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　皆さんよい年をお迎えになられましたでしょうか。
昨年は、岡山学習センター開設20周年ということで、
客員教員の皆さんの図書館連携講座を含めて、一連の
記念講演会を開催しました。６月７日には放送大学客
員教授臼井永男先生による、「足と履物の科学―悩ん
でいませんか、あなたの靴選び―」、９月13日には放
送大学教授島内裕子先生による、「徒然草と日本文学」、
また12月12日の20周年記念式典では、放送大学副学長
の宮本みち子先生による、「放送大学のこれまでとこ
れから」という講演会を行いました。いずれもすばら
しい内容で、地域貢献の役割をも十分果たしえたと思
います。なお、２月20日には、恒例の赤レンガ・フォー
ラムにおいて、放送大学附属図書館長の吉田光男先生
の講演も予定しています。お隣の国韓国を理解する手
がかりになるお話をいただく予定です。ご期待くださ
い。
　さて放送大学は、本年度１学期２学期を通じて入学
者が相次いで増加し、このたび９万人を突破いたしま
した。これには様々な要因があるでしょうが、全国の
学習センターの取り組みによって放送大学の認知度が
高まってきた結果だと思います。岡山学習センターも、
先に掲げた公開講演会のほかに、毎年、岡山県立図書
館、津山市立図書館、新見市学術交流センター図書館
において公開講座を開催し、それぞれたくさんの住民
の皆さんに参加いただいております。来年度は瀬戸内

新年明けまして
お目でとうございます。

岡山学習センター所長

岡　田　雅　夫

市立図書館との連携講座が加わる予定です。また一昨
年から、私が「所長の出前学習相談」（今年度２学期
からは私の「特別セミナー」）と銘うって、毎月１回、
津山市立図書館で、津山地域の学生の皆さんと学習活
動を行っております。
　今年度は少し実験的な取り組みも行いました。エフ
エムつやまという地域の放送局で学習センターの番組
を持ったことです。番組名は、「こちら放送大学岡山
学習センターです」というもので、私のおしゃべりと
音楽で構成する15分番組です。時々学生さんや、セン
ターの職員に参加していただき、放送大学のＰＲをし
ています。毎週月曜日の午後５時45分から６時まで放
送しています。一度聞いてみてください（電波の届く
範囲が限られていますので、ウエッブでエフエムつや
まのホーム・ページを開いてお楽しみください）。
　すでにご存知の方が多いと思いますが、放送大学は
今年度からオンラインによる授業を開始しました。こ
れはテレヴィやラヂオによる授業が一方向のものであ
る欠点を克服しようという試みで、来年度以降、授業
数を増加させる予定です。一人でも多くの学生の皆さ
んが、オンライン授業を受講されるよう願っています。
　岡山学習センターも、地域の皆さんの学習要求に応
じるべく、様々な取り組みをしてゆく覚悟でおります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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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（木）～３月３１日（木））

【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。
＊ 受験票が、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。

【成績通知時期】：２月下旬
「成績通知書」によって通知します。単位認定試験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２２日（金）～１月３１日（日）
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「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。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（月）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.67～）
（大学院：P.61～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.70～）
（大学院：P.64～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.67～）
（大学院：P.62～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.57～）
（大学院：P.51～）

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、併用式+記述式があり、
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．98～99　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（郵送）
　「科目登録申請票」による申請期間：２月１３日（土）～２月２８日（日）大学本部必着
　＊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。
②（インターネット）
　「システムWAKABA」による申請期間：２月１３日（土）９：00 ～２月２９日（月）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。

１
　
月

３
月

２
　
月

2

■�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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面接授業について 教務からのお知らせ

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.57～）

【次学期に学籍のある方】：P．２、「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（土）9：00～２月２９日（月）24：00の間に、
　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。

新カリキュラムへの移行を検討されている方へ
システム WAKABA のカリキュラムシミュレート機能で、 
新カリキュラムへ移行した場合の単位数を確認することができます。
１１月中旬に大学本部より郵送で通知のありましたとおり、平
成２８年度より新カリキュラムが開始されます。現在、全科履
修生で在籍している方も、希望すれば新カリキュラムへ移行す
ることができます。システムＷＡＫＡＢＡのカリキュラムシ
ミュレート機能を使って、新カリキュラムと現行カリキュラム
での卒業要件を比較し、検討してください。

●新カリキュラムへの移行について、１月20日（水）まで相談を受け付けています。
電話等でご予約のうえ、事務室までお越しください。（単位認定試験期間である１月22日（金）～１月31日（日）は
ご相談を受け付けることができません。カリキュラムシミュレート等でご確認の上、お早めにご相談ください。）

単位の修得状況により、現行カリキュラムでは卒業要件を満たす
場合であっても、新カリキュラムでは満たさないことになるケー

ス（他コース科目４単位未満修得の方）や、現行カリキュラムでは卒業要
件を満たさない場合であっても、新カリキュラムでは満たすことになる
ケース（修得すべき最低単位数が、外国語科目２単位、総合科目０単位と
なるため）があります。新カリキュラムの卒業要件を確認した上で、移行
した場合に必要となる単位数（不足単位数）を十分に確認してください。
　放送大学を卒業して３年次学士入学している方が新カリキュラムに移行
した場合、修得すべき最低単位数が大幅に増えることがありますので注意
してください。�

■カリキュラムシミュレートの方法

注意

移行手続きについて ※カリキュラム移行後は、元のカリキュラムへ戻ることはできません。
※今後も毎学期、手続きを行うことができます。
　手続き方法については『学生生活の栞』等でご確認ください。

3

①
②

③

④

⑤

■平成28年度第１学期から新カリキュラムの適用を希望する方 
　次の① ②のいずれかの方法で移行手続きを行ってください。 
　※できるだけ①インターネットで移行手続きを行ってください。
①（インターネット） 
　システムWAKABA（カリキュラムシミュレート（移行手続き用））
を利用する 
　期間：１月４日（月）９：00～１月31日（日）24：00まで

②（郵送） 
　「新カリキュラム移行届」（『カリキュラム改正について』P.13）を
提出する 
　期間：１月１日（金）～１月31日（日） 
　　　　大学本部学生課新カリキュラム移行担当 必着

■現行のカリキュラムに留まることを希望する方 
　移行手続きは不要です。

ＩＤ・パスワードを入力しログイン

カリキュラムシミュレート
（シミュレートのみ）を選択

シミュレート結果で卒業要件を比較

「移行後の所属」のプルダウンで現在
所属しているコースを選択してくださ
い。（10月20日～12月13日にコース
変更の手続を行った方は、変更後のコー
スを選択してください。） 

放送大学ホームページ
→在学生の方へ→システムＷＡＫＡＢＡを選択。
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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。
＊１月は単位認定試験のため学習相談は実施しませんのでご了承ください。

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

学習相談

学習相談

学習相談

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（月２回）
　13：00～17：00

木曜日（月１回）
　10：00～14：00

金曜日（月２回）
　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

図書からのお知らせ図書・放送教材の室外貸出について
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８日（金）～　２月２日（火）
【学　部】１月10日（日）～　２月２日（火）
・室内では視聴できます。
・２月３日（水）から図書・放送教材の貸し出しを受け付けます。
・月曜日、祝日は閉所日。１月29日（金）、２月２日（火）は臨時閉所日。

4

第５回� いろいろな契約� ２/４㈭� 13：30～15：00
第６回� まとめ� ３/３㈭� 13：30～15：00

第５回� ビタミン関連化合物� ２/16㈫� 13：30～15：00
第６回� おわりに� ３/15㈫� 13：30～15：00

第５回� 医療への応用（X線　CT，MRI，超音波エコー，PET，重粒子線治療など）
� � ２/18㈭� 10：30～12：00
第６回� 電気自動車，燃料電池車，リニア新幹線� ３/10㈭� 10：30～12：00

第５回� 生物の情報交換に使われる化学物質� ２/19㈮� 10：30～12：00
第６回� 水素社会の到来� ３/18㈭� 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

学習相談

水曜日（月２回）
　13：00～17：00

水曜日（月２回）
　10：00～14：00

学習相談 土曜日（月２回）
　13：00～17：00

学習相談 木曜日（月２回）
　10：00～12：00
　13：00～15：00

学習相談 木曜日（月１回）
　10：00～14：00

学習相談 日曜日（月１回）
　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

5

第５回� 因子分析� ２/17㈬� 13：30～15：00
第６回� まとめ� ３/16㈬� 13：30～15：00

第５回� 春の菜園準備一土と肥料� ２/10㈬� 13：30～15：00
第６回� 環境に優しい農法一根域と水の制御� ３/９㈬� 13：30～15：00

第５回� Funes（カテゴリー化ができないとどうなる?）� ２/13㈯� 13：00～14：30
第６回� NN（エピソード記憶と意味記憶の乖離：記憶が私になる?、私は記憶である?）
� � ３/19㈯� 13：00～14：30

第５回　映画の中から　Scenes22-23� ２/６㈯� 15：00～16：30
第６回� 映画の中から　Scenes24� ３/５㈯� 15：00～16：30

第５回� 山陽地方方言アクセントの地理的・世代的動態（１）� ２/４㈭� 10：30～12：00
第６回� 山陽地方方言アクセントの地理的・世代的動態（２）� ３/10㈭� 10：30～12：00

第５回� 感情の障害� ２/６㈯� 15：00～16：30
第６回� 動機づけの障害� ３/13㈰� 15：00～16：30
＊放送大学大学院修士課程ラジオ科目担当講師
　「心理・教育統計法特論（’15）」（第１回、第３回、第４回、第12回を担当）
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11月23日研修旅行
 自然と環境　持川　直子
　前日の悪天気予報をよそに、快晴の鳥取研修旅行。
　蟹尽くしのランチに舌鼓を打ち、西田前鳥取学習センター所長の地質学講義で、貴重な遺産、ジオパークに感嘆。
　ジオスポットの浦富海岸では、紺碧の日本海遊覧波乗りに歓声をあげ、誠に楽しく意義深い一日でした。
　旅行委員の皆様。素晴らしい企画を有難うございました。

研修旅行を終えて
 人間と文化　四宮　和美
　本年度の研修旅行は11月23日お天気に恵まれ鳥取へと出発しました。
　学習センター出発後、津山にて乗降する事により県北在住の学生が研修旅行に
参加できるようにという配慮をいただきました事ありがとうございました。（７
名参加いたしました）
　また、鳥取学習センター前センター所長西田先生によるジオパークの講演（ボ
ランティアでありながらレジメまでご用意いただきました）その後の島めぐり遊
覧船にもお付合いいただき有意義な時間を過ごしました事、心から感謝し、お礼
申し上げます。
　旅行委員長はじめお世話になりました皆様ありがとうございました。

学生旅行に行ってきました

日時：平成２８年２月２０日（土）１３：３０～（入場無料・申し込み不要）
場所：岡山学習センター６階　講義室
内容：第１部　放送大学岡山学習センター開設２０周年記念特別講演会　
　　　　　　　演題「韓国になぜ金さんと李さんが多いのか」
　　　　　　　　　―韓国社会の血縁意識を歴史学的に考える―　　
　　　　　　　講師　放送大学附属図書館長　吉田　光男先生
　　　第２部　学生発表
　　　　　　　フォーラム終了後、懇親会をいたします。（会費制・要申し込み）
　　　★どなたでもご参加いただけます。お誘い合わせの上お越しください。

第28回赤レンガフォーラムのご案内

岡山県立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。

　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
　　日　　時：３月12日（土）13：30～15：00
　　演　　題：不飽和脂肪酸の形と健康
　　講　　師：酒井貴志

　今年の文化祭は、岡山大学の津島祭と同時開催ではなく、初め
て11月３日に単独で開催しました。サークルの中には、ブース内
を東南アジアの装飾で象りムード満点で大変多くの学生さんが来
られていました。また、ギター等による演奏・名刺の作成等数多
くのサークルにより文化祭が盛大に開催され、各サークルのブー
スには、岡山市内はもとより県内外から多数の学生さんが見学に
来られて、単独での開催でしたが、成功裏に終わった。

文化祭が行われました
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〈津山〉　場　所：津山市立図書館（アルネ津山４階）
　　　　日　時：１０月２４日（土）１４：００～１５：３０
　　　　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
　　　　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」

行事報告

岡山学習センター20周年記念式典挙行される
　昨年12月12日（土）に、放送大学岡山学習センター開設20周年を祝う式典が、岡山大学国際交流会館で開催さ
れました。前日は全国的に冬の嵐が吹き荒れる大変な天気でしたが、式典当日は午後こそ曇り空になりましたが、
すばらしい青空に恵まれ、国際交流会館の背景をなす半田山の紅葉が、岡山学習センターの20周年を祝ってくれ
ているようでした。
　式典では、最初に放送大学学歌が演奏され、参加者によって歌われました。所長並びに放送大学副学長の挨拶
の後、来賓の岡山大学長森田潔様、岡山県教育委員会生涯学習課副課長春名章範様それに岡山学習センター第２
代所長内田仙二様から祝辞をいただき無事終了しました。
　第２部の記念講演は、放送大学副学長の宮本みち子先生による「放送大学のこれまでとこれから」と題する講
演と、岡山大学名誉教授の倉地克直先生による「池田家文庫について」と題する講演があり、講演会終了後、岡
山大学附属図書館において貴重な池田家文庫所蔵品の見学会が行われました。その後会場を岡山大学南福利施設
ピーチ・ユニオンに移して祝賀会が行われ、記念式典が閉じられました。

◆放送大学岡山学習センター開設２０周年を記念しての講演会
〈新見〉　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）
　　　　日　時：１１月２９日（日）１４：００～１５：３０
　　　　講　師：放送大学岡山学習センター　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＃」

　　　　日　時：１２月２０日（日）１４：００～１５：３０
　　　　講　師：放送大学岡山学習センター　客員准教授 服部 美佳先生
　　　　演　題：「クリスマスソングと英語」
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スケジュール

■ 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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May

3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： 岡山学習センター 検索

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

January

１月

　１日㈫　�第１学期学生募集受付開始（第２回）（～
３／２０）

１２日㈯　県立図書館連携講座
２０日㈰　第１学期学生募集受付締切（第２回）
２６日㈯　�平成２７年度　学位記授与式
　　　　　（ＮＨＫホール）
２７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

February

2月

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。

　２日㈫　臨時閉所日
１３日㈯　第１学期科目登録申請受付開始
２０日㈯　赤レンガフォーラム
２３日㈫　教員免許更新講習　受講確認入力期限
２５日㈭　岡山大学一般入試前期日程　臨時閉所
２７日㈯　教員免許更新講習　修了認定試験
２８日㈰　教員免許更新講習　修了認定試験
　　　　　�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）

　８日㈮　図書・教材　室外貸出停止開始（大学院）
　９日㈯　県立図書館連携講座
１０日㈰　図書・教材　室外貸出停止開始（学部）
１６日㈯１７日㈰　大学入試センター試験　臨時閉所
１８日㈪　開所
２２日㈮～２４日㈰、２６日㈫～２８日㈭、３０㈯
３１㈰　単位認定試験


