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《重 要》
ゼミ・学習相談の
お知らせが
載っています!

愛知学習センター

(イオンモールNagoya Noritake Garden上階)

ビ ズ リ ウ ム

BIZrium名古屋5階へBIZrium名古屋5階へ

移転
オープン！

2022年

10月1日
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所長挨拶

　放送大学愛知学習センターは、今年の4月で開設30
周年を迎えました。そもそものはじまりは1992年4月でし
た。放送大学愛知ビデオ学習センターとして誕生し、そ
の後愛知地域学習センターと名称と機能を変え、1998
年から愛知学習センターとなり現在に至ります。本来な
ら、今年度の早い時期に30周年の記念行事を執り行う
べきところでした。しかし、中京大学から2022年度中に
移転することになっていて、一昨年度、昨年度と、新たな
移転先を見つけるために忙殺されており、今年度の早い
時期に愛知学習センター30周年の記念行事の準備が
完全に後手に回ってしまっておりました。学生や同窓生
の皆さんには、30周年記念行事の案内がいつまでも届
かず、不審に思われていたかもしれません。この場を借り
て、ご心配をおかけしてしまったこと、お詫びしたいと思
います。
　愛知学習センター30周年の記念行事は、2023年の2
月中旬に執り行う予定で、現在、計画を立てているところ
です。詳細は追ってお知らせしますが、センターの移転と
いう大きな「事業」が待ち構えていますので、少し地味な
ものになる予定です。とはいえ、在学生や卒業生の皆さ
んにご協力いただくことがあるかと思いますので、その際
はどうぞよろしくお願いいたします。
　さて、2022年10月から、愛知学習センターは、長らく
お世話になった中京大学を離れ、BIZrium名古屋の5
階に移転いたします。イオンモールNagoya Noritake 
Gardenの上階に併設されているオフィスビルです。中京
大学からBIZrium名古屋への移転に伴い、9月中に
「引っ越し」が行われるため、学生の皆さんにはさまざま
にご不便をおかけしていますが、どうかご理解くださるよ
うお願いします。
　移転の公開が遅くなってしまったこと、お詫び申し上
げます。移転に関わって、なかなか複雑な事情があり、学
生の皆さんに公開することができませんでした。その内
容は申し上げられませんが、薄氷を踏むような思いでし
た。本当に、何とか決まってよかったというのが私の偽ら
ざる思いです。正式に決まるまで、学園本部の関係者の
皆さんには大変ご尽力いただきました。「しりあい」誌上
で申し上げるべきものではないかもしれませんが、心より
感謝の意を表します。　　　　　　　　　　　　　　

　BIZrium名古屋はオフィスビルです。上階に当たる6
階には全フロアに名古屋外国語大学がありますが、4階
や愛知学習センターのある5階には、多くの民間企業が
入っております。名古屋外国語大学の学生も、また他の
企業で働く方 も々、BIZrium名古屋が求めるレギュレー
ションにしたがって行動しています。特に名古屋外国語
大学の学生には、オフィスビルで働く方たちとは別の規
制があり、特定のルートでの移動しか認められていませ
ん。放送大学の学生にも同様の規制がかかりますので
十分にご留意ください。学習センターが中京大学にあっ
た時には、学生の皆さんは中京大学のさまざまな場所を
ご利用いただけたと思います。しかし、新しい学習セン
ターでは、BIZrium名古屋のごく一部しか利用できませ
ん。他フロアはもちろん、5階の公共スペースの利用も規
制されることになります。学生の皆さんには大変ご不便
をおかけしますが、どうか新しいセンターの利用の手引き
をご覧になっていただき、BIZrium名古屋が求めるレ
ギュレーションにしたがって行動してくださるようお願い
します。
　制約の多さは、私たちの創造性の邪魔になり、生産性
を下げると思われるかもしれません。しかし、必ずしもそ
うではないようです。今から100年も前、ゲシュタルト心
理学者のヴォルフガング・ケーラー博士は、大西洋のあ
る島で「類人猿の知恵試験」で知られる、当時としてはき
わめて独創的な研究を行いました。これはチンパンジー
の洞察学習として世界的に知られる研究でした。それ
は、第一次世界大戦のさなか、大陸から隔絶された島で
行われた研究です。できることは限られていたはずです。
情報も、そして資材も限られていました。ケーラーは、さま
ざまな制限があるからこそ持てる知識や発想力、創造性
を最大化する必要があったといえるかもしれません。
　大規模な商業施設の上階に併設されている施設に学
習センターが入るのは、愛知学習センターがおそらく初
めてと思います。いろいろな制約があるのは事実ですが、
アイディア次第でいろいろな可能性を秘めています。私た
ち職員一同、この立地を活かすべく智恵を絞ります。ま
た、学生さんにもお知恵をぜひお貸しいただきたいと
思っています。力を合わせて、新しい愛知学習センターを
作っていきましょう。よろしくお願いします。

愛知学習センター所長
氏家　達夫

愛知学習センター30周年と新センターについて
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教務関係のお知らせ

新センター開所のお知らせ

2022年10月１日（土）（第二学期）より愛知学習センターは、名古屋駅エリアに位置するイオンモール 
Nagoya Noritake Garden上階「BIZrium名古屋」５階に移転開所いたします。
新センターの利用方法や注意事項につきまして、「2022年度10月発行　愛知学習センター利用の手引」を
同封しておりますので、必ずご確認ください。また、愛知学習センターウェブサイトでは、移転に関する情報を
掲載しております。新しい情報は随時更新していきますので併せてご確認ください。
みなさまには移転作業等でご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※なお、10/1開所前のビズリウム内の視察は慎んでいただきますようお願いいたします。

ビ ズ リウム

・名古屋市営地下鉄東山線「亀島駅」
 ２番出口より徒歩６分
・「名古屋駅」L４出入口より徒歩６分
・名鉄名古屋本線「栄生駅」より徒歩10分
・JR「名古屋駅」より徒歩12分
・名古屋市営地下鉄鶴舞線「浅間町駅」
 ３番出口より徒歩15分

★新住所★

〒451-0051　
愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番17号
BIZrium名古屋5階
電話番号：052-589-8333
      FAX：052-583-8611

★交通アクセス★★地図★

※センターの駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

愛知学習センター
（イオンモール Nagoya Noritake Garden上階

BIZrium名古屋5階）

●移転作業に伴う窓口閉鎖期間について
窓口閉鎖期間：9月5日（月）～9月30日（金）（※図書室閉鎖期間も同じ）
※窓口閉鎖期間中も電話はつながりますが、電話の切り替え工事日のみ終日不通になります。
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教務関係のお知らせ

Wi-Fiや4G等のモバイル回線（テザリングを含む）、有線LAN等のインターネット通信環境が必要と
なります。
確実に通信を維持できる環境が必要で、データ通信料に制限が無い定額のインターネット通信環境
を推奨いたします。
通信環境のほか、パソコン（タブレット端末含む）、Webカメラ、マイク、イヤフォンが必要となります。
（Webカメラ、マイク、スピーカーがノートパソコンの端末に内蔵されていれば、別途購入する必要はありません。）
接続の際の通信費やプロバイダ代金、端末代などは各自のご負担となります。
キャンパスメールでオンラインゼミのＵＲＬを受信できるように必ずメールの受信設定をご確認くださ
い。
ウィルス対策ソフトをインストールする等パソコンのセキュリティ対策は万全にしてください。

客員教員によるゼミ及び学習相談のお知らせ
　2022年度第2学期の客員教員によるゼミ、学習相談をオンライン（WEB）または対面にて開催します。

　Zoomは同時双方向のWeb会議方式で、無料で利用できます。Zoom公式ホームページから、使用す
るメールアドレスの入力など簡単なサインアップ（利用登録）をすることで利用が可能になります。受講者
は先生からメールで送られてくるURLをクリックすることでオンラインでのゼミに参加することが出来ます。
　メールの受理が出来ないなどの利用に不安がある方については、接続テストを行います。詳細は後日
愛知学習センターの公式ウェブサイトでご案内いたしますのでご確認ください。

■ オンラインゼミで利用するWeb会議システム：Zoom

　対面については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、日程変更や中止の可能性があります。 
日程変更や中止となった場合は、申込を受け付けた学生個別に連絡いたします。
必ず受付手続きを行った上で受講してください。

■ 対面について

■ 受講するには？？？
▶

▶

▶

▶
▶

▶

ゼミ（オンライン・対面）について

申 込 方 法 等

●対 象 者 ： 放送大学愛知学習センター所属の在学生（学生の種類は問いません）
●受 講 料 ： 無料（単位の修得はありません。）
●申込方法・申込期間

～～～～～～～～～～～～～

対面ゼミ

受付日 受付方法

オンラインゼミ

10月7日（金）
14時30分～

10月8日（土）以降

愛知学習センターにて14：30～15：00までに受付された方を対象
に抽選を行い、申込の順番を決定。
※学生証（コピー不可）をお持ちのうえ、ご来所ください。
有効期限が切れている場合は、受付前に窓口で更新してください。
※当日は学生証の発行に時間がかかる場合がございます。

愛知学習センターウェブサイト[スケジュール・授業案内]＞[客員教員によるゼミ]の
記載内容をよくご理解のうえ、お申込みください。

空席分を窓口及び電話にて受付（先着順）

※申込者多数の場合、受講できない場合があります。
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教務関係のお知らせ

ゼ ミ 開 講 日 程

担当教員
    

受講方法 曜日
    

時　間 定員
    

日　程

佐々木
松　島
阿　部
田　原
横　越
伊　藤
金　子
西　田
堀　場

火

火

火

火

金

金

火

金

水

web

対面

対面

対面

web

web

対面

web

対面

10/18

10/18

10/25

10/18

10/21

11/11

10/18

11/4

10/19

11/15

10/25

11/1

10/25

11/4

11/18

11/1

11/18

11/9

11/22

11/1

11/8

11/1

11/11

11/25

11/8

11/25

11/30

11/29

11/8

11/15

11/15

11/18

12/2

11/22

12/2

12/7

12/6

11/22

11/22

11/22

12/2

12/9

12/6

12/16

12/21

12/13

11/29

11/29

11/29

12/9

12/23

12/13

12/23

12/20

12/6

12/6

12/6

12/16

1/6

12/20

1/13

10

15

20

15

20

20

15

10

8

13:30～15:00

10:30～12:00

14:30～16:00

10:30～12:00

10:00～11:30

13:30～15:00

14:00～15:30

15:30～17:00

14:00～15:30

(※注)学外実習（1回分）は11月上旬になります。

(※注)

【留意事項】
◆１人最多３つのゼミを受講できます。
　なお、担当教員の都合により日程変更等がある場合がありますので、ご了承ください。
◆代理登録はできません。
◆ゼミは単位認定が無いため、愛知学習センターでの出欠確認は行いません。
　全ての回を受講できることを条件としております。日程をご確認のうえお申込みください。
　なお、先生への個別の連絡（出欠の連絡や伝達事項など）のお取次ぎはいたしておりません。
　ご了承ください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ゼ ミ の 内 容

※下記のサイトからダウンロードできます。
（（https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/R2hakusyo/attach/pdf/zenbun-64.pdf）

　我が国の森林は、これまでの先人の努力等により、人工林を中心に蓄積量が
増加してきました。多面的機能の継続的な発揮やSDGsへの関心に応えるには、こ
の豊富な森林資源を「伐る，使う，植える」という循環利用することが重要です。
特に、地球温暖化の防止に関しては、菅前政権が2050年までにカーボンニュート
ラルの実現を目指すことを宣言したことから、間伐等の適切な森林整備による二
酸化炭素吸収量の確保、製造・加工時のエネルギー消費が少なく炭素の貯蔵効
果もある木材の利用拡大、木質バイオマスエネルギーの活用による化石燃料の代
替を通じた二酸化炭素排出量削減等に貢献することが求められています。こうし
たことから、このゼミでは、森林・林業の動向や国の主要施策への取組状況を中心
に、森林・林業に対する関心と理解を深めたいと考えています。そのため、テキスト
として「令和２年度森林林業白書」を用います。

佐々木ゼミ　 森林と都市の環境学 オンライン 
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教務関係のお知らせ

　天正12年の小牧・長久手の戦いのあと、豊臣秀吉と徳川家康の睨み合いの中で
重要な位置を占めたのが信濃（長野県）の真田氏でした。本能寺の変のあと、信濃
を狙う北条・徳川・上杉の角逐に巻き込まれた真田氏は、家康と敵対的な関係に
なっていきます。秀吉は、家康を攻めようとする時にはそんな真田氏の活躍に期待
し、のち家康との和平が見えてくると、その歓心を買うために一転して真田氏を討と
うとしました。しかし、それでは真田氏のバックに付いている越後（新潟県）の上杉
氏が納得しないでしょう。尾張と三河の国境地帯での秀吉と家康の睨み合いは、
こうした真田氏をめぐる複雑な外交と連動しつつ進行していたのです。このゼミで
は、真田氏をコマの１つに使った秀吉の対家康外交の一端を、皆さんと辿ってみた
いと思っています。必要な史料は、毎回プリントで配布します。

松島ゼミ　　　秀吉・家康と真田氏 対 面

　経済史とは経済現象の長期的分析を進める学問です。長期的分析を歴史的分
析といいかえることもできます。日本経済史は、経済面から日本社会の歴史を明ら
かにしようとする学問なのです。
　このゼミでは、身近な地域の歴史資料に注目して、経済学の1分野としての経済
史の方法について学びます。経済史の方法というと難しく聞こえるかもしれません
が、経済学を前提とした歴史的な考え方、歴史資料の読み方にふれてもらいたい
と考えています。
　歴史資料のなかでも、江戸時代から現代までの地域社会の変貌を物語る資料
を中心にとりあげます。20世紀末からすでに言われていたように、21世紀には、グ
ローバル化と情報化の急激な進展によって、江戸時代以来の歴史的な特質や伝
統は、消滅の最終局面を向かえつつあるようです。
　文書や碑文、絵図や写真等、様々な歴史資料を読み解き、地域社会の変貌過
程をたどりながら、歴史的な特質や伝統の行方について、みなさんと語り合うこと
ができたらと思っています。
　今学期は、名古屋市とその周辺を対象に、幕末期から昭和戦前期の歴史資料を
取りあげて、戦後名古屋の出発点となった原風景を読み解いて行きます。テキスト
は、ゼミの時間中に紹介します。

阿部ゼミ　　　歴史資料で読み解く経済の歩みと地域社会 対 面
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教務関係のお知らせ

　近年、ブラックホール、ダークマター、系外惑星などに関する画期的な観測が相
次ぎ、現代の宇宙観は非常に豊かで確かなものになってきました。インターネット
のウェブ上には観測成果を解説する文や図、美しい天体画像などが溢れています。
しかしこれらの説明は必ずしもわかりやすいものではありません。
　このゼミでは、宇宙に関する最新観測結果を取り上げ、その成果を少し掘り下
げて理解し、現代の宇宙観に迫ることを目標とします。そのため、理解に必要とな
る物理学の基本法則を、日常生活で体験する現象を素材に、簡単な実験や観測
を通して学んだり、物理学の特徴である「現象の本質を問う問題設定」の仕方を
学びます。そして美しい天体画像を見たとき、画像の持つ意味が理解でき、宇宙を
実感できるようになっていただけたら、と考えています。
　ゼミでは、宇宙に関する最新のテーマの一つを取り上げ、内容の解説と質疑応
答を行います。関連する課題を幅広く提示しますので、受講生の皆さんの内希望さ
れる方には、各自興味を持たれた課題について、ゼミの進行に並行して調査し、報
告していただく機会も設けたいと考えています。

※First Steps in English linguistics -英語言語学の第一歩
　著者：影山太郎／ブレント・デ・シェン／日比谷潤子／ドナ・タツキ
　出版元：くろしお出版

横越ゼミ　　　英語学ゼミ英語のしくみ、ことばのしくみ（5）

　１学期に引き続き、人間の「ことば」に様々な分野からアプローチし考察するゼ
ミにしようと考えています。ことばをよく観察し分析してみると、母語の獲得、発声
の方法、語や文の形成、文章の解釈などの様々な側面で、どんな言語にも適用さ
れる普遍的な規則がみられます。このゼミでは、英語で書かれた教科書を読みな
がら、ことばの面白さや奥深さについて皆さんと考えてみたいと思います。
　今学期は主に、どのような発声器官が関わりどのように言語音が調音されるの
か、言語にはどのような音韻規則があるのか、また世界で話されている英語の地
域差などについて、具体例を観察しながら議論していきます。母語に関する皆さん
の言語直感を働かせながらことばについての身近な現象について考察し議論を
進めていくことで、ことばの研究の楽しさも伝えられるゼミにできればと考えていま
す。ことばに興味がある方、また英語の読解力を高めたいという方も、受講を歓迎
します。

　このゼミでは引き続き以下の教科書を使用しますので、受講する方は購入してく
ださい。

田原ゼミ　　　現代の宇宙観～最新の宇宙観測の成果を深堀りする～ 対 面

オンライン 

07
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08
教務関係のお知らせ

　『定家卿百番自歌合(ていかきょうひゃくばんじかあわせ)』は、古典和歌を代表
する大歌人、藤原定家(1162～1241)が、自らの歌の中から二百首を選び、それを
百(ひゃく)番(ばん)の歌合(うたあわせ)という形式に仕立てたものです。二十歳の時
の「初学百首(しょがくひゃくしゅ)」から、七十一歳の時の「関白左大臣家百首(か
んぱくさだいじんけひゃくしゅ)」に至る詠歌から、えりすぐりの歌が集められていま
す。百人一首同様、恋歌が多く、定家の嗜好や詠みぶりが非常によく現れており、
定家の詠歌の様子が詳しく分かる和歌資料と言えるでしょう。
　2022年度後期も、前期に引き続き『定家卿百番自歌合』の様々な歌を通して、
こうした定家の和歌の変化の様相を見、和歌の基本知識を学ぶことを主眼としま
す。定家の歌は、実に優れた歌ですので、楽しみつつ学ぶことができようかと思い
ます。
　毎回プリントを使用し講義をしますので、テキストは必要ありません。テキスト
は、Zoomの招待メールに添付、もしくは、ゼミ開講中にチャットで送信する予定で
す。

　人間の成長発達は、どのようなプロセスをたどっていくのでしょうか。人間の成長
や発達は、どのような変化を経ているのでしょうか。第2学期は、人間の成長と発
達について、心理学の視点から焦点を当ててみたいと思います。成長と発達を遂げ
る内容には、多種多様な事柄が挙げられます。言語獲得、思考、人間関係の広が
り、外国語の習得、新しい環境での適応、職業的能力、他者を思いやる気持ち、熟
達性など、これ以外にも多種多様な事柄を挙げることができるでしょう。本ゼミで
は、人間の成長や発達がもつ多様な側面について、皆さんと議論を深めたいと思
います。初回に、検討したいテーマを参加者の皆さんから出し合ってもらい、発表
担当者を決めます。その後は、各自のテーマについて発表資料を作り、ゼミ当日に
発表して下さい。発表内容を元に、全員で意見交換を行います。

※過去に当該ゼミを受講していない学生を優先します。
　従って、10/7の抽選は受講したことのない学生のみ受付します。

伊藤ゼミ　　　定家卿百番自歌合を学ぶ オンライン 

金子ゼミ　　　人間の成長発達がもつ多様性 対 面
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教務関係のお知らせ

　近年、日本では厳しい社会状況を反映して、子どもの貧困・虐待が深刻化しており、
コロナ禍がそれに拍車をかけています。また、児童養護施設（以下、施設）において
も、感染症対策や小規模かつ地域分散化などの制度改革が同時に進んでおり、職員
の過重労働が深刻化しています。このような状況をふまえて、ゼミでは主に児童養護
施設に焦点を当てて、子どもの貧困・虐待の背景と支援、職員の働き方などについて学
んでいきます。
　ゼミでは、文献・映像をとおしてテーマに関する学びを深めながら、受講生の報告を
もとに議論を進めるとともに、愛知県内の児童養護施設等の見学を2回程度行いま
す。その他、11/3または11/4に開催される坂本博之氏（児童養護施設経験者・元プロ
ボクサー）の講演会（名古屋市内及び日本福祉大学のいずれか）にもゼミとして参加し
ていただく予定です（※交通費がかかります)。
　初回のゼミでは、受講生の自己紹介や問題意識を報告していただいたうえで、交流
をします。その後、ゼミの進め方や内容をどうするかを検討する予定です。

堀場ゼミ　　　子どもの貧困・虐待の背景と支援

　歳を重ねると誰しも、視聴覚や運動の機能などのさまざまな身体的老化を経験しま
す。また、仕事からの引退や身近な人との死別により、社会的な関係が少なくなること
もあります。この数十年間で日本人の平均寿命は大きく伸びました。人生が長くなった
ことはもちろん喜ばしいことですが、一方で、シビアともいえる老いとともにありなが
ら、どのように高齢期を過ごすかは、生涯を通じて考えるべき重要な課題となっていま
す。
　本ゼミでは、第1学期に引き続き、生涯発達心理学や高齢者心理学の理論や研究を
参照しながら、｢幸せに老いる｣、ということについて考えていきます。特に、私たち自身
の幸せな老いを考えるのみならず、これから人生100年時代を生きる子ども達に何を
伝えていくか、についても一緒に考えることができればと思います。最初の数回は、私
から心理学からのトピックを提示し自由にディスカッションします。後半の数回では、
各々、関心のある事柄をふまえてご発表いただき、議論を深めていきます。

西田ゼミ　　　幸せな老いを考える～子ども達に伝えたいこと～

※過去に当該ゼミを受講した学生は受講できません。※学外実習当日は、現地までの交通費は自己
　負担で、学生教育研究災害傷害保険（数百円）に加入していただきます。

オンライン 

対 面

感
染
対
策
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

学習センターへ来所の際にはご自宅で検温をしてきていただ
き、少しでも体調に不安がある場合は来所を控えてくださいま
すようお願いいたします。
愛知学習センターでは、引き続き新型コロナウイルス感染症対
策に取り組んでまいります。教室は窓を開けての換気を行って
おりますので、体温調節のしやすい服装でご来所ください。
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10
教務関係のお知らせ

担当教員
    

受講方法 曜日
    

時間
    

日　程

web
対面
対面
対面
web
web
対面
web
対面

学習相談（オンライン・対面）について

申 込 方 法 等

日 程

希望する学習相談日の1週間前まで。（相談時間：原則として1人につき30分）
愛知学習センターのウェブサイトをご覧ください。（9月中旬～下旬ごろ掲載予定）

●申込期間 ：
●申込方法 ：

佐々木
松　島
阿　部
田　原
横　越
伊　藤
金　子
西　田
堀　場

火/金
火
火
金
金
金
水
金
水

10/21
11/8
12/13
11/4
11/25
12/2
11/16
12/2
11/9

10/25
11/22
12/20
11/25
12/23
1/6
12/21
1/13
11/30

10/18
10/25
10/18
10/21
10/28
11/18
10/26
11/4
10/19

11:45～13:15
12:15～13:45
14:30～16:00
10:00～11:30
10:00～11:30
11:30～13:00
14:00～15:30
10:00～11:30
12:20～13:50

※担当教員の都合により日程変更等がある場合がありますので、ご了承ください。

相談方法が対面の場合：事務室窓口にて「学習相談票」に相談内容を記入しお申し込みください。
相談方法がオンラインの場合：愛知学習センターウェブサイト『学習相談一覧』をご確認ください。

学習相談（オンライン・対面）について、学習の方法や進め方など、修学上の疑問や質問について、客員教員
がオンラインもしくは対面で学習相談を実施します。各教員の専門分野については、『愛知学習センター利用
の手引き』をご覧ください。なお、放送授業の内容に関する質問は、『学生生活の栞』の[質問について]をご参
照ください。

通信制大学にとっては、郵便は「命綱」のようなものです。
変更があった場合は必ず届け出を行ってください。

　ゼミや面接授業の閉講や日程変更のお知らせ、単位認定試験に関わる大切なお知らせなど、
放送大学本部または愛知学習センターからのお知らせやご連絡はシステムWAKABAにご登録
の住所および連絡先へ通知しております。
　住所や連絡先に変更があったときは、速やかにシステムWAKABAから申請するか「住所等変
更届」を所属学習センターへ提出してください。

■システムWAKABA    「教務情報→変更・異動手続」
■住所等変更届          学生の栞（教養学部）巻末様式４　（詳細：学生の栞P.87）
　　　　　　　　　　　　　　 （大学院）　巻末様式３　（詳細：学生の栞P.80）

システムWAKABAにご登録の連絡先をご確認ください。

（学生生活の栞（教養学部）P.87より）
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教務関係のお知らせ

※教科書のご購入は、書店やインターネット通販サイト（Amazonなど）をご利用ください。

2022年度第2学期面接授業
重要！「面接授業時間割表 東海･北陸ブロック版」冊子には、

【受講者が当日用意する物】や【教科書】、【その他（特記事項）】など、
受講に当たって必要な情報が掲載されています。受講前に必ずご確認
ください。
※新規入学および継続入学の方への冊子送付はありません。ウェブサ
イト（http://mensetsu-cnh.ouj.ac.jp/2/）でご確認いただくか、
学習センター窓口で配付しています

①まずは受講科目の確認を！
９月上旬に本部から発送される「科目登録決
定通知書･払込取扱票」で、科目登録申請され
た面接授業が登録されているか必ず確認し
てください。
※定員を上回る申請があった場合は、抽選
となります。
申請したにもかかわらず記載されていない
科目は、落選となった科目です。
※日程は、第1日目のみ表示され、第2日目
は表示が省略されています。
シラバス等で日程は確認してください。

９月上旬に本部から発送される「科目登録決
定通知書･払込取扱票」で、科目登録申請され
た面接授業が登録されているか必ず確認し
てください。
※定員を上回る申請があった場合は、抽選
となります。
申請したにもかかわらず記載されていない
科目は、落選となった科目です。
※日程は、第1日目のみ表示され、第2日目
は表示が省略されています。
シラバス等で日程は確認してください。

「科目登録決定通知書」に記載されていない
面接授業は受講できません。

② 受講の準備 1
下記の面接授業は【教科書】が指定されていますので、受講者は各自でご用意ください。
授業当日は必ずご持参ください。（学習センターでの貸出しは行いません）

１２月１０・１１日
イメージ英文法・語法

1月７・８日
使える韓国語入門

イメージで捉える感覚英文法－
認知文法を参照した英語学習法
（今井隆夫／開拓社／¥1,980／ISBN=9784758925204）

教科書

開講日・科目名 書　籍　名

ウキウキ韓国語
（柳朱燕／ユデザイン出版社／¥2,530）
授業当日に実費頒布します。

１１月５・６日
ワード・エクセル実践活用法

ワード・エクセル実践活用法
（中西宏文／学術図書出版社／¥1,650／ISBN=9784780607581）

１２月２４・２５日
九州戦国社会史論

府内と臼杵から戦国の世界が見える－都市・貿易・民衆－
（鹿毛敏夫／-／￥500）
店頭扱いしない小冊子です。授業当日に実費頒布します。

11



122022.10 しりあい121

12
教務関係のお知らせ

◆11/12(土)・13(日)　実験で学ぶ物理学
◆12/10(土)・11(日)　発生生物学

受講の準備 2

下記の面接授業は、学生教育災害傷害保険（略称「学研災」）加入者が対象です。
未加入の方は、受講日前日までに学習センター窓口で加入の手続きを行ってください。

学研災

受講の準備 4

　新型コロナウイルス感染症のまん延が顕著になり、対面式の面接授業が開講できない場合
シラバス実施会場欄記載のとおりとなります。
※不測の事態発生時は『閉講』または『Web(Zoom)授業で開講』に切り替えます。

　閉講，授業形態，日程，講師等の変更につきましては、キャンパスメール，郵便，面接授業および愛
知学習センターのウェブサイトにてお知らせします。また、緊急時にはシステムWAKABAにご登録の
お電話にもご連絡します。メールや郵便物、ウェブサイトを随時チェックしてください。

不測の事態発生時（閉講・授業形態・日程変更）

【学生教育災害傷害保険】

※詳しくは「学生生活の栞 」、「面接授業 開設科目一覧(全国版)P17」をご覧ください。

保障期間：加入日の翌日から６年間（在学中）
保険料：100円

受講の準備 3

【参考書】の指定については、授業当日に必ずご購入･ご持参が必要な物では
ありません。愛知学習センター図書室に配架しておりますので、授業内容の理解
のご参考にぜひご覧ください。（一部対象外となっております。）

参考書

授業形態変更連絡後に、WEB授業では受講できない場合、開講日より前に当学習センターへ
ご連絡ください。その後のお手続きをご案内します。連絡が無い場合はWEB授業を欠席された扱
いとなります。

面接授業2022年度第2学期のウェブサイト 

〇放送大学Top＞在学生（WAKABA）＞面接授業（スクーリング）＞第2学期面接授業ウェブサイト
〇システムWAKABA＞学内リンク＞面接授業（第2学期）のページ＞面接授業（第2学期）のページ
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教務関係のお知らせ

科目登録決定後、空席のある科目のみ追加登録を受け付けます。

◆システムWAKABAおよび学習センター掲示板にて発表します。

空 席 状 況 の 発 表

◆原則として、開講日の１週間前まで受け付けます。
　ただし、受付期限日前であっても定員に達し次第、受付を締め切ります。
◆追加登録について詳しくは、「面接授業時間割表 東海･北陸ブロック版」P3～6で
　ご確認ください。
◆申請方法のご案内は、空席状況発表後に学習センター掲示板と
　学習センターウェブサイトに掲載します！

追 加 登 録 開 始 日

センターまでの行き方

10/15(土)　12：00

10/20(木)～

受講の準備 5 追加登録 受け付けます

面接授業のご参加にあたっての留意事項

◆BIZriumの利用ルールにより、館内には従来のような案内看板を設置できません。今回同封し
ております「センター利用の手引」にセンターまでの経路を詳しく記載してあります。必ず手引を
ご確認の上、ご来所ください。

手荷物

◆荷物は、ご自身で管理していただき、他の方のご迷惑にならないようお願いします。
◆センターには学生用ロッカーは、ありません。

飲　食

◆飲料水等の自販機は、センター内にはございません。
◆講義室1・2では、ご自分のお席で、飲食をお願いします。
◆PC演習室、実験室では、室内でのお食事はできません。
　センター内の廊下の机・椅子をご利用ください。

お手洗い

◆お手洗いは、5階のみお使いいただけます。
◆休憩時間などに、BIZrium名古屋内の他のエリア、フロアへは行かないでください。

体　調

◆受講当日は、体調が良好であるか、自宅で検温し平熱であるかご確認ください。
◆37.5度以上の発熱、倦怠感、咳等、感染症の疑いがある場合は、ご参加をお控えください。
　新型コロナ感染症の疑いのある場合は、その旨ご連絡ください。

その他

◆他の入居者のご迷惑になる行為は、慎んでいただきますようお願い申し上げます。

13
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教務関係のお知らせ

キャンパスメール

<提出期間> 11/15(火)～11/29(火)必着

<提出期間> 11/8(火)10:00～11/29(火)17:00

【 郵 送 】･･･通信指導の冊子を郵送により提出する方法

合否結果は、添削結果と同時期に届く「単位認定試験通知(受験票)」で通知されます。

12月末～1月上旬

【 Web通信指導 】･･･インターネット上で解答を送信する方法

通信指導の提出について

通信指導とは、放送授業の前半の一定範囲で問題が出題され、
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。
この添削結果により単位認定試験の受験資格が得られます。

問題冊子は、印刷教材と一緒に発送します。11月4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。
Web限定科目については、問題冊子の送付はありません。下記の期間内にご自宅等の
パソコンから回答を送信してください。

・問題冊子表紙裏の 提出の方法 の指示にしたがって送付
 してください。

・システムWAKABAの学内リンク｢Ｗeb通信指導｣をクリック
・解答を送信すると、正否と解説･コメントが表示されます。
※Web通信指導で解答を送信した場合は、郵送での提出は
　不要です。

※提出期限を過ぎて到着したものは受理されません。
　十分余裕を持って送付してください。

通信指導を提出し、合格しないと単位認定試験を受験できません！

提出方法
提出期間

添削結果
返送時期

送付時期

詳しくは 
『学生生活の栞』を
ご確認ください

Ｐ65～Ｐ68
Ｐ64～Ｐ67

学　部
大学院

重要です！

以下の未着期限までに添削結果が届かない場合は、
大学本部（TEL：043-276-5111[総合受付]）に連絡してください。
②択一式科目（併用式科目の択一部分）・・・1月6日
②記述式科目（併用式科目の記述部分）・・・1月16日

【 郵 送 】･････････

【Web通信指導 】･･

提出状況
確認方法

12月5日頃までに、システムWAKABA「教務情報→履修成績照会」
画面の通信指導の欄に「受理」と表示されます。
解答送信後すぐに、Web通信指導トップページ画面の科目一覧の
各科目欄に「提出済(送信済)」と表示されます。
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教務関係のお知らせ

注意!
WARNING

！

ご自宅にインターネット環境がある場合、試験期間前までに体験
版を必ず操作しておいてください。
体験版を操作する際は、必ず受験環境と同じ環境で体験してくだ
さい。
一度解答を開始すると、パソコンの電源を切ってもカウントダウン
は進んでいきます。
解答の途中でも50分経過した場合、その途中までの解答が自動的
に提出されます。
ご自宅にインターネット環境が無い、パソコン操作が困難等の事
情によりWeb受験が困難な方は、学習センター受験を事前に申請
することができます。（申請書は印刷教材等に同封されます。）
学習センター受験の場合、「授業科目案内」に記載の試験日・時限
での受験となります。

※1

※2

※3

※4

※5

※6

単位認定試験について

過去1年分（2回分）のすべての科目の単位認定試験問題を公表しております。解答については、主任講師の
了承があった科目のみ公表し、解答を公表しない科目については、解答のポイント等を公表しております。

愛知学習センター図書室　　　システムWAKABA　　　　　　郵送サービス

「学生生活の栞」
学部Ｐ76・77
大学院Ｐ75・76

試験問題と解答等の公表

2022年度第2学期も引き続きWeb方式となります。
単位認定試験実施方法について

ご自宅での操作体験が困難な方には、愛知学習センターで操作体験の機会を
提供します。（予約制）　日程等の詳細は後日本部より郵送にて案内があります。
そちらをご確認のうえ愛知学習センターへお電話いただくか、
直接窓口にてご予約ください。

Web単位認定試験体験会の提供について　

【閲覧方法】

【試験期間】

コピー（複写）・印刷→×
デジカメ撮影        →〇
ＵＳＢメモリ保存    →〇

学内リンク
「過去の単位認定試験問題・
解答等」印刷→〇

: 2023年1月17日(火) 9:00～１月25日(水)17:00（Web方式）
： 2023年1月17日(火) 9:00～１月25日(水)郵送必着
（授業科目案内に「郵送（記述）」または「郵送（併用）」と記載のある一部科目のみ）

重要!

詳しくは 
『学生生活の栞』を
ご確認ください

Ｐ68～Ｐ77
Ｐ67～Ｐ76

学　部
大学院

15
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16
事務室からのお知らせ

予定日時 ： 9／25（日）11：00～（受付10：30～）
会　場 ： ヤマテホール（中京大学センタービル２階）
対象者 ： 2022年度第1学期卒業生・修了生
内　容 ： 学位記授与、所長祝辞、卒業生代表謝辞

学位記授与式

予定日時 ： 10／9（日）15:00～
開催方法 ： Web会議システムZoomにて開催
対象者 ： 2022年度第2学期入学生
内　容 ： 所長挨拶、学長メッセージ、客員教員紹介、
　　　　オリエンテーション、学友会・サークル紹介

入学者の集い

「学位記授与式」・「入学者の集い」のお知らせ

参加方法等の詳細は、愛知学習センターウエブサイトにてお知らせいたします。

　新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、学位記授与式が
中止となる場合があります。

●初期パスワードを変更しましたか？

IDとパスワードをよく確認してみましょう。

ＴEL.043-276-5111
kyomuka@ouj.ac.jp
ＴEL.052-589-8333

・学生サポートセンター
・教務課教務係 メール
・愛知学習センター

は い

いいえ

▶

▶ IDとパスワードを
忘れてしまった場合
右記のいずれかに
お問合せください。

システムWAKABAへのログインが出来ない場合

システムＷＡＫＡＢＡでは､放送科目のインターネット配信の視聴、Web通信
指導の提出、ご自身の成績の確認のほか､所属センターやカリキュラムの変
更､各種届出様式のダウンロードも行っていただけます。Web単位認定試
験の受験にはシステムWAKABAのログインが必須です。
まずはシステムWAKABAにログインしてみてください。

※月曜日・祝日は閉所日です。
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事務室からのお知らせ

愛 知　まなぴー

学生証について

各種証明書の交付について

キリトリ

郵送による学生証交付願

学生番号

【学部】  全科・選科・科目・特別聴講    　  【大学院】  修士全科・修士選科・修士科目・博士全科

年 　 　 　 月 　 　 　 日

氏　　名

フリガナ

注意！！ インターネット出願の方で、顔写真が未登録又は判別不能の場合は学生証を発行することができません。
システムWAKABA「教務情報」→「学生カルテ」から顔写真の確認・登録ができます。

学生の種類
（○で囲んでください）

●窓口での受け取り
　・新規入学生・継続入学者　⇒ 入学許可書をお持ちください。
　・在学生で有効期限が切れた方 ⇒ 有効期限切れの学生証を
　 お持ちください。

●窓口で申請
　①「諸証明書交付願」(窓口にもあります。)
　②手数料　1通につき200円
　③学生証または身分証明書(顔写真付き)
　④様式10で申請の方で、郵送にてお受け取り希望の場合：
　　返信用封筒（長形3号、切手貼付、宛名明記）※１通の場合は84円。2通以上は重さに応じた額。

●郵送での受け取り　
　下記の書類（３点）を同封して、愛知学習センター「学生証発行係」
　宛にお送りください。
　・「郵送による学生証交付願」（下記キリトリ用紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・身分証明書のコピー（免許証など顔写真付きのもの）、または有効期限切れの学生証
　・返信用封筒（宛先を明記の上、84円切手（普通郵便)、または244円（特定記録郵便）分の切手を貼付）

電話番号   (                    )　　　　　　　　－

※令和4年9月30日以前

詳しくは 
『学生生活の栞』を
ご確認ください

各種証明書の交付は学習センター窓口または郵送で行っています。
※諸証明書交付願は『学生生活の栞』の巻末もしくはシステムWAKABAの
「各種届出・申請様式」から入手できます。
※教員免許状申請に必要な証明書の交付申請は、必ず学部：様式10、大学院：様式９を使用してください。
また、発行に２週間程度かかります。時間に余裕をもって申請してください。

●郵送で申請
　①「諸証明書交付願」※必要事項の記載漏れがあると発行できませんので、必ずご確認ください。
　②手数料　１通につき200円「現金(現金書留)」又は「郵便定額小為替証書」
　　　　　　　　　　　　　　   ※普通郵便で現金を送ることは禁止されています。
　③返信用封筒(長形3号、切手貼付、宛名明記)　※１通の場合は84円。２通以上は重さに応じた額。

Ｐ100～
Ｐ92～

学　部
大学院

※10/9頃より郵送・お渡し予定です。
お急ぎの方は愛知学習センターまでお問い合わせください。

閉所期間中 9/5（月）～9/30（金）は郵送でのみ受付いたします。日程に余裕をもって申請
してください。詳しくは愛知学習センターウェブサイトをご確認ください。

【お願い】　

17
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18
事務室からのお知らせ

キャンパスメール

キャンパスメール

新入生のみなさまへ
必ず読んで、保管してください◎

≪愛知SCの在学生に送付≫ ≪新入学の方に送付≫≪放送教材と一緒に送付≫

学生生活の栞 利用の手引 学び方ガイダンス

放送大学で学ぶに当たって
必要な情報を掲載。疑問点
が生じたら随時参照に！

・学習の流れや方法
・通信指導＆単位認定試験
・各種手続きについて

・警報発令時の対応
・施設･視聴学習室の案内
・客員教員の紹介
・センターでの学生生活

・大学本部から届く書類の
  内容や送付時期を紹介
・システムWAKABAの活用
  方法やインターネット配信
  の視聴方法を紹介

学習センターの利用に
役立つ情報を掲載。

写真付きで分かりやすい！

システムWAKABAの『学内連絡』に、本部と学習センター
からのお知らせを掲載しています。随時ご確認ください。学内連絡について◎

『大学から』タブまたは『学習センターから』タブを
クリックして、お知らせのタイトルをクリック。
既読のお知らせをもう一度見るには、『検索条件変更』
バーをクリックして、設定を変更してください。

キャンパスメールについて
キャンパスメールアドレスは、在学生全員に付与されています。
本部からは修学関連の連絡を、学習センターからは行事･イベント･ゼミ･面接
授業についての連絡を随時送付しています。定期的にご確認ください。

『キャンパスライフ』タブの
『学内連絡』をクリック。

新着のお知らせがあると
　　　　 と表示されます。NEW
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その他のお知らせ

学友同窓会からのお知らせ

このたび、愛知学習センター学友同窓会のホームページを開設しました。このホームページでは、主に、学友
同窓会が主催する行事の予定や実施報告を掲載していきます。各行事への申込受付も、このページで行っ
ていきます。ブックマークやお気に入りに追加して、たびたびご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願
いいたします。

オンライン企画「情報交換会」第3回は、社会と産業コース、人間と文化コースの方が対象です。
該当コース所属の方以外に、コース内容に興味のある方もご参加いただけます。
会の詳細が決まりましたら、上記ホームページにてお知らせします。ふるってご参加ください。

放送大学や学友同窓会
関連のニュースをお知ら
せしています。
LINE配信の過去記事も
含まれています。　

学友同窓会主催行事の
予定や開催報告等をお
知らせしています。

学友同窓会のこれまでの
あゆみ、学友同窓会会則
などをお知らせしていま
す。

12月11日 (日)　第3回情報交換会（予定）
午前の部（10：00～12：00）社会と産業コース
午後の部（14：00～16：00）人間と文化コース

アドレスは下記の通りです。右のQRコードもご利用ください。
https://sites.google.com/view/gkyds-aichi/top

学友同窓会のホームページを開設しました

第3回情報交換会

19
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10・11・12月のスケジュール
閉所日面接授業開講日

日 月 火 水 木 金 土

新センター開所
修士全科・博士全科 第１次選考
対面ゼミ申込受付開始
オンラインゼミ申込受付開始
面接授業「児童福祉」
　　　　「心理学実験1」
　　　　「なぜ大学で学ぶのか」
面接授業 追加登録受付開始
面接授業「レポート・論文の書き方入門」
面接授業「新・初歩からのパソコン」
　　　　「栄養素のはたらき」
　　　　「家族心理学」

1日

7日
8日

15日・16日

20日
29日

29日・30日

　　　　　通信指導提出期間」
Web 11/8（火）～・郵送11/15（火）～

※12月29日～1月3日は年末年始の休日です。

面接授業「レポート・論文の書き方入門」
面接授業「スペイン語を話そうよ！」
　　　　「ワード・エクセル実践活用法」　
　　　　「西洋美術史」
通信指導 答案提出（Web）10：00～
面接授業「パターンでできる英作文と英会話」
　　　　「心理学実験２」
　　　　「実験で学ぶ物理学」
　　　　「心理検査法基礎実習」
通信指導 答案提出（郵送）～
第1学期出願受付開始
通信指導 提出期限
（郵送＜本部必着＞・Web＜17時迄＞）

5日
5日・6日

8日
12日・13日

15日
26日
29日

3日・4日

10日・11日

17日・18日

24日・25日

面接授業「心理学実験２」　
　　　　「心理検査法基礎実習」
面接授業「イメージ英文法・語法」
　　　　「心理学実験３」
　　　　「発生生物学」
面接授業「心理学実験３」　
　　　　「生活に活かすデザイン基礎」
　　　　「くらしに役立つ経済政策入門」
面接授業「心理学実験３」
　　　　「入門・メディア×教育」
　　　　「九州戦国社会史論」

12月

10月

11月

12月

10月

11月

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

機関誌「しりあい」10月号は、2022年度第1学期の在学生と、2022年度第2学期の入学予定者に
   お送りしています。入学を辞退された方に届いている場合もございますが、ご了承ください。
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