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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> 5/16(火)～5/30(火)必着

<提出期間> 5/9(火)10:00～5/30(火)17:00

･･･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。

6月末～7月上旬

･･･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。５月９日（火）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

Ｐ61～Ｐ65
Ｐ63～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）・・・７月10日
②記述式科目（併用式科目の記述部分）・・・７月12日

提出状況
確認方法

６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。

郵 送

郵 送

Web通信指導

Web通信指導

･･･

･･･

クリック
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【閲覧方法】

2022年度2学期　試験問題と解答等の公表

単位認定試験実施方法について 

2023年度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。

愛知学習センター窓口 システムWAKABA 郵送サービス

詳しくは 
『学生生活の栞』を
ご確認ください

学　部： Ｐ65～Ｐ78
大学院： Ｐ67～Ｐ76

重要！

学内リンク
「過去の単位
認定試験問題・
解答等」の印刷

コピー（複写）・印刷
図書・視聴学習室
学生用端末からの
USB保存

×→
→

「学生生活の栞」
学　部： Ｐ73・ Ｐ74
大学院： Ｐ75・ Ｐ76

2023年度第１学期も引き続きWeb方式となります。
【試験期間】 Web方式：2023年7月15日(土) 9:00～7月25日(火) 17:00

Web単位認定試験体験会の提供について

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
2023年7月15日(土)～7月25日(火)郵送必着

ご自宅に
インターネット
環境が無い方は

※1

※2

※4

※5

※6

※3

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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。

13

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。

学習センター受験の場合、原則「授業科目案内」に記載の試験日・時限での受験となります。

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方や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。）
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重要！
2023年度第１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/1/）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。

まずは受講科目の確認を！

３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。

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）

7月1・２日
ワード・エクセル実践活用法

７月8・9日
フランス語入門

ワード・エクセル実践活用法

開講日・科目名 書　籍　名

（中西　宏文／学術図書出版社／¥1,650／ISBN=9784780607581）

ゼロから始めるフランス語
（猪狩 廣志／三修社／￥1,760／ISBN=9784384007114）

受講の準備 - 1

【教科書】

◆大型書店やインターネット等を利用して各自でご用意ください
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◆5/13(土)・14(日)　野外民族博物館で学ぶ文化人類学
◆6/24(土)・25(日)　PCRによる組換え遺伝子の検出

【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

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。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～

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。

受講の準備 - 2

【学研災】

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。）

受講の準備 - 3

【参考書】

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
 実施会場　欄の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、ウェブサイトをチェックしてください。

 面接授業2023年度第1学期のウェブサイト 

受講の準備 - 4

【不測の事態発生時（閉講・授業形態・日程変更）】

◆放送大学Top 　在学生（WAKABA） 　面接授業（スクーリング） ） 第1学期面接授業ウェブサイト
◆システムWAKABA 　学内リンク 　面接授業（第1学期）のページ 　面接授業（第1学期）のページ

15
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・ 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。

申請方法のご案内は、空席状況発表後に 学習センター
廊下掲示板と学習センターウェブサイトに掲載します！

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～

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。

◆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」P3～6でご確認ください。

受講の準備 - 5

【追加登録の受付】

空席状況の発表

追加登録開始日

面接授業の受講にあたっての注意事項

４/１5（土）12:00

４/20（木）～

BIZrium名古屋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き」にセンターまでの経路を
詳しく記載してあります。必ず事前にご確認の上、ご来所ください。

センターには学生用ロッカーは、ありません。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。

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。
  センター内にお食事できるスペースを用意しますので、指定の場所でお願い
　します。 ※感染防止のため、交流を目的とした飲食はお控えください。

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。

・ 館内移動時は、他の入居者様等のご迷惑にならないようご配慮願います。
・ ロビーやエレベーターホールのソファ・給湯室・ラウンジ等はお使いになれ
　ません。

愛知学習センターの開所は９時です。 ９時以降に入館してください。

センター
ま で の
行 き 方

開所時間

手 荷 物

飲 食

お手洗い

体 調

そ の 他
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●

●

●

●

3/26（日）

愛知学習センター講義室
2022年度第２学期卒業生・修了生
学位記授与、所長祝辞、卒業生代表謝辞

学位記授与式

「学位記授与式」・「入学者の集い」のお知らせ

午前の部 11：00～（受付10：30～）
午後の部 14：00～（受付13：30～）

入学者の集い

利用時間 9：30 ～ 17：30

図書・視聴学習室の利用について 視聴用端末・学習用パソコンの利用について

【放送大学附属図書館　使い方ガイド】

□ 視聴用端末

□ 学習用パソコン

入室の際には必ず学生証を窓口に提出してく
ださい。手荷物はお持ち込みいただき、ご自身
で管理してください。（ロッカーはありません。）
図書の貸出／返却受付は、利用時間終了の
10分前までです。
書架にある書籍・雑誌は自由に閲覧できます
が、閲覧後は必ず元の場所に戻してください。
文献複写を希望する場合は、「文献複写申込
書」に所定の事項を記入し、受付へお申し込み
ください。
（文献複写には、著作権法により制約があります。）

ID・パスワードを入力して、全ての放送授業を
インターネット視聴することができます。

システムWAKABAのほか、電子メール・
Word・Excel等の利用ができます。
※オンライン授業の利用はできません。
学習以外の用途では利用しないでください。
プリンターを利用する際は、受付で用紙をお渡
しします。印刷できる枚数は1人10枚までです。
※単位認定試験・大学院入学試験問題の過
去問題の印刷はできません。

●

●

●

●

予定日時

会 　 場
対 象 者
内 　 容

※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。

3/26（日）16：00～
Web会議システムZoomにて開催
2023年度第１学期入学生
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、学友同窓会・サークル紹介

予定日時
開催方法
対 象 者
内 　 容

※参加方法等の詳細は、愛知学習センターウェブサイトにてお知らせいたします。

放送大学附属図書館ウェブサイトの便利な使い方などをご案内しています。
★下記URLをクリックしてご覧ください★
https://lib.ouj.ac.jp/libnavi.html

図書・視聴学習室からのお知らせ



18

18
事務室からのお知らせ

2023.04 しりあい123

研究
論文

参加者には、
「履修の手引き」を
配布します。

卒業研究・修士論文オンライン発表会のお知らせ

4/  2（日）13:30～（予定）
3/22（水）～（予定）

卒業研究ガイダンスのお知らせ

卒業研究の履修を考えている方を対象にしたガイダンスをオンラインで開催いたします。
当日は、申請方法についての説明を中心に本部教職員を交えて質疑応答等を予定しています。
少しでも興味がある方は是非、ご参加ください。

2022年度に卒業研究を履修・修士論文を作成された方から、研究内容や体験談を発表し
ていただきます。今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮し、Web会議システム
Zoomにて開催いたします。今後、卒業研究の履修を検討されている方、修士論文を作成さ
れる方はこの機会にぜひご視聴ください。

※申込方法等の詳細は愛知学習センターウェブサイトをご確認ください。

開催日時

申込受付

6/17（土）10：00～12：00（予定）開催日時

開催方法

内　　　　容

申込方法

Web会議システムZoom

申込方法等の詳細は愛知学習センター
ウェブサイトをご確認ください。

卒業研究の流れ、手続きについて
卒業研究の進め方や報告書の作成手順等
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宇宙の謎を
一つ一つ

解き明かす・・・
これは人類の
最大のロマン！

　令和5年2月18日（土）、イオンモール Nagoya Noritake Garden３階「イオンホール」において、当セ
ンター開設30周年を記念した講演会を開催しました。当センターは、1992年4月に中京大学内に愛知ビ
デオ学習センターとして発足し、以来30年間、中京大学内に設置されていましたが、昨年10月に現在のイ
オンモール Nagoya Noritake Garden上階のBIZrium名古屋内に移転しました。

　記念講演会には、センター移転もあり、大きな節
目となった開設30周年にふさわしい講師として、宇
宙の歴史と成り立ちに関する研究の第一人者であ
る東海国立大学機構名古屋大学総長の杉山直先
生をお迎えし、『暗黒に支配される宇宙』と題しご講
演いただきました。
　宇宙を支配する暗黒成分がどのように発見さ
れ、宇宙の発展にどのような影響を及ぼすのか、と
いったスケールの大きい、ロマン溢れるお話に、参
加者からは「宇宙の本質にワクワクしながら拝聴し
た」、「宇宙の不思議にインスパイヤされた」などの
声が聞かれ、成功裏に終了しました。
　対面及びライブ配信のハイブリッド形式で行いま
したが、対面80名、ライブ配信184名の計264名の
視聴がありました。

放送大学愛知学習センター開設30周年記念講演会を開催

▲壮大な宇宙の物語を語る 杉山先生

▲開設30周年記念講演会チラシ

宇宙のロマンに 約264名が受講
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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　学生生活の栞（教養学部）巻末様式４ （詳細：P.84）
　　　　　　　　　　 　　 　 （大学院）　巻末様式3  （詳細：修士課程 P.81、博士課程P.85）

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。は い

いいえ

・

・

・
・

愛知学習センター施設内で個人のPC･スマートフォン等のWi-Fi接続ができます。
ご利用には、下記の通り申請が必要となります。

●申請書記入事項の確認・接続設定をすべてご自身で行える方を対象としています。
●すでにアカウント取得済みの方も、修了証の提示がない場合は利用停止となります。

システムWAKABA内、学内リンクの「放送大学自己学習サイト」をクリックし、
「情報セキュリティ研修(学生用)」を受講する。
受講後の「小テスト」に合格し、表示される「修了証」を印刷または撮影する。

①「情報セキュリティ研修」を受講し、「小テスト」に合格する

「修了証」を事務室窓口に提示する。
「無線LAN利用申請書」を受け取り、メーカー名、型番、OS･バージョン、
ウィルス対策ソフト、セキュリティ対応、在学期限等を記入する。

②事務室窓口にて「無線 LAN利用申請書」に必要事項を記入する

③交付された IDとパスワードを入力してWi-Fi 接続する

システムWAKABA ログイン・申請について

学習センター内でのWi-Fi利用について

システムWAKABAにご登録の連絡先をご確認ください。

システムWAKABAへのログインが出来ない場合

・ 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

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

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。

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。

Wi-Fi

◆!

（※閉所日/月曜日・祝日）
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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。顔写真は、システムWAKABAの[教務情報] → [学生カルテ]から確認できます。

学生の種類
（○で囲んでください）

・ 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。

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。

「諸証明書交付願」（窓口にもあります。)
手数料:１通につき200円
学生証または身分証明書（顔写真付き）
様式10で申請の方で、郵送にてお受け取り
希望の場合は返信用封筒（長形3号）に切手
貼付、宛名を明記

①
②
③
④

電話番号   (                    )　　　　　　　　－

※令和５年３月31日以前の方は有効期限が切れています。

詳しくは 
『学生生活の栞』を
ご確認ください

Ｐ97～
Ｐ92～

学　部
大学院

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。
※教員免許状申請用証明書（学力に関する証明書）は交付願の様式が異なりますのでご注意ください。
　　発行には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。

①

②

③

「諸証明書交付願」

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」

返信用封筒（長形3号）に切手貼付、宛名を明記

※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。

～～～～～～～
（注）

愛 知　まなぴー

有効期限は
ここを確認!!

・ 「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）

～～～～～～～～～～～～～～～～

窓口で申請

窓口での受け取り

郵送での受け取り

郵送で申請

切手はどちらの申請も１通の場合は84円。２通以上は重さに応じた額となります。
（注）普通郵便で現金を送ることは禁止されています。

※4/8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。
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学友同窓会からのお知らせ
　学友同窓会は、愛知学習センターに在籍するすべての学生および同窓会員（卒業生・修了生など）を会員
とする会で、会員の相互交流、親睦、切磋琢磨を目的としています。今年度もさまざまな行事を計画しています
ので、ぜひ積極的にご参加ください。

最新情報は学友同窓会ホームページをご覧ください
下記のアドレス、または右のQRコードからアクセスできます。

https://sites.google.com/view/gkyds-aichi/top

2023年5月7日（日）
愛知学習センター講義室（定員15名）＋オンライン（Zoomミーティング）
卒研トライ研究会（10：00～12：00）、大学院進学研究会（14：00～16：00）
学友同窓会ホームページの申込フォームに必要事項を入力して送信してください。
4月上旬ごろから受付を開始する予定です。

■ 卒研トライ・大学院進学研究会 ■

開催日時
場　　　　所
内　　　　容
参加方法

５月７日（日）

　大学生になったからには、一度は論文を書いてみたい！大学院にもチャレンジしたい！そう考え
ている方も多いのではないでしょうか。そんな学生の皆さんを応援するための企画です。卒業研究
や大学院での研究に、これから挑戦したい方、現在挑戦中の方、そしてご自分の経験をシェアした
い方は、ぜひご参加ください。

2023年6月25日（日） 15：00～17：00
オンライン（Zoomミーティング）
先輩学生の話、コース別ミーティング、質疑応答など

■ ２３１クラス会キックオフ ■

開催日時
場　　　　所
内　　　　容

6月25日（日）

　愛知学習センターでは、同年次に入学した全科履修生を対象とした、クラス会の結成を呼び掛
けています。学友同窓会は、そのクラス会の結成と活動を支援しています。
　2023年度4月入学生（再入学、学士入学等を含む）の皆さんには、学習センターからクラス会
の案内が郵送されます。この機会にクラス会に参加して、学びあう仲間とつながりませんか。当日都
合のつかない方も、クラス会に登録しておくと、第2回以降のクラス会の案内が届きます。気の合う
仲間をみつけて、放送大学での学習や学生生活を充実したものにしていきましょう！

■ 愛知学習センター学友同窓会 定例総会の開催について ■ 4月9日（日）

　愛知学習センター学友同窓会の定例総会を4月9日（日）14時30分から開催します。参加され
たい方は、開催時間までに学習センター講義室へおいでいただくか、学友同窓会ホームページの
申込フォームからオンライン参加の申込をしてください。
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キャンパスメール

キャンパスメール

◎必ず読んで、保管してください

◎学内連絡について

新入生のみなさまへ

≪愛知SC在学生に送付≫ ≪入学生に送付≫≪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。

『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。

NEW

クリック

クリック
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日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

卒業研究・修士論文発表会
対面ゼミ来所抽選受付
対面ゼミ電話申込受付開始
オンラインゼミ申込受付開始
面接授業　空席発表
面接授業  「英会話力アップ実践講座」
面接授業  「洋楽から学ぶ音声中心の英語」
　　　　  「心理学実験３」
面接授業  「異文化コミュニケーション」
面接授業  追加登録受付開始
面接授業  「英会話力アップ実践講座」
面接授業  「心理学実験３」
　　　　  「心理学実験２」
面接授業  「異文化コミュニケーション」

2日
７日
８日

15日

15日・16日

16日
20日
22日

22日・23日

23日

通信指導 受付開始(Web～5/30 17:00まで)
面接授業  「レポート・論文書き方入門」　
　　　　  「医師と薬剤師のすべらない話」
　　　　  「野外民族博物館で学ぶ文化人類学」
　　　　  「心理学実験1」　
通信指導 受付開始(郵送)～5/30本部必着
面接授業  「心理学研究法」　
面接授業  「『平家物語』の世界」
　　　　  「デジタルメディアと社会」　
面接授業  「レポート・論文書き方入門」
面接授業  「心理学研究法」
面接授業  「現代社会の家族と心の問題」

9日
13日

13日・14日

16日
20日

20日・21日

27日

27・28日

3日・4日

10日・11日

17日
17日・18日
24日・25日

面接授業  「心理検査法基礎実習」
　　　　  「日本視覚文化」
　　　　  「新・初歩からのパソコン」
面接授業  「基礎医学から考える病気と治療」
　　　　  「選挙と投票行動」
卒業研究ガイダンス
面接授業  「心理学実験1」
面接授業  「ＰＣＲによる組換え遺伝子の検出」
　　　　  「人は何を作ってきたのか」
　　　　  「心理学実験2」
　　　　  「情報技術と現代経済」
　　　　　　

　機関誌「しりあい」４月号は、2022年度第２学期の在学生と、2023年度第１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。

6月

4月

5月

4・5・6月のスケジュール
閉所日面接授業開講日

6月

4月

5月

　　　　　「通信指導提出期間」
 Web 5/9（火）～・郵送5/16（火）～


