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　このたびは放送大学教養学部へのご入学おめでとう
ございます。岡山学習センターの教職員を代表して心
より歓迎の意を表したいと思います。
　ご存知かと思いますが、放送大学は職業、年齢がじ
つに多様です。岡山学習センター在籍の、学生の皆さ
んの平均年齢は40歳半ばというところでしょうか。90
歳を超えてお元気に学ばれている学生さんもいらっ
しゃいます。要するに放送大学は何歳からでも学びを
はじめることのできる大学なのです。なぜこんなこと
になるのでしょうか。岡山学習センターがその敷地を
お借りしている岡山大学をご覧ください。大学院や、
社会人枠のために、すこしばかり高齢の学生がいない
わけではありませんが、ほとんどが同世代の若い学生
ばかりです。しかもここが大切ですが、彼らが学ぶ目
的も、少しの例外はあれ、その多くは就職のためです。
これは本来の大学の姿ではないと思います。
　岡山学習センターは、すばらしい環境に恵まれてい
ます。皆さんの先輩方が作っていられる同窓会の会報
は「けやきの森｣ という名前ですが、このキャンパス
にはたくさんの欅が植えられており、じつに大学らし
いたたずまいを持っています。ただ広いだけでなく沢
山の木々に囲まれ、四季をとおして私たちの目を楽し
ませてくれます。放送大学は通信制の大学ですが、セ
ンターでは皆さんが充実した学生生活を送れるように、
常に学習環境を整備することを心がけています。ぜひ、
日常的にセンターを活用していただきたいと思います。
　岡山学習センターには、私を含めて10名の客員教員
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が、皆さんの学習をサポートするため、５階の学習相
談室に待機しています。それぞれ教育経験の豊富な先
生方が、皆さんの訪問を心待ちにしていらっしゃいま
す。遠慮なく相談室のドアをノックしてください。た
だし事前に事務の窓口で手続きをしていただく必要が
ありますが。
　また、皆さんの先輩方の自主的な活動も活発に行わ
れています。岡山学習センターには、12のサークルが
あるほか、いくつかの自主的な研究会が組織され、学
生の交流の場として貴重な役割をはたしています。特
に通信制大学である放送大学の孤独な学習から、皆さ
んを引っ張り出してくれると思います。また昨年度か
ら津山地域で「所長による出前学習相談及び特別セミ
ナー」、もちろん私が出かけます、が開催されており、
県北で新しい学生間の交流の場がつくられています。
近くにお住まいの方はぜひ仲間に加わって、有意義な
学生生活を送っていただきたいと思います。
　さて、放送大学岡山学習センターは、昨年開設20周
年を祝いました。皆さんは当センターが新しい歩みを
始めるときに、放送大学に入学されたわけです。皆さ
んの学びが、岡山学習センターの新しい旅立ちを活気
付けるものとなるよう期待しております。岡山学習セ
ンター教職員一同、皆さんが快適な学生生活を送れる
よう可能な限りのサポートをしてゆきたいと思ってい
ますのでよろしくお願いします。
　このたびは誠におめでとうございます。
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ご卒業おめでとうございます

平成27年度第２学期 卒業生
教養学部 �

相　賀　和　美 飯　塚　陽　平 池　田　康　子 大　林　弘　幸 岡　野　明　子
小　川　正　嗣 河　上　尚　司 古　谷　美紀子 小　渕　京　子 齋　藤　和　枝
塩　見　展　弘 須　山　　　朋 田　口　桂　子 谷　口　順　子 筒　井　二千六
内　藤　明　美 中　尾　　　愛 西　﨑　　　誠 野　田　美　紀 橋　本　陽　子
林　　　　　栄 平　井　千　恵 平　迫　那　奈 廣　瀨　芳　夫 福　政　友　夫
藤　原　　　薫 堀　田　廣　行 丸　山　芳　和 三　宅　伸　明 森　島　幸　政
山　岡　功　市 吉　田　明　世 若　狭　健一郎

教養学部40名（敬称略・50音順・了承を得られた方のみ氏名掲載）

平成27年度第2学期卒業証書・学位記伝達式
日時：平成28年3月27日（日）　11：00～
会場：岡山学習センター6階　講義室2

平成27年度第２学期卒業証書・学位記伝達式
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卒業生からのメッセージ

　私が放送大学の存在を知ったのは、平成20年の春頃
でした。技術士には資格保持継続の必須条件である
CPD（教育研鑽）制度という、生涯教育を毎年30単
位以上受講する責務があります。この制度に関係する
幾つかの研修会に出席してきました。必要分野の系統
的な研修がないので、先輩技術士に相談したところ、
放送大学で「生涯教育」に取り組むことを示唆されま
した。
　各コースのカリキュラムを調べてみると、私が学ぶ
べき最適なコースと思われる「社会と産業」「自然と
環境」「情報」があり、CPD（教育研鑽）にマッチし
た科目が多いことが分かりました。　
　早速21年度１学期に「社会と産業」コースに入学、
25年３月には卒業することができ、引き続き25年４月
に再入学、28年３月「自然と環境コース」を卒業しま
した。
　今年４月には「情報コース」に入学して、多くの科
目を選び出し「生涯教育」と位置付け、継続して学ぶ
決意です。
　75歳の誕生日を過ぎて、後期高齢者と呼ばれる年代
入りのせいか、印刷教材を１度や２度読んだだけでは、

自然と環境　卒業生 筒　井　二千六
記臆力が劣っていてなかなか覚えられません。単位認
定試験では何時も苦労しています。　
　強制的な学びではなく、自ら興味のある科目を選び
学べるため楽しくて、時には０時を過ぎることもあり
ます。
　新しく得た知識を、今後関わる社会に適用し、少し
でも役に立ちたいと考えています。また、岡山学習セ
ンターはクラブ活動が盛んで、12ものクラブが活動し
ています。
　私は中国語クラブに入会し、毎月２回の例会に参加
して、中国語を学んでいます。まだ上達の域には至り
ませんが、中国人の先生による本場の中国語が学べる
こと、中国茶のお点前・餃子の作り方等も教えて頂き
ながら、これらのことを学生自身が挑戦しています。
年齢差が30歳以上の老若男女の集まりですが、会員同
士は和気あいあいで、岡山学習センターでのみ味わえ
る楽しみと実感しています。
　孤独に勉強だけするのではなく、クラブ活動に参加
され、多くの友人を作って楽しい学生生活を過ごされ
ることをお勧めします。

　入学者（大学院40人、学部313人）のう
ち74人が出席の中、開催されました。

平成28年度第1学期入学者の集い
日時：平成28年3月27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28年度第１学期入学者の集い
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卒業生体験発表

　私は放送大学の前に他大学へ行っているのですが、
卒業には至りませんでした。小さな頃から世の中に関
心があった私は、「人間の世界をどう解釈すれば良い
か」というような疑問で頭がいっぱいでした。そんな
疑問を解消すべく大学に進学したものの、人と上手く
いかず辞めてしまったのです。それでも勉強したいと
いう強い思いがあり、三度目の大学となる放送大学の
門を叩きました。放送大学は個人で勉強できますので、
入学当初は学習しやすい大学だと思っていました。
　しかしながら個人で勉強していても、実際は思うよ
うには進みませんでした。他人の生の意見を聞くこと
ができないことや質問が自由にはできないという制約
のために、関心の追求に限度があるからです。
　誰とも意見交換をできないもやもやを抱えて勉強を
していたある日、私は縮小社会研究会という団体を見
つけました。その団体では今後の世の中の姿を予想し、
どう人類が行動すべきかを大学の教授らが中心となり
模索していたのです。私は自分の関心に沿った研究を
している方々がいることに感激し、そこにお邪魔する
ようになり、そしてたくさんの先生方と出会いました。

社会と産業　卒業生 小　川　正　嗣
この出会いが勉強のみならず、私の人生を充実したも
のに変えていきました。
　毎月の研究会に出る度に色々な専門分野を持つ多く
の先生方と意見交換をし、新たな発見がありました。
研究会では学術的な話題が出るのですが、放送大学の
講義に近い分野の話題が多かったことなどもあり、つ
いて行くことができました。
　自宅で放送大学の学習を進めることはそれまでより
大きな意味を持つようになっていきました。自分の疑
問や関心を深めるためだけではなく、研究に積極的に
参加していくために頑張って勉強する必要が出てきた
のです。私は勉強がより一層楽しくなりました。努力
の甲斐あってか何度か講演をさせて頂き、先日は先生
方と共著で小冊子まで出させて頂きました。
　また縮小社会研究会は高齢の先生方が中心となって
いるにも関わらず勉強以外の面でも私のような若輩者
を歓迎して下さる場所でした。私は卒業後も研究活動
を続けます。良い目標へ導いて下さった先生方には感
謝の念が尽きません。

良き先生方との出会い
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放送授業について 教務からのお知らせ

平成２8年度第１学期４月から７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、４月から７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。 

※該当の方は、科目登録をしてください。
※司書、看護を重複しての科目登録はできません。

5

放送授業開始

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！

夏季集中型科目（学校図書館司書・看護）の科目登録について

【放送授業開始日】：４月１日（金）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。

【添削結果返送時期】：６月末頃
【試験通知（受験票）送付時期】：７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。
＊ ７月１４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。

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】：２月中旬～５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。）
＊ ５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」：４月１日（金）～５月２７日（金）大学本部必着
（インターネット）システムＷＡＫＡＢＡでの届出 ：４月１日（金）～６月３日（金）
＊ 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４）

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）

●「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（日）～６月７日（火）（大学本部必着）
※ 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。

●「看護師資格取得に資する科目」
【科目登録期間】（インターネット）５月１日（日）９：00～６月１日（水）24：00
　　　　　　　　（郵　　　　　送）５月１日（日）～５月３１日（火）（大学本部必着）
※詳しくは『看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）募集要項』で確認してください。第２学期の卒業要件単位として、
所属するコース以外の専門科目に算入されます。

『学生生活の栞』
（学　部：P.29～）
（大学院：P.41～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.70～）
（大学院：P.65～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.68～）
（大学院：P.63～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.72～）
（大学院：P.67～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.18～）
（大学院：P.24～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.101～）

【通信指導提出期間】　
郵送による提出の場合：５月２４日（火）～６月７日（火）大学本部必着
「Ｗｅｂ通信指導」による提出の場合
　　　　　　　　　　：５月１７日（火）１０：００ ～ ６月７日（火）１７：００

４　
月

５　
月

６　
月

７　
月

＜該当の方のみ＞
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面接授業について 教務からのお知らせ

追加登録を受け付けます。

●追加登録申請方法（岡山学習センターの場合）
●窓口での申請
　４月22日（金）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）をお持ちの上、学習
センター事務室までお越しください。
●郵送による申請
　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（学習センターホームページ、または、キャンパスネットワークホームページからダ

ウンロードできます。もしくは、面接授業時間割表の巻末にある申請書をご利用ください。）
　③所定の授業料（１科目：5,500円×希望科目数　＊過不足のないようお願いします。）
　④返信用封筒（長形３号（120×235ミリ））（宛先を明記、82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。
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【共修生のご案内】
　共修生とは、空席のある面接授業について、履修済みの科目をもう一度履修したい方や、大学院に在学中
の方、また一般の方が受講できる制度です。試験、レポート課題の義務はなく、単位修得はありません。平
成28年度第１学期に共修生として受講いただけるのは、上記の科目で追加登録の受付終了後に空席がある場
合です。ご希望の方は、受講手続きについて事務室までお問い合わせください。

『学生生活の栞』
（学　部：P.64～）

　岡山学習センターでは、以下の面接授業について追加登録を受け付ける予定です。
　４月16日（土）12時からの空席発表で空席数をご確認のうえ、ご希望の科目がある方は、ぜひ受付終了日ま
でにご申請ください。

●面接授業追加登録対象科目（岡山学習センター）
科目区分 科目名 科目コード クラス 開講日 時限 受付終了日

基盤科目 統計学入門 2444461 K ４月23日㈯
４月24日㈰

１～４時限
１～４時限 ４月22日㈮

専門科目：
心理と教育 心理カウンセリング基礎実習 2444526 K ４月23日㈯

４月24日㈰
１～４時限
１～４時限 ４月22日㈮

専門科目：
生活と福祉 子どもの健康とケア 2444518 K ４月30日㈯

５月１日㈰
１～４時限
１～４時限 ４月23日㈯

専門科目：
情報 ＨＴＭＬ５入門 2437619 K ４月30日㈯

５月１日㈰
１～４時限
１～４時限 ４月23日㈯

専門科目：
自然と環境 宇宙論入門 2444607 K ４月30日㈯

５月１日㈰
１～４時限
１～４時限 ４月23日㈯

基盤科目：
外国語 ドイツについての基礎知識 2444470 K ５月14日㈯

５月15日㈰
１～４時限
１～４時限 ５月7日㈯

専門科目：
社会と産業 瀬戸内の開発と地域・環境問題２ 2444542 K ５月14日㈯

５月15日㈰
１～４時限
１～４時限 ５月11日㈬

基盤科目：
外国語 はじめての中国語 2444488 K ５月21日㈯

５月22日㈰
１～４時限
１～４時限 ５月14日㈯

専門科目：
情報 インターネットとセキュリティ 2444593 K ５月24日㈫

５月25日㈬
１～４時限
１～４時限 ５月17日㈫

専門科目：
自然と環境 地球と地震 2444615 K ５月28日㈯

５月29日㈰
１～４時限
１～４時限 ５月21日㈯

専門科目：
自然と環境 野菜と菜園の科学 2444623 K ６月４日㈯

６月５日㈰
１～４時限
１～４時限 ５月28日㈯

専門科目：
社会と産業 憲法から考えるいじめ問題 2444550 K ６月11日㈯

６月12日㈰
１～４時限
１～４時限 ６月４日㈯

専門科目：
社会と産業 社会保障論 2444569 K ６月25日㈯

６月26日㈰
１～４時限
１～４時限 ６月18日㈯

基盤科目：
外国語 英文法再考 2444496 K 7月２日㈯

7月３日㈰
１～４時限
１～４時限 ６月25日㈯

導入科目：
人間と文化 オペラの中の女性 2444500 K 7月２日㈯

7月３日㈰
１～４時限
１～４時限 ６月25日㈯

専門科目：
人間と文化 岡山県の地域文化 2444585 K 7月９日㈯

7月10日㈰
１～４時限
１～４時限 7月２日㈯

専門科目：
自然と環境 電気電子回路入門 2444631 K 7月９日㈯

7月10日㈰
１～４時限
１～４時限 7月２日㈯

※面接授業の時間割（１時限あたりの授業時間は85分、授業回数は８回です。）
　１時限　10：00～11：25　２時限　11：35～13：00　３時限　14：00～15：25　４時限　15：35～17：00
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履修相談をご希望の方へ

教務からのお知らせ

履修相談の予約を受け付けます。
　「卒業要件を満たすために必要なことは？」、「認定心理士の申請について知
りたい」など、履修に関する疑問・質問などはありませんか？事前に希望日時・
相談内容をお知らせいただければ、準備をして対応させていただきます。電話
等でご予約のうえ、事務室までお越しください。

卒業研究の履修を希望される方へ 説 明 会

説 明 会

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。
　平成２８年度より新カリキュラムが開始されました。平成２７年度以前に入学し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。
【平成２８年度第２学期からカリキュラム移行する場合の届出期間】
（郵送）「所属コース・専攻変更願兼カリキュラム移行届」：５月３１日（大学本部必着）
（インターネット）システムWAKABAでの届出：４月２０日～６月１４日まで

システムWAKABAより
→学生カルテ→単位修得状況

7

大学院修士全科生入学希望の方へ

平成29（2017）年度修士全科生入学希望者ガイダンスを開催します。
　大学院修士課程に入学を希望される方や興味・関心がある方を対象に、入学希望者ガイダンスを開催しま
す。開催内容については、①教務課職員から修士課程の概要及び入学者選考の方法等を、②教員から修士論
文の作成のための指導の進め方等について、説明します。また、③修士全科生修了者が入学時よりゼミの状
況を含めた２年間の具体的な体験談を説明して、④質疑応答を行います。（都合により内容が変更になる場
合があります。ご了承ください。）

平成29（2017）年度卒業研究ガイダンスを開催します。
　卒業研究は、各コース（専攻）に所属している全科履修生が、教員から直接指導を受け履修する選択科目
です。卒業研究の履修を希望される方や、興味関心がある方を対象に、説明会を開催します。

【お申し込み方法】
　 事前に申し込みが必要です。詳細は決まり次

第、岡山学習センターホームページや掲示で
お知らせします。

【お申し込み方法】
　放送大学ホームページよりお申し込み（予定）

【お問い合わせ先】
　 放送大学学務部教務課大学院企画・入試係
　ＴＥＬ：０４３－２７６－５１１１（総合受付）
　ＦＡＸ：０４３－２９８－４３８０

　日　：平成28年６月19日（日）
　時　：10：00～12：00
　場所：岡山学習センター６階　講義室２
　講師：戸ヶ里　泰典 教授（生活と福祉コース）　（※予定）
　　　　　　　専門分野：基礎看護学・保健医療社会学
　　　　　　　担当科目：基礎看護学（'16）、市民のための健康情報学入門（'13）、
　　　　　　　　　　　　健康と社会（'11）、看護学概説（'16）

　日　：平成28年６月19日（日）
　時　：13：30～15：30
　場所：岡山学習センター６階　講義室２
　講師：小野　けい子 教授（臨床心理学プログラム）　（※予定）
　　　　　　　専門分野：臨床心理学
　　　　　　　担当科目： 臨床心理面接特論（'13）、臨床心理基礎実習、臨床

心理実習
　　　　戸ヶ里　泰典 教授（生活健康科学プログラム）（※予定）
　　　　　　　専門分野：基礎看護学・保健医療社会学
　　　　　　　担当科目：ヘルスリサーチの方法論（'13）



赤レンガ 43Vol.

学内システムについて
●�放送大学ホームページにある「在学生の方
へ」のページを学習にお役立てください。

①放送授業を視聴することができる
→「キャンパスネットワークホームページ」
②成績や単位修得状況を確認することができる
→「システムＷＡＫＡＢＡ」
③学生全員にメールアドレスが割り振られている
→「学生メール（Gmail）」
●ご利用の際は、学生証に記載の学生番号と
　パスワードが必要です。

番組表はこちら

※保存版としてお使いください。

8

●�トップページの「在学生
の方へ」をクリックする
と左の画面が開きます。

『学生生活の栞』
（学　部：P.115～）
（大学院：P.100～）

ログインID：10桁の学生番号
　　　　　　（ハイフン-なし）
パスワード：８桁の生年月日
（例　2016年6月20日→20160620）

❶ ❷ ❸

●�その他、「大学（教養学部）在学生
向けコンテンツ」、「大学院（文化科
学研究科）在学生向けコンテンツ」
も計画的な学習にお役立てください。
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●キャンパスネットワークホームページ

●システムWAKABA

学生カルテ
学籍情報、履修情報、単位修得状況、
入金・教材発送情報等が表示されます。

変更・異動手続
住所、所属コース・専攻、所属学習セ
ンター、単位認定試験受験センター等
の変更ができます。

科目登録申請
科目登録はこちら。

成績照会
これまでに修得した単位の成績が確認
できます。

カリキュラム移行シミュレーション
カリキュラム移行した場合に必要な単
位数を比較・表示できます。

9

◆資料室
印刷教材の正誤表・テレビ・
ラジオ授業ネット配信、単位
認定試験問題・解答、卒業研
究資料を見ることができます。

◆ヘルプ
よくある質問と回答や、キャ
ンパス・ネットワーク・ホー
ムページのマニュアルを見る
ことができます。

◆学習室
学習に必要な情報を科目別に
見ることができます。質問箱
から担当の先生に質問するこ
ともできます。

◆談話室
科目別に先生と学生がコミュ
ニケーションできます。
※�一部の科目について試行的
に運用。

◆大学からのお知らせ
放送大学本部からのお知らせ
を見ることができます。

◆Web通信指導
Webで通信指導が提出でき
ます。

◆単位認定試験問題解答
単位認定試験の問題・回答・
解説を閲覧できます。

◆履修科目／参加ゼミ
履修している科目、参加して
いるゼミが表示されます。科
目名をクリックすると、学習
室画面へ移動します。

◆テレビ授業科目
ネット配信

◆メール（Gmail）
学生専用のメール画面を表示
します。未読のメールがある
場合には、ＮＥＷ　が表示さ
れます。

◆事務室
学生生活、学習全般、各種手
続き、セミナーハウスなどの
附属施設に関する情報をみる
ことができます。

◆学習センターからのお知らせ
所属の学習センターからのお
知らせが表示されます。

◆面接授業案内
面接授業ホームページに移動
できます。

◆カレンダー
履修科目のテレビ・ラジオ放
送授業の放送時間や単位認定
試験の日程が表示されます。

◆ラジオ授業科目
ネット配信

◆オンライン授業

◆システムＷＡＫＡＢＡ
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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。

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

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

特別セミナー これなら分かる、行政法
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第1回� これまでの行政法のテクストはなぜ理解しにくいか� 4／７㈭� 13：30～15：00�
第2回� 行政法の紛争の争い方� ５／12㈭� 13：30～15：00�
第3回� 道路交通法の構造� 6／2㈭� 13：30～15：00�

上浦　洋一 先生
（岡山大学名誉教授）

電子工学専　門 学習相談日時 木曜日　10：00～12：00
　　　　12：45～17：45

特別セミナー 電気・電子回路入門　
第1回� 直流回路：基礎理論と演習� 4／21㈭� 10：30～12：00�
第2回� 交流回路（1）：基礎理論� ５／26㈭� 10：30～12：00�
第3回� 交流回路（2）：回路解析の例題と演習� 6／23㈭� 10：30～12：00�

酒井　貴志 先生
（岡山大学名誉教授）

有機化学専　門 学習相談日時 金曜日　10：00～15：00

特別セミナー 化学の目で見る生活と健康　
第1回� 今の物質世界はどうして出来たのー原子とはなにか。� 4／15㈮� 10：30～12：00�
第2回� 原子は何故つながり合うの。分子、イオンとは。� ５／20㈮� 10：30～12：00�
第3回� 分子の形の基本―1。炭化水素とは。油とは何か。� 6／17㈮� 10：30～12：00�

桝田　正治 先生
（岡山大学名誉教授）

園芸学専　門 学習相談日時 水曜日　10：00～15：00

特別セミナー 野菜の生育特性とその制御
第1回� 種子の形態と出芽の様相� 4／13㈬� 13：30～15：00�
第2回� 茎葉の成長と発育の規則性� ５／18㈬� 13：30～15：00�
第3回� 果菜類－着花（果）習性と整枝法� 6／８㈬� 13：30～15：00�
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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　13：00～17：00

特別セミナー 言語研究に貢献した動物たち　
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第1回� Washoe（手話を操るチンパンジー）� 4／9㈯� 13：00～14：30�
第2回� Sarah（統語法操るチンパンジー）� ５／22㈰� 13：00～14：30�
第3回� Alex（発音完璧オウム）� 6／18㈯� 13：00～14：30

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 水曜日　13：00～16：00

特別セミナー 地域問題と地域再生・地域づくり
第1回�「地域」とは� 4／20㈬� 13：30～15：00�
第2回� 地域問題と地域再生・地域づくりの経緯と概要� ５／18㈬� 13：30～15：00�
第3回� 沿岸域の地域問題と地域再生・地域づくりⅠ沿岸陸域を中心に� 6／15㈬� 13：30～15：00�

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 火曜日　10：00～14：30
　　　　16：20～17：50

特別セミナー 生命倫理への招待（１）
第1回� 顔の移植と頭の移植を考える� 4／15㈮� 10：30~12：00�
第2回� がんの腎臓を移植してよいか� 5／10㈫� 10：30~12：00�
第3回� 腎臓を売って生活するアジアの人々―臓器売買はなぜいけないのか―� 6／14㈫� 10：30~12：00�

三浦　健志 先生
（岡山大学 教授）

環境気象学専　門 学習相談日時 木曜日　13：00～17：00

特別セミナー 身の回りの気象環境問題を考える　
第1回� 温室効果とは� 4／9㈯� 10：30～12：00�
第2回� 気温の経年変化，岡山地方気象台観測露場移転の影響について� ５／21㈯� 10：30～12：00�
第3回� フロンガスの悪行� 6／4㈯� 10：30～12：00�

服部　美佳 先生
（岡山大学非常勤講師）

英語学専　門 学習相談日時 木曜日　13：00～17：00

特別セミナー 生きた英語への扉
第1回� 映画の中から�Scenes�1－3� 4／9㈯� 15：00～16：30�
第2回� 映画の中から�Scenes�4－6� ５／21㈯� 15：00～16：30�
第3回� 映画の中から�Scenes�7－9� 6／4㈯� 15：00～16：30�

岩佐　和典 先生
（就実大学講師）

臨床心理学専　門 学習相談日時 特別セミナー　13：00～14：30
開催日　16：30～17：00

特別セミナー 心理療法の基礎と実践　
第1回� 心理療法とは何か� 4／16㈯� 15：00～16：30�
第2回� 心理療法のプロセス�� ５／22㈰� 15：00～16：30�
第3回� 心理検査と心理アセスメント� 6／５㈰� 15：00～16：30�
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行事報告
◆第２８回赤レンガフォーラム
日　時：平成２８年２月２０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
第一部　放送大学岡山学習センター開設２０周年記念特別講演
　講　師：放送大学教授　吉田　光男　先生
　演　題：「韓国にはなぜ金さん李さんが多いのか」
　　　　　－韓国近世社会の読み解き方－
第二部　学生発表
　参加人数３５名
　県内外から多くの方にご参加いただきました。吉田先生のユーモアを交
えたお話に、終始会場内が笑い声に包まれた、講演会でした。

新任教員からのご挨拶

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

講　　師 演　　　　　　　　題 日　　　　時
岩佐　和典 先生 慢性痛の心理学 　７月　９日㈯ １３：３０～１５：００

　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。

岡山県立図書館連携講座のご案内

　市民ラジオ「エフエムつやま」（78.0MHz）で放送大学をより多くの方に知っていただく為の番組「こんにちは放送大
学です」が４月より、毎月第２土曜日の１６：００～１７：００生放送１時間番組となりました。岡田雅夫所長が放送
大学の魅力など、時にはゲストをお迎えしお話されます。私達職員も学習センターから参加します！！ 
エフエムつやまのホームページよりお聞きいただけます。みなさま是非お聞きください。 

「エフエムつやま」で放送大学岡山学習センターの番組放送中

粟屋　　剛 先生
　３月に岡山大学を定年退職しました。４月より岡山商科大学に勤務すると同時に、放送大学でも客員教員として
お世話になっております（おかげで飢え死にを免れました）。私の専門は生命倫理学です。耳慣れない言葉でしょう
ね。14年前、岡大に赴任したときに、事務室に電話したら若い女性が上司に「セーメーリンという会社から電話です」
と取り次いでいました。それが聞こえてきたときの小さなショックを昨日のことのように思い出します。私の仕事
等についてはＧＯＯＧＬＥでご覧下さい。きっと新しい発見がありますよ。

磯部　　作 先生
　昨年、日本福祉大学を定年退職し、一昨年から非常勤で卒論指導や面接授業を担当しており、今年度から客員教
員として勤務致します。専門は人文地理学で、沿岸域の漁業や海ゴミ問題、開発と公害・環境問題、防災などの地
域問題、地域再生や地域づくりについて、瀬戸内や伊勢・三河湾などにおいて調査研究しています。地域問題を解
決して、環境を守り再生し、暮らし易い地域にしていくため、調査研究し、学び合いましょう。宜しくお願い致し
ます。

三浦　健志 先生
　現在、岡山大学大学院環境生命科学研究科（環境理工学部）に所属しています。農地からの蒸発散量の測定と推定、
農業用水など水資源問題、アメダス気象データの利用、翌朝の最低気温の予測など気象データを扱う研究をしてい
ます。岡山学習センターでは、客員教授として、気象測器を実際に見ていただいたり気象データをダウンロードす
るなど実践的な講義を行うとともに、修学相談を行います。気軽に相談に来て下さい。

12
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　この度、３月末日をもちまして、客員教員を退任することになりました。５年間にわた
りお世話になりました放送大学岡山学習センターの教職員の皆様および学生の皆様に一言
お礼のご挨拶を申し上げます。

　現在の心境は人生２度目の定年を迎えたような気持ちです。この５年間、面接授業や特別セミナー、図書館連
携講座などで、生化学、酵素学、ビタミン学、分子遺伝学、分子生物学、バイオテクノロジーと幅広い分野の話
をしてきました。これらを合わせれば、分子の世界から見た生物学のほとんどすべてを取り上げてきたことにな
り、その意味では思い残すことはありません。これらの分野は、私達の体内で起こっていることを勉強するので
すから、申し分なく面白いわけですが、私が特に言いたかったことは、覚えるよりも考え、また、目標より頭一
つ高いレベルの理解を目指していただきたいということでした。そうすることで全体が見えてきます。その境地
を目指したため、授業が少し難しくなってしまったかもしれません。勉強の推進力は「好奇心」と「感動」です。
好奇心を放し飼いにし、瑞々しい感受性をもって感動することができれば、心が若くなり、知る喜びが湧いてき
ます。
　この５年間は授業以外でも充実した時間を過ごしました。研究の面では、現役時代に書き残していた原著論文
11編と総説３編の執筆を行うなど、一定の成果を上げることができました。現役時代に多忙なため先送りしてき
た酵素科学の教科書改訂も行い、「改訂 酵素 - 科学と工学」（講談社、2012）として上梓しました。他に、日本
学術振興会 科学研究費委員会委員や公益社団法人ビタミン・バイオファクター協会理事・業務執行理事を務め、
ささやかながら社会貢献もできたと思っています。喜び・楽しみ・癒しは仕事や勉強の原動力です。私生活では
妻と一緒に何回かの海外旅行を楽しみ、また、下手くそな野菜作りを通じて自然と親しむ喜びも味わいました。
　退任後はどうするか。まだしばらくは、現在進行中の国内外数名の研究者との共同研究を通じて「少しのサイ
エンス」を楽しみたい、また、自分を必要としてくれる研究者がいる限り応援したいと思っています。私は定年
退職後の人生は５年毎が１つの「節」と考えています。古稀を過ぎた次の節には何ができるか、さらにこれから
いくつの節を健康で過ごせるかは分かりませんが、いつも何らかの目標を設定し、それに向かって努力を積み重
ねていくつもりです。
　当センターでは、多くの年長の方々が熱心に勉学に励んでおられる姿を目の当たりにして、大きな勇気と励ま
しをいただきました。皆様のご健勝とご多幸を心からお祈りいたします。最後に、能の達人 世阿弥の言葉「命
には終わりあり。能には果てあるべからず」をもじって一言、「命には終わりあり。知る喜びには果てあるべか
らず」。
　長い間、本当に有り難うございました。

退任教員からのご挨拶

岡山学習センター客員教員 虎　谷　哲　夫
-この５年間を振り返って-

　縁あって岡山学習センターの客員教員になって丸三年、個人的な都合により少し早めに
退職させていただくことにしました。この三年間、特別セミナーや面接授業、学習相談等
を通して、多くの学生さん達とお会いすることが出来ました。以前勤務していた普通の大

学の学生さんと比較すると、放送大学の学生さんは勉強の目的がはっきりしている人が多く、そのため勉強の「意
欲」が非常に高いことに驚いたものです。私の専門（計算機統計学）のためでしょうか？予想していたよりも若
い方々が多いように感じていました。仕事をしながら勉強しに来られている方々からは、仕事に関連するデータ
の分析について相談を受けたこともありました。昨秋には５年に１回の国勢調査もあり、ビッグデータ、オープ
ンデータの掛け声とともに、「データ」や「データ分析」が注目を浴びた時期でもありました。いくらかでもデー
タ分析に興味を持っていただけたら本望です。
　最後に、岡田所長をはじめ岡山学習センターの教職員の皆様方には、これまでのサポート、ご支援に感謝を申
し上げます。岡山学習センターの益々の発展を祈念しております。
　なお、４月からは全科履修生として入学し、（私にとって）新しい分野の勉強をさせてもらおうとしています
ので、学習センターで顔を合わせることもあるかと思いますが、よろしくお願いします。

岡山学習センター客員教授 垂　水　共　之

�

13
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平成27年12月１日付けで着任 平成28年４月１日付けで着任

事務職員 事務職員

祇園佳代子 福原　香織

　　平成27年11月30日付けで退任
　　　　　　事務職員　　阪本　智也

　　平成28年３月31日付けで退任
　　　　　　事務職員　　渡邊　恭子

　２年間、客員准教授を務めさせていただきました。毎月１回の特別セミナーでは「日本
語の音声・音韻研究へのいざない」と題し、日本語の発音のしくみや方言に残る古い音声、
音声と表記とのずれ、音声・アクセントの変化やその背後にある要因など、身近な日本語

音声の問題について、受講者の皆さんと一緒に考える時間を持つことができました。
　回数を重ねるうちに、だんだんとお馴染みの方々が集まってくださるようになり、外国語や声楽を習っていらっ
しゃる方、長年合唱をしておいでの方、英語の先生や日本語教師の方など、日常生活において何かしら音声に関
わっていらっしゃる方々との会話はとても楽しく、日頃から感じていらっしゃる素朴な疑問にどう答えたらいい
のか考えるきっかけとなり、大変勉強になる日々でした。
　セミナーを楽しみにして来ていらしてくださった皆様に心より感謝申し上げます。短い間でしたが、どうもあ
りがとうございました。

岡山学習センター客員准教授 中　東　靖　恵

14

人事異動

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。
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クラブ名 日　　時 内　　　　　　　容
硬式テニスクラブ 原則毎週日曜日

14：00～
場所：岡山大学工学部テニスコート
技術に関係なくどなたでもご参加ください。

英会話クラブ 毎月第2・第4土曜日
13：00～18：00

５０，6０歳代が多く、1０名程度で活動している。
第2、4土曜日、13：3０から2時間、前半は、テーマを決め、後半は、フリー
新入生歓迎などで、年に数回、ホテルのレストランで食事会をします。
入会待ってます。

パソコンクラブ 毎月第1・第3土曜日
13：00～17：00

コミュニケーションインフラとしてのパソコン勉強会や、各種講座を行い、会員どうしの交流を
図っています。

俳句クラブ 毎月第4日曜日
午後

学生同士で楽しく学び合う和やかな句会です　会員は老若男女の方々で　豊富な知識を伺うのも
楽しみです。
後楽園での吟行　親睦会　忘年会　宿泊研修（那岐山）と学習センター外での活動も多くあります。

カメラクラブ 原則毎月第2日曜日
13：00～16：00

当クラブは平成十三年にクラブとして活動を開始し会員数も三十名を超えました。
『二科会写真部』入選者二名、『岡山県展』一般公募の部の最高賞受賞者を筆頭に入賞・入選者が
四名。以外にも各種写真コンテスト入賞者も多数在籍してます。
コンセプトは「楽しく・気楽に・一歩先に」です。お気軽に見学に来てください。

中国語クラブ
月2回例会、
第1・第3日曜日
13：00～15：00

大学生の皆さん、中国語は日本人には一番入り易い言葉と思います。中国語クラブでの習得をお
勧めします。本会は語学活動だけでなく、月例会や中国茶会等で親睦しています。

日常の心理クラブ 原則毎月第1土曜日
10：30～12：30

「自分を活かし、人をも活かす」をモットーに、毎月1回、心理学関連の講座を楽しんでいます。
講師は自薦・他薦で会員が務め、自分の実践や研究テーマを話題提供し、皆で議論しながら、お
互いを高めあっています。

インドネシア語クラブ 原則毎週水曜日
14：00～16：00

誰も知らないインドネシア語を習いませんか？美味しいものにありつけるかも？易しいし一言
知っているだけで役に立ちますよ。興味を持っている社長が多いんですよ。旅行も楽しくなりま
すよ！留学生たちと遊びましょう

文学クラブ 月1回例会 自分の好きな本や読みたい本を題材に話し合いをしたり、詩や小説を創作したりしています。
歴史クラブ 月1回程度の例会 講師を招いて歴史講座を開催したり、課外学習に行ったりして見識を深めています。

ハチハチクラブ 毎週水曜日
12：45～13：45

ハチハチクラブとはどんなクラブですか？
健康太極拳を毎週水曜日に6階の第二講義室で活動しています。太極拳は八段錦、二十四式太極
拳を行っています。それぞれハチの倍数でハチにまつわるところからハチハチとしました。そし
て八は末広がりで縁起が良いとされています。心身ともに健康になります。

科学わくわくクラブ 原則最終水曜日
または日曜日午後例会

私たちは「なんでだろう？」を持ち寄って、実験をして「あっ！�そうなんだ」とワクワクしなが
ら“科学リテラシー”を高め合っています。時々、出前授業や科学教室に出かけて、子どもたちと
一緒に学習しています。科学の好き嫌いに関係なく、誰でも気軽に科学を楽しみましょう。

　放送大学が一般大学と異なる点は通信制大学である事と広く社会人にも開かれた真に学びたい者の公の生涯学
習の場であるという事と思います。
　学生の多くは色々な事情があって高校卒業時に大学教育を受けたくても受けられなかった者が社会人として働
きながら主体的に学ぶ、又は現役をリタイアー後自分の学びたい分野を深く掘り下げたいとの希望実現の為に入
学する方が多いのではないかと思います。
　これらの事を叶えた上に共に学んでいる仲間と知り合いになりたいが通信制であるが故その機会が乏しいとい
う悩みをお持ちの方もまた多いと思います。
　そんな方に同窓会に加入していただき学生同士の横の繋がりを持ち共通の価値観や悩みを共有し解決する事も
同窓会の役割であると考えます。
　また、放送大学は世間ではまだまだ認知されていないように思います。放送大学ってアナウンサーを目指して
いるのですかと聞かれる事もあります。放送大学に籍を置いた我々が社会で機会あるごとにPRに努めるととも
に放送大学で学んだことに誇りを持って現在の立場でその事を活用する事が大切で、これらの事が同窓生として
又同窓会の役割ではないかと思います。 以上

同窓会だより

サークル紹介

岡山学習センター同窓会 河　上　勝　利
放送大学における同窓会の役割について
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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29日（木）～１月３日（火）です。
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June

６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/

April

４月

　７日㈫　夏季集中科目履修生（司書）
　　　　　募集締切
　　　　　第1学期通信指導提出締切（ＷEＢ）
　　　　　（郵送※本部必着）
1５日㈬　第2学期学生募集受付開始（第1回）
　　　　　（～８／31）
　　　　　大学院出願資格事前審査受付
　　　　　（～７／1５）
19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

May

５月　1日㈰　夏季集中科目履修生
　　　　　（看護・司書教諭）募集開始
1７日㈫　第1学期通信指導提出開始（ＷEＢ）
23日㈪　教員免許更新講習生募集締切
24日㈫　第1学期通信指導提出開始（郵送）
31日㈫　夏季集中科目履修生（看護）募集締切

　1日㈮　第1学期放送授業開始
　　　　　�夏季集中科目履修生
　　　　　（看護・司書教諭）募集要項配布開始
　6日㈬　岡山大学附属図書館利用ガイダンス
1５日㈮　教員免許更新講習生受付開始
　　　　　（～５／23）
16日㈯　面接授業空席発表
22日㈮　面接授業追加登録開始

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。


