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　学習や研究では文献資料が重視されます。もちろん先
人の研究成果を学んでいくことは重要です。しかし、我々
が暮らしている現実の地域や社会は変化しており、それ
らを学び研究するためには、実際に現地に行き、具体的
に調査研究をして、実態や課題などを明らかにすること
が重要です。そのためにはフィールドワークが必要です。
　地域に行き、地域の人の話を聞き、地域のあり方など
を学ぶことを、私は「地域で、地域に、地域を学ぶ」と言っ
ており、これまで多くのフィールドワークを実施してき
ました。
　そして今年度、所長の岡田先生の勧めで、岡山学習セ
ンターの授業においてフィールドワークを行いました。
　面接授業「瀬戸内の開発と地域・環境問題２」で、5月
14日（土）の講義形式の授業の後、15日（日）にはバスで、
倉敷市水島、児島、岡山市藤田などに行きました。車中
では私が車窓から見える風景などを説明するとともに、
地域に詳しい学生さんにも説明をしていただきました。
　水島では、倉敷市環境学習センターの所長さんと「倉
敷市公害患者と家族の会」の会長さんから水島の大気の
状況や公害問題のお話をいただき、水島地域環境再生財

フィールドワークの勧め
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団の地域環境再生の取組みも伺いました。昼食後は、山
上から広大な水島臨海工業地帯や瀬戸大橋を眺望し、瀬
戸大橋の架橋地点の下津井を見学しました。さらに、瀬
戸大橋線児島駅前の変化を見学し、近年ジーンズ関係の
店が増えている旧味野商店街のジーンズストリートを歩
き、野﨑家塩業歴史館では児島の塩業の歴史の話を伺い
ました。
　岡山市の児島湾干拓地では、ビールの原料である二条
大麦の黄金色に輝く麦秋の景色を見ました。麦秋の見学
は、14日の授業での藤田在住の学生さんの意見により、
ルートを変更して実施したものです。
　フィールドワークに参加した学生さんは、「児島、水島
地区の地理学と現状を学べ、授業を通して地元学生の発
言や提案等、記憶に残る学習となりました」、「道中の説
明がとても細かくガイドしていただき、岡大周辺から、
藤田、倉敷市内、水島と大変有意義な勉強ができました」
と感想を書かれています。
　このコースでフィールドワークを実施したのは、児島
湾干拓、水島臨海工業地帯、瀬戸大橋など、戦後日本の
代表的な開発事例と地域への影響を見学することができ
るからであり、また、それらを1970年頃から私が調査研
究してきていたからです。
　地域は、歴史的だけでなく、「麦秋」のように季節によっ
ても変化します。このため、フィールドワークを何度も
行うことができれば学習や調査研究がより深まります。
住民と膝を交えての話ができれば、さらに色々なことを
知ることができます。
　多くのことが学べ、調査研究できる有意義なフィール
ドワークを是非行って下さい。
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教務からのお知らせ

　　放送授業について、７月から９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）
【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。
＊ 受験票が、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。

『学生生活の栞』
（学　部：P.70～）
（大学院：P.65～）

集中放送授業期間（授業番組の再放送など７月２２日（金）～９月３０日（金））

次年度の卒業研究履修申請
卒業研究は、全科履修生の選択科目です。卒業研究の単位は、所属するコースの専門科目として６単位認定されます（放送授
業３単位、面接授業３単位）。平成２９年度に卒業研究の履修を希望される方は、『卒業研究履修の手引』をよく読んだうえで「卒
業研究申請書」を作成し、本部へ簡易書留で提出してください。『卒業研究履修の手引』は学習センター窓口で配布しています。
＊「所属学習センターの教員または近隣大学の教員」の指導を希望する場合は、申請前に所属学習センター所長との面談が必要です。
【卒業研究履修申請書提出期間】：８月１７日（水）～８月２５日（木）大学本部必着

『学生生活の栞』
（学　部：P.46～）

７　
月

９
月

８　
月

単位認定試験
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。

『学生生活の栞』
（学　部：P.71～）
（大学院：P.66～）

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．106～107　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）

【単位認定試験日】：７月２２日（金）～７月３１日（日）

成績通知
【成績通知時期】：８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。

『学生生活の栞』
（学　部：P.74～）
（大学院：P.69～）

次学期の科目登録申請
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９月１４日（水）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.60～）
（大学院：P.55～）

【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：８月１５日（月）～８月３０日（火）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：８月１５日（月）９：00～８月３１日（水）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。

平成２8年度第１学期７月から９月までの放送授業学習スケジュールについて
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教務からのお知らせ

『学生生活の栞』
（学　部：P.61～）

【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】
８月１５日（月）9：00～８月３１日（水）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

認定心理士を目指して学習されている方へ

① 新基準の要件を満たすかどうか
チェックできるようになりました。

② ｃ領域の面接授業科目が検索でき
るようになりました。

3

【履修相談をご希望の方へ】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７月２２日（金）～７月３１日（日）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。�

認定心理士資格取得対応科目がホームページで確認できます。
認定心理士資格取得対応科目は、放送大学ホームページに「年度別
資格取得対応項目一覧」として掲載しています。閲覧方法は右図を
ご参照ください。認定心理士資格取得のための履修計画や次学期科
目登録等にお役立てください。また、過去に修得した単位も認定対
象になりますので、対応科目をご確認ください。
※ 「認定心理士資格取得対応科目一覧（昭和60年度から平成28年度第

１学期）」を閲覧用として事務室脇の机に置いています。また、今
学期の「対応科目一覧」につきましては、印刷したものを用意し
ていますので、必要な方はお持ち帰りください。
■旧基準で申請を希望される方は申請期限にご注意ください。
認定心理士の認定基準が、2014年４月１日から新しくなりました（新基
準）。2019年３月31日までは、移行期間として、旧基準（これまでの基準）
での資格申請も可能です。旧基準で申請をお考えの方は、2018年度第１
学期までに必要な単位を修得し、「様式３」を作成の上、本部担当教員
に記載事項の証明を依頼してください。（資格申請に必要な書類は、目
安として、2018年12月に整っている状態であることが望ましいです。） 
■認定心理士単位表作成ツールに新しい２つの機能が追加されました。

■年度別資格取得対応項目一覧の閲覧方法

①

②

③

④

■ツールを開くには�
放送大学ホームページ＞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】認定心理士＞認定心理士単位表作成ツール�

※ 本ツール「操作マニュアル」を学生向けマニュアル（水色のファイル）に綴っ
て、実習室各PCのデスク下ワゴンに設置しています。ご活用ください。 

※ 機関誌「赤レンガ」バックナンバーVol.40（P.3）に関連情報の記載がありま
す。こちらもご覧ください。（放送大学岡山学習センターホームページ＞こ
の学習センターについて＞機関誌紹介＞Vol.40）
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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。

教務からのお知らせ

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の受付は単位認定試験の２週間前から停止します。
　【大学院】　　　　７月８日（金）～８月２日（火）
　【学　部】　　　　７月10日（日）～８月２日（火）
　・図書・放送教材の返却は上記期間内も受け付けます。
　・室内では視聴できます。
　・８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。７月29日（金）、８月２日（火）は臨時閉所日。

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　10：00～18：00

特別セミナー これなら分かる、行政法

4

第４回� 生活保護法の構造� ７／７㈭� 13：30～15：00�
第５回� 国家賠償法は民法715条の特別法である� ８／４㈭� 13：30～15：00�
第６回� まとめ� ９／１㈭� 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４回� 過渡現象論：基礎理論と演習� ７／７㈭� 10：30～12：00�
第５回� 電子回路：基礎理論と演習� ８／19㈮� 10：30～12：00�
第６回� 論理回路：MOSFET,CMOSと基礎理論・演習� ９／15㈭� 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４回� 分子の形の基本―２。不飽和炭化水素とは。脂肪酸とは。� ７／15㈮� 10：30～12：00�
第５回� 分子の形の基本―３。アルコールとは。洗剤の化学。� ８／19㈮� 10：30～12：00�
第６回� 分子の形の基本―４。酸とは。DHA、EPAとは。
� 　　　　　　　　　　マーガリンとバターは何が違うの。� ９／16㈮� 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４回� 根菜類―根の形態と成育肥大� ７／13㈬� 13：30～15：00�
第５回� 葉菜類―結球と分球（球形成）� ８／17㈬� 13：30～15：00�
第６回� 花芽分化と環境要因� ９／14㈬� 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　

5

第４回� Kanzi（英語聞き取り上手ボノボ）� ７／16㈯� 13：00~14：30�
第５回� Akeakamai&Phoenix
　　　　（存在VS.非存在,文VS非文わかるよイルカ）� ８／７㈰� 13：00~14：30�
第６回� Rico（200語以上もわかるよボーダーコリー）� ９／３㈯� 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４回� 沿岸域の地域問題と地域再生・地域づくりⅡ沿岸海域を中心に
� � ７／20㈬� 13：30～15：00�
第５回� 中山間地域の地域問題と地域再生・地域づくり� ８／17㈬� 13：30～15：00�
第６回� 都市地域の地域問題と地域再生・地域づくり� ９／21㈬� 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４回� 資源・商品としての人体� ７／12㈫� 10：30~12：00�
第５回� 末期がん患者の人工呼吸器を外してよいか� ９／13㈫� 10：30~12：00�
第６回� 高齢認知症患者の胃ろうをどう考えるか� ９／20㈫� 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４回� 近くのアメダス気象観測所はどこにあるか� ７／16㈯� 10：30～12：00�
第５回� トピックスⅠ（今年の夏は,酷暑か冷夏か）� ８／27㈯� 10：30～12：00�
第６回�� トピックスⅡ（温暖化と作物の高温障害）� ９／17㈯� 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 ７・８月木曜日　13：00～17：00
９月　　木曜日　10：00～16：45

特別セミナー 生きた英語への扉
第４回� 映画の中から�Scenes�10－12� ７／16㈯� 15：00～16：30�
第５回� 映画の中から�Scenes�13－15� ８／28㈰� 10：30～12：00�
第６回� 映画の中から�Scenes�16－18� ９／３㈯� 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４回� 力動的心理療法の起源� ７／17㈰� 15：00～16：30�
第５回�� 力動的心理療法の実践と科学� ８／７㈰� 15：00～16：30�
第６回� 学習理論と行動療法� ９／４㈰� 15：00～16：30�
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美術館見学講座

第29回赤レンガフォーラム

「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
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日時：７月３日（日）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み不要） 
場所：津山市立図書館 視聴覚室（アルネ津山４階） 
講師：岡山学習センター客員教授 桝田 正治先生 
演題：人と自然 －共生の概念－ 
 
日時：１０月２２日（土）１４：００～１５：３０（入場無料・要申し込み先着６０名） 
場所：ライフパーク倉敷 視聴覚ホール 
講師：岡山学習センター客員教授 三浦 健志先生 
演題：岡山県南部の気象環境 ―温暖化というけれど― 
申し込み先：岡山学習センター（TEL:０８６－２５４－９２４０）

日　時：平成２８年８月６日（土）１０：３０～１２：００
場　所：岡山県立美術館（岡山市北区天神町８-48）
内　容：特別展「伊達政宗と仙台藩　国宝・慶長遣欧使節関係資料と伊達家ゆかりの名品」
参加費：無料（参加の際には学生証の提示が必要となる場合がありますので、必ずお持ちください）
対象・定員：岡山学習センター所属の学生・５０名程度
★参加ご希望の方は学習センター事務室へお申込み願います。
※学芸員による特別展の解説後、自由鑑賞となります。その後は自由解散です。

日　時：平成２８年８月２７日（土）１３：３０～１６：３０（入場料無料・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　特別講演　「 環境に優しい野菜の栽培システム～１本の紐～　Environmentally friendly 

watering system for vegetable production」
　　　　　　　　　　　　　　桝田　正治 氏（放送大学岡山学習センター客員教授）
　　　　第２部　学生発表　「岡山県水島工業地帯の発展－基幹的工場の誘致－」
　　　　　　　　　　　　　　王子　喜市 さん（生活と福祉コース）
　　　　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。

　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」が毎月第２土曜日１６：００～１７：
００生放送中。
　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。 
　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。 

番組へのメッセージを募集しています！ 
メッセージ送付先 
E-mail：780＠fm-tsuyama.jp  
FAX:（0868）35-2299 

公開講演会
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各種届（願）出の諸様式について

土・日曜日の開所時間の変更について

同窓会だより
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　各種諸様式を入れたレターケース（引き出し）を、岡山学習センター事務室脇に設置いたしました。レターケー
スは学生サービス関係と教務関係の２種類設置していますので、適宜ご活用ください。

　平成２８年度第２学期より、土・日曜日の開所時間が午前９時３０分から午後６時００分までに変更となりま
す。（火曜日から金曜日はこれまでどおり午前１０時から午後６時３０分までです。）

　爽やかな初夏を迎え、木々の緑も日増しに深く
なってまいりました。
　皆さまには、なお一層お健やかに、さらに勉学に
お励みのことと存じます。
　岡山同窓会から２点のお知らせが有ります。
　先ず初めに、「熊本地震義捐金」の募金を募る活
動を始めました。熊本地震は、４月１４日２１時２
６分に熊本県と大分県で発生している地震です。最
大震度は、益城町で震度７（Mj６.５）を記録して
います。
　さらに、今回の地震の特徴は、初震（前震）の後
に本震（４月１６日１時２５分、震度７、Mj７.３）
が西原村と益城町で発生したことです。一般的には、
本震後に余震が発生し、その規模は本震より小さく
なることが一般的に知られています。
　未だに震度２程度の地震が毎日発生しています。
私が持っている熊本地震の被害状況は、TVとイン
ターネットの情報のみですが、熊本地方はかなりの
被害を受けられたとのこと。たいへん驚いておりま
す。

　つきましては、熊本学習センターで学んでいる
方々に対しての義捐金を募ることにしました。その
期間は、６月３０日までとします。岡山学習センター
へお越しの際は、是非５階の事務所窓口までおいで
くださいませ。そこには、募金箱を置いています。
皆さまの温かいお気持ちを期待しています。
　最後に、岡山同窓会が販売してまいりました「叢
書」の販売を中止することに先日の同窓会総会で決
めました。
　この「叢書」は、市価の約２００円引きで販売し
てまいりましたが、採算割れの状態がつづいてまい
りましたので販売中止の決断を行いました。長い間
ご協力・ご支援を頂きました皆さまに感謝の意を捧
げます。見本として展示していました本は、何らか
の方法で再び皆さまの目にふれる場所に置かして頂
く事を検討しています。
　爽やかな初夏の砌、皆さまのますますのご健康と
ご多幸を心よりお祈り申し上げます。
 （記：水川忠久）

◆学生サービス関係
・講義室及び物品使用願　
・学割証等発行願
・学生教育研究災害傷害保険
・ライブラリーカード発行申込書
・まなぴー通信申込書　　
・奨学金関係書類
・入構許可申請書

◆教務関係
・諸証明書交付願　・学習相談申請書
・履修相談申請書　・印刷教材申込書
・学生証再発行願　・住所等変更願
・オープンフォーラム申込書
・本部提出様式
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■ 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、火曜日から日曜日の午前10時から午後６時30分までです。
　　なお、１０月１日より土・日曜日の開所時間が午前９時３０分から午後６時までに変わります。
　・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。

スケジュール

8

September

９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

July

７月

　１日㈭　第２学期学生募集受付開始（第２回）
　　　　　（～９／２0）
２0日㈫　第２学期学生募集受付締切（第２回）
２３日㈮～２４日㈯
　　　　　夏期集中科目　単位認定試験（看護）
２５日㈰　第１学期　卒業証書・学位記伝達式
　　　　　第２学期　入学者の集い

August

８月

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/

　２日㈫　臨時閉所日
　６日㈯　岡山県立美術館見学講座
１0日㈬～１２日㈮　閉所日
１５日㈪　第２学期科目登録申請受付開始
　　　　　大学院（修士・博士）出願受付開始
　　　　　（～８／３１）
１６日㈫　教員免許更新講習　受講確認入力期限
２0日㈯～２１日㈰　教員免許更新講習　修了認定試験
２７日㈯　赤レンガフォーラム
３0日㈫　第２学期科目登録申請受付締切
　　　　　（郵送＊本部必着）
３１日㈬　第２学期科目登録申請受付締切（ＷＥＢ）
　　　　　第２学期学生募集受付締切（第１回）
　　　　　大学院出願受付締切

　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）
１３日㈬　�教員免許更新講習　インターネット配信開始

（～８／２１）
２２日㈮～２４日㈰、２６日㈫～２８日㈭、３0日㈯、
３１日㈰　単位認定試験

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。


