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《重 要》
オンラインによる

「ゼミ学習相談について」
が、載っています!

オンラインによるゼミ・学習相談のお知らせ
客員教員によるゼミのお知らせ
学習相談について　ゼミの内容
2学期面接授業　教科書・保険・追加登録
単位認定試験について
通信指導提出について
単位認定試験問題と解答等の公表について

学位記授与式、入学者の集い 公開講演会のお知らせ
新入生のみなさまへ
現在の開所状況と事務室からのお願い等　
学生証について
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所長からのメッセージ

　COVID-19によるパンデミックが世界中で猛威
を振るっています。日本も例外ではありません。その
ような状況で、愛知学習センターの学生の皆さん
はさぞ厳しい毎日を送られていることと思います。
一日も早く収束の目途がつくことを心から願ってい
ます。そして、愛知学習センターで直接皆さんにお
目にかかれる日が早く来ることを願っています。
　1学期中、学園本部や愛知学習センターがある
中京大学の方針などを参考に、愛知学習センター
として学生の皆さんの利用に多くの制限を設けて
まいりました。面接授業やゼミ、学習相談を中止に
せざるを得ませんでした。学生の皆さんには大変ご
不便をおかけしてしまいました。また、貴重な学習
機会を提供することができませんでした。本当に申
し訳ないと思っています。2学期からの学習セン
ターの利用や面接授業、ゼミや学習相談、公開講
演などについて様 な々可能性を考えて検討を重ね
ております。「しりあい」をお届けしますが、この号を
皆さんが手にするころには、国内や愛知県内の状
況がずいぶん違っていることと思います。この号が
届く前にすでに放送大学や愛知学習センターから
の連絡があるかもしれませんし、HP上で最新の情
報提供が行われているかもしれません。そのときは
どうかご容赦くださいますようお願いします。
　少しだけ現在の私の研究課題に関連してお話
させていただきます。2002年にノルウェーの2人の
心理学者がチェルノブイリ事故の社会心理的影響
についての論文を出しました。2人は、原発事故に
よる放射線災害のような汚染災害を「沈黙の災
害」と呼びました。自然災害と違い汚染災害は、そ
れがいつ起こったか体感できません。放射能は目
に見えませんし、においも味もありません。大量に
浴びない限り痛みもありません。放射能は長期間
体内で組織を傷つけますが、人々がはっきりとした
影響を知るのは被ばくのずっと後です。その間放射
能は静かに身を潜めています。仮によくない結果が

起きていないとしても安心することはできません。
人 は々将来起こるかもしれない健康影響に長い間
おびえ続けることになります。
　汚染災害にはもう1つ自然災害と違う特徴があ
ります。自然災害では人々は共感的になり、被災し
た人 に々支援の手を差し伸べます。しかし、汚染災
害では、被災者を汚れた存在として差別、排除しよ
うとする傾向が強まります。私たちは、それが行動
免疫と類似の行動パターンではないかと考えてい
ます。行動免疫とは、さまざまな感染症とともに生き
てきた（進化してきた）人類が持つようになった病
原体を避けるための行動パターンだと考えられて
います。感染症と関連づけて認識されるものを忌
避し、感染している人から離れたり、そのような人々
を自分や子どもから離そうとしたりする傾向を指し
ます。
　今流行しているウィルスは肉眼では見えません
し、潜伏期間があります。目の前の人や自分自身が
感染しているかどうかを知るのは容易ではありませ
ん。しかも、発症する数日前には感染力は高まって
いますし、無症状の人も少なくありません。PCR検
査で仮に陰性となっても、現在感染していない保
証にはなりませんので、人々はこれから起こること
に対して不安を感じ、すでに感染しているかもしれ
ない他者に対して警戒し続けなければなりません。
うつ症状を呈する人が増えているようです。感染者
へのバッシングや排除の動きも見られます。このよ
うにみると、今回の感染症も沈黙の災害と似たとこ
ろがあるように思えます。感染症に対する人々の社
会心理的反応についての研究は残念ながら多くは
ないかもしれません。しかし、放射線災害では人々
の社会心理的についての研究はかなりの数に上り
ます。すでに有している知見を整理し、新しい知見
を探しながら試行錯誤するこのごろです。

愛知学習センター所長
氏家　達夫

新しい感染症と放射線災害
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教務関係のお知らせ

オンラインによるゼミ（課外学習）、学習相談のお知らせ

ゼミの内容、日程、申込方法等の詳細は愛知学習センターHPの
「スケジュール・授業案内」の「学習相談一覧」、「ゼミ一覧」に掲載予定です

　愛知学習センターでは、新型コロナウイルス感染症の収束が見えないこともあり、学習活動支援の一環と
して、２学期に行われる「客員教員によるゼミ」及び「学習相談」の一部をオンラインで実施することといたしま
した。

　なお、今回のゼミ及び学習相談は愛知学習センター初めての試みであり、新型コロナウイルス感染症により学
習センターが閉所となってもゼミ及び学習相談が継続できるよう、一部オンラインで行うことにしました。次学期
以降については、状況等を考慮しながら検討していく予定ですので、何卒ご了承ください。

　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となります。受講者
は、ホストと呼ばれる主催者からメールで送られるURLをクリックすることで仮想の会議室へ入室するこ
とができます。利用が不安な方については、接続テストを実施いたします。詳細は後日愛知学習センター
HPでご案内します。

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、データ通信量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等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。

■ 利用するWeb会議システム：Zoom

■ 受講するには？？？
▶

▶

▶

▶

客員教員によるゼミ（課外学習）のお知らせ
2020年度第2学期の客員教員によるゼミを下記のとおり開催します。ゼミは、通常の講義と異なり、客員教員
の指導のもと、学生が主体となって発表や討論をしながら少人数で勉学を進めていく場です。正規の教育課
程ではないので単位は修得できませんが、受講料は無料です。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。

申 込 方 法 等

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）
●対面ゼミ　        10/2（金）から電話のみ
※今回は密を避けるため、窓口での受付はいたしません。
●オンラインゼミ 10/2（金）から愛知学習センターＨＰ『ゼミ一覧』から
※窓口・電話での受付はいたしません。
※代理登録はできません。
10月2日（金）～定員になり次第終了
無料（単位は修得できません）

●対 象 者：
●申込方法 ：

●募集期間：
●受 講 料：  
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教務関係のお知らせ

オンライン

留 意 事 項

日 程

◆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。
◆満席になった場合は、キャンセル待ちの受け付けを行います。
◆代理登録はできません。

担当教員
    

受講方法 曜日
    

時間
    

定員
    

日　程
    

担当教員
    

相談方法 曜日
    

時間
    

日　程
    

大井田
三　浦
河　野
山　口
佐々木
松　島
阿　部
田　原
横　越

金

火

金

火

火

火

火

火

金

Web

対面

Web

Web

Web

対面

対面

Web

Web

Web
対面
Web
Web
Web
対面
対面
Web
Web

10/9

10/20

10/9

10/13

10/13

10/13

10/13

10/13

10/9

10/16

10/27

10/23

10/20

10/20

10/27

10/20

10/20

10/16

10/30

11/24

11/6

11/10

10/27

11/17

10/27

10/27

10/23

11/13

12/1

11/13

11/17

11/24

12/1

11/10

11/10

11/13

11/20

12/22

11/20

12/1

12/1

12/15

11/17

11/17

11/20

12/11

12/4

12/8

12/8

12/22

11/24

11/24

12/11

12/18

12/11

12/15

12/15

1/5

12/1

12/1

12/18

30

10

15

15

15

15

15

10

20

15:30～17:00

15:30～17:00

13:30～15:00

10:00～11:30

13:30～15:00

10:00～11:30

13:30～15:00

15:30～17:00

10:00～11:30

受講に際してのお願い
★携帯電話はOFFに
★教員や他の受講生に
迷惑とならないように

ご協力
ください

＊1/5（13：30～17：00）

｢＊｣は都合により2回分のゼミを行います。

学習相談（オンライン・対面）について

申 込 方 法 等

日 程

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、客員教員に
よる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。

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）●申込期間 ：
●申込方法 ：

大井田
三　浦
河　野
山　口
佐々木
松　島
阿　部
田　原
横　越

金
火
金
火
火
火
火
水
金

11/20
11/24
11/13
11/24
10/20
11/24
12/15
11/18
11/27

12/11
12/1
12/4
12/22
10/27
12/8
12/22
12/2
12/25

10/30
10/27
10/23
10/27
10/13
11/10
12/8
10/28
10/30

15：30～17：00
14：00～15：30
11：30～13：00
10：00～11：30
11：30～13：00
10：00～11：30
13：30～15：00
13：30～15：00
10：00～11：30

※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Webの場合：愛知学習センターHP『学習相談一覧』を確認ください。
相談方法が対面の場合：事務室窓口で「学習相談票」に相談内容を記入しお申し込みください。
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教務関係のお知らせ

ゼ ミ の 内 容

『万葉集』は、日本最古の和歌集です。古くから、日本人はさまざまな思いを歌に託して
詠み上げてきました。叶わぬ恋の嘆き、愛する人の死の悲しみ、移りゆく季節への感慨な
ど、その思いは現代に生きる私たちと変わりません。『万葉集』が今もなお広く親しまれて
いるゆえんです。『万葉集』は、約4500首からなる膨大な歌集であり、その歌人も多彩で
すが、今学期は、第三期（710～733年）の歌人たち、特に大伴旅人と山上憶良を中心に取
り上げます。きわめて対照的な二つの個性が互いに刺激しあうことで、筑紫歌壇が活況を
呈しました。
　プリントを配布するので特にテキストは必要ありませんが、『万葉集』の文庫本（講談社
文庫・岩波文庫・角川ソフィア文庫など多くの本があります）を用意するとよいでしょう。

大井田ゼミ　　万葉集をよむ

　先日、テレビで、あるラグビー日本代表選手が、「『代々医者の家系なので、自分も現役
を引退したら医者になるつもりだ』と言っている」と報道されていました。その人がどのよう
な職業を選ぶかには、個人の興味関心だけでなく、家庭環境も大きく影響するようです。
また、昨今、青年の転職率が高くなった背景には、働くことに対する意識の変化があると
同時に、ハラスメントや過重労働、職場いじめなど、働く環境が抱える問題もあると聞きま
す。本ゼミでは、青年にとって、働くこと（あるいは働かないこと）はどのような意味を持つ
ものなのか、意思決定過程や動機づけ、親子関係などを通して考えてみたいと思います。
　ゼミの初めに、全員で、考えたい事柄を出し合い、発表担当者を決めます。その後は、各
自、自分の担当するテーマについてレジュメを作り、ゼミ当日に発表してください。レジュメ
をもとに、全体でディスカッションし、考えを深めたいと思います。　

河野ゼミ　　青年にとって「働くこと」とは

オンライン

オンライン

※テキスト：「生涯発達の理論と支援」（予定）
　白井利明編著　2020　金子書房（1500円税別）（ISBN:978-4-7608-9577-9）
　（テキストは予定ですので、初回までに購入する必要はありません）

　1学期に予定していた内容で行う予定です。2018年度、2019年度には、「老いのこころと
寄り添うこころ」「超高齢社会を生きる」のテーマで、認知症予防、介護、地域参加、世代間
交流、死生観などを取り上げました。そのなかで、退職後の地域参加の難しさ、独居高齢
者の増加など「コミュニティ」の問題がクローズアップされました。そこで、今年度は「コ
ミュニティとケア」について考えたいと思います。
　かつての狩猟・農耕社会では地域の人と協働することが生存にかかわり、コミュニティ
の繫がりがありましたが、現代はインターネットを活用すれば、地域での交流がなくても生
活できます。地域のしがらみから解放されて自由を手にした反面、孤独感や孤立が生じて
います。一方、核家族化が進み、子育てや介護を家族だけで行うことには限界があり、家
族以外のケアが求められています。このように考えると、ケアはコミュニティとの繫がりを
再構築するきっかけになると考えられます。いろいろな問題にどのようなケアやコミュニ
ティが求められているのでしょうか？具体的なトピックスは、育児期の夫婦関係と支援、思
春期の問題行動、非行、障害者の地域参加、認知症の支援、災害支援などについてです。
新型コロナウィルス感染症をめぐるコミュニティとケアも重要なテーマかもしれません。
初回に、テキストの概要を説明し、テキストを用いるかどうかや関心のある事柄を出して、
発表担当者を決めます。ゼミでは、差支えない範囲で皆さんのご体験をお話しいただき、
意見交換を中心にしたいと思っています。

山口ゼミ　　コミュニティとケア オンライン
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教務関係のお知らせ

　都市の木質化とは、都市部に森林資源を投入することで木造建築をはじめとする木質
環境を構築し、日本の森林と都市が抱える諸問題の解決に貢献しようとする考え方です。
都市の木質化の推進においては、木質化の意味や環境優位性を明確にし、SDGsとの関
連など社会的理解を獲得することが重要と考えられます。前年度に引き続き、受講生の皆
さんと共に日本の森林と都市の持続可能性について考えたいと思います。
　ゼミの内容と進め方については前年度とほぼ同様ですが、新型コロナウィルス感染拡大
防止のためWeb利用によるリモート形式での開講となります。11月に3週間程度の調査期
間を設け、11月下旬より連続4週にわたって有志による調査結果の発表をしていただこう
と計画しています（毎回2-3件程度）。参加者同士の議論を通じて「都市の木質化」に関す
る考察を深めたいと思っています。

佐々木ゼミ　　都市の木質化 ― 森林資源の利用で実現する環境未来都市 ―

　虹や花など、私たちの周りに多彩な「色」が見られます。しかし、見かけの色は、本当の色
なのでしょうか？今回は「色」の話題を中心に、それに関わる自然法則を解説します。色に
は「反射・屈折による色」と「発光の色」があります。虹や彩雲の色は太陽光の分光による
ことは、よく知られています。美しい青色に見える「モルフォ蝶」は、実は青色ではなく「構
造色」と呼ばれます。紫水晶や黄水晶など、鉱物の色は量子力学で扱うエネルギー準位か
ら説明されます。レーザーやLEDの発光も同じ原理です。色を追及していくと、「花火の材
料」から「恒星の温度」、さらには「宇宙の構造」まで分かります。身の回りの色の原理か
ら、思わぬ応用例まで解説します。それに加えて、筆者は「物理法則を可視化する実験」
の開発を進めており、「新作」を御披露しますので皆様の御意見・御感想をいただきたい。

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～ オンライン

　人間の「ことば」に様々な分野からアプローチする概論的な授業にしようと考えていま
す。私たちは物心ついたころには母語を獲得しており、日々の生活でことばを使用していま
す。当たり前のように使用していることばについて、これまであまり深く考えてみたことは無
いかもしれません。しかし、発声の方法、語や文の形成、文章の解釈、他者とのコミュニ
ケーションなど様々な点において、どんな言語にも適用される普遍的な規則があるので
す。
　このゼミでは、英語で書かれた解説や資料を読みながら、ことばの面白さや奥深さを皆
さんと考えてみたいと思います。ことばの研究においては、母語話者の直感が重視されて
います。英語のゼミですが、英語だけを題材にするのではなく、皆さんの母語についての
言語直感を働かせながら考察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授
業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方も、
受講を歓迎します。

横越ゼミ　　英語学ゼミ ― 英語のしくみ、ことばのしくみ ― オンライン

※教科書は以下のものを使用します
　First Steps in English linguistics   -英語言語学の第一歩-
著者：景山太郎／デシェン・ブレント／日比谷潤子／ドナ・タツキ
版元：くろしお出版

オンライン

事務室からのお願い
受講をされる方は教科書はご自分で
ご用意ください。
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教務関係のお知らせ

　現在の新潟県である越後国を拠点として活動した戦国大名の上杉謙信との間で、信長
は尾張統一を目前にした頃から、密接な関係をつくり始めていきます。その背景には、当
時の室町幕府をめぐる畿内の情勢があったと考えられます。もともと長尾という苗字で
あった謙信は、上杉という室町幕府体制の下で非常に重要な地位を占める家を、養子とし
て嗣いだ人でした。そうした謙信に対するとき、信長は相手を敬う儀礼の形を崩しません
でした。その点では、信長は室町幕府体制の秩序を尊重し、守っていた人物ということが
できます。そんな信長と謙信の関係を通して、当時の室町幕府の状況や畿内周辺の諸勢
力の動向、そこに尾張の戦国大名である信長が、なぜ、どのように絡んでいったのか、など
の問題を考えてみたいと思っています。

松島ゼミ　　織田信長と上杉謙信

　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、身近な地域をとりあげて、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触れてもらいたいと考えています。
今学期は、「東海道」を対象に、江戸時代から現代までの地域社会の変貌を物語る歴史
資料を取り上げます。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。

阿部ゼミ　　歴史資料で読み解く経済の歩みと地域社会

ゼ ミ の 内 容

対　　面

対　　面

　「働き方改革」が連日のように報道されています。昨今叫ばれている、パラダイムシフトや
ライフシフトとは一体何なのでしょうか？
　「人生100年時代がやってくる」本来喜ばれる長寿も、突きつけられる悲しい現実のよう
な(健康、お金、孤立といった不安)タイトルを目にした人も多いのではないでしょうか？
　確かに、日本人の平均寿命は一日数時間ずつ延長しています。一方で、健康寿命と、生
命寿命の差は縮まっていません。「癌や脳卒中になって体が不自由となりうつになった。」
「体は痛いが医者はいくら検査してもなんともないという。」心も体も良好な健康寿命を延
ばすにはどうしたら良いのでしょうか？
　今回のゼミでは、大昔からかわらぬ普遍的な考えと、時代に合わせて変化しないといけ
ないテーマなどを取り上げて解説し、参加の皆さまとともに議論を通して理解を深めて行
こうと考えています。

※注記：本ゼミを初めて受講される方を対象としています。すでに受講経験のある方は受付できません。

三浦ゼミ　　グローバル社会を生き残るための心と体の予防医学 対　　面

07
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08
教務関係のお知らせ

2020年度第2学期面接授業
「面接授業時間割表 北陸･東海ブロック版」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。
インターネット（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。

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、
科目登録申請した面接授業が登録されているか必ず確認してください。

「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。

まずは受講科目の確認を！

※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。

重要！

●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 / 19 ･ 20 『大航海時代のアジアと大友宗麟』
（鹿毛敏夫／海鳥社／¥1,870／ISBN=9784874158753）
 ＊店舗に少なく取寄に2～3週間かかります。

『実例とイメージで学ぶ感覚英文法・語法講義』
（今井隆夫／開拓社／¥2,090／ISBN=9784758912105）

教科書

◆ 中京大学１号館２階 書店「プラザ・リーブル」でも購入できます！ 
   【営業時間】平日：10:00～17:00　 土日祝：閉店 　TEL：052-831-1911
　 ※営業時間は中京大学の行事予定により変更する場合があります。直接お問合せください。  

開講日・科目名 教　科　書

大航海時代のアジアと大友宗麟

12 / 26 ･ 27
イメージ英文法・語法

映画総合教材「ラブ・アクチュアリー」
（Richard Curtis／松柏社／¥2,420／ISBN=9784881986837）

1 / 9 ･ 10
映画で学ぶ英語とイギリス文化

◆11/  7(土)・  8(日)　 実験で学ぶ物理学
◆12/12(土)・13(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

【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
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●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

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。

●追加登録 受け付けます

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 北陸･東海ブロック版」P2～5でご確認ください。

追 加 登 録 開 始 日

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ホームページに掲載します！

10/17(土)　12：00

10/23(金)～

新型コロナウイルス
感染症拡大予防のため、
変更になる場合が

ありますので、センターＨＰ
などで最新情報を
ご確認下さい！

第１学期は新型コロナウイルスの影響を受け、初の試みとなる自宅受験となりましたが、おかげさま
で大きな混乱もなく試験期間を終えることが出来ました。ご協力いただきありがとうございました。
さて、第２学期の単位認定試験も第１学期と同様に自宅受験となりましたのでお知らせいたします。
試験期間は2021年1月13日（水）～1月21日（木）（消印有効）です。
順次最新情報を公式ホームページ等に掲載いたします。重要事項は直接お手元に文書が届きます。
放送大学からの文書は全て“大切なお知らせ”ですので、必ず目を通していただき、お手元に保管くだ
さいますようお願いします。

2020年度第２学期単位認定試験　自宅受験形式で行います

単位認定試験について

！！

09
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10
教務関係のお知らせ

<提出期間>11/17(火)～12/1(火)必着

<提出期間>11/10(火)10:00～12/1(火)17:00

【 郵 送 】･･･通信指導の冊子を郵送により提出する方法

【 郵 送 】･････････

【 Web通信指導 】･･･インターネット上で解答を送信する方法

【Web通信指導 】･･

通信指導の提出について

単位認定試験問題・解答等の公表について

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ます。　　　
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。

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
います。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います

問題冊子は、印刷教材と一緒に発送します。11月5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。

・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

提出状況
確認方法

送付時期

●愛知学習センター図書室
●システムWAKABA
●郵送サービス

コピー・印刷→×､デジカメ撮影○、USBメモリ保存○
学内リンク「単位認定試験問題・解答等」
「学生生活の栞」学部P76～78、大学院P74･75参照

公表方法

詳しくは
『学生生活の栞』を
ご確認ください

Ｐ67～Ｐ70
Ｐ64～Ｐ67

詳しくは
『学生生活の栞』を
ご確認ください

学　部　Ｐ75～78
大学院　Ｐ72～75

学　部
大学院

重要です！

12月7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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事務室からのお知らせ

開催日時
会 場
講 師
定 員
参 加 費

「発達障害の人たちのライフステージ＆サポート」
11／15（日）13:30～ 15:00

100名（要予約・先着順）
無料

下記のとおり公開講演会を開催いたしますので、奮ってご参加ください。

：
：
：
：
：

相模女子大学 人間社会学部 教授　日戸　由刈 氏

日　時：9／27（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：2020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 他

学位記授与式

※例年、学位記授与式終了後に開催しております学友会主催の「交流会」は、新型
　コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。また、新型コロナウイルス感染
　症拡大状況によっては、学位授与式が中止となる場合があります。

　2020年度第2学期新規入学生対象の入学者の集いは、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とさせていただきます。

入学者の集い

「学位記授与式」・「入学者の集い」のお知らせ

公開講演会のお知らせ

オンライン

※お申込は愛知学習センターHP公開講演会のページをご覧ください。

※お申込は愛知学習センターHP公開講演会のページをご覧ください。

講演会前日のリマインダーにて接続するURLをお送りします。

2020年度 第2回公開講演会

開催日時
会 場
講 師
定 員
参 加 費

「都市の木質化 ： 持続可能な環境都市の実現に向けて」
11／29（日）13:30～ 15:00

100名（要予約・先着順）
無料

：
：
：
：
：

名古屋大学　名誉教授　佐々木　康寿 氏
オンライン 講演会前日のリマインダーにて接続するURLをお送りします。

2020年度 第3回公開シンポジウム  （共催：放送大学、NPO法人都市の木質化プロジェクト）

11
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12
事務室からのお知らせ

キャンパスメールに変わります。

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。

新入生のみなさまへ
必ず読んで、保管してください◎

学内連絡について◎

学生メール(Gmail)について◎

≪前学期未在籍の方に送付≫ ≪初めて入学の方に送付≫≪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

学生メールは、キャンパスメールに名称が変わります。
(Gmail)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
関連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。

『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。

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！

NEW
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事務室からのお知らせ

現在の開所状況と事務室からのお願い等

新型コロナウイルスの感染状況により、開所状況等は変更になります。

■ 愛知学習センター開所状況 ■
・ 開所日　 　　　  火曜日から日曜日　（閉所日:月曜日・祝日）
・ 開所時　　　　　10:00～16:00
・ 図書室開室時間　13:00～16:00　　　　

■ 面接授業、対面ゼミでの感染予防対策 ■
・ 担当教員、受講者の方にはマスク着用をお願いしています。
・ 入室前に入り口にてアルコールによる消毒をお願いします。
・ 使用する講義室は、開講前と後に、職員が机備品等をアルコール消毒し、換気をします。
  換気にご理解とご協力の程をお願いします。
・ 講義室は、閉講後は速やかな退室をお願いし、続けて次の授業には使用しません。
・ 配席はソーシャルディスタンスを確保して配席しています。

■ 来所時のお願い ■
自宅で検温し、体調が悪い時の来所はご遠慮ください。
中京大学入口にて中京大学の検温があります。必ずマスクの着用をお願いします。
事務室窓口にて入館の登録と備え付けの消毒液により手の消毒をお願いします。
※事務室・視聴覚室窓口にて職員が体温と体調をうかがいます。

緊急事態宣言等が発令され移動を伴う制限がある時等は、学割証の発行を
お断りする場合があります。
学生証、申請書の交付は窓口の密を避けるために可能な限り郵送による申請を
お願いします。

コロナウイルス感染防止に
ご協力をお願いいたします。

13
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14
事務室からのお知らせ

※ご確認ください。

愛 知　まなぴー

・新規入学生・継続入学生⇒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。

学生証について

キリトリ

郵送による学生証交付願

学生の種類（○で囲んでください）

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！！

・ 「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（新入学の方は入学許可証の写）
・ 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）

※インターネット出願の方で、顔写真が未登録の場合は学生証を発行
　　することができません。登録状況は、システムWAKABAの
　　「教務情報」→「学生カルテ」から確認できます。

注意！！ ※マスクを着用し、検温をしてからご来所ください。

電話番号   (                    )　　　　　　　－

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。

《郵送での受け取り》 10月1日（木）より順次発送いたします。

10月6日（火）以降でお願いします。

感染症対策として業務縮小しておりますので、学生証発行、お渡しにお時間が
必要となります。予めご理解とご了承をお願いします。
窓口の密を避けるため、可能な限り郵送での受け取りをお願いいたします。

《窓口での受け取り》
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その他のお知らせ

募 集 内 容

募集・搬入期間

展 示 期 間

搬 出 期 間

第8回「愛知学習センター作品展」作品募集！
愛知学習センターでは、学生の皆さまの文化活動の発表の場として、ミニギャラリーを設置しております。
この作品展では日頃の作品制作の成果を展示し、学生をはじめ来学者の皆様に観賞いただくことを目的と
しております。出品者には、参加賞をご用意しております。学生各位のご参加をお待ちしております。

11月22日（日）～12月  1日（火）

12月  5日（土）～  1月  8日（金）

  1月  9日（土）～  1月15日（金）

◆第7回作品展の様子♦

Ⅰ．

Ⅱ．

Ⅲ．

作品の応募点数は、各ジャンルで一人一点とする

絵画

書

工芸

写真

水彩・パステル・油彩・デッサン・水墨・版画など
サイズは10号以内、額装（ガラス不可）

サイズは短冊・色紙・半切以内
表装または額装（ガラス不可）

人形・陶磁器・染色・造花・手芸品など
転倒や接触破損のありそうなものは、防止対策のこと

サイズは半切以内、表装または額装（ガラス不可）

Ⅳ．

15
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10月
日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

10・11・12月のスケジュール

11月

閉所日面接授業開講

「通信指導提出期間」
 Web 11/10（火）～
 郵送 11/17（火）～

　機関誌「しりあい」10月号は、2020年度第1学期の在学生と、2020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。

12月
日 月 火 水 木 金 土

※

「通信指導提出期間」
 Web 12/1（火）17：00
 郵送 12/1（火）本部必着

※

16

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

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

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

オンラインゼミ申込受付開始（メールのみ）
対面ゼミ申込受付開始（電話のみ）
修士全科・博士全科 第１次選考
面接授業　「レポート・論文の書き方入門」
面接授業　「栄養素のはたらき」
　　　　　「心理検査法基礎実習」
　　　　　「環境の社会学」
面接授業 追加登録受付開始
面接授業　「新・初歩からのパソコン」
　　　　　「家族心理学」
　　　　　「現代社会における危険と保険」
面接授業　「レポート・論文の書き方入門」
            　「スペイン語を話そうよ！」
　　　　　「心理検査法基礎実習」

10月
2日

3日
17日

17日・18日

23日
24日・25日

31日

面接授業　「スペイン語を話そうよ！」
　　　　　「心理検査法基礎実習」
面接授業　「ワード・エクセル実践活用法」
　　　　　「西洋美術史」　
　　　　　「実験で学ぶ物理学」
通信指導 答案提出（Web）～12/1（17：00まで）
面接授業　「心理学実験２」
通信指導 答案提出（郵送）～12/1（本部必着）

11月
1日

7日・8日

10日
14日・15日

17日

12月
1日

5日・6日

12日・13日

19日・20日

26日・27日

通信指導 提出期限（郵送・Web）
面接授業　「心理学実験３」　
　　　　　「狩野派絵画の基礎」
　　　　　「学校のデジタルメディア入門」
面接授業　「基礎韓国語４」
　　　　　「大学と職業資格の歴史と未来」
　　　　　「心理学実験３」
　　　　　「発生生物学」
面接授業　「心理学実験２」　
　　　　　「開発経済学」
　　　　　「大航海時代のアジアと大友宗麟」
面接授業　「イメージ英文法・語法」
　　　　　「地域医療計画を考える」

※12月28日～1月4日は年末年始の休日です。




