか、今年は演
劇同好会のマクベス上演や同窓会主催の講演会などが新しく加わり非常に盛り上がりました。

　当初は演劇の面接授業やマクベスの特別セミナーにて演技の基礎練習等を受けてきた。そうするうちにセミナーの学
生が１０人程度に固定されてきたこともあり、先生から大学祭参加のご提案を受け、シナリオも頂いたものである。こ
の頃から、台詞をかっこよく表現したいとの思いが強くなったが、それよりもまず台詞を覚えるのが大変であった。台
本を手にして読みながらの稽古が長く続いた。しかし、みんなが台詞を覚える努力を重ね、練習の甲斐もあってか初演
当日はほぼ全員が台詞を覚えて演技に挑むことができた。今回の初演に関しては他のサークルのご協力・ご支援を頂き
感謝しています。また関係者の皆様に御礼申し上げます。有難うございました。 　演劇同好会代表　松本　正樹

演劇同好会 　「シェークスピアのマクベス上演」

劇中の一幕

マクベス主演の松本正樹さん・山地由希子さん・指導教員の古関先生

初代演劇同好会公演の出演者一同

　メンバーの熱い思いが詰まった「イングリッシュ・カフェ」は予想外の大盛況となりました。明るい店内にはお客さ
まの笑顔があふれ、お揃いのエプロンとカラフルなバンダナでカフェ定員に変身したメンバーがイキイキと動き回りま
した。味にこだわったコーヒーは、厳選した豆を一杯ずつハンドドリップで淹れ、フロア係はお客さまとの接客を英語
で行いました。いつもの講義室は、壁や天井のインテリアをカフェ風に装飾し、明るい雰囲気の空間を演出することが
できました。ニュージーランド出身のジェフさんもネイティブイングリッシュでコミュニケーションを取ってくださり、
メンバーにとっても最高の１日となりました。ご来店いただいたみなさま本当にありがとうございました。
 英会話クラブ一同

英会話クラブ 　「English Cafe」開催！

受付係 こだわりの看板 接客係 賑わうEnglish Cafeの風景 ジェフさん

学生サービスからのお知らせ

　昨年まで大学祭時同窓会は特段の活動をしていませんでしたが、地域の方にメッセージを送ることで放送大学を少し
でも認知して頂くという目的で、今年初めて同窓会主催の講演会を開催しました。今回は講師に、前中国学園大学・中
国短期大学学長であり、元岡山大学副学長の松畑先生を迎え「人生１００年時代を生きる」というテーマで講演して頂
きました。講演内容は人間は心身ともに健康に生きるためには何事もプラス思考で取り組むことが大切であるという事
でした。そのためには悲運もチャンスと捉え強い気持ちで生きると道も開けるという内容でした。来年も、今年以上に
より充実した講演にしたいと考えています。 １１月３０日　同窓会　河上　勝利

同窓会 　講師：前中国学園大学・中国短期大学学長、元岡山大学副学長　松畑煕一先生　演題：人生１００年時代を生きる
受付を担当した
同窓会役員

質疑応答に答える松畑煕一先生 参加者の方々と記念撮影

挨拶をする松本所長・
司会の河上同窓会長



赤レンガ 54Vol.

6

　２０１８年度の学生研修旅行の見学先は、大
阪・適塾であった。私にとって、研修旅行への
参加は２回目であり、旅行委員のお役を仰せつ
かるのも２回目であった。研修旅行の行き先が
適塾に決まった事は、２０１８年が明治１５０
年にあたることにちなみ私が提案した希望が
通ったことによる。所属している歴史クラブで
も旅行と連動した企画として、「適塾で学んだ３
人の志士たち～大村益次郎、大鳥圭介、石田英吉」

と題したパネル展を大学祭で開催したいという案が通り、例年
になく、「張り切った」気持ちであった。６月頃より、関連した
勉強をしながら、企画展の資料を作成していったが、反省として、適塾を開いた緒方洪庵その人の学習（特に天
然痘との戦いのあたり）が十分にできなかった。が、大きなトラブルもなく大学祭における企画展は成功裡に終
わり、そして研修旅行の当日を迎えた。適塾には旅行参加者４９名が一遍には入れないため、３グループに分か
れて、順番に見学したのだが、順番が来るまでとなりの公園で待機。そこから見上げれば、適塾のベランダ（物
干し台）が見える。私は「ここで福沢諭吉らが酒盛りをしたのか」と感慨深くシャッターに収めた。適塾生は今
でいう不良学生のような一面もあり、自戒、教訓とすべきエピソードに事欠かないが、それでも、様々な境遇の
若者たちが士農工商の身分を超えて西洋科学の吸収に励んだことは、歴史の誇りとしていいのではないだろうか。
そしていよいよ、塾の内部を見学。時間の都合上、展示物をあまりじっくり見学できなかったのが惜しまれるが
ここでも血気盛んな若者たちの世話をした洪庵先生や、八重夫人ら家族関係者の方々の苦労はかなり大変だった
ろうと、あらためて思いをはせた。適塾見学での感動を無駄にせぬよう、より一層、仕事、勉学に取り組もうと
決意を新たにするとともに、研修旅行の運営に尽力していただいた旅行委員の松本さん、宗広さんをはじめ、運
営をサポートしていただいた学習センタースタッフ、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

　一行は会議のあと、下見ついでに熊山遺跡へ向かっ
た。秋晴れの１０月７日午下がり。同窓会では定例の
ウォーキングを２週間後に控えたが、結局はその日が
本番となる。香登〔かがと〕駅の程近くに登山口があ
り焼き物小屋を脇目に、木洩れ日の中へ分け入ってゆ
く。果たして砂防ダムのほうに迷いこむ。
　それで潔く帰ろうとするが試しに大滝山経由の車道
を走る。いかにも整備されてないような細道で、まれ
に対向車がくると厄介ではあれついに熊山の山頂（５
０７m）へ。駐車場で車を停め、神気漂う道を歩く。
右手の千年杉２本を見てまもなく遺跡にたどり着いた。
謎の若い女性がおられ、聞けばこの遺跡に魅了されて
いる様子。

　　ふもと行く舟人いかに寒からん
　　　くまやま嶽をおろす嵐に（西行）

　先史時代は大きな磐座〔いわくら〕があったと思わ
れるが新羅系の渡来人、秦氏の手で石積み古墳に。の
ち天平（奈良後期）の道鏡事件に一人立ち向かった英

熊山を歩く� 全科履修生　須　見　　敦

学生研修旅行に参加して� 全科履修生　歴史クラブ　藤　原　　純

同窓会だより

雄、和気清麻呂が姉の広虫とともにやはり秦氏ほかの
技術で仏塔にした。「日本後紀」では彼の遺志で100町
歩の開墾地が民にもたらされたとある。
　朝鮮を経たシルクロードの石積み文化と南方よりき
た寺院や仏塔の技術、熊山はこれらの愕くべき終点ら
しい。さて砂防ダムに迷わねば油滝姫を祭った宮に着
いたはず。嘉吉の乱で香登に落ちた姫二人は……。読
みはじめた『霊山熊山』（仙田 実）がおもしろすぎ、
あらためて岡山の不思議を垣間見たといえよう。

大阪適塾記念センター学生研修旅行

適塾記念センターをバックに記念撮影

学生代表を務めた
藤原純さん

日常の心理クラブ・科学ワクワククラブ共同開催の発表会
（テーマ：認知行動科学）

ハチハチクラブの太極拳演舞 みんなで学ぶプロジェクトの
オンライン授業「デモ版」実演

大学祭の写真をご紹介します
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第３４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
平成３１年２月１７日(日)午後（入場無料・申込不要）
※ 詳細な時間が決まりましたら、ＨＰ、まなぴー通信、センター内掲

示にてお知らせします。
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　「演劇と情動」
［講師］　岡山学習センター　客員教員准教授　古関すま子先生

第２部
学生発表１ 「演劇をつうじて得た学び」

［発表者］　松本正樹さん
　　　　　（並びに、演劇同好会一同による）

学生発表２　「私と放送大学と娘」
［発表者］　森田淳子さん
　　　　　教養学部　心理と教育コース　卒業

懇親会 フォーラム後、懇親会をいたします。(会費制・要申込）
※ 懇親会の詳細が決まりましたら、ＨＰ、まなぴー通信、センター内掲示にてお知らせいたします。

お知らせ
※ 大学祭で好評であったマクベスを、赤レンガフォーラムで再演する事になりました。一度マクベ

スをご覧になった事がある方も、まだ見た事がない方も、マクベスを見にぜひ学習センターまで
足をお運びくださいませ。

※ 利用の手引き(学期開始時に機関誌と一緒に送付したもの)の学年歴の中で、当初ご案内していた赤レンガフォーラ
ムの日程は、平成３１年２月１６日(土)でしたが、平成３１年２月１７日(日)に変更になりました。

　２０１８年５月８日から、（岡山学習センターでは５階のみ）で個人のPC・スマートフォン・タブレットの
Wi-fi接続が可能となっています。Wi-fiのご接続には、事前申請が必要です。「無線LAN利用申請書」を学習セ
ンターで配付しております。
Wi-fiの利用方法、注意事項は、１２月２１日に岡山学習センターのＨＰに記事を記載しておりますので、ご一
読ください。

その他に、Wi-fiの利用について分かりにくい点がございましたら、下記の問い合わせ先まで、メールにて
お問い合わせください。［問い合わせ先］　放送大学学園本部　sc-wi-fi@ouj.ac.jp

Wi-fi 利用について

すでに
申請済
の方へ

・ ２０１８年１１月１６日より、学習センターのWi-fi利用をされる方に、情報セキュリティ研修の
受講が必須となりました。。

・ 情報セキュリティ研修の修了証を、平成３０年の年度末までに、岡山学習センターの窓口まで、
ご提示お願いいたします。

・ 平成３０年の年度末までに、修了証を提示しなかった学生は、無線LANアカウントの利用が停止
になります。

・ 無線LANアカウントを停止された学生が、情報セキュリティ研修を受講し、再度、申請すること
は可能です。

　この度、パソコンクラブさんのご好意で、在学生の方を対象とした、２０１９年度１学期の科目登録サポート
講座を開く事になりました。２０１８年度１学期より、システムWAKABAが新しくなった事に伴い、科目登
録の画面も新しいものになっております。入学後、今回が初めての科目登録の方・まだ、新しいシステム
WAKABAに慣れていない在学生の方も、お気軽にご参加ください。

パソコンクラブ主催　１学期科目登録サポート講座

日　時 平成３１年２月２４日(日)　１３：００～１６：００ 場　所 放送大学岡山学習センター
５階　実習室

内　容 パソコンでの科目登録ご相談会

お知らせ

・パソコンの台数は２０台です。参加人数が２０名を超えた場合は、順次ご案内します。
・お一人の科目登録にかかる時間は、科目が既に、決まっていれば、２０分程度で完了します。。
・ 科目登録の画面は、科目登録期間中にだけ、システムWAKABA内に、リンクのバナーが出現し

ます。
・ その他、学習センターで利用できるWi-fiの登録サポートもしてくださるそうです。学習に関する

悩みをご学友のご先輩方に、お気軽に相談してみてください。きっと、皆さんの頼りになる答え
が返ってきますよ。

☞学期開始前に面接授業時の学割申請をされる方へ
　必ず、科目登録決定通知と振込済の学費の払込取扱票をご持参ください。継続入学者の方は、選考結果通
知(合格通知)と、振込済の学費の払込取扱票をご持参ください。学期開始前は、学習センターのシステムで
面接授業の登録可否の確認ができません。誠に申し訳ございませんが、必要な書類が揃っていない場合、学
割証の作成をお断りします。

情報セキュリティ研修の操作手順についてはシステムＷＡＫＡＢＡ内学内連絡の２０１８年１１月２０日に通知しているものをご
覧ください。※一度見た学内連絡をもう一度見たい時は、検索条件変更で検索条件を変更してください。
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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

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
　

◆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（２/１、２/３）
　・センター試験・岡山大学入試に伴う臨時閉所（１/１９～２０、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/

　１日㈮３日㈰　臨時閉所日
　２日㈯　単位認定試験
１３日㈬　第１学期科目登録申請受付開始
１７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
２７日㈬　第１学期科目登録申請受付締切
　　　　　（郵送＊本部必着）
２８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）

１０日㈭　図書・教材　室外貸出停止開始（大学院）
１１日㈮　図書・教材　室外貸出停止開始（学部）
１９日㈯２０日㈰　大学入試センター試験　臨時閉所
２４日㈭～２７日㈰、２９日㈫～３１日㈭、
単位認定試験

　１日㈮　第１学期学生募集受付開始（第２回）
　　　　　（～３月１７日）
　２日㈯　教員免許更新講習　修了認定試験
１２日㈫　岡山大学一般試験（後期日程）、臨時閉所
２３日㈯　平成３０年度　学位記授与式（ＮＨＫホール）
２４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

人事異動

平成30年
12月1日付で着任

図書
髙田　和美


