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今年の 1 月からずっと新型コロナウイルス災禍のニュースがない日はない位世の

中が大きく動揺し、6 月に入った今も続いております。ワクチンと薬が有れば何でも

ない“かぜ”なのでしょうが、これがないため世界中が混乱に陥り、経済から人の生

活まで大きく変わろうとしています。 

私が所属する秋田大学では前期（9 月 1 日）までは授業が全て遠隔授業になりま

す。一部会議も遠隔です。このウイルスと遠隔によって世の中のしくみが変わりつつ

あり、職場に毎日出勤するというのはほんとに必要なのか？というような声まで聞こ

えてきます。大学でも学生を教室に集めて授業する必要があるのかという気にもな

ります。例えば会議等で不在の時、授業のビデオを残しておけば休講もなくいろいろ

な時間スケジュールが自由になります・・・などと考えているうちに、既に放送大学で

はずっと以前から遠隔授業をやっていることに改めて気がつきました。私は放送大

学の学生ではありませんが、興味深い講義は録画して見ております（授業料

は？？？？）何の気なしに授業をみていましたが、自分の授業ってどんなもんだろう

と、自分の授業のビデオを最近見ております。いろいろなことがわかりました。説明

の仕方、資料の提示の仕方など参考になることが沢山有りました。そして、このよう

なシステムが以前から存在していたことに改めて感心しております。放送大学の授

業はおそらく台本があって、事前にきっちりと内容を精査しているものと感じます。 

 現在遠隔授業でレポートを提出（書いたレポートを写真撮影して PDF ファイルにす

る）させていますが、一人一人にアドバイスができることやリアルタイムで質問ができ

ることが優れた点でしょう。残された問題は試験を厳密に行えるかどうかです。放送

大学の試験はセンター試験並みに時間や持ち物等細かいところまで決められてい

て、試験官として行う際も緊張します。この場合だけは遠隔ではなく“実地”になって

いますね。最も大事な成績評価がきちっと行えるかどうかが遠隔授業の最大の問題

だろうと思います。図らずもこの遠隔授業によって、学生の通信やインターネットに

存在するファイルの種類、それらの送受信に関するリテラシーが向上したことは間

違いなく、今の事態を逆手に取った経験となりました。それでも対面授業が当たり前

の私たちにとっては対面授業が基本だと思っています。 

 このコロナ禍が早く終息し、学習センターでのゼミや相談が再開されることを願っ

ているこの頃です。 



試験日程   ２０２０年７月１４日（火）～２１日（火）

※７月２０日（月）は学習センター閉所

単位認定試験問題について

再試験について

　学籍があれば（継続入学を含む）、次学期に限り自動的に再試験科目が再登録され、試験を受けることができます。
ただし、９月末日で学籍が切れる方は継続入学の手続きを行わなければ再試験を受けることができません。再試験
科目と新たに登録した科目が同一時限の場合、１科目しか受験できませんので登録の際はご注意ください。

○７月　１日（水）～・・・・・・・・・・・・・・・答案用紙、返送用封筒等一式発送

成績通知

　８月下旬以降（郵送希望者への対応数によっては、９月以降となる可能性あり）、試験結果を通知します。成績発表
は、システムWAKABAと郵送にて行います。

　　　　　　　　　　成績評価はⒶ（１００～９０点）A（８９～８０点）B（７９～７０点）C（６９～６０点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ⅾ（５９～５０点）E（４９～０点）の６区分となり、C以上が合格です。

○７月１４日（火）～７月２１日（火）・・・単位認定試験実施期間

※当初、試験問題はシステムWAKABAへの掲載を予定にしておりましたが、予定を変更して専用のウエブページに
て試験問題を公開することとなりました。ID・パスワードについては、答案用紙、返送用封筒等一式の発送時にお知
らせします。７/９（木）まで届かない場合は、大学本部≪TEL：０４３－２７６－５１１１（総合受付）≫に連絡してくださ
い。

○７月２１日（火）（消印有効）・・・・・・・答案提出期限

○８月下旬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・成績発表

○６月３０日（火）～・・・・・・・・・・・・・・・受験票発送

　試験問題は、放送大学ホームページからリンクされたウエブページ　※（要パスワード）に、PDFファイル形式で公開
します。試験問題は全科目分を一覧にして上記期間中に公開しますので、期間中であれば何度でも問題を確認する
ことができます。各自、期間中に答案を作成し、返送用封筒にて大学本部へ郵便で提出してください。

単位認定試験について

答案提出期限

２０２０年度第１学期の単位認定試験は全国の試験会場での実施を行わず、代替措置として自宅での受験として実
施されます。受験に当たって事前に準備しておくことや手順等、漏れのないよう以下の事項についてご確認くださるよ
うお願いいたします。

教養学部・大  学  院

  ２０２０年７月２１日（火）消印有効

　単位認定試験実施スケジュール

単位認定試験実施方法

通信指導の添削結果と受験票について

　通信指導の添削結果が６月末頃に大学本部から科目ごとに送付され、同時期に別送付される｢受験票｣によって合
否が通知されます。なお、添削結果より先に受験票が届く場合もあります。

　※学部・大学院ともに択一式科目（併用式科目の択一部分）は７月８日（水）まで、記述式科目（併用式科目の記述
部分）は７月１６日（木）になっても添削された通信指導の返送がない場合は、大学本部≪TEL：０４３－２７６－５１１１
（総合受付）≫に連絡してください。
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 ◎引き続き次学期に学籍がある方  ◎今学期（９月末）で学籍が切れる方

  ◕ 全科履修生   ◕ 選科履修生（２０１９年１０月入学）

  ◕ 選科履修生（２０２０年４月入学）   ◕ 科目履修生（２０２０年　４月入学）
  ◕ 修士全科生   ◕ 修士選科生（２０１９年１０月入学）
  ◕ 修士選科生（２０２０年４月入学）   ◕ 修士科目生（２０２０年　４月入学）

 ◎郵送による科目登録  ◎郵送による出願
  　２０２０年８月１５日（土）～ 　　第１回２０２０年６月１０日（水）～８月３１（月）私書箱必着
　　　  　　　 　　８月３０日（日）本部必着 　　第２回２０２０年９月　１日（火）～９月１５（火）私書箱必着

 ◎システムＷＡＫＡＢＡによる科目登録  ◎システムＷＡＫＡＢＡによる出願
　  ２０２０年８月１５日（土）～ 　　第１回２０２０年６月１０日（水）～８月３１（月）２４時
　　　　　  　 　　８月３１日（月）２４時 　　第２回２０２０年９月　１日（火）～９月１５（火）１７時

注意事項

◎面接授業の科目登録を希望される
方は同時に申請してください。

◎２学期に再試験のみ希望する方も手続きが必要です。

◎継続入学の方が面接授業を希望する場合、科目登録
期間内のシステムWAKABAによる出願、または学期開始
後に追加登録をしてください。

◎選科・科目履修生が全科履修生に出願する場合は継
続入学用の募集要項で出願することはできません。「全
科履修生出願票」で出願してください。

◎申請開始の８日前になっても要項
が届いていない場合は学習センター
まで連絡してください。

対象学生

申請期間

提出書類 科目登録申請票

学生の種別、学籍の有無によって申請時期が異なります。
学生証で確認のうえ、送付されている書類をよく読んで手続きをしてください。

科　目　登　録 継　続　入　学

継続入学用出願票

２０２１年度卒業研究履修について

❏卒業研究は全科履修生の選択科目です。履修開始は２０２１年度第１学期からとなります。

（履修期間は１年間）

❏卒業研究は、指導教員から直接指導を受けることのできる貴重な機会です。大学におけるこれまでの学習

の総仕上げとして主体的な学習を実行する卒業研究の履修にチャレンジしてみませんか！

①申請条件

２０２０年４月時点で２年以上在学し、６２単位以上を修得した者

②申請期間【新規履修希望者】

２０２０年８月１４日（金） ～ ８月２０日（木）（本部必着）

③指導教員の希望

専任教員の他に、所属学習センターの客員教員を含む居住地近隣の大学教員を希望することができます。

ただし、専任教員以外の指導教員については指名できません。所長面談を必要としますので申し出てください。

※「卒業研究履修の手引～202１年度履修者用～」は、事務室にて配布しています。

科目登録と継続入学について
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  ばっけ

 【第1回募集】
  ◆出願受付期間 【郵　送】　　　    ６月１０日（水）～８月３１日（月）まで（本部必着）　
  ◆出願受付期間 【インターネット】 ６月１０日（水）～８月３１日（月）２４時まで
 【第２回募集】
  ◆出願受付期間 【郵　送】　　  　  ９月１日（火）～９月１５日（火）まで（本部必着）　
  ◆出願受付期間 【インターネット】 ９月１日（火）～９月１５日（火）２４時まで
　 ※第１回募集と第２回募集の違いは「合格通知書兼払込取扱票」の送付時期および印刷教材の
　　 発送時期・学費納入期限です。詳細は募集要項（https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/）
　　 をご覧ください。

※学生の皆様の友人・知人・職場等で放送大学に興味や関心を持っている方はいませんか？

　 皆様を通して、同封の募集案内で大学の良さを発信していただければ幸いです。

◎２０２１年度４月入学博士・修士全科生の出願期間は８月１５日（土）～８月２６日（水）消印有効です。

筆記試験・面接等の入学試験があります。特別措置・事前審査などを含む詳細については学生募集要項
をご覧ください。

学生募集について

第２学期 面接授業について

　【第２学期　面接授業科目一覧】

第２学期面接授業のお申し込みは、科目登録（８月１５日（土）～８月３１日（月））と同時にお願い

します。興味深い講義が多数ありますので、お忘れなくお申込みください。

開講日 科目名 担当講師

女性天皇を考える 渡部　育子

情報をはこぶ”なみ”電波と光 今野　和彦

介護予防実践の理論と実際 久米　裕

情報技術の基礎 横山　洋之

１０/３１(土)、１１/　１(日) 演習で考えるリハビリテーション 齊藤　明

１１/　７(土)、１１/　８(日) ヘブライ語の第一歩 立花　希一

１１/１４(土)、１１/１５(日) 近代日本の１００年―外交と内政 中澤　俊輔

１１/２１(土)、１１/２２(日) 家族と家計 堀江　さおり

新・初歩からのパソコン 佐々木　芳宏

臨床家族心理学入門 柴田　　健

障がいと共生 藤井　慶博

英語で話す自信を培う ランディ・
チェケッツ

１２/１２(土)、１２/１３(日) 心理学実験３ 中野　良樹

１２/１９(土)、１２/２０(日) 文化人類学の過去と現在 髙村　竜平

１０/１７(土)、１０/１８(日)

１０/２４(土)、１０/２５(日)

１１/２８(土)、１１/２９(日)

１２/　５(土)、１２/　６(日)
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　　　　　　　     　　　　　ゼミ開講のお知らせ

　お待たせいたしました。7月1日より、客員教員による今年度のゼミを開講いたします。

講　師： 佐々木　信子　先生　（放送大学客員教授・秋田大学特別教授）

日　時： 月１・２回程度、主に木曜日　１３時３０分～１５時００分

概　要： 講義及びワークショップ形式

               

              課題について検討する。


　　　    また、秋田の伝統的な食文化の実態を把握し、地域や時代・集団によって共有され特有の文化を形成して

              いる状況やその要因を探り、食文化の継承と創造について考察する。


テキスト： 資料を配布します。

【主な内容】　ガイダンス：食文化の定義、食文化をめぐるトピックス。日本の食文化の特徴と変容。

　 　秋田の伝統食・行事食にみる食文化の特徴と変容。秋田の甘味嗜好の特徴と経年変化。

　 　秋田の米食文化・発酵食文化。秋田の食文化探訪。など

◆コンピュータとサイエンスゼミ◆
講　師： 今野　和彦　先生　（放送大学客員教授・秋田大学大学院理工学研究科教授）

日　時： 月１回、主に金曜日　１０時００分～１２時１５分

概　要： 主として講義形式

　　 　　    インターネットとそれにつながるモノについて学ぶ。

テキスト： 「あなたはネットワークを理解していますか」SBクリエイティブ　梅津信幸  著　（ISBN：9784797354690）

　　　　　　「ＩoTを支える技術」　菊地正典  著　（ISBN：9784797390162）

◆ショウガイとリハビリテーションゼミ：身の回りにあるショウガイについて考えてみたいと思います。◆
講　師： 若狭　正彦　先生　（放送大学客員教授・秋田大学大学院医学系研究科教授）

日　時： 月１回、水曜日　１３時００分～１５時００分

概　要： 講義及びワークショップ形式

本ゼミでは、私たちの身の回りにある（存在していた）ショウガイに関連した事柄（社会的、身体的等）につい

てみんなで考え話し合ってみたいと思っております。

テキスト： 資料を配布します。

【主な内容】　リハビリテーションについて。ショウガイについて。理学療法について。高齢化問題について。

　　 医療の国際化について。など

講　師： 大西　洋一　先生　（放送大学客員准教授・秋田大学教育文化学部准教授）

日　時： 月に１回、基本的に最終火曜日１３時３０分～１５時００分

形　式： 報告と質疑

概　要： 受講生が選んだイギリスの歴史・文化・社会を扱った本の内容に関する報告を出発点として、イギリスの

多種多様な姿についてみんなで考えていきたいと思います。

テキスト： 受講者と相談の上で決定。

講　師： 小倉　拓也　先生　（放送大学客員准教授・秋田大学教育文化学部准教授）

日　時： 月に１回、主に火曜日または金曜日　１３時３０分～１５時００分

概　要： 現代思想の主要なテーマについて、講師が講義形式で話題提供をし、講師と受講者の間で、そして受講者

同士で議論を深めることを目指します。また、取り上げるテーマは、受講者の関心や希望を反映させるつも


             りです。

テキスト： 資料を配布します。

【主な内容】　現代思想とは何か。グローバリゼーションについて。芸術について。環境について。狂気について。

　　 性について。などを予定。

※ゼミの受講はすべて無料で予約制です。詳細は事務室にお問い合わせください。

◆現代思想ゼミ◆

 　　　　　　テキストは購入の義務はありませんが、興味のある方は購入をお勧めします。

食文化ゼミでは、日本の食文化の形成とその変容について概説し、地域における食文化の今日的役割と

◆食文化ゼミ◆　

◆イギリス文化ゼミ◆
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【事務室窓口業務】　受付時間：９：３０～１２：３０、１３：３０～１６：３０　（１２：３０～１３：３０は昼休み）
【事前予約制】　利用予定の前日１５時まで、電話・メールで予約してください。
【秋田大学入構規制実施】　秋田大学正門の総合案内所で確認を受けてから入構してください。

【学習センター利用にあたって】

　例年開催している研修旅行は、残念ながら本年度は中止とさせていただきます。

研修旅行について

第１６号が刊行になりました。視聴学習室・図書室で閲覧できます。購入希望の方は事務室にお申し出ください。最
新号第１６号は、１冊６８０円で購入できます。バックナンバーも販売しております。

学生証の交付について

Ｏｐｅｎ　Ｆｏｒｕｍ （放送大学大学院教育研究成果報告）について

　本部へ写真を提出されていない方は学生証の発行ができませんのでご注意ください。

　新規入学・再入学の方は｢入学許可書｣、在学生の方は期限切れの学生証を提示してください。

　２０２０年４月に新規入学・再入学された方、学生証の有効期限が令和２年３月末になっている全科履修生の方は
秋田学習センターの窓口で学生証をお受け取りください。

　学生証は単位認定試験の受験、視聴学習室・図書室の利用、面接授業の追加登録、各種証明書発行の際に必要
です。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、利用に当たっては下記の事項に留意願います。

【注意】学習センター利用について

　体調のすぐれない方は、利用をご遠慮ください。マスク着用・手指の消毒・ソーシャルディスタンスの維持にご協力
願います。

【現在、秋田大学は構内への入構を規制しているため、学習センターに来所の際には事前予約が必要と
なります。学習センターでは、新型コロナウイルスの感染予防対策を図りながら業務を段階的に再開して
おりますので、来所される場合は必ずホームページまたは電話等で確認してから事前予約の上ご利用願
います。】

事務室からのお知らせ

　機関誌「ばっけ」第９３号に引き続き、今回も「秋田を学ぶ講座シリーズ２０２０」の案内を同封します。第1回は新型
コロナウイルス感染予防のため中止となりましたが、第2回、第3回は計画通り実施する予定です。周囲の関心ある方
へお渡しいただければ幸いです。

秋田をまなぶ講座シリーズ２０２０について

放送大学教養学部

全科履修生

氏 名 放送 太郎

生年月日 昭和○○年○○月○○日

有効期限 学生番号 012-345678-9

平成○○年○○月末
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視聴学習室･図書室からのお知らせ

室内利用について

●室内の秩序を守り、職員の指示に従ってください。
●ソーシャルディスタンスの維持にご協力ください。

●利用時間は、午前か午後いずれかの利用でお願いします。
●ロッカーおよび座席は、すべて指定番号の使用をお願いします。
●三密を避けるため、利用人数を制限することがありますのでその際はご協力ください。
●視聴学習室・図書室に入室後、学生証を図書受付に提出してください。
●ヘッドフォンを使用される方は、図書受付に申し出てください。

●事務室窓口にて、入館受付を行ってください。

　新型コロナウイルス感染予防のため、ご不便をおかけしております。

新型コロナウイルス感染予防のため当分の間

視聴学習室・図書室利用時間

　◆視聴学習室・図書室では、新型コロナウイルス感染予防のため当分の間、事前予約制・座席指定・
利用人数制限があります。

　◆来所当日は、秋田大学総合案内所で学生証を提示の上、確認を受けてから入構してください。

　◆事前予約は、来所希望日の前日１５時までに電話やメールで予約してください。

　

　図書・放送教材（DVD/CD）・ヘッドフォン等ご使用後は、すべて返却ワゴンに返却してください。返却後、消
毒作業を行います。

午前 9：30～12：30、午後 13：30～16：30

（12：30～13：30 昼休み）

利用時間の制限は、新型コロナウイルス感染予防のため消毒作業を実施するためです。

ご理解とご協力をお願いいたします。
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１４日 学部・大学院単位認定試験（～７/２１）自宅での受験

中旬 科目登録申請要項送付

通信指導添削結果送付

　単位認定試験の期間変更に伴い、

７月の閉所日が変更となりますのでご注意ください。

１３日 夏季臨時閉所日(～８/１６)

１４日 卒業研究履修申請（～８/２０）

１５日 第２学期科目登録申請受付開始（～８/３０郵送、～８/３１Web）

２０２１年度大学院博士・修士全科生出願受付開始（～８/２６消印有効）

３１日 学部生・修士選科・科目等履修生出願締切（第１回）

１日 第２学期学部、修士選科・科目生出願受付開始（第２回、～９/１５）
５日 センター閉所日（作業停電のため）

１９日 公開講座　「秋田県水産業の地域的特色と秋田港」

　　　　会場：ほくとライブラリー土崎図書館

２９日 視聴学習室・図書室閉室(～９/３０）

３０日 休学・復学・退学届提出締切

10月1日 第２学期開始

　　　　･･･閉所日 ４日 学位記授与式、入学者の集い
　　　　･･･試験日 （※在学生のセンター利用は、１１時までとなります。）
　　　　･･･視聴学習室・図書室閉室 　３１日 公開講座　「城下町本荘の構造」

　　　　会場：由利本荘市文化交流館カダーレ

　　　　

予定は変更する場合もありますので、学習センターホームページ等の広報でご確認ください。

　新型コロナウイルス感染症対策による授業・行事の中止や延期の詳細、学習センターの臨時閉所、その他
の重要なお知らせは以下により随時情報を公開しております。
　各自で最新情報を確認するようお願いします。
　◆放送大学ホームページ◆秋田学習センターホームページ◆システムWAKABA「学内連絡」

今後のスケジュール

日 月 火 水 木 金 土

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

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
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日 月 火 水 木 金 土
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