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放送教材（ＤＶＤ・ＣＤ）の郵送貸出しが変わりました！

貸出しできる放送教材

　放送教材（ＤＶＤ・ＣＤ）の室外・郵送貸出しは、2018（平成３０）年４月から放送大学本部（千葉県千葉市）で行
うことになりました。 ※詳しくは『学生生活の栞』を参照してください。 

（1） 学期の初めから単位認定試験期間終了まで
　   ・ 履修している科目
　   ・ 再試験を受験する科目
　   ・ 特別講義

(2) 単位認定試験期間の翌日からその学期終了まで

　   ・ 全ての科目

　   ・ 特別講義

1

貸出期間・貸出数 （※下記の日数には、放送大学本部からの発送日及び返却到着日を含みます。）
（1） 本州に在住の学
      9日間、3巻以内。

(2) 本州以外に在住の学生 
　   13日間、3巻以内。 

2

貸出方法
放送教材貸出申込書を「郵送」又は「FAX」してください。「インターネット」による申込みもできます。電話で
の申込みは一切受け付けません。郵送方法は第四種郵便のみとし、送料は往復分とも申込者（学生）の負担
となります。放送教材郵送貸出申込書は、「学生生活の栞」の巻末の様式をＡ４に拡大コピー又はシステム
WAKABA「キャンパスライフ→各種届出・申請様式」からダウンロードしてください。 
　◎送料分の切手（※郵便料金は料金表を参照してください。） 
　　・郵送申込みの場合：申込書と一緒に切手を貼付。 
　　・FAX申込みの場合：教材返送時に切手を同封。 
　　・インターネット申込みの場合：教材返送時に切手を同封。 

※速達による郵送を希望する場合には、料金280円（１～2枚まで）又は380円（3枚まで）の切手を追加し、
郵送又はFAXによる申込の場合には申込書の「速達希望」の｢有｣にマルを付けてください。インターネット
による申込みの場合には、第1希望の科目名の後に｢速達希望｣と入力してください。 

3

〒261-8586 千葉県千葉市美浜区若葉2-11
放送大学 学習センター支援室
放送教材郵送貸出担当 
FAX番号　043-298-4510

●第四種郵便（通信教育用）料金の目安 
　DVD・CD 共通
　1～2枚：25円、3枚：35円

【料金表】

100～200g

25円

～300g

35円

～400g

45円

〔注意事項〕
　・発送作業は平日に行います（土・日・祝休日及び年末年始は発送しません。）。
　・貸出しした放送教材が返却されない場合や、破損・紛失・料金不足などがあった場合は、貸出し禁止 
　  となることがありますのでご留意ください。 
　・送料分の切手と実際の郵送料に差額が多く発生した場合でも返金はできません。 

　例）3巻借りる予定で、第四種郵便料金35円の切手を貼付した申込書に、「希望教材のうち、 
　　  1巻でも構わないので借りる。」が選択（マル）されていた場合、 結果的に２巻以下の貸出し 
　　  であれば25円の送料で済みますが、10円は返送されず35円の切手で発送されます。 

　・貸出し放送教材の複製及び第三者への貸与はできません。
　・返送期限日までに必ず郵送で返却してください。 
　・郵送申込みを第四種郵便で行う場合は、封筒のサイズを「最小（縦14cm・横9cm）～ 最大（縦60cm・
　  縦と横と厚さの合計90cm）に収め」、「封筒ののりしろ部分を３分の１程度切り取り」、「通信教育」と
　  表示することで、100g以内15円となります。 
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退任の挨拶

皆さんとの出会いに感謝

塩 谷  隼 平
放送大学東京足立学習センター客員教授

　平成25年6月から平成30年3月までの約5年間、客員教員を務めさせていただきました。学生
の皆さんとは、年に3回実施した公開講座（自主ゼミ）で関わること多かったと思います。「よりよ
い人間関係のための心理学」というテーマでグループワークを実施してきましたが、経験豊か
なメンバーばかりで、毎回楽しい雰囲気で行うことができました。そこで驚いたのが、皆さんの
自己紹介が長いことです。毎回、ランダムにグループをつくるので、どのグループワークも自己
紹介からはじまります。普段、一般の大学生を対象にグループワークをしていると、自己紹介を
させても一言二言ですぐに終わってしまうのですが、皆さんは「簡単な」自己紹介と伝えても、
一人一人が話す時間がとても長く、こちらで時間を区切る必要がありました（笑）。人に語ること
のできる多くの、そして豊かな経験を積んできたメンバーの集まりなのだなとつくづくと実感し
ました。毎回、自主ゼミのあとは7階の「レストランさくら」でお茶会を、最終日は北千住駅近くの
居酒屋で打ち上げをしたのですが、そこでは私が学生となり、皆さんから「人生」についての講
義を受けさせていただきました。この5年の間に子どもが産まれたこともあり、子育てやパート
ナーとの上手な付き合い方について教えてもらいました。
　東京足立学習センターで会う多くの方は私よりも年齢が高かったと思いますが、皆さん本当
に楽しそうに人生を歩んでおり、とても若々しく感じました。また、試験監督の業務のときには、
様々なハンディキャップを抱えながら学んでいる方に会うこともでき、人生を主体的に生きてい
く力強さを学びました。「いつまでも学ぼう」そして「学ぶことを楽しもう」という姿勢が皆さんの
エネルギー（若さ）のもとのように思います。このように多くの人との出会いがこの5年間の最
大の楽しみでした。
　実は東京足立学習センターに来る楽しみがもう一つありました。おいしいお酒を飲むのが生
きがいの私にとって北千住は非常に魅力的な街でした。「徳多和良」や「大はし」をはじめ、有名
な飲み屋も多く、仕事終わりにちょこっと寄るのが楽しみでした。また、「マルイシ増栄」もよく利
用して、東京足立学習センターで仕事があると我が家の献立はおでんになることが多かったで
す。「ドンレミー」でもスイーツを買って帰りました。お気に入りはミルクレープの切れ端です。
　私自身も皆さんと別れるのが名残惜しいこともあり、2018年度からは、面接授業（「子どもの
心理臨床」）を担当することになりました。また、放送授業の「乳幼児・児童の心理臨床（'17）」の
第6回目の「子どもの心理療法４　グループアプローチ」にゲストとして出演しているので、寂し
くなったら（笑）、いつでもご覧ください。

　平成29年10月12日（木）に2017年度学生研
修旅行を実施し、38名の学生が参加されました。
　研修先は、①「富士山世界遺産センター」と
②「日本盲導犬総合センター（通称：盲導犬の
里・富士ハーネス）」の２か所でした。
　「富士山世界遺産センター」は、世界遺産で
ある富士山を訪れる方に対してその価値を発
信し、保存管理の中心的な役割を担うため、
2016年6月22日にオープンしました。富士山
の眺望を損なわず、周辺の自然景観と調和す
るように造られており、地元の方や観光客など
に対して富士山の歴史や文化への理解と関心
を深める役割を果たしています。館内には富士
山の歴史や文化に関する展示だけでなく、大
きな富士山の模型も展示されていました。

学生研修旅行

　昼食には山梨県の郷土料理“ほうとう”をいただき、その後「盲導犬の里・富士ハーネス」を見学しました。
　富士ハーネスは盲導犬の一生をトータルにケアすることを目的とした国内で初めての施設です。常時見学
可能な盲導犬育成施設は国内では珍しく、実際にPR犬と触れ合ったり、盲導犬デモンストレーションを見た
りすることができ、視覚障がいについての理解を深めることもできました。盲導犬や視覚障がいについての理
解を深める場としてだけでなく、癒しの空間としても利用する価値があります。ただ、盲導犬の仕事は多くの
ストレスを伴い、一般的な犬に比べて寿命が短い傾向にあるそうです。しかも、盲導犬としての訓練を受けて
も、全部の候補犬が盲導犬になれるわけではなく、盲導犬になれても、その活動期間は約８年間で、１人の視
覚障がい者に対して、盲導犬の頭数も圧倒的に足りないという状況だそうです。学生のみなさんもぜひ、見学
に足を運んでみてはどうでしょうか？そして、いろいろな形でサポートしてみませんか。
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信指導について
通信指導とは？

面接授業とは？

通

接授業のごあんない

ー2018年度第1学期面接授業追加登録についてー

面

放送授業と一部のオンライン授業科目について、授業の一部として各学期の途中に１回一定の範囲で
出題され、その答案を提出して担当教員の添削指導を受けることです。

　放送大学では、全国の学習センター等において、年間約3,000クラスの「面接授業（スクーリン
グ）」を開講しています。面接授業は、直接教員から指導を受ける機会として重要であるばかりで
はなく、学生同士の交流・啓発の場としても広くご活用いただいております。他の都道府県の面接
授業を受講することも可能です。
　全科履修生の方は、卒業するために面接授業（またはオンライン授業）の単位を20単位以上修得
する必要があります。選科履修生・科目履修生の方は必修ではありませんが、ご自身の学習したい内
容に合わせて面接授業を受講することができます。（面接授業は1科目1単位です。）※教養学部のみ

　科目登録決定後に空席のある科目については、追加登録期間中に科目の登録を追加すること
ができます。授業を実施する学習センターにより登録の手続きが異なりますので、必ず授業を実施
する学習センターに確認してください。

問題は原則、印刷教材（テキスト）と同時に送付されます。内容は、概ね放送授業7～8回終了時点までの
内容になっています。

通信指導の結果により、単位認定試験の受験資格を得ることができます。
未提出あるいは期限までに提出しなかった場合は、評価対象とはなりませんのでご注意ください。

提出期間

空席発表

添削結果
返送時期

追加登録
日程

（提出期限を過ぎると受理されませんので余裕を持って提出してください。）

空席状況は放送大学ホームページと
学習センター掲示板等でお知らせします。

4月20日（金）15時以降、システムWAKABAで空席の状況をリアルタイムで確認できます。

午前10時までに来所の方を対象に抽選、それ以降先着順。
※追加登録の際の持ち物……【学生証】（コピー不可）  【授業料】1科目あたり￥5,500

【郵便】

【Web通信指導】
5月24日㈭～6月7日㈭  《大学本部必着》

4月14日㈯ 12時
登録期間 4月20日㈮～科目ごとに定められた受付期日まで

2018年6月末頃

5月17日㈭ 10：00～6月7日㈭ 17：00

《添削結果が以下の未着期限までに届かない場合は、大学本部にお問い合わせください。》
①択一式科目（併用式科目の択一部分）…… 7月 8 日（日）
②記述式科目（併用式科目の記述部分）…… 7月19日（木）

追加登録初日

郵送による申請 4月21日（土）から郵送（現金書留）による申請も受け付けます。
（受付初日の4月20日は窓口申請のみとなります）
　◎面接授業科目追加登録申請書
　◎学生証のコピー
　◎所定の授業料
　◎返信用封筒（宛先明記、82円切手貼付）
以上を全て同封のうえ、現金書留によりお送りください。（ただし、
希望者多数の科目は、直接来所の方を優先とします。申請は、科目
ごとに定められた受付期限日までとなります。）

4月20日㈮
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学生の声の掲示板

2018年度第1学期開設の面接授業の一部について、
過去に受講した学生の声を拾ってみました。

面接授業の追加等登録の参考にしてみてはいかがでしょうか。

●ＤＮＡ研究の基本的な考え方を

イメージするのに役立ちます。

●インターネット上で得られる情報

もわかり、実践的で、遺伝子治療や

iPS細胞の話題が理解できるよう

になります。

遺伝子の解析と
その治療への応用

学びなおしの
暮らしの中の数学

面 接 授 業 名

●苦手だった計算がどんどん解けてい

く感動を体験しました。数学が苦手の

人に特にお薦めです。

●数学体験館での郊外実習では、目で

見て触れる数学を体験でき、数学が

暮らしの中で生きていることを楽し

みながら実感できます。

面 接 授 業 名

●栄養についての基礎知識をはじめ、
乳幼児期の子どもの食生活に大切
なことを学べる授業です。

●自分の食生活を見直すきっかけに
もなると思います。

子どもの栄養と食生活

面 接 授 業 名

●保育従事者だけでなく、子どもをヘ
ルプするボランティア精神を持っ
ている方は学べる事がたくさんあ
ります。

●子どもたちが活き活きする空間環

境について、子どもの発達を考慮し

た、建築としてのアプローチの時代

変化がよくわかります。

●学校関係、教育行政を目指す方々

にお薦めです。

学校建築の
なりたちと働き

面 接 授 業 名

東京足立S
Cでは

63科目が
開講

されます！！
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Contents

放送教材（ＤＶＤ・ＣＤ）の郵送貸出しが変わりました！

貸出しできる放送教材

　放送教材（ＤＶＤ・ＣＤ）の室外・郵送貸出しは、2018（平成３０）年４月から放送大学本部（千葉県千葉市）で行
うことになりました。 ※詳しくは『学生生活の栞』を参照してください。 

（1） 学期の初めから単位認定試験期間終了まで
　   ・ 履修している科目
　   ・ 再試験を受験する科目
　   ・ 特別講義

(2) 単位認定試験期間の翌日からその学期終了まで

　   ・ 全ての科目

　   ・ 特別講義

1

貸出期間・貸出数 （※下記の日数には、放送大学本部からの発送日及び返却到着日を含みます。）
（1） 本州に在住の学
      9日間、3巻以内。

(2) 本州以外に在住の学生 
　   13日間、3巻以内。 

2

貸出方法
放送教材貸出申込書を「郵送」又は「FAX」してください。「インターネット」による申込みもできます。電話で
の申込みは一切受け付けません。郵送方法は第四種郵便のみとし、送料は往復分とも申込者（学生）の負担
となります。放送教材郵送貸出申込書は、「学生生活の栞」の巻末の様式をＡ４に拡大コピー又はシステム
WAKABA「キャンパスライフ→各種届出・申請様式」からダウンロードしてください。 
　◎送料分の切手（※郵便料金は料金表を参照してください。） 
　　・郵送申込みの場合：申込書と一緒に切手を貼付。 
　　・FAX申込みの場合：教材返送時に切手を同封。 
　　・インターネット申込みの場合：教材返送時に切手を同封。 

※速達による郵送を希望する場合には、料金280円（１～2枚まで）又は380円（3枚まで）の切手を追加し、
郵送又はFAXによる申込の場合には申込書の「速達希望」の｢有｣にマルを付けてください。インターネット
による申込みの場合には、第1希望の科目名の後に｢速達希望｣と入力してください。 

3

〒261-8586 千葉県千葉市美浜区若葉2-11
放送大学 学習センター支援室
放送教材郵送貸出担当 
FAX番号　043-298-4510

●第四種郵便（通信教育用）料金の目安 
　DVD・CD 共通
　1～2枚：25円、3枚：35円

【料金表】

100～200g

25円

～300g

35円

～400g

45円

〔注意事項〕
　・発送作業は平日に行います（土・日・祝休日及び年末年始は発送しません。）。
　・貸出しした放送教材が返却されない場合や、破損・紛失・料金不足などがあった場合は、貸出し禁止 
　  となることがありますのでご留意ください。 
　・送料分の切手と実際の郵送料に差額が多く発生した場合でも返金はできません。 

　例）3巻借りる予定で、第四種郵便料金35円の切手を貼付した申込書に、「希望教材のうち、 
　　  1巻でも構わないので借りる。」が選択（マル）されていた場合、 結果的に２巻以下の貸出し 
　　  であれば25円の送料で済みますが、10円は返送されず35円の切手で発送されます。 

　・貸出し放送教材の複製及び第三者への貸与はできません。
　・返送期限日までに必ず郵送で返却してください。 
　・郵送申込みを第四種郵便で行う場合は、封筒のサイズを「最小（縦14cm・横9cm）～ 最大（縦60cm・
　  縦と横と厚さの合計90cm）に収め」、「封筒ののりしろ部分を３分の１程度切り取り」、「通信教育」と
　  表示することで、100g以内15円となります。 


