
 
 
 
 
 
 
 
 

「 今思うこと —放送大学の６年間をふり返って- 」 
 

客員教員  酒 井 正 樹 

 

 

 

本年度３月末をもって､岡山学習センター客員教員を終えることになりました｡放送大学の本部で 

決まっていた客員任期５年という規定がいよいよ実施されることになったからです｡それで､まだ数ヶ 

月を残していますが､この紙面を借りて､お別れの挨拶をさせていただきます｡在任中､最初の３年は 

岡大理学部教員､後の３年は岡大退職後の特命教授という立場でおりました｡私が本センターの客員 

となったのは､前任の上島孝久先生のお薦めによるもので､当時生物学科で仕事をしながら､岡大外 

国語教育センターの英語系長という立場にあって､かなり大変でしたが､日曜出勤ということで引き受 

けました｡ 

着任年度（2006）から､赤レンガセミナー「リポートの書き方」への申し込みが２ 件あり､その後､ 

毎年のように 1件以上ありました｡全部で８件になります｡私は､ながらく岡大で「リポートの書き方」 

を指導してきたので､これにはとりわけ力を入れました｡今年度まだ１ 名を残していますが､皆さん立 

派にリポートを書き上げられ､センターの“リポート集”に納められたことは､とても喜ばしいことです｡ 

この指導を通じ執筆者の方々と親密なお付き合いができたことは､楽しい思い出となりました｡ 

一方､齋藤所長の発案でスタートした（2008）「特別セミナー」では､私自身これまでやったことの 

ない授業にチャレンジしました｡それは､毎回何らかの動物をとりあげ､それについてあらゆる角度か 

ら解説しようとするものです｡セミナーの名称は“生きもの風物詩”。生物学的解説（系統分類､構造 

と機能､生態と進化など）の他に､生きものと人との関わり(歴史､文芸､料理など)にも触れ､ビデオ 

鑑賞や実物体験もしっかりやろうというものです｡テーマとなる動物を取り上げるに際しては､季節性 

や社会問題性に十分配慮しました｡これまでに取り上げたものは、ホタル､カエル､セミ､コオロギ､クモ､ 

スズメバチ､イカ､ミツバチ､ウナギ､マグロ､サケ､カキ､ホタテガイ､エビ､クジラ､イルカ､オシドリ､カモ､ 

ミミズ､トカゲ､ヘビ､カ､ハエ､ノミ､ダニです｡年４回の授業でしたが､たえず新しいテーマに追い立てら 

れ､心休まる時がありませんでした｡岡大で年７ コマの授業をこなしながら､よくもこんなにやれたもの 

だとあきれています｡残り２ 回は､シリーズの締めくくりとして､ヒトを含む霊長類にしようかと考えてい 

ます｡その他に､「面接授業」では“動物行動学”を２ 回やり､本年度からは“脳と心”という授業も 

始めました｡後者については､次年度もやることが決まっています｡ 

このように､授業を通じて多くの学生の皆さんと接することができたことは､とても幸せなことでした｡ 

事務方には､いつも気持ちよく対応していただき感謝にたえません｡岡大特命教授の方は､あと少しボラ 

ンティアを続けるため､土日もなく､祝日もなく､早朝から研究室へ出向く生活は変わらないと思います｡ 

それでは､皆様の健康と勉学の向上を願っております｡ 
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入学者(大学院 25名､学部 301名)のうち 86名が出席の中､ 

開催されました。 

                                齋藤所長の挨拶､来賓祝辞､卒業生による体験発表､サークル紹介､ 

オリエンテーション等を行いました。 
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卒業証書・学位記伝達式 

日時：平成２３年９月２５日（日）１１:００～ 

会場：岡山学習センター６階 講義室１ 

日時：平成２３年９月２５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 

教養学部 

青木 重和 

荒木 恭子 

石井 敏博 

石原 真理子 

今城 国雄 

井村 亘 

 

教養学部生 ２６名 
(敬称略・五十音順・了承の得られた方のみ氏名掲載） 

 

大森 大輔 

岡田 美津子 

岸本 邦枝 

中村 忠道 

林原 千夏 

深田 千惠子 

 

三宅 香里 

宮﨑 淑子 

森 貴子  他５名 

 

 

 

 

 

福岡 青味 

船橋 光子 

堀田 廣行 

牧尾 裕二 

槇原 芳子 

松田 康 

 



卒業生からのメッセージ  
 
  

放送大学には入学試験がありません。入学の動機は人それぞれですが、卒業を目指す者にとっては高校の卒 

業資格があれば、誰でも入学が可能です。在籍期間も最長 10 年と長くゆっくりと学ぶことが出来ます。 

安易な気持ちで入学すると､あまりの長さに入学時の初心を忘れ目標を失い挫折感を味わうことにもなりますの 

で、明確な目標を立てるべきだと思います。目標の第一は入学したからには必ず卒業するということ。第二は 

何年掛けて卒業するか。社会人の皆さんは二足の草鞋を履いての学びですから、一般学生と同じように四年間 

で卒業するにはかなりハードなスケジュールを組むこととなります。初めから高いハードル設定は挫折の第一 

原因と成りやすいので､学習時間がどのくらいとれるかは人それぞれ個人的な事情により異なるため、身の丈に 

あった計画を立てることが大事です。 

    私の場合、仕事と両立可能範囲として、卒業までに 6年間と設定し、面接授業も含めて､前期で 10単位､後期 

で 10 単位､そうすると一年で 20単位､6 年間で卒業に必要な 124 単位を取得することを目標としましたが、勉強 

不足で単位認定試験に失敗したり、仕事の都合で受験出来なかったりで、なかなか思うようには進みませんでし 

た。結局 6年半掛けて卒業することが出来ました｡この 6年半はいつも何かに追いかけられているような心理的 

圧迫感があり、特に試験前は日頃の勉強不足を一気に補おうとして､必死に印刷教材の読み込みをした次第です｡ 

択一式の問題でも教材に目を通していなければ専門的な出題であり､容易に回答することは困難です。卒業まで 

の道程は､色々な誘惑に遭遇し､安易な方向へ心が流れそうになりますので､目標を失わずにゴールを目指してく 

ださい｡卒業証書を手にした時、途中で学びを辞めなくて良かったなあと､感動が心の底から湧き出て来ました｡ 

この感動を是非入学されるあなたにも味わって頂きたいと思います。 

 

 

 
この度、４回目の卒業をいたしました。 

学習センターの教職員の方より、心温まる式典をして頂き有難く思っております。謹んでお礼を申し上げます。 

卒業を迎え､いろいろと思い出が蘇ってまいります。今回も初心を忘れずどれだけ出来るか､自己に挑戦したい 

    気持ちで、再入学をしましたが、新課程になり科目が変わっていて手古ずりました。 

    専門科目は同じ系列であったり、内容が重なる部分があったりして学び易かったです。 

    基礎科目は容易いと早合点していて､後回しにしたのが祟り時間を要しました。不合格もでて慌てました。そこで 

多くの科目の中から易しそうな科目を選んだり､面接授業を受講したりしてどうにか卒業に漕ぎ着けました。しか 

し､心の中では不満も残っています。 

総合科目は名前の通り学際的な内容で､専門知識が必要な科目とそうでない易しい科目もあるようですが｢社会 

    と産業｣専攻に関する科目を選びました｡自分なりに時間をかけて勉強しました。81 歳になった今年､卒業証書を 

    手にして改めて感慨無量です。 

     放送大学が全国の学習センターで全科履修生の受入れを開始した平成 10 年 10月より｢生活と福祉｣｢発達と教 

育｣｢人間の探究｣｢社会と産業｣を修めることができました｡学習を続けてよかったことは､話題が広がり､家族との 

会話も増え耳を傾けてくれるようになりました。 

   第５回目の入学も決意し｢自然と環境｣に再入学しました。今度こそ学習センターの｢知の宝庫｣を活用したいと 

思っております。 
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｢ ようこそ放送大学へ ｣     教養学部  人間と文化  卒業生  中 村 忠 道  

 

｢ 学ぶ喜び ｣            教養学部  社会と産業  卒業生 今 城 国 雄  



学習指導･修学相談  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

平成 24 年 4月からの岡山学習センターの体制について 

所長 齋藤 清機 

 

平成 24年度の岡山学習センターの体制についてお知らせすることがございます。実は、私所長と 4名の客員 

教員の先生方の退任が予定されています。私の退任は 70歳という年齢によるものですが、客員教員の先生方は、 

放送大学の「平成 19年 4月 1日以前から再任を繰り返してきた客員教員、および平成 19年 4月 1日以降に採 

用した客員教員については、その後最長 5年間の連続する勤務を可能とする」という規則によるものです。この 

規則に従って、下野克己先生(11 年在任)、西前孝先生(9年在任)、酒井正樹先生(6年在任)、および松岡洋一 

先生(6年在任)と私の 5名が退任することになった次第です。 

学生の皆様方の中には、来年 4月以降、これらの先生方の「特別セミナー」、「レポート作成」をはじめ様々 

なご指導を期待し、あるいは予定しておられる方がおられるかもしれませんが、これらは不可能となりますので、 

ご再考のほどお願いする次第です。なお、平成 25年度卒業研究の指導者の候補として思い巡らせておられる場 

合には可能性は残りますのでご記憶ください。 

なお、私と上記 4名の客員教員の先生方の後任につきましては、これから候補者を絞り込む段階にきておりま 

すので、公表までしばらく時間をいただきます。 
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特別セミナー予定表（11 月～3月） 
 
 
 

 

岡山県立図書館連携講座のご案内  
   岡山学習センターと岡山県立図書館の共催により連携講座を開催しています。 

・１２月１０日（土）13:30～15:00 

   「熱帯病について」  

講師：安治 敏樹 先生 

・２月４日（土）13:30～15:00 

   「化学と明り」  

講師：齋藤 清機 岡山学習センター所長 

     開催場所：岡山県立図書館 2階 デジタル情報シアター 

     参加費は無料です。 

 
 

講 師 名 講 座 名 開 催 日 時 間 概    要 

安治 敏樹 

先生 

生体防御と免疫 

‐健康な生活と 

 免疫との関わり‐ 

11/13,1/8 

2/12,3/11 

10：30 

～

12：00 

免疫が関係するいい反応､悪い反応の起こり方や対処法

等を勉強します。 

※１２月は図書館連携講座となります。 

井上 祥治 

先生 

＊
社会心理の散歩道 

2011 

11/9,12/7,1/11 

2/15,3/11 

14：00 

～  
15：20 

動機づけの観点から､ﾌﾛｲﾄ(Freud,S)の理論をながめて

みます。ﾜｲﾅｰ(Weiner,B.)が英文で解説したものを講義

者が翻訳した文献をもとに進めていきます。 

酒井 正樹 

先生 
生きもの風物詩 11/27,2/12 

13：00 

～  
14：20 

われわれが知っていると思っていながら､意外に知ら

ない動物の生態や能力､そして仕組みについて､実物体

感やﾋﾞﾃﾞｵ観察を交え､やさしく解説する。 

下野 克已 

先生 

＊
日本経済について 

考える 

11/15,12/20 

1/17(14:30-16:00) 

2/21,3/13 

14：00 
～  

15：30 

第 １ 学 期 に 続 き 、 松 原 隆 一 郎 著 『 日 本 経 済 論 』

（2011/1,NHK 出版）を分担報告してもらい､みんなで討論し

ながら勉強し考える。 

虎谷 哲夫 

先生 

バイオテクノロジー

と酵素 

11/17,12/15 

1/19,2/16,3/15 

13：30 

～  
15：00 

酵素と化学工業、環境、病気の診断、医療との関わりに

ついて述べます。酵素のつくりかえや酵素阻害剤の薬とし

ての応用も勉強します｡ 

西田真寿美 

先生 
老いを支えるケア 

11/26,12/16(金) 

1/17(火),2/17(金) 

3/10 

13：00 

～  
14：20 

第２学期は、老年期に多くみられる健康障害とケアについ

て考えていきます。 

西前  孝 

先生 
英字新聞を読む 

11/19,12/3 

12/17，1/7，1/14 

2/4，2/25，3/3 

3/17 

15：00 

～  
16：30 

The Japan Times, The New York Times, The Washington 

Post, NPR などから最新のニュース記事を適宜取捨選

択して教材とする。 

松岡 洋一 

先生 

＊
心理学を学ぶ 

11/12,12/3 

2/4，3/3 

10：30 

～  
12：00 

心理学の講義を受けて知識を学ぶというより､主として皆

さんが主体的にそれぞれ関心のある内容を調べて報告し

たり､また報告内容に関連したことについて､受講者間で話

し合ったりするようなセミナーを考えています。 

齋藤 清機 

所長 

これだけは 

知っておきたい 

化学の基礎シリーズ 

11/27,12/25 

1/15,2/26,3/18 

15：00 

～  

16：30 

今年度は､もう一度化学の基礎に立ち返り､それを連続

講義として提供し､今後間違いなしに必要となる化学の

知識をまとめてみようと思う。 
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単位取得に関係なく､＊印の講座（放送大学生または卒業生のみ受講可）を除いてどなたでもご参加 

いただけます。 

申込不要，参加無料です。お気軽にご参加ください。【開講会場：岡山学習センター】 

※先生のご都合により日程が変更になる場合がございますので、事前に学内掲示板やホームページ等で 

ご確認の上ご参加ください。 

お申込みは岡山県立図書館(TEL:086-224-1286 FAX:086-224-1208)まで 

 

TEL:086-224-1286


ログイン ID：学生番号（数字のみ、ハイフンは不要。） 

（初期）パスワード：生年月日（西暦）←ログイン後、新しいパスワードに変更することをお勧めします。 
 

 

 

充実した教務システム          ＜学生生活の栞 学部：P.110～ / 大学院：P.77～＞ 

【ログイン ID とパスワードについて】     の部分に入力  放送大学トップページ「在学生の方へ」 
 

  
 
  

     

                              
 

                          

Ｇ-ｍａｉｌ 

メールアドレスは学生番号＠campus.ouj.ac.jp 

 
  

 
 

システム WAKABA 
・成績・履修科目の確認               

・各種届出・申請 

・新コースへの移行シュミレートなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンパスネットワークホームページ  

・放送授業科目の視聴（インターネット配信科目） 

・Web 学習システム・通信指導 など 
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通信指導の提出期限について     ＜学生生活の栞 学部：P.62～ / 大学院：P.46～＞ 

提出期限：平成23年 11月 16 日（水）～12月 1日（木）放放送送大大学学本本部部必必着着  

※提出期限を過ぎて到着したものは受理できませんので、余裕をもって送付して下さい。 

提出については、一部の科目を除き、インターネット上で通信指導問題の解答・提出・解説の閲覧ができる 

Web 通信指導も利用可能です。 

Web 通信指導で通信指導問題を送信した場合には郵送による提出は不要です(提出されても無効になります!!) 

 

   

 

 

 

面接授業追加登録について             ＜学生生活の栞 学部：P.59～＞ 

平成 23 年度 2 学期の面接授業で定員に空席のある科目については、開講学習センターおよびサテライト 

スペースにて追加登録を受け付けています。 

★空席発表：10 月 15 日（土）～ 

★追加登録受付期間：10 月 21 日から（金）科目ごとに定められた受付期限日まで 

  追加登録対象科目および空席状況は、学習センターの掲示板およびキャンパス・ネットワーク・ホームページ 

(学習情報⇒面接授業のページ）にてご確認ください。 

       登録方法（岡山学習センターで開講される科目について）        

学習センター窓口で登録 
 

受付期限内に学生証・所定の授業料をお持ちの上、 

事務室までお越しください。 

 

郵送にて登録（受付期限内必着） 

 

下記①～③を同封して＜現金書留＞で岡山 

学習センターへ郵送して下さい。 

① 追加登録申請書（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可。もしくは平成 23 年度第 

2 学期面接授業時間割表中国・四国ブロック版の巻末 

にある申請書を利用） 

② 所定の授業料（現金） 

③ 返信用封筒（宛先を明記、80 円切手貼付のもの） 

一度登録した科目の変更･取消はできませんのでご了承ください。また、電話でのお問い合わせはできますが 

登録申請の受け付けはできません。 

 

 

 

科目名 日 程 受付締切日 

TOEICと英語の基本 11月 19日・20日 11月 12日 

数学の言葉 11月 19日・20日 11月 12日 

高等教育論 11月 26日・27日 11月 19日 

ドイツ語初級 12月 3日・4日 11月 26日 

親族と宗教の人類学 12月 3日・4日 11月 26日 

老いと家族 12月 10日・11日 12月 3日 
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★面接授業教科書販売について★ 

  下記の授業では教科書を使用しますので、受講される方は、受講日当日までに必ず購入して下さい。 

事務室にて販売中です。（なお、一般の書店等で購入されても構いません） 

 

◎11/12・13 精神医学の基礎知識  ◎11/19・20 TOEIC と英語の基本  

 

 

  

 

除籍について ※ご注意※（教養学部 全科履修生）  ＜学生生活の栞 学部：P.85＞ 

科目登録申請および授業料納入を４学期間連続して行わない場合、自動的に除籍となります。 

今学期末（平成２４年３月末）除籍予定の方は、この２学期の面接授業追加登録が学習を 

継続する最後のチャンスです。学習の意欲がありながら、やむを得ない事情で登録手続がで 

きない方は、下記の期限までに事務室へご連絡下さい。 

期限：平成２４年１月８日（日）まで 

 

 

 

 

 

特別講演会のご案内  

 
 

 
 
 

開催日時・場所 講  師 演  題 

１ ２ 月１ ８ 日(日) 

15:00~16:30 

津山市立図書館 

西 田 真 寿 美 氏 

(岡山大学大学院教授) 
「老いをささえるケア」 

２ 月８ 日(水) 

10:00~11:30 

新見市豊永市民センター 

福 岡 悦 子 氏 

(新見公立大学 地域看護学教授) 
「地域で取り組む老化予防について」 

２ 月１ １ 日(土) 

13:30~15:00 

津山市立図書館 

柴 田 一 氏 

(就実大学元学長･名誉教授) 
「美作の領主と領民」 

３ 月１ ０ 日(土) 

13:30~15:00 

久米南町文化センター 

柴 田 一 氏 

(就実大学元学長･名誉教授) 
「法然上人について」 
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参加費は無料です。事前の申し込みは不要です。 

学生だけでなく一般の方も参加できます。 



岡山同窓会だより  
岡山同窓会会長 佐橋 謙 

１． 東日本大震災への救援活動  
    ３月１１日の大地震・大津波に加えて神話崩れの原子炉事故！未だに酷い目に遭っている地域の皆さんへの救援 

 活動の一環として同窓会役員の一部がＮＧＯを立ち上げ、現地入りしての活動をしようとしている人もいます。 

 現地入りまでは無理だけど、「できることを」ということで岡山での募金活動、直接の被害を被った東北の学習セ 

 ンターに向けての励ましの寄せ書き作成に力を出した人もいます。一刻も早く放射能の心配のない世の中の出現を 

 皆さんと共に祈りたいと思います。 

２． 同窓会の事務所 
    岡山学習センターの６階北東にある「保健室」を、時間は限られますが同窓会が事務室として使って良いとの岡山学習セ 

ンターの意向が伝えられました。限られた時間というのは,学習センター開所日で、そのなかの午後（日曜日は午前も）という 
ことです。また、学生サークルさんがミーティングをやるのに部屋が満杯で使えない！というときは、同窓会の業務に差し支 
えない範囲で、サークルにも使って頂くことにしております。学習センターに来られることがありましたらどうぞお立ち寄りを。 
ただし、前もって役員の在室をご確認の上お出で下さいますように。 

３． 第４代目の岡山ＳＣ所長 齋藤先生ほかの送別会 
    来年２月１８日（土）午後に予定されている第２０回赤レンガフォーラム第３部として､18 時頃から標記の会が予定されて 

います。今回は所長の他、客員教員の酒井・下野・西前・松岡の各先生、さらには事務職の何人かも、ご退職のご予定です。 
今期ご退職の先生方に直接ご指導を受けた方々もお出でと思います。送別会の会費、内容などは未定です。 
詳細は１月中旬には決まると思います。今から日程だけは空けておいてください。 

４． 同窓会会誌に貴社・貴団体の広告を載せませんか  
岡山同窓会では、会誌 「けやきの森」（年１回発行）に有料広告を載せることにしました。学生さん始め関係の皆さんで、 

すでにＮＧＯ活動をしている方、会社の偉いヒト、塾の経営者などもいらっしゃると思います。 是非ご検討下さいませ。 
この件についてのお問い合わせ、ご注文などは同窓会担当役員 宗広（むねひろ）氏 [携帯電話 ０９０－４１０７－８６２７  

または E-mail ： k.munehiro@nifty.com] にお願いします。 
 

 

サークルの紹介               ※詳細は､各サークルへ直接お問合せください。 

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～】 
ネイティブゲストを招いてのフリートークを行っています。 

英語を話すチャンスです☆ 

パソコンクラブ【土曜日 13:00～18:00】 
各種勉強会､講座の他に１年を通してイベント有り。 

合宿もします！！ 

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精神をモットーに和やかな句会

を開いています。 

カメラクラブ【原則毎月第 2日曜日 13:00～16:00】 
センター内に作品展示中。撮影合宿もあります。親睦を深め､

写真を撮りましょう！！ 

中国語クラブ【月2回例会､第1･第 3日曜日 13:00～15:00】 
楽しい雰囲気で勉強しています。語学だけでなく、中国の 

生活や歴史､旅行等も行います 

日常の心理クラブ【毎月第 1土曜日 午前】 
学生の中の認定心理士が講師となり、月１回の心理講座､ 

ディスカッションをしています。 

インドネシア語クラブ【原則毎週水曜 14:00～16:00】 
とにかくおしゃべり（対話）を楽しむクラブです。 

岡山在住のインドネシア人とも触れ合う機会有り。 

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【隔月 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。 
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事務室からのおしらせ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学生証の受け取りはお済みですか？  

 学生証は所属学習センターにて交付します。下記に該当する方は､お早めに学習センターにてお受け取り 

ください。 

 ◆平成 23年度第 2学期に新規入学または継続入学された方 

  学生証を受け取る際は､入学許可書(ハガキ)を提示してください。 

◆有効期限が平成 23年 9月末以前に切れている方 

    学生証を受け取る際は､期限切れの学生証を提示してください。 

         ※学生証の交付は､事前に「写真票」を提出していることが必須条件です。写真票をまだ提出していない方は､ 

     システム WAKABA の「学生カルテ」から登録するか､大学本部の履修登録グループへ提出してください。 

なお､学生証の交付は､写真票を提出してから 2週間程度かかります。あらかじめご了承ください。 

 
岡山学習センターのホームページ・情報配信サービス「まなぴー通信」 
「岡山学習センターホームページ」 

岡山学習センターの学習情報の閲覧や､各種申請書のダウンロードなどができます。 

ぜひご活用ください。 

岡山学習センターホームページURL ： http://www.campus.ouj.ac.jp/~okayama/index.html 

 

「まなぴー通信」 

    岡山学習センターでは､最新の情報を「まなぴー通信」としてメール配信しています。（月１回程度） 

ご自宅のパソコンまたは携帯電話への配信を希望される方は､登録希望のメールアドレスから 

「氏名・学生番号・電話番号」を明記の上､まなぴー通信の申込みとわかるよう記載して､ 

岡山学習センターのアドレス（okayama-sc@ouj.ac.jp）までお送りください。 
 

人事異動  
 

 

 

 

 

 

♯平成２３年７月１０日付で退職♯  

事務職員：坪井 亜紀子 
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♪平成２３年７月１２日付で着任♪  

事務職員：吉田 真智子 

 

インターネットでの学習  
テレビ授業科目のインターネット配信実験として、平成 23年度第 2学期新規開設科目｢物質･材料工学と社会('11)」

を追加し、現在配信中の科目と合わせ、計 72科目の配信実験を 10月 1日(土)より実施しています。 

詳細は放送大学のホームページ(http://www.ouj.ac.jp/)をご覧ください。 

BS デジタル放送開始とｏｎｉビジョンでの放送開始  
平成 23 年 10 月 1日より BSデジタル放送での授業を開始しました。 

詳しくは放送大学の HP(http://www.ouj.ac.jp/hp/o_itiran/BSkaishi/)をご覧ください。 

これに伴い現在行っている CS放送については平成 24年 3月末をもって放送授業を終了する予定です。 

また、岡山市内においてはケーブル TVの oniビジョンで 10月 1日より放送大学の授業が放映されています。 

この機会に放送大学の番組をご覧になってみてください。詳しくは http://www.oninet.ne.jp をご覧ください。 

受信に関するお問い合わせ：放送大学放送部企画管理課 043-298-4317  月曜～金曜日 9～18時（祝日を除く） 



23 年度 2 学期 行事予定  
 

 

 

 

 

 

 

 

行事報告  
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美術館見学講座 

日にち：平成２３年８月２日（火） 

場 所：岡山県立美術館 

参加者：３３名 

「京都 細見美術館 琳派・若冲と雅の世界」と 

「福武コレクションによる 国吉康雄展」を鑑賞しました(学芸員の解説付き)。 

放送大学岡山学習センター津山教室開設・開設記念講演会 

平成２３年１０月４日(火)､津山市立図書館内に放送大学岡山学習センター津山教室を 

開設いたしました｡これを記念して１０月１日(土)には､ベルフォーレ津山において､ 

來生 新 放送大学副学長をお迎えし｢東日本大震災復興のための海の観点からの政策提言｣と 

題した記念講演会を行いました。またそれに先立ち、調印式､テープカット式等セレモニーも 

行いました。 

第１９回 赤レンガフォーラム 

日にち：平成２３年８月２７日（土）13：30～ 

場 所：岡山学習センター ６階 講義室１ 

≪第１部 特別講演≫  

講 師：宇野 忠義 氏（弘前大学名誉教授 農学博士）  

演 題：「迫り来る農業･食糧危機 –農業所得の低下と高齢者農業の惨状-」 

≪第２部 平成２２年度赤レンガセミナー受講生のレポート発表≫ 

講演者：須増 勤 さん（全科履修生） 演 題：「感情とは何か」 

≪第３部 特別講話≫ 

講 師：齋藤 清機 所長(放送大学岡山学習センター) 演 題：「放射線の基礎的理解のために」 

※行事予定の詳細は、ホームページや学内掲示板、 

まなぴー通信で随時お知らせします。 

第２０回 赤レンガフォーラム 

日時：平成２４年２月１８日（土）13:30～ 

場所：岡山学習センター６階 講義室１ 

第 1部 特別講演 

第 2部 同窓会主催講演会 

フォーラムの後は懇親会の予定です。 

 

学生研修旅行 

広島県の世界遺産を訪ねる旅 

日にち：平成２３年１１月２３日（水・祝） 

研修先：宮島･厳島神社～平和公園 

 

 

図書館連携講座・特別講座 

平成２３年度の図書館連携講座ですが、特別講座として追加で２回、原子力災害についての講座を開催 

いたしました。 

･７月 ２日(土) 13:30～15:00 

「原子力災害を考える -福島第一原子力発電所で起こっていること-」 講師:瀬崎 勝二 先生 

･８月２１日(土) 13:30～15:00 
「原子力災害を考える –放射線･放射能の正しい理解を求めて-」 講師:多田 幹郎 先生 



 スケジュール  
１１月 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

 

 

 
 
 
 

  

1 日（日）～3 日（火） 年始休業 

7 日（土） 室外貸出停止（大学院･学部） 

7 日（土）･8 日（日） 体験入学 

21 日（土）～22 日（日） 単位認定試験（大学院） 

21 日（土）～29 日（日） 単位認定試験（学部） 

21 日（土） 単位認定試験（看護再試験） 

27 日（金）･31 日（火） 臨時閉所日 

1 日（木） 平成 24 年度第 1 学期 科目登録申請締切（Web） 

24 日（土） 平成 23 年度 学位記授与式（NHK ホール） 

25 日（日） 平成 23 年度第 2 学期 卒業証書･学位記伝達式 

平成 24 年度第 1 学期 入学者の集い 
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1 日（木） 通信指導提出期限 

4 日（日）･20 日（火） 体験入学 

10 日（土） 県立図書館連携講座 

16 日（金） 修士論文 提出期限 

28 日（水） 12 時以降閉所 

29 日（木）～31 日（土） 年末休業 

1 日（水） 臨床心理基礎実習(3)（1 年次）（～2/5） 

       教員免許更新講習 放送開始（～2/16） 

       教員免許更新講習 インターネット配信開始（～2/21） 

2 日（木）･5 日（日）･12 日（日）･17 日（金） 体験入学 

4 日（土） 県立図書館連携講座 

8 日（水） 平成 24 年度第 1 学期 科目登録申請受付（郵送:～2/29,Web:～3/1） 

14 日（火） 修士全科生 研究レポートⅡ 提出期限 

18 日（土） 第 20 回 赤レンガフォーラム 

25 日（土）･26 日（日） 修了認定試験（教員免許更新講習） 

29 日（水） 平成 24 年度第 1 学期 学生募集締切 

平成 24 年度第 1 学期 科目登録申請締切（郵送） 

1 日（火） 教員免許更新講習生 募集開始 （～11/30） 

3 日（木･祝）～5 日（土） 岡山大学祭 

8 日（火） 卒業研究報告書提出期限 

15 日（火） 平成 24 年度第 1 学期 学生募集開始 （～2/29） 

23 日（水･祝） 学生研修旅行 

26 日（土）･27 日（日） 平成 24 年度 修士全科生 面接試問 

30 日（水） 教員免許更新講習生 募集締切 

面接授業
単位認定

  試　験
閉所日

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

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

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

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

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


