ばっけ

第９５号
発 行 令和２年１０月
放送大学秋田学習センター
ＴＥＬ ０１８－８３１－１９９７

「隔たり」について

放送大学秋田学習センター客員准教授

小倉 拓也

第 2 学期がはじまり、涼しく、そして寒くなっていく時期に差しかかりました。この半年、全国の大学では、
Covid-19 の感染予防のため遠隔授業が導入され、大学での学びは大きく動揺しました。いまなお混乱が続
いています。放送大学は、授業形態からして影響は比較的小さいと言えるかもしれませんが、それでも、面
接授業は全国一律で閉講となり、秋田学習センターで実施されるゼミでは、教室に飛沫防止のためのアク
リル板やシートが設置されるなど、間違いなく変化が生じています。こうした変化は、大小様々ですが、それ
らが共通して提起していることがあるとすれば、それは何でしょうか。私は「隔たり」だと思います。
以前と同じように対面することが困難になり、私たちは物理的に隔てられました。それがもたらすのは、ま
ずは「不便」であったり、「不自由」であったり、「孤独」であったりするでしょう。大学での学びだけでなく、友
人、家族、親戚との関係、そして経済などの社会活動もまた、そうした負の影響を被っています。目を覆いた
くなるような悲しい出来事も起こっています。しかし、他方で、不本意にであれもたらされたこうした隔たりに
は、また別の側面があるように思われます。それは、そうした隔たりとともに、私たちが以前よりも「思考しよ
うとする」ようになったということです。どういうことでしょうか。
私たちは普段、めったに「考えて」いません。思考していないのです。私たちの普段の営みは、実はそのほ
とんどが、受動的な感覚であったり、習慣的な行動であったり、すでに知っていることや期待していることの
確認であったりします。私たちは、日々の営みがスムーズにいくように、身のまわりの環境や社会的な環境
をセッティングし、その環境のなかを生きています。それには、いちいち立ち止まって何かに頭を悩ますとい
う「無駄」を省いてくれるという効用があります。わざわざ苦労して考えなくて済むのです。しかし、思考する
ことは、苦労を要することです。疑問なく環境に癒着しているかぎり、思考は生じません。むしろ、そうした環
境が壊れるとき、スムーズな営みの連鎖が破断するとき、はじめて問いが生じ、それが私たちに未知のこと
を苦労して思考するよう迫るのです。
私たちが物理的に隔てられたことは、このような意味での環境との癒着が解かれたことのひとつのあらわ
れ方にすぎないと言えるかもしれません。そうだとすれば、いま私たちが苦しんでいる物理的な隔たり、その
不便、不自由、孤独は、同時に、私たちが環境から身を引きはがし、思考するための「隔たり」でもあるはず
です。「隔たり」において思考することは、決して大それたことだけではありません。普段は慣れ合いで埋め
尽くされ、言葉を選ばず送受信がなされ、それゆえに思考することを妨げていた SNS で、いつもと同じ友人
に向けて、その孤独を癒そうとする言葉を、あなたも私もひとりではないと伝える言葉を、頭を悩ましてつむ
ぐとき、私たちは間違いなく思考しようとしているのです。
こうした「隔たり」も、いずれは埋められ、日常が戻ってくるでしょう。それまでに多くのものが失われ、取り
戻すことができなくなっているかもしれません。それでも、あるいはだからこそ、そのときに、いままでよりも
少しだけ、強くて、賢くて、優しいひとになっているように、そういう世界をつくれるように、いまのこの「隔たり」
で、頭を悩まし、思考しようとしましょう。第 2 学期もよろしくお願いします。
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ご卒業おめでとう
ございます！
秋田学習センターでは、２０２０年度第１学期をもって、教養学部から１５名の方々が卒業されました。
１０月４日（日）には、秋田学習センターにおいて、新型コロナウイルス感染予防のため通常通りの実
施が難しい中での学位記授与式が行われました。卒業生１０名が出席し、式は滞りなく終了しました。
教職員一同心からお祝い申し上げます。

学位記授与式の様子（学歌演奏）

所長メッセージ

【所長表彰】
「放送大学秋田学習センター所長表彰取扱要項」に基づき、３名の方が学習奨励賞を受賞されまし
た。受賞、誠におめでとうございます。
〔エキスパートの認証を取得された方（敬称略）〕
☆ 佐々木 潤子 （全科履修生） ： 社会生活プランナー
☆ 高橋 祐哉
（全科履修生） ： 心理学基礎
☆ 菅原 香織
（全科履修生） ： 福祉コーディネータ、社会生活プランナー、現代社会の探求、市
民政策論、地域貢献リーダー人材、経営の理解、ものづくりとＭ
ＴＯ（技術経営）を学ぶ、エネルギー環境政策論
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２０２０年度第１学期卒業証書・学位記授与式卒業生代表謝辞
「放送大学卒業にあたって」
放送大学の卒業を迎え、心からの喜びと同時に、これまで教えてくださった先生方、大学
にかかわってくださったすべての皆様に心から感謝申し上げます。どの放送授業も面接授
業でも先生方は、手を抜くことなく、真摯に学生に向き合ってくださいました。また、学生たち
も若い人ばかりではなく、むしろ私のような高齢者もたくさんいて、皆さんの勉学に励む情熱
に相当刺激を受けました。面接授業の時に出会う学生の皆さんから、学ぶきっかけを聞くこ
とも大きな励みでした。大学を卒業するにあたって思うことは、入学して、本当によかったと
いうことです。知らないことを知る喜び、学ぶことの楽しさ。豊富な専門的な知識を持った面
接授業の講義に大いに感動し、時には頭をひねり、帰って調べて後で理解できたときの満
足感。学びの中でしか味わえないいろいろな感情、と感動。この放送大学を卒業できたこと
は、言葉に尽くせないほどの喜びです。学ぶことは「決して若者の特権ではなく、むしろ、一
定の仕事をこなし、これまで人生経験を重ねてきた私のような年代こそ意味がある。私の選
択は間違いなかった。」と自画自賛しています。
私は今から 50 数年まえ、東京の高校で大学受験準備の真っ最中でした。たまたま、父に
誘われて、上野文化会館で初めて、今所属している秋田の劇団の舞台を見る機会を得まし
た。熱に浮かされたように、大学よりも劇団のほうを選び、秋田にやってきて今も劇団に所
属しています。劇団の中では、お芝居を２０年近くやり、その後営業の仕事について、様々
な職種の方々にお会いしました。公演終了後、舞台を見終わった方々が、初めて会ったに
もかかわらず、あたかも、旧知の親友のように笑い泣き、抱き合い感動の心を分かち合う。
人間って不思議だと思うようになりました。６５歳になったとき、不思議に思っていたことを少
しでも解明したいと放送大学に入学し心理学を学ぶことにしました。
心理学は私が思っていたものとは全く違っていました。心という目に見えないことに対し、
先人たちが研究を重ね、実験を繰り返し、データーを駆使し、科学的な思考で解明しようと
してきたことに感動し、また遠い世界のように思っていたフロイトやユングが身近に感じて二
人の苦悩を想像することができました。毎回届く教科書に線を引き、わからないことをネット
で調べ、放送教材を何度も何度も読み返し、インターネット授業を繰り返し聞く。そうして迎
えたテストの日。ドキドキしながら大学に向かいます。答案用紙が配られると名前を書き、テ
スト用紙をじっと睨みながら試験官の合図を待ちます。「始めてください」の声に急いで答案
用紙を開けて、ざっと全体を見わたしてほっとしたり、理解が「弱かった」問題に困惑しくやし
がったり・・・・・・ 大丈夫！いや大丈夫かなと振り返りながら家に帰るときの何とも言えない
充実感。私にとってこの瞬間は本当に貴重だったと思います。卒業をしたものの、私はデー
ターの理解が極めて弱いことがわかり、高校の数学の勉強を始めました。実験の単位も足
りないので、また教養学部選科生として再入学しました。まだ仕事を続けていますが、勉強
を今以上に頑張りたい。そういった意欲を掻き立ててくれるのが放送大学です。

２０２０年１０月４日 卒業生代表 高田 冴
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ご入学おめでとう
ございます！
２０２０年度第２学期入学者１３８名の皆様、ご入学おめでとうございます。
１０月４日（日）秋田学習センターにて「２０２０年度第２学期入学者の集い」が開催され、１８名の新入生が
参加しました。新たな学習への思いを胸に新学期が始まりました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
秋田学習センター入学者数
(令和２年１０月１６日現在)
【教養学部】
全科履修生

18

選科履修生

27

科目履修生

35

特別聴講生

49

合

計

129

【大学院】
入学者の集いの様子（学長挨拶）

修士全科生

0

修士選科生

7

修士科目生

2

合

計

9

※ 今回入学された方の中からお二人にご寄稿いただきました。
『コロナ禍でのリスタート！』

【修士選科生】

高瀬 優子

私は現在、養護教諭として公立中学校に勤務している 。ふと気づくとこの仕事について３４年目に
なっていた。二人の娘は良き伴侶を見つけ、定年まであと数年だなあ・・とちょっとのんびりした気持
ちになっていたその矢先・・想像もしていなかったコロナ禍という危機に面してしまった。
新しい感染症とどのように対峙していくか、子どもたちのメンタル面をどうやってサポートしていく
か、養護教諭として第一線にたたされてしまった 。マスクも、石けんもアルコールも不足する中で
の、健康観察の徹底。綿密な環境消毒。そして感染症に対する正しい知識と予防意識の啓蒙。ま
だまだ勉強しなければいけないことがあると気づかされた 。
私は、このコロナ禍という国難を前向きにとらえ、学び直しの機会とすることに決めた。仕事と両立
させながら、現場でも活用できるように勉強を続けていくことは、自分だけではなく、学校にも子ども
たちにも良い影響を与えることが出来るのではないかと信じて、がんばっていきたい。（ちなみに私
が発行している保健だよりも「ばっけ」という名前です。）
『私が放送大学で学びたいこと』

【全科履修生】

小野 如月

私は、仕事と学業を両立させ易いという点と、自分のペースで勉強ができる点にとても惹かれ放
送大学に入学しました。
今後大学生活を通して、多種多様な分野に対して興味を持ち、「学ぶ」ことの喜びを感じられるよ
うになりたいと同時に、勉強を習慣付けて社会への第一歩を踏み出したいと考えています。そのた
めに私はまず自身のスケジュール管理をしっかり行えるようになり、計画的な学習をしていきたいで
す。なので手帳に予定を書き込み、それらをその通りに実行できる計画性と行動力を養い、更に学
習を通して教養を身に付けることで人間力を高めていきたいと思います。
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面接授業について
★追加登録を受付しております★
面接授業とは、教養学部生が学習センター等で対面により直接教員から指導を受ける授業です。
科目登録の結果、定員に空席がある場合追加登録を受け付けます。ただし、２０２０年度第２学期は新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則的に秋田県内に在住する学生に限定させていただいてお
ります。
◎先着方式申込み方法
①学習センターの窓口で申請…申請書・授業料・学生証をご持参ください。
②郵送による申請…申請書・学生証の写し・授業料・返信用封筒（84円切手貼付・宛名明記）を全て同
封のうえ、現金書留にて郵送してください。（感染拡大防止のため、郵送での受付を推奨します。）
【空席発表】１０月１７日（土）１２時（事前申請１０月１７日（土）～２２日（木））
【受付期間】１０月２３日（金）１０時 ～ １２月１２日（土）までの間、希望する面接授業の開講日の
１週間前
【受付時間】９：１５～１７：００

（ただし、１２：００～１３：００昼休みを除く）

※受付期間内でも定員になり次第締切となります。
※空席数の確認については、教務情報システム（システムWAKABA）や学習センター掲示板で確
認、または事務室へお問い合わせください。
※１１月以降空席のある開設科目は次のとおりです。
開 講 日

科 目 名

11/ 7(土)・ 8(日)

ヘブライ語の第一歩

立花 希一

11/ 14(土)・ 15(日)

近代日本の100年―外交と内政

中澤 俊輔

11/ 21(土)・ 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

11/ 28(土)・ 29(日)

担 当 講 師

臨床家族心理学入門

柴田

障がいと共生

藤井 慶博

健

12/ 5(土)・ 6(日)
英語で話す自信を培う
12/19(土)・ 20(日)

文化人類学の過去と現在

ランディ・チェケッツ
髙村 竜平

２０２０年度第２学期面接授業の科目登録申請にあたっての留意点
第２学期の面接授業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため募集定員を半減し秋田県にお住ま
いの方に限定した上で、各種の感染予防策を講じ対面により面接授業を実施することとなりました。学生
の皆様には、ご理解いただきご協力くださるようよろしくお願いいたします。なお、今後の新型コロナウイ
ルス感染症の拡大状況によっては、第２学期面接授業の閉講、授業形態を対面式からWeb方式に変更
等の措置があり得ることをご承知おきください。
また、特に心理系資格（認定心理士および公認心理師）の取得を目指される皆様の学修機会を可能な
限り確保するため、このたび、放送大学本部において代替措置としてＷｅｂ会議システム等を利用した面
接授業「心理学実験１（Ｗｅｂ）」、「心理学実験２（Ｗｅｂ）」、「心理学実験３（Ｗｅｂ）」を新たに開講すること
となっております。詳しくは、放送大学ホームページでご確認ください。
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２０２０年度第２学期の面接授業は対面により実施することとし、実施にあたり受講生には新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、「学生の皆様へのお願い」を学習センターホームページに
掲載し、ご協力をお願いしているところです。主なものを掲載いたします。

<<学習センターに来られる前の諸注意>>
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる場合、過去１４日以内に入国制限、入国後の観
察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合、熱・咳等
の症状がある場合は学習センターへの来所を控えてください。

<<学習センターに来られてからの諸注意>>
□建物内ではマスクの着用、手指の消毒、通路の左側歩行等にご協力ください。
□講義室では座席の指定および指定されたロッカーの利用にご協力ください。
□指定された場所以外での飲食は原則禁止といたします。
□咳エチケットの厳守、トイレ・エレベーター内での３密防止にご協力ください。
□緊急連絡先届（携帯電話、メールアドレス）の提出にご協力をお願いします。

なお、学習センターホールで 面接 授業 受講 者の 受付 をい たし ます。そ の際 、非 接触 式体
温計で検温させていただきますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。
また、検温の結果、３７. ５℃ 以上 ある 場合 は帰 宅い ただ き、 医療 機関 での 受診 又は あき
た新型コロナ受診相談 セン ター(018-866-7050)に 連絡 し指 示に 従う とと もに 、そ の結 果を
当学習センターに報告いただくこととしておりますので、併せてご協力をお願いします。

２０２０年度第２学期単位認定試験の実施について
２０２０年度第２学期単位認定試験につきまして、新型コロナウイルスの感染が拡大する可能性を考慮し、代替措置に
よる自宅受験にて実施することになりました。

１．単位認定試験期間
２０２１年１月１３日（水）～１月２１日（木） （消印有効）
※事前に周知していた試験日程と異なります。配付済みの授業科目案内やシステムWAKABAの時間割は、変更前の日
程で記載されていますので、試験期間をお間違えの無いようご注意ください。

２．単位認定試験実施方法
実施方法については、２０２０年度第１学期に準じた方法（自宅で答案を作成し、郵便で提出する方法）にて実施される
予定です。なお、２０２０年度第２学期の単位認定試験については、今後大学で検討を進め、郵便や大学ホームページ、
システムWAKABA等で順次お知らせしますので、必ずご確認ください。
また、学籍登録で誤った住所で登録されている場合、単位認定試験受験に必要な受験票や解答用紙等、郵便物の未
着や遅延が発生します。登録住所に誤りや変更がないか、あらためてご確認ください。

３．受験時の注意点
各科目には、学習センター等での受験を前提とした試験日・時限が設定されており、同一試験日・時限の科目を受験
することはできません。
ただし、今回は２０２０年度第２学期再試験科目と２０２０年度第２学期に新規に科目登録した科目が同一試験日・時限
であった場合に限り、両科目とも受験することができます。
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放送大学秋田学習センター
タウンミーティング in にかほ
秋田学習センター所属学生の皆様には、日々学習に精励されていることと
思います。
さて、11月14日（土）に、にかほ市で講演会が開催されます。
奮ってご参加下さい。

【入場無料】
◆ 演題 ： 「生涯学習について」
◆ 講師 ： 放送大学秋田学習センター所長 西田 眞

ご参加を
お待ちし
ています。

◆ 演題 ： 「古文書から探る鳥海山麓の戦い

―戊辰戦争研究の新視点―」

◆ 講師 ： 秋田県教育庁生涯学習課
学芸主事 畑中 康博 氏
日時 ： 2020年11月14日（土）１３：３０～１５：００
会場 ： 仁賀保勤労青少年ホーム
（にかほ市平沢字中町７９） 【仁賀保駅から徒歩5分】
※ご参加の際は、新型コロナウイルス感染防止のためマスクを着用ください。
主催/放送大学秋田学習センター
共催/仁賀保勤労青少年ホーム
※ 講演会申し込み先 放送大学秋田学習センター
電話番号 018-831-1997
FAX番号 018-837-4885
E-mail
akita-aktsc@ouj.ac.jp

【放送大学】 大学説明会のご案内
放送大学の大学説明会を、１２月１９日（土）、１月２４日（日）、２月２０日（土）
に開催いたします。その案内要項を今回送付の機関誌「ばっけ」第９５号に同
封しております。
学生の皆様の友人・知人・職場の方々に同封の案内要項を渡し、紹介してい
ただければ幸いです。
放送大学の良さを、ひとりでも多くの方に伝えていただきたいと思いますの
で、ご協力の程よろしくお願いいたします。
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視聴学習室・図書室からのお知らせ
視聴学習室・図書室は、事務室窓口で受付を済ませてからご利用ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、当分の間は座席指定および利用人数制限があります。
利用時間は、９：３０～１２：００、１３：００～１７：００とさせていただきます。
（１２：００～１３：００は、昼休みおよび消毒作業となります。）

単位認定試験問題公表について
・２０２０年度第１学期の試験問題はインターネットで閲覧することができますが、視聴学習室・図書
室のパソコンからはプリントアウトできませんのでご注意ください。
・室内で、試験問題（紙）の閲覧もできます。ただし、コピーはできませんので、ノートに書き写すか、
カメラで撮影してください。なお、各自のUSBメモリ等へのダウンロードは可能です。

図書の貸出について
放送大学附属図書館（本部図書館）から図書資料を取り寄せることができます。インターネットから
の申し込み、または、学習センター図書室備え付けの申込書に記入し申し込んでください。本部図
書館から取り寄せた図書はセンターに届きますので、貸出の手続きはセンター図書室で行います。

郵送貸出による学習について
ＢＳ放送が受信できないまたはインターネット環境がない等、ご家庭等に放送授業を視聴する環境
がない場合でも、放送教材（DVD/CD)を郵送にて大学本部から自宅に取り寄せることができます。
※２０２１年３月１９日～２０２１年３月３１日は特別整理期間のため、郵送貸出を行いません。
◎貸出しをすることができる放送教材は次のとおりです。
（ａ）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
（ｂ）単位認定試験期間の翌日からその学期の終了まで
・全ての科目
・特別講義

【貸出し期間及び貸出し数について】
貸出し期間
貸出し数

１４日間
５巻以内

※上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。

◎申込書は入学時に配付していますが、紛失された方は学習センターで受取るか、学習センター
ホームページまたは教務情報システム（システムＷＡＫＡＢＡ）からプリントアウトしてください。
※詳しくは「利用の手引」の６～７頁をご覧ください。

横手視聴施設について
横手駅前の横手市交流センターY2（わいわい）ぷらざ１階に、放送大学の教材が視聴できる部屋
がありますのでご活用ください。ただし、この部屋に配架されている教材は、学生からリクエストが
あった科目だけです。リクエストをしてから教材が横手校に届くまでは、１ケ月半程度かかる場合も
ありますので、お急ぎの方はインターネット配信をご利用ください。
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事務室からのお知らせ
新型コロナウイルス感染防止の消毒作業等を実施しています。このため当分の間 【事務室窓
口】の受付時間は、９：１５～１２：００、１３：００～１７：００とさせていただきます。
（１２：００～１３：００は、昼休みおよび消毒作業のため、窓口業務を休止させていただきます。）

システムWAKABA等のパスワード変更について
システムWAKABAをご利用の際、パスワードの初期設定を変更する必要があります。
※初期パスワードは、一定期間を過ぎますと使用できなくなります。不正利用を防ぐため、パスワード
の変更をお願いします。
システムの利用を再開したい場合やパスワードを忘れてしまった場合は、サポートセンターにご連絡ください。

【問い合わせ先】電話番号

043-276-5111

通信指導について
通信指導とは、授業の一定範囲から出題された問題の答案を提出して、担当教員の添削指導を受けることで
す。通信指導合格により単位認定試験の受験資格が得られます。
☆｢提出型｣問題の答案を本部へ提出します。
☆｢自由型｣問題は自学用です。提出の必要はありません。

通信指導提出期間 １１月１７日（火）～１２月１日（火） 本部必着
※web通信指導による提出 １１月１０日(火)１０：００～１２月１日(火)１７：００まで
※問題は印刷教材と一緒に送付していますが、一部の新規開設科目については別に送付する場合もあります。
問題が１１月５日(木)までに届かない場合は大学本部（043-276-5111（総合受付））へ連絡してください。
※通信指導の添削結果は大学本部から１科目ずつ送付され、その合否は同時期に別に送付される｢受験票｣に
よって通知されます。添削結果より先に受験票が届く場合もあります。
※択一式科目（併用式科目の択一部分）の添削結果が1月８日（金）まで、記述式科目（併用式科目の記述部分）
の添削結果が1月１８日（月）までに届かない場合は大学本部（043-276-5111（総合受付））へ連絡してください。
※1月1４日(木)になっても単位認定試験の受験票が届かない場合、あるいは紛失した場合は大学本部（043-2765111（総合受付））へ連絡してください。
※提出については一部の科目を除き、インターネット上で通信指導問題の提出・解説の閲覧ができる『web通信指
導』が利用可能です。『web通信指導』で問題の提出（送信）を行った場合には、郵送による提出は不要です。
対象科目・受講方法についてはシステムWAKABAホームページをご覧ください。

証明書発行について
証明書の発行は学習センターで行っています。『学生生活の栞』巻末にある「諸証明書交付願」に必要事項を記
入の上、学習センターに請求してください。「諸証明書交付願」は放送大学ホームページからもダウンロードできま
す。
なお、教員免許状申請のための単位取得証明書が必要な場合は「教員免許状申請用証明書」と書かれている
様式を使用してください。
証明書発行手数料は１通につき２００円です。郵送の場合は、発行手数料（現金書留または郵便定額小為替）と
返信用封筒（長形３号・切手貼付・宛先明記）を同封のうえ学習センターに請求してください。

学割証の発行について
全科履修生・修士全科生が自宅から学習センターへ通う場合や、他センターの面接授業・研究指導を受けに行く
場合等に「学割証」を発行します。
ＪＲの回数券・乗車券を２割引きで購入できます。通学定期券は対象外です。ご希望の方は事務室窓口へお申し
出ください。なお、他学校の行事への参加は対象になりません。
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今後のスケジュール
11月
日

月

火

水

木

金

土

1

2

8

9 10 11 12 13 14

3

4

5

6

7

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

12月
日
6

月

火

7

水

木

金

土

1

2

8

9 10 11 12

3

4

1日
7・8日
10日
14日
14・15日
1７日
21・22日
26日
28・29日

2020年度卒業研究報告書提出期限
面接授業
『ヘブライ語の第一歩』
通信指導提出受付開始（web）
公開講座
タウンミーティングinにかほ
面接授業
『近代日本の100年―外交と内政』
通信指導問題提出受付開始（郵送）
面接授業
『家族と家計』
2021年度第1学期出願受付開始（～3/16）
面接授業
『新・初歩からのパソコン』
『臨床家族心理学入門』

1日
5・6日
12・13日
18日
19・20日
29～31日

通信指導提出期限【本部必着】（web～17時まで）
面接授業
『障がいと共生』
面接授業
『英語で話す自信を培う』
面接授業
『心理学実験3』
大学院修士論文提出期限
面接授業
『文化人類学の過去と現在』
年末閉所日

1～3日
13日
15日
16・17日
21日

年始閉所日
学部・大学院単位認定試験(～1/21)自宅での受験
大学入学共通テストのため入構規制
センター閉所日（大学入学共通テストのため）
単位認定試験提出期限（消印有効）

5

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1月
日

月

3

火

4

5

水
6

木
7

金

土

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

単位認定試験期間変更に伴い、
1月の閉所日が変更となりますのでご注意ください。

24 25 26 27 28 29 30
31

･･･閉所日
※1月16日(土)～17日(日)は秋田大学手形キャンパスが大学入学共
･･･通信指導提出期限
通テストの試験会場となりますので、学習センターは臨時閉所させて
･･･単位認定試験日（院・学部） いただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いい

たします。
※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。

秋田学習センター施設内の空調設備改修工事について（お願い）
下記の期間、秋田学習センター施設内の空調設備改修工事を行うため、暖房が使
用できなくなります。その期間石油ストーブを設置しますが、学習センターに来所の際
は、暖かい服装でお越しください。
学生の皆様には、大変ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

期間 ： 令和２年１０月２４日（土）～１１月２３日（月） 【予定】
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