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　私は、朝６時になると津島の運動公園に行っていま
す。家から自転車で行く途中で正面から太陽が上がっ
てきます。その光のものすごいエネルギーに圧倒され
ます。９月半ばになり、早朝に木々の中を歩いたり、
ジョギングしたりするのが心地よく感じられます。６
時半になるとラジオ体操の放送がスピーカーから流れ
て来ます。その後、最後の仕上げに100 mの直線コー
スをゆっくりと走って力を出し切ります。高齢の方も
たくさん来ておられます。私もそのひとりになりまし
たが、これからの「高齢化社会」の生き方をふと考え
てしまいます。
　話は変わりますが、私の若いころ、留学先の教授に

「先生はどうして今の仕事を選んだのですか？」とヤ
ボな質問をしたことがあります。その先生は即座に「そ
れは大学の仕事がエキサイティングだからだよ。」と
答えられました。その後、それが私にとっても大事な
キーワードのひとつになりました。確かにその先生は、
いつ寝ているのか分からないくらいのハードワーカー
で、仕事に熱中し楽しんでおられました。夕食が終わ
ると大学にまたやってきて仕事をし、夜11時ごろに
なって学生が帰った後、30人近い研究室のメンバーの
実験ノートを点検していました。その後、重要なサン
プルは自分で分析機器で測定し、午前３時ごろ（奥様
の話）家に帰っていました。ゼミは、定刻になると教
室の内側からロックされ、遅刻者は締め出されていま
した。研究や学生指導に厳格でした。しかし、仕事の
合間にはテニスやソフトボールをやり、音楽会がある
と出かけていき、学生と音楽談義を楽しんでいました。
すべてに活力が感じられ、私も「エキサイティング」
な体験をさせていただきました。
　岡山大学の退職と同時に放送大学岡山学習センター
にお世話になりました。ここでの特別セミナーは、大
学での講義と異なる緊張感のあるものでした。有機化

人生を「エキサイティング」に

岡山学習センター客員教授

酒　井　貴　志

学は暗記物ではなく、化学結合の基本を身につければ
系統的、体系的に理解が進む学問です。しかし、それ
だけにこだわるのでなく、学生さんの層の厚さに応え
るため、講義内容も大学でのものよりずいぶんと裾野
を広げ、身の回りの話題も多く取り入れました。その
ため、学生さんの方がよく知っていることもあり、私
の方が勉強させていただいています。また、卒業研究
にアクティブに取り組まれている学生さんにも専門外
のことを教えていただいています。いろいろな分野で
経験を積まれ、いろいろな夢をもって学ばれ、さらに、
ボランティア活動にも積極的に取り組んでおられる学
生さんの姿に敬服しています。この放送大学の場で、

「エキサイティング」な毎日が継続できていることが
私の喜びです。
　日野原重明先生は、現在103才でなお多数の執筆や
講演をしておられます。先生は、「いつまでも若い心
でありたいと願うなら、どんな事にも興味をもち、新
しい知識を貪欲に吸収し、新しい仕事に取り組んでみ
ましょう。」、「60才からの人生の後半は、いろいろな
しがらみから解放されて、新しいカンバスに自分の絵
が自由に描ける時代です。あなたはどんな絵を描きま
すか。」、「人のために時間を使いましょう。」、そして「70
才になったら、新しいことを始めましょう。」と言っ
ておられます。
　私は、まず体力維持をめざし、昨年に卓球を始めま
した。柔道と野球は経験していますが卓球は初めてで
す。ある方が、「若い頃やっていなくて、年をとって
から始めた人の方が向上心が強い。」と言って下さり、
その気になっています。ゼロからのスタートですから
プラスしかないでしょう。それはともかく、これから
の人生の後半がなお「エキサイティング」であってほ
しいと思っています。
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平成26年度第１学期 卒業生
教養学部 �

内　田　朋　子 内　田　陸　子 尾　上　佐喜夫 苅　田　弘　倫 河　合　志　保
岸　　　誠　司 岸　本　斉　子 熊　澤　尚　美 結　石　定　子 伊　永　美代子
末　松　利　恵 清　田　玲　子 田　代　尚　利 田　中　暢　衛 田　邊　優　希
塚　本　智　恵 内　藤　繁　子 成　岡　佳　奈 難　波　敏　明 西　江　和　夫
西　尾　千　枝 平　山　　　隆 藤　原　敏　雄 星　野　高　範 水　川　忠　久
山　口　亜　衣

教養学部29名（敬称略・50音順・了承を得られた方のみ氏名掲載）

卒業証書・学位記伝達式
日時：平成26年９月21日㈰
　　　11：00～
会場：岡山学習センター６階
　　　講義室２

平成26年度第１学期卒業証書・学位記伝達式
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　入学者（大学院24人、学部246人）のう
ち39人が出席の中、開催されました

日時：平成26年９月21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

　私は定年退職後、放送大学に入学し13学期で124単位を取得して「社会と経済」を卒業しました。今、心の中
で思う事は「やれば出来る」という事です。私が放送大学に入学した動機は、少々不純です。退職時に手にした
退職金の運用を企てて、株式投資、債券投資、投資信託などを詳しく理解するために、銀行のセミナー、信託銀
行の講座、大学の経済学部の講座といろんな所へ行きました。本も買って読みました。2008年のリーマンショッ
ク以前でしたから為替も125円から130円でした。当時の野村證券岡山支店長さんは「とにかく貯蓄より運用です」
と力説しておりました。私にピッタリくるものがあり、知り得た知識を駆使して株、投資信託を始めました。黒
字になったか赤字になったかは想像にお任せします。
　一年間色々と勉強した甲斐があり知識がいっぱい蓄積されました。考えてみるとこの知識は断片的だと思い、
せっかくだから、系統立てて経済を勉強しようと思い入学しました。
　先ず感じたことは、経済を学ぶ事は世界が見えるという事でした。経済は世界中つながっており、背景には政
治・歴史・文化地理・民族ととてつもなく広範囲でした。教科書を開き、世界地図、地球儀をみながらの学習は
わくわくしました。面白かった科目は、高橋和夫先生の「第三世界の政治　パレスチナ問題の展開」でした。中
東の問題は理解が出来なくて新聞のニュースを見ても不可解でした。いまさら人にも聞けませんし。
　しかし、この科目を履修してからは理解ができるようになりました。そういう事だったのかと頭がすっきりし
ました。ニュースを見ても分かるようになりました。単位の取得はかなり頑張りました。「現代東アジアの政治
と社会」は、中国との関係また韓国との関係などを学問的に理解することが出来ました。また「途上国を考える」
という科目も大変興味深く、教科書というよりも一冊のドキュメントを読んでいるようでした。
　勉強すればするほど、知らないことの多さに驚きます。まだまだ放送大学の科目の一部しか履修していません
ので、これからもまた挑戦していきたいと考えて居ります。
　皆さん一緒に学びましょう。

卒業にあたって
社会と経済　卒業生 岸　本　斉　子

平成26年度第２学期入学者の集い
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放送授業について 第２学期の放送授業受講についての流れをお知らせします。

『学生生活の栞』
（学　部：P.64～）
（大学院：P59～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.65～）
（大学院：P.60～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.67～）
（大学院：P.62～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.18～）
（大学院：P.24～）

通信指導の提出
放送授業の第８回が終了した後に通信指導答案を提出することになります。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】：８月下旬～11月上旬
（印刷教材と一緒に届いています。）

【通信指導提出時期】

郵送による提出の場合：11月13日（木）～11月28日（金）大学本部必着
「Web通信指導」による提出の場合：
　　　　　　　　　　　11月６日（木）10：00 ～ 11月28日（金）17：00

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】：１月中旬
【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。
＊ １月16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。

＊受験センターの変更について
　 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」　　：10月１日（水）～11月28日（金）大学本部必着
（インターネット）システムWAKABAでの届出：10月１日（水）～12月５日（金）

＊学生証をご確認ください！
　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）
　　　・平成26年度第２学期に新規入学または継続入学された方
　　　　　→入学許可書（ハガキ）をお持ちください。
　　　・有効期限（学生証の左下に記載）が平成26年９月以前に切れている方
　　　　　→期限切れの学生証をお持ちください。

２

３

放送授業開始
【放送授業開始日】：10月１日（水）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。
年末・年始（12月29日（月）～平成27年１月４日（日））は、ゆとりの期間として通常の授業をお休
みし、特別講義や告知番組を放送する他、授業番組の一部を再放送します。

『学生生活の栞』
（学　部：P.29～）
（大学院：P.41～）１
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『学生生活の栞』
（学　部：P.66～）
（大学院：P.61～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.56～）
（大学院：P.51～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.69～）
（大学院：P.64～）

単位認定試験

次学期の科目登録申請

次学期放送授業開始

成績通知

【単位認定試験日】：１月23日（金）～２月１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。（通信指導の合否結果は「単位認定試験通知（受験票）」によって通知されます。）

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。

【科目登録申請時期】

【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点～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。

＊ 単位認定試験通知（受験票）が、１月16日（金）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））に連絡してください。

４

６

１

５

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、印刷教材等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.94、95　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 または B の黒鉛筆）、

必須指定のあるもの（電卓・辞書など）が必要です。

①（郵送）
「科目登録申請票」による申請期間：２月13日（金）～２月27日（金）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（金）９：00 ～ ２月28日（土）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。

＊科目登録申請の後、「科目登録決定通知書」が送付されます。
　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（土）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。

＊放送授業：集中放送授業期間（授業番組の再放送など１月21日（水）～３月31日（火））。

（ ）
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面接授業について

平成26年度第２学期の追加登録の手続きは以下のような流れとなります。

授業が開始される前に空席がある科目は、「追加登録」という方法で科目登録申請することができます。

■面接授業「追加登録」の手続きについて

【空席発表日】　　10月17日（金）12時

【追加登録期間】＜10月～１月開講の授業＞
　　　　　　　　10月24日（金）～科目ごとに定められた追加登録受付期限日※まで
　　　　　　　　（原則として開講日の１週間前、一部例外あり）
　　　　　　　　＜２月開講の授業＞
　　　　　　　　10月24日（金）～１月18日（日）まで

『学生生活の栞』
（学部：P.60～）

②システムWAKABA
　10月25日（土）13時～科目登録申請終了日
　リアルタイムで空席状況を確認

〈リアルタイム空席状況〉
①システムWAKABAにログイン
　↓
②「科目登録申請」をクリック。
　↓
②申請種別「面接授業追加登録」の
　「空席照会」をクリック。

①キャンパスネットワークホームページ
　10月17日（金）～10月24日（金）まで
　現在の空席状況を公表

〈空席状況〉
①キャンパスネットワークホームページにログイン
　↓
②�事務室→学習案内→面接授業→「平成26年度第２

学期面接授業のご案内」をクリック

空席状況を確認する。

科目を開設する学習センター・サテライトスペースに科目登録申請をする。

空席状況は、「空席発表日」に学習センター・サテライトスペースでの掲示、キャンパスネットワー
クホームページでお知らせします。それ以降10月25日（土）13時よりシステムWAKABAでリアル
タイム確認できます。

受講したい科目に空席があることが確認できたら、科目ごとに定められた追加登録受付期限日までに
科目登録申請をします。各学習センター・サテライトスペースによって、受付時間、受付の方法が異
なりますので、確認した上で申請をしてください。

１

２
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●次学期に学籍のある方は、P．５の６、放送授業の次学期の科目登録申請と同じ日程です。
●今学期で学籍が終了し、継続入学をお考えの方は、２月13日（金）９：00 ～ 
　２月28日（土）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。放送授業を１科目以上登録してください。

●来所による申請
　 10月24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。
　学生証、所定の授業料（１科目：5,500円）をお持ちの上、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。

登録した科目が記載された「科目追加登録決定通知書」を受け取り、手続きは終了です。

■次学期の面接授業の科目登録申請について

● 追加登録申請方法（岡山学習センターの場合）

科目登録申請と授業料納入を４学期間（２年間）連続して行わない場合、自動的に除籍になります。
今学期末で除籍になる予定の方は、面接授業追加登録が学修を継続する最後のチャンスです。
空席状況をご確認の上、ぜひご登録ください。

▼ 除籍となる予定の方へ
『学生生活の栞』
（学部：P.87～）

『学生生活の栞』
（学部：P.56～）

受講希望の方は、各学習センターへ
お問い合わせください。

全国５７ヵ所の学習センターが
皆さんのキャンパスです。

科目追加登録決定通知書を受け取る。３
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学習相談のお知らせ
　学生の皆さん、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。経験豊富な客員教員の先
生が、温かく相談に乗ってくださいます。
　先生方の専門分野と担当時間は下記のとおりです。
　※詳細は、「学習相談・特別セミナー日程表」をご覧ください。
　※事前の手続きが必要です。

臨床心理学
日曜日
13：00～15：00
16：30～17：00

岩佐　和典 先生
（就実大学講師）

専　門
相談日

法学
随時
10：00～18：00

岡田　雅夫 先生
（岡山大学名誉教授・所長）

専　門
相談日
時　間

社会言語学
木曜日
13：00～17：00

中東　靖恵 先生
（岡山大学准教授）

専　門
相談日
時　間

生化学
火曜日
13：00～17：00

虎谷　哲夫 先生
（岡山大学名誉教授）

専　門
相談日
時　間

有機化学
金曜日
10：00～14：00

酒井　貴志 先生
（岡山大学名誉教授）

専　門
相談日
時　間

統計科学
水曜日
13：00～17：00

垂水　共之 先生
（岡山大学名誉教授）

専　門
相談日
時　間

英語学
木曜日
10：00～14：00

服部　美佳 先生
（岡山大学非常勤講師）

専　門
相談日
時　間

時　間

園芸学
水曜日
10：00～14：00

桝田　正治 先生
（岡山大学名誉教授）

専　門
相談日
時　間

心理学
土曜日
15：00～17：30

岡崎　善弘 先生
（岡山大学助教）

専　門
相談日
時　間

電子工学
木曜日
10：00～14：00

上浦　洋一 先生
（岡山大学名誉教授）

専　門
相談日
時　間

8
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　特別セミナーを下記のとおり開講します。このセミナーは、単に専門的な学習を深めるだけではなく、放送大
学における皆さんの学習をサポートしようというものです。何でもご相談ください。私たちは皆さんの参加をお
待ちしています。
　※岡山県立図書館連携講座がある月は特別セミナーはお休みです。

平成26年度第２学期 特別セミナーの概要

講師名
セミナータイトル等 概　　要

岡田　雅夫 先生
（岡山大学名誉教授・所長）

日本の法体系を学ぶ
13：30～15：00

日常生活になくてはならないにもかかわらず、なんとなく近づきがたいもの、それが法あるいは法律です。
そんな気分を打ち払うために、日本の法体系全体を概観しようというのがこのセミナーの目標です。で
きるだけディスカッションをしながら進めたいと思いますので、新聞やテレヴィなどで話題を集めて置
いてください。

虎谷　哲夫　先生
（岡山大学名誉教授）

生化学入門
13：30～15：00

連続しての出席が望ましい

この特別セミナーでは、生物学を本格的に学んだことのない社会人を対象に、バイオテクノロジー関連
の情報が理解できるようになることを目指して、生化学の基礎について勉強します。

上浦　洋一　先生
（岡山大学名誉教授）

身近にある
電気電子工学（Ⅱ）

10：30～12：00

連続しての出席が望ましい

本セミナーでは，第１学期に引き続き電気電子工学の技術が身の回りにあるものにどのように使われて
いるのかを，具体的な例を取り上げて説明します。

酒井　貴志　先生
（岡山大学名誉教授）

化学の目で見る
自然と健康

10：30～12：00

連続しての出席が望ましい

自然の中で生物が生きるために化学の素晴らしい仕組みが造られています。その仕組みを理解し、私た
ちの生活や健康に活かしたいと思います。また、人間が自然と共存していくための化学の役割について
考えて行きます。

第１回： 法と法律――「社会あるところに法あり」の「社会」とは？ 10/ ９ ㈭　13：30～15：00
第２回： 世界を二分する二つの法システム――英米法と大陸法 10/16 ㈭　13：30～15：00
第３回： 法律の３類型――実体法・手続法・組織法 11/13 ㈭　13：30～15：00
第４回： 日本の法制度の概要 11/20 ㈭　13：30～15：00
第５回： 法体系の考え方――公法と私法という発想 12/11 ㈭　13：30～15：00
第６回： もう一つの公法と私法 12/18 ㈭　13：30～15：00
第７回： 民事法の世界（１）  １/ ８ ㈭　13：30～15：00
第８回： 民事法の世界（２）  １/15 ㈭　13：30～15：00
第９回： 刑事法の世界  ２/12 ㈭　13：30～15：00
第10回: 行政法の世界  ２/19 ㈭　13：30～15：00
第11回： 憲法  ３/12 ㈭　13：30～15：00
第12回： まとめ  ３/19 ㈭　13：30～15：00

第１回： 生き物とエネルギー（Ⅰ）発酵 10/21 ㈫　13：30～15：00
第２回： 呼吸 11/18 ㈫　13：30～15：00
第３回： 光合成 12/16 ㈫　13：30～15：00
第４回： シグナル伝達  １/20 ㈫　13：30～15：00
第５回： 細胞周期と細胞分裂  ２/17 ㈫　13：30～15：00
第６回： その他  ３/17 ㈫　13：30～15：00

第１回： 電気回路の基礎と演習 11/20 ㈭　10：30～12：00
第２回： ＩＣカード，液晶，有機ＥＬ，ディジタルカメラ，電子レンジ 12/18 ㈭　10：30～12：00
第３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）
 １/15 ㈭　10：30～12：00

第４回： ハイブリッド車，燃料電池車  ２/19 ㈭　10：30～12：00
第５回： リニア新幹線  ３/12 ㈭　10：30～12：00

第１回： 活性酸素とは何か。防御の仕組み。 10/17 ㈮　10：30～12：00
第２回： 植物の特異な機能と化学の役割。 11/21 ㈮　10：30～12：00
第３回： 体に良い植物由来の化学成分。 12/12 ㈮　10：30～12：00
第４回： 生物の情報交換に使われる化学物質。  １/16 ㈮　10：30～12：00
第５回： 持続的に発展する社会を創るための化学。  ３/20 ㈮　10：30～12：00
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講師名
セミナータイトル等 概　　要

垂水　共之 先生
（岡山大学名誉教授）

多変量データ解析の実践
13：30～15：00
※原則放送大学の
学生のみ受講可能

フリーの統計ソフト「Ｒ」を使ったデータ解析のセミナーです。
多変量データをどのように眺めればよいのか、データからどのようにして埋もれている情報を取り出せ
ばよいのか、実際にＲを操作しながら勉強していくセミナーです。

桝田　正治 先生
（岡山大学名誉教授）

野菜の生育特性と
その制御

13：30～15：00
連続しての出席が望ましい

パワーポイントによる資料により授業を進めて行きます。授業冒頭には、月々に示す植物の顔を１枚紹
介し、授業終了後には、園芸一般に関する質問を受け付けます。野菜の栽培を行うに当たって、個々の
植物としての生育特性を知っておくことはきわめて重要です。なぜそうなのか、どうしてそうしなけれ
ばならないのかといった点を中心に議論します。

服部　美佳 先生
（岡山大学非常勤講師）

生きた英語への扉
15：00～16：30

『オズの魔法使い』をごらんになったことがありますか。今でも新聞や雑誌で取り上げられるセリフが
多く、英語の文化として外せないクラシックな作品です。今年度はこの映画を使用し、音読を行います。
レベルは問いません。

中東　靖恵 先生
（岡山大学准教授）

日本語の音声・音韻
研究へのいざない

13：30～15：00

この特別セミナーでは、日本語の音声・音韻に関するさまざまな現象を通して、その諸特徴を理解でき
るようになることを目指し、日本語音声学・音韻論の基礎について勉強します。内容は以下の通りです。

岩佐　和典 先生
（就実大学講師）

感情の心理学
15：00～16：30

本セミナーでは、人間のもつ感情に関する心理学的研究を紹介し、その意味するところを解説していく。
特に社会的感情・自己意識的感情に注目し、その基礎的な知見や臨床心理学的な話題に言及していく。

岡崎　善弘 先生
（岡山大学助教）

心理学の最前線
13：30～15：00

最新の心理学の研究や動画を用いながら、人の心の特徴をご紹介します。この特別セミナーでは、一方
的に講義を行うのではなく、各参加者の意見を相互に聴き合う交流を通して、多様な観点から心理学の
理解を深めていく予定です。

第１回： 重回帰分析（１） 10/22 ㈬　13：30～15：00
第２回： 重回帰分析（２） 11/19 ㈬　13：30～15：00
第３回： 主成分分析 12/17 ㈬　13：30～15：00
第４回： クラスター分析  １/21 ㈬　13：30～15：00
第５回： 因子分析  ２/18 ㈬　13：30～15：00
第６回： まとめ  ３/18 ㈬　13：30～15：00

第１回： 受粉・受精の機構 10/ ８ ㈬　13：30～15：00
第２回： 開花と結実 12/10 ㈬　13：30～15：00
第３回： 自家不和合・雄性不稔・雌雄異株と採種  １/14 ㈬　13：30～15：00
第４回： 環境に優しい農法－根域と水の制御  ２/ ４ ㈬　13：30～15：00
第５回： 春の菜園準備－土と肥料  ３/11 ㈬　13：30～15：00

第１回： 映画の中から　Scene20-22 10/ ４ ㈯　15：00～16：30
第２回： 映画の中から　Scene23-24 11/ １ ㈯　15：00～16：30
第３回： 映画の中から　Scene25-26  １/10 ㈯　15：00～16：30
第４回： 映画の中から　Scene27-28  ２/28 ㈯　15：00～16：30
第５回： 映画の中から　Scene29-30  ３/ ７ ㈯　15：00～16：30

第１回： 16世紀，キリシタン宣教師たちは日本語の音声をどう聞いたか？ 10/ ９ ㈭　13：30～15：00
第２回： 「一本、二本、三本」はなぜ「いっぽん、にほん、さんぼん」と読むのか？ 11/13 ㈭　13：30～15：00
第３回： アクセントは本当に意味の区別に役立っているのか？ 12/11 ㈭　13：30～15：00
第４回： /ニワニワニワトリガイル/　は何通りに読めるか？  ２/ ５ ㈭　13：30～15：00
第５回： 山陽地方方言アクセントの地理的・世代的動態  ３/ ５ ㈭　13：30～15：00

第１回： 嫌悪の心理学 10/12 ㈰　15：00～16：30
第２回： 社会的感情・自己意識的感情とはなにか 11/22 ㈯　15：00～16：30
第３回： 恥と自尊心の心理学 12/13 ㈯　15：00～16：30
第４回： 罪悪感の心理学  １/11 ㈰　15：00～16：30
第５回： 嫉妬と妬みの心理学  ２/ ８ ㈰　15：00～16：30
第６回： 共感の心理学  ３/ ８ ㈰　15：00～16：30

第１回： 記憶の心理学・記憶の種類 10/11 ㈯　13：30～15：00
第２回： 認知の心理学・メタ認知 11/22 ㈯　13：30～15：00
第３回： 社会心理学・周りに引っ張られるココロ 12/27 ㈯　13：30～15：00
第４回： 発達心理学・道徳のココロ  １/10 ㈯　13：30～15：00
第５回： 発達心理学・子どものココロ・大人のココロ  ２/28 ㈯　13：30～15：00
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岡山県立図書館連携講座のご案内

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ヶ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

上浦　洋一 先生 医用物理学入門　－がん検診・治療への応用－ １０月１８日㈯ １３：３０～１５：００

桝田　正治 先生 根が出る芽が出る花が咲く １１月　１日㈯ １３：３０～１５：００

服部　美佳 先生 クリスマスソングと英語 １２月２０日㈯ １３：３０～１５：００

中東　靖恵 先生 地域のことばとことばの変化 　１月１０日㈯ １３：３０～１５：００

酒井　貴志 先生 生体における抗酸化の仕組み 　２月　７日㈯ １３：３０～１５：００

岡崎　善弘 先生 子どものココロ、大人のココロ 　３月１４日㈯ １３：３０～１５：００

　放送大学岡山学習センターに所属する学生および同窓会が推薦した者の中から、「放送大学岡山学習センター
学生相談員」を所長が委嘱しています。学生控室等で新入生・在学生への学生生活・学習上の助言及び相談に応
じます。

津山市立図書館連携講座
日時：平成２６年１０月５日㈰
　　　１４：００～１５：３０
場所：津山市立図書館　視聴覚室
講師：桝田　正治（放送大学岡山学習センター客員教授）
演題：「健康な野菜を育てるコツ」

大学祭
日時：平成２６年１１月１日㈯～２日㈰
場所：  放送大学岡山学習センター５・６階　岡山大学ピー

チユニオン前

学生研修旅行
日時：平成２６年１１月２４日（月・振替休日）
研修先：スプリング８～太陽公園

特別講演会
日時：平成２６年１１月３０日㈰
　　　１４：００～１５：３０（開演１３：３０）
場所：サンピーチ岡山　大会場
　　　　岡山市北区駅前町２－３－３１
講師：放送大学客員教授　海部　宣男　氏（かいふ　のりお）
演題：「宇宙をうたう」
定員：１５０名　　事前申込不要

第２６回赤レンガフォーラム
日時：平成２７年２月１４日㈯　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

平成２６年度第２学期　学位記授与式（NHKホール）
日時：平成２７年３月２１日㈯

学生相談員の対応日一覧

平成26年度第２学期行事予定

　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。

１０月１８日㈯ １４時～１６時
　　　１９日㈰ １４時～１６時
　　　２４日㈮ １５時３０分～１７時
　　　２６日㈰ １０時～１１時３０分

１１月　１日㈯ １４時～１６時
　　　　２日㈰ １２時～１６時
　　　　９日㈰ １０時～１２時
　　　１５日㈯ １４時～１６時
　　　１６日㈰ １１時３０分～１６時
　　　２１日㈮ １３時～１５時

１１月２２日㈯ １５時３０分～１７時
　　　２８日㈮ １５時３０分～１７時

１２月　６日㈯ １４時～１６時
　　　　７日㈰ １０時～１６時
　　　１２日㈮ １３時～１７時
　　　２０日㈯ １４時～１６時
　　　２１日㈰ １１時～１６時
　　　２６日㈮ １５時３０分～１７時

　１月１６日㈮ １３時～１５時

　２月　７日㈯ １４時～１６時

　３月　１日㈰ １４時～１６時
　　　　７日㈯ １４時～１６時
　　　　８日㈰ １０時～１２時３０分
　　　１５日㈰ １４時～１６時
　　　２０日㈮ １３時～１５時

毎週水曜日 １１時～１６時

（平成２６年１０月～２７年３月）
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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

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 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あ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

一緒に楽しみながら写真力をＵＰしましょう。撮影会や宴会、
各種行事に参加してください。作品は大学内に展示できます。

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
１０：３０～１２：３０

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、これもいい勉強になります。

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 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

インドネシア語クラブが
始まる前　１３：００～

“何でも”クラブですが、健康太極拳を主体にしています。
その他、不定期に旅行やパーティなどをします。

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

手軽な実験・工作を行い科学への理解を深め、学校や公民館な
どに出前して「科学わくわく講座」を行います。

サークル紹介

熱中症の予防対策講習会
日時：平成２６年６月２５日㈬
場所：放送大学岡山学習センター　講義室１（６階）
講師：古賀　光　氏（岡山大学保健管理センター　内科医師）

美術館見学講座
日時：平成２６年８月５日㈫
　　　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「巨匠の眼　川端康成と東山魁夷」

第２５回赤レンガフォーラム
日時：平成２６年８月１６日㈯
　　　１３：３０～１７：００
場所：放送大学岡山学習センター６階　講義室

内容：第１部　特別講演「今時、『論語』を愉しむ」
　　　　　　　講師：森　熊男　氏（岡山大学名誉教授）
　　　第２部　 赤レンガセミナー「レポートの書き方」

受講生発表
　　　　　　　発表者：白石奈津栄さん
　　　第３部　特別講話
　　　　　　　 講師：岡田　雅夫
　　　　　　　　　　（放送大学岡山学習センター　所長）

津山市立図書館連携講座
日時：平成２６年９月２０日㈯　１４：００～１５：３０
場所：津山市立図書館　視聴覚室
講師：服部　美佳（放送大学岡山学習センター客員准教授）
演題：「英語学習の魅力」

平成26年度第１学期行事報告

平成２６年度第２学期　卒業証書・学位記伝達式（岡山SC）
日時：平成２７年３月２２日㈰　１１：００～
場所：放送大学岡山学習センター６階　講義室２

平成２７年度第１学期　入学者の集い
日時：平成２７年３月２２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
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　同窓会では、放送大学叢書の割引販売を行っています。叢書の種類は、現在23冊を数えています。前々回から
叢書の内容紹介を行っています。今回は、「人間らしく生きる」についての紹介です。

「人間らしく生きる」　杉村　宏 著　定価　￥1,600円（税別）

　今、雇用不安がますます増す中、貧困とは何か、人間が人間らしく生きるためには何をすべきなのか。原点に
立ち返り私たちは今の日本で、そしてこれからの世界で何をすべきか、を教えてくれる一冊ではないでしょうか。
　ヨーロッパと日本の社会保障の歴史を振り返り、人間が人間らしく生きるための社会福祉は、どうあるべきか
を探ります。
　特に本書では『すべての人々が差別されることなく「人間らしく生きる」ことを保障されるためには、貧困や
人間という存在をどのように見る必要があるのか』を分かり易く述べられている。
　そのキーワードは、ナショナルミニマム、人間裁判、一二三号通知と人権侵害、生活保護制度･･･。そして持
続可能な社会を目指す環境問題は「人間らしい暮らし」の現実を願う人類全体の課題と結ばれています。（以上
Ｋ.Ｍ.記）
　叢書の件につきましては、「ja4pml@gmail.com」（水川）までご連絡ください。また、叢書の見本は、学習セ
ンター６階の同窓会事務所前に展示しています。
　あなたの心に響く一冊が見つかることを願っています。

同窓会だより

■ 駐車場の利用について（１時間以上駐車で有料になります） �
　 　岡山大学津島キャンパス全ての駐車場が利用できます。駐車場を利用する場合、入構許可証が必要です。
　　入構許可証の申請は当センター事務室へお願い致します。
　 　 申請の手続き方法や、必要なものなどは「平成26年度　利用の手引き」の８ページから９ページに記載して

いますので、ご参照ください。
　◆駐車料金
　　①一般駐車許可証：年額　2,400円（月割も可能）　　②休日駐車許可証：年額　1,200円
　　③特別駐車許可証：月額　  500円
　
　◆無料サービス券で対応可能なもの
　　①単位認定試験　②面接授業　③特別セミナー　④卒業証書・学位記伝達式、入学者の集い　　
　　⑤ 特別講演会　⑥１日体験入学　⑦図書館ガイダンス　⑧赤レンガフォーラム　⑨その他センターが必要と

認めた場合
　※ 無料サービス券は、事務室でお渡しいたします。入口ゲートでお取りになった黄色い駐車券の提示をお願いしま

す。
　※随時の通学、研修旅行や大学祭等のイベント、サークル活動はサービス券の対象外です。

■ 情報配信サービス「まなぴー通信」 �
　 　岡山学習センターでは、パソコンまたは携帯電話のメールアドレスを登録された方に向けて最新の学習情報

や行事などのお知らせを「まなぴー通信」としてメール配信しています。（月１回程度）
　 　メールアドレスの登録方法は、岡山学習センターのメールアドレス「okayama-sc@ouj.ac.jp」に氏名・学生

番号・学生種別・電話番号を記載して、件名に「まなぴー通信申し込み」とお書きください。
　　必ず登録を希望するメールアドレスからのメール送信をお願いします。
　 　学習センターに直接お越しいただきまして書面での登録も受け付けていますので、お気軽にお申し込みください。

事務室からのお知らせ
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■ 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。
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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

October
10月　１日㈬　第２学期　放送授業開始

　４日㈯　 岡山大学附属図書館利用ガイダンス
　　　　　研究指導オリエンテーション【大学院博士全科生】
　５日㈰　大学院修士全科生　第１次選考筆記試験
１７日㈮　 面接授業空席発表
　　　　　夏季集中科目　単位認定試験課題提出期限【司書】
１８日㈯　県立図書館連携講座
２４日㈮　面接授業追加登録開始
３１日㈮　教員免許更新講習生　受付開始

November
11月　１日㈯　県立図書館連携講座

　５日㈬　卒業研究報告書提出期限
１５日㈯　第１学期　学生募集開始【WＥB】
２２日㈯　大学院修士全科生　第２次選考面接試問　
２３日㈰　大学院修士全科生　第２次選考面接試問
２４日㈪　振替休日
２８日㈮　通信指導提出期限
３０日㈰　特別講演会（サンピーチ岡山）

December
12月　１日㈪　 第１学期　学生募集開始【郵送】

　　　　　教員免許更新講習生　講習生受付締切
１７日㈬　大学院修士全科生　修士論文提出期限
２０日㈯　県立図書館連携講座
２９日㈪　年末休業
３０日㈫　年末休業
３１日㈬　年末休業

January
１月　１日㈭・２日㈮・３日㈯　年始休業

　９日㈮　室外貸出停止【大学院】
１０日㈯　県立図書館連携講座
１１日㈰　室外貸出停止【学部】
１７日㈯・１８日㈰　大学入試センター試験　臨時閉所
１９日㈪　開所
２３日㈮　単位認定試験【大学院・看護再試験】
２４日㈯　単位認定試験【大学院】
２５日㈰・２７日㈫・２８日㈬・２９日㈭・３１日㈯　単位認定試験【学部】

１２日㈭　岡山大学一般入試後期日程
１４日㈯　県立図書館連携講座
２１日㈯　平成２６年度　学位記授与式（NHKホール）
２２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　１日㈰　 単位認定試験【学部】
　　　　　教員免許更新講習　放送授業/インターネット配信開始
　４日㈬　臨床心理基礎実習（３）【修士１年次】
　７日㈯　県立図書館連携講座
１３日㈮　 第１学期科目登録申請受付開始
１４日㈯　第２６回赤レンガフォーラム
１６日㈪　教員免許更新講習　放送授業終了
１７日㈫　大学院修士全科生　研究レポートⅡ提出期限
２１日㈯　教員免許更新講習　修了認定試験
２２日㈰　教員免許更新講習　修了認定試験
２５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】
２８日㈯　第１学期　学生募集受付締切　科目登録申請受付締切【WＥB】

HP： 岡山学習センター 検索


