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この３月に正体不明の芸術家バンクシー（Banksy）が描いた絵画がイギリスで競売にかけられ、1675 万ポンド

（約 25 億円）で落札されたというニュースがありました。バンクシーとは神出鬼没のグラフィティ・アーティストで、

その作品は何の予告もなく忽然と街の片隅に現れて人々を驚かせています（グラフィティとは「落書き」という意

味で、主にスプレーを用いて、建物の壁など公共の場に描かれる文字や絵のこと）。チンパンジーの集団が議席

を占めている国会を描いた代表作「退化した議会（Devolved Parliament）」のような本格的な油彩画もあり、世相

を反映した題材を諷刺的な視線で描き、作品自体がすぐれた社会批評になっているのがバンクシーの特徴で、

彼の作品はこれまでも人々の注目と喝采を集めていました。 

今回驚くほどの高値で落札されたのは素朴な絵で、描かれているのは人形で遊ぶ男の子の姿。ただし、その

人形はよくあるスーパーヒーローではなく（実際、スパイダーマンやバットマンは脇のカゴでほったらかし）、胸に

赤十字をつけ、ヒーローのごとく右手を上げて空を飛ぶ女性看護師です。絵のタイトルである「ゲーム・チェンジャ

ー（Game Changer）」は「試合の流れを変える選手やプレイ」という意味ですが、現在のコロナ禍の文脈において

は、今や時代のヒーローは代わり、英国において獅子奮迅の活躍をしている医療従事者、特に「国民保健サービ

ス（National Health Service、通称 NHS）」制度下の病院で身を粉にして働いている人々を現代のスーパーヒーロ

ーとして賞賛しようというメッセージと捉えることができます。実際にこの絵は英国サウサンプトンの NHS 病院に

送られたもので、オークションの収益は NHS に回されたといいます。 

第二次世界大戦直後の英国で、「揺りかごから墓場まで」の福祉国家を目指したクレメント・アトリー労働党政

権が残した最大の業績の一つが「国民保健サービス」です。国民皆保険を当然のように享受している日本ではそ

の意義が見失われがちですが、医療を国有化し、国民が等しく無料の医療を受けることを市民的権利として制度

化した NHS は特筆すべき大きな達成でした。2012 年に開催されたロンドンオリンピックの開会式でも、シェイクス

ピアからミスター・ビーンに至る名だたる英国の文化を紹介する中で、実は NHS も取り上げられていました。開会

式の芸術監督を務めた映画監督ダニー・ボイル（Danny Boyle）が、イギリスが生んだ世界に誇れる輝かしき社会

福祉制度として「国民保健サービス」を称揚していたのです。 

しかしながら近年の NHS は、十分な資金と人員が投入されずに運営基盤が弱体化し、提供する医療サービス

の質が低下の一途をたどっていることばかりが取り沙汰されていました。そこに新型コロナウィルスが到来して猛

威を振るったわけですが、NHS のスタッフはこの危機に際してまさに身を挺して人々の命を救うべく奮闘し、その

姿は広く国民の賞賛の的となりました。私が専門とする演劇の分野でも、NHS が英国社会にもたらした恩恵を描

いた連作劇「最大の富（The Greatest Wealth）」（2018 年に NHS 創立 70 周年を記念して製作）をオールド・ヴィッ

ク劇場（the Old Vic）が動画サイトで無料放映して謝意を表していましたが、バンクシーの作品もまた医療従事者

への感謝の意を込めたエールとなっていたのです。もちろん現状では様々な問題を抱えた制度ではありますが、

「国民保健サービス」が高邁な理想のもとに成立した画期的な医療体制であったことを思い起こし、今この瞬間も

献身的に働いている NHS の全スタッフに、そして全世界の医療従事者に私もまたエールを送りたいと思います。 

 



      ご卒業おめでとう

　が修了、卒業されました。教職員一同心からお祝い申し上げます。

※新型コロナウイルス感染防止のため、撮影時のみマスクをはずして撮影しております。

     ございます！
　　秋田学習センターでは、２０２０年度第２学期をもって、大学院文化科学研究科１名、教養学部３０名

　　４月３日（土）に、秋田学習センターにおいて、新型コロナウイルス感染防止を図りつつ出席者を限定
　し、学位記授与式が挙行されました。修了生並びに卒業生１１名が出席し、式は滞りなく終了しました。

学位記授与式の様子（学歌演奏） 学位記授与式 記念撮影

平成２６年度に制定した「放送大学秋田学習センター所長表彰取扱要項」に基づき、

所長表彰式を４月３日（土）の学位記授与式終了後に開催しました。

受賞された皆様、誠におめでとうございます。

【学部において４コースを卒業された方】

・ 武 田 ミ ツ さん （全科履修生） ： 社会と産業コース、心理と教育コース、

生活と福祉コース、人間と文化コース

【満８０歳以上で学部を卒業された方】

・ 田 口 陽 一 さん （全科履修生） ： 生活と福祉コース

【エキスパートの認証を取得された方】
・ 佐々木 潤 子 さん （全科履修生） ： 食と健康アドバイザー
・ 照 井 砂土子 さん （全科履修生） ： 福祉コーディネータ
・ 芳 賀 京 子 さん （全科履修生） ： 日本の文化と社会

※ご本人から同意いただいた方の、氏名を掲載させていただいております。

所 長 表 彰
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1学期 2学期 1学期 2学期
教養学部 564 8 33 15 30 650
大学院 30 33

２０２０年度第２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』

 【２０２１年度２学期　10月入学生募集】
  ◆出願受付期間 【郵　送】　　　    ６月１０日（木）～９月１４日（火）まで（本部必着）　

  ◆出願受付期間 【インターネット】 ６月１０日（木）～９月１４日（火）１７時まで

　※皆様の友人や知人の方で、放送大学に興味や関心を持っている方はいませんか？

　 　皆様をとおして、大学の素晴らしさを発信していただければ幸いです。

合計

【秋田学習センター卒業・修了者数】
2018年度
1学期以前

2 1

2019年度 2020年度

　本日は私たちのために学位記授与式を開いていただき、ありがとうございます。

　入学したのは退職と同時、５５歳でした。公民館の窓口にて放送大学のパンフレットを見た

のがきっかけで、「入学試験はありません・１科目からでも学べます」とありました。

　自分にもできるかも・・・・と思い１科目から始めました。何十年も勉強から離れていて不安

もありましたがどうにか進むことができ、単位認定試験に合格し単位を修得した時の充実感

は次のステップにつながっていきました。面接授業にも楽しかった思い出があります。平泉で

開催された時、歩きながら歴史と建造物とその由来などの説明を受けたことなどが思い出さ

れます。

　大学を卒業するにあたって、調べ、感動し、何度も教科書を開いて理解できたとき、私のよ

うに人生経験を重ねても学びの中から大きな喜びを味わうことができ、また、それは生きが

いを感じられる瞬間でもあったことが、思い起こされます。

　これからもこの喜びを続けていきたいと思っています。

　秋田学習センターの教職員の皆様今後ともよろしくお願いいたします。

　ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２１年４月３日　卒業生代表　武田　ミツ

２０２１年度第２学期学生募集について

◎上記の10月入学生及び２０２２年度4月入学博士・修士全科生の募集要項は6月10日から配付です！

コロナウイルス感染の収束が未だ見えないなかにあって、放送大学の個別出願者数は６
年ぶり（2期連続）の増加となりました。秋田学習センターも1年前から46名増え、581名
（教養学部555名、大学院26名）でこの４月を迎えることになりました。今年放送大学の仲
間になられた方には、コロナ禍のなか、今を見つめ直すことで、新たな生き方(未来)を求め
入学された人も多いかと思います。様々な場面で制約を感じる今ですが、自身のライフス
タイルにあわせた学びが可能な放送大学の素晴らしさを、是非より多くの人に知ってもら
いたいと思います。
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　　２０２１年度第１学期入学された２２９名の皆様、ご入学おめでとうございます。

秋田学習センター入学者数
　  　　(令和３年４月２５日現在)

※ 今回入学されたお二人からご寄稿いただきました。

定年退職し就業時間が自分のものとなりました。興味がある学びができるとのことで、放送大学の
受講を申し込みました。

他県での講座にも興味がそそられる授業もあります。全国を回りながら知識を付け、旨い食をし、
各地の史実を探りながら健康寿命を維持し過ごすのも、悪くないと思っております。

　４２年間のサラリーマン生活を終えて、学習のことを考えてみました。
職場での立ち位置を上げるため、これまで財務、税務、法務、外国為替など合格のため休日返上

の学習。楽しかった？ウーン、違う。やらされている。興味の有無に関係なく、これは、仕事だと。
私は、本学入学式の前から学習を始めました。興味深い講座、例えば、高橋和夫先生の「中東の

政治」、地政学的に重要な国々、そこは内戦と大国の思惑に翻弄されています。ペルシャ帝国、オス
マン帝国から続く歴史ある国々。でも内戦が絶えず続くシリアを国とは呼ばず、シリアという地名だと
言う言葉に衝撃を受け、地政学をもっと学習したいと思いました。

昭和４９年、私の大学入学は、戦後３０年。学内には、「日米安保反対」、「日米地位協定見直し」な
どの立て看板がキャンパスを埋め過激派学生運動の一部が学内を占拠し入学式は中止になりまし
た。

今日、初めて大学の入学式に出席させて頂きました。興味深い授業科目を深掘りし本当の学習を
始めたいと思います。

　　　　　　　『学習を考える』　　　　　　　　         　【全科履修生】　　高橋　勝彦

　　　　　　　『入学にあたって』　　　　　　　　　　　　【科目履修生】　　大山　強

  ご入学おめでとう
   ございます！

　　 ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

　　４月３日（土）秋田学習センターにおいて「２０２１年度第１学期入学者の集い」が開催され、入学された方の

　うち３５名が参加されました。

【教養学部】

61

53

25

74

213

全科履修生

選科履修生

合　　計

科目履修生

特別聴講生

2

11

3

16

修士全科生

修士選科生

修士科目生

合　　計

【大学院】

入学者の集いの様子（所長挨拶）
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客員教員退任のお知らせ

　令和３年３月末を持ちまして、佐々木信子先生が客員教員をご退任されました。

　※ご退任にあたり、先生よりメッセージをいただきました。

『退任のご挨拶』
　　　　秋田大学特別教授　　佐々木　信子

秋田大学
教育文化学部准教授
堀江　さおり

この度、２０２０年度を持ちまして放送大学秋田学習センター客員教員を退く
ことになりました。本センターには、２０１８年から３年間お世話になりましたが、
面接授業や単位認定試験の際に熱心に勉学に励まれる学生の皆様の意気込
みには、いつもたくさんの刺激をいただきました。それぞれの貴重な時間をや
りくりされ、学問を探究し続ける真摯な姿に改めて心より敬意を表しますととも
に、より一層のご活躍をご期待申し上げます。

また、「食文化ゼミ」では、受講生の積極的な取り組みに感動することが数多
くありました。残念ながら最後の１年はコロナ感染対策等の影響もあって調理
実習を行う機会がありませんでしたが、これまで実施した秋田や全国の郷土食
の調理実習や地域の伝統菓子の試食等が今では懐かしく思い出されます。課
題研究の真剣な取り組みや工夫を凝らした素晴らしい発表も印象的でした。

「学びに終わりはなく、学び続けることに意味がある。」と思います。皆様の学
問に対する飽くなき探究心にならい、私自身も生涯にわたって新たな発見を追
求していく気概を持ち続けたいものと思っています。

最後になりましたが、西田所長をはじめセンターの皆様方には大変お世話に
なりました。この場をお借りして深く感謝申し上げます。
　皆様の今後の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　新任客員教員のご挨拶
初めまして。今年度より客員教員を務めます堀江さおりです。秋田大学教育文化

学部で小・中・高等学校の教員養成に携わっています。広島生まれの東京育ちで、
秋田に来て５年になります。生まれて初めて雪の積もる地域で生活することになっ
たので、初積雪の感動（雪だるまを作りたい！）と翌朝の雪かきの恐怖（どこまでか
けば終わりなの？）を体験したときは感慨深かったです。住めば都という通り、秋田
の生活を日々堪能しています。

秋田大学では家庭科教育学、消費者教育論、衣生活実験、食生活実験などの教
員養成のための授業科目を担当していますが、専門は消費者教育、金銭・金融教
育です。インターネットの普及により巷にはいろいろな情報があふれています。良い
ものもあれば悪いものもあり、その信ぴょう性を判断しにくいものが本当に多くなっ
ています。正しい情報をもとに判断し、行動できるかどうかに生活は左右されます
し、様々な格差も広がってしまいます。自分にとって必要な情報を適切に選びとり、
より快適に生活を送るためには、生活者として、消費者としてどのようなことを理解
し、考え、行動できるようにならなくてはいけないのか、どのように学習すると効果
的なのかといったことを研究しています。秋田学習センターで行う消費生活ゼミで
は、生活者・消費者の立場から経済活動を捉え、自分にとって理想的な生活を送る
ために必要な事柄とは何かを皆さんと一緒に検討していきたいと思っています。

研究者としてのスタートは少し遅かったのですが、学びたい、深めたい、追究して
みたいという意欲を貪欲に持ち続けることは生活を豊かにするきっかけにもなるの
で、とても素敵なことだと思っています。皆さんと一緒に切磋琢磨しながら楽しく学
んで行きたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。

　佐々木先生は、「食文化ゼミ」を３年間担当され、また学修相談にもご尽力いただき
ました。改めてお礼申し上げます。
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□建物内ではマスクの着用をお願いします。
□エレベーター内の３密禁止（４人まで）に協力ください。可能であれば階段の利用をお願いします。
□４階ホールでのタブレット型サーマルカメラによる検温に協力ください。
□熱がある方は再度体温計で検温し、37.5℃以上あった場合直ちに帰宅し、かかりつけ医に電話相談ま
   た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、その結果を当セ
   ンターに報告ください。
□建物内の移動は左側歩行をお願いします。
□講義室出入口では消毒液で手指の消毒に協力ください。
□講義室内はソーシャルディスタンス確保のため、指定された席に着席ください。ロッカーも指定番号を
   利用ください。
□講義室では大きな声で会話せず、咳エチケットを厳守してください。
□休憩時間には入口ドアを全開し、空気の入替を行いますので協力ください。
□トイレ利用時は３密防止に努め、手洗いの励行に協力ください。
□指定された場所以外での飲食は原則禁止します。飲食時は黙食（黙って食事する）とし、マスクをはず
   した状態での会話は控えてください。
□その他、建物内でのソーシャルディスタンス確保に協力ください。
□講義終了後、帰宅の際は３密を避け階段の利用に協力ください。
□学習センター利用後２週間以内に新型コロナウイルスに感染していた場合は、速やかに学習センター
   に報告および事情聴取に協力ください。
□「緊急連絡先届（携帯電話、メールアドレス）」を必ず提出ください。
　

　面接授業とは、教養学部生が学習センター等で他の学生と一緒に直接講師から対面により指導を受ける授業
です。科目登録の結果、定員に空席がある科目については追加登録を受け付けます。

面接授業の受講にあたっての留意点
　

2021年度第１学期の面接授業は、新型コロナウイルス感染防止のため募集定員を半減かつ秋田県内
にお住まいの方に限定し、各種感染予防策を講じ対面により実施しております。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拡大状況によっては、第１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すようお願いいたします。

１． 秋田学習センターに来られる前（自宅等での）の諸注意

□以下の事項に該当する場合は、自主的に受講を見合わせてください。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・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

２． 面接授業のため秋田学習センター来校時の諸注意

2021年度第１学期面接授業について

秋田学習センター２０２１年度第１学期面接授業
受講学生の皆様へのお願い
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※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。

※受付期間内でも定員になり次第締切となります。

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。申請書は、学習セン
   ターホームページまたは窓口にございます。

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。）

先着方式の受付

　　☆追加登録を行っている科目は次のとおりです。

上記科目は、４月２２日（空席発表日）現在の追加登録が可能な科目です。窓口で空席状況を確認の上お
申し込みください。

【受付期間】４月２２（木）１３時 ～ ７月３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）

科 目 名 講 師 定 員 開 講 日
追 加 募 集受
付 期 限 日

フランスの文化と文学
　　　辻野　稔哉
(秋田大学教育文化学部・
准教授)

24 5月15日(土),16日（日） 5月8日(土)

マルチメディア情報処理の基礎
　　　柳沼　良知
(放送大学・教授)

30 5月22日(土),23日（日） 5月15日(土)

くらしと法－民法入門
　　　小野寺　倫子
(秋田大学教育文化学部・
准教授)

24 5月29日(土),30日（日） 5月22日(土)

温泉水の地球化学
　　　石山　大三
(秋田大学大学院国際資源
学研究科・教授)

15 6月5 日 ( 土 ),6 日（ 日） 5月29日(土)

地域資源と地域活性化
　　　臼木　智昭
（秋田大学教育文化学部・
准教授）

30 6月12日(土),13日（日） 6月5日(土)

療育
　　　木元　　稔
（秋田大学大学院医学系研
究科・助教）

24 6月19日(土),20日（日） 6月12日(土)

文学作品を英語で学ぶ
　　　中尾　信一
（秋田大学教育文化学部・
准教授）

24 6月26日(土),27日（日） 6月19日(土)

阿仁マタギ秘境の暮らしと自然観

　　　濱田　　純
(秋田大学・客員教授／秋
田大学北秋田分校長)
　　　鈴木　英雄
(北秋田猟友会会員／マタ
ギ学校講師／自然観察指
導員)

30 7月3 日 ( 土 ),4 日（ 日） 6月26日(土)

出羽国から中世日本を考える
　　　近藤　成一
(放送大学・教授)

30 7月10日(土),11日（日） 7月3日(土)

看 護 研 究 の 基 礎
　　　工藤　由紀子
（秋田大学大学院医学系研
究科・准教授）

12 7月10日(土),11日（日） 7月3日(土)
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　 OPACシステム簡易検索

　 ディスカバリーサービス（図書電子ブック等まとめて検索）

放送大学附属図書館ホームページの「OPACシステム」で図書資料の取り寄せ申し込みをす
ることで、学習センターで受け取ることができます。（附属図書館の一般図書のみ）
　全科生は自宅配送が利用できます。（配送料自己負担）
※OPACシステム利用法
❶放送大学附属図書館のホームページにアクセス　https://lib.ouj.ac.jp/index.html
❷OPACシステム簡易検索をクリック⇒OPACのトップページに移動
➌検索窓に書籍のタイトルやキーワードを入れ「検索ボタン」をクリックすると、
　 書籍検索結果の一覧が表示されます。
❹借りたい図書資料名をクリック。
　 取り寄せできるものは、予約が表示されます。
❺受取希望館または自宅配送を選択し、連絡先を確認して申込をクリック。

貸出冊数・機関について

学部生・・・・・・・・・・・１０冊
卒研履修・・・・・・・・・２０冊
大学院（博士）・・・・・３０冊

貸出期間は1ヶ月以内

秋田をまなぶ講座シリーズ2021

第1回「阿仁鉱山と院内銀山
の結びつき」

日時： 7月3日(土)
13:30～15:00

会場： 秋田県立博物館

定員： 60名
講師： 秋田大学国際資源学部

資源開発環境コース
教授 今井忠男

お申込先：秋田県立博物館
☎ 018-873-4121

第2回「秋田の地域食資源を活用
した健康食品や化粧品の開発」

日時： 8月28日(土)
13:30～15:00

会場： にかほ市仁賀保勤労青少年
ホーム

定員： 60名
講師： 秋田大学教育文化学部

地域文化学科
教授 池本敦

お申込先：斎藤宇一郎記念会
☎ 0184-35-4057

第3回「宗家を支える佐竹苗字
衆 ー佐竹南家を中心にー」

日時： 10月17日(日)
13:30～15:00

会場： 雄勝文化会館オービオン

定員： 80名
講師： 秋田大学教育文化学部

地域文化学科
教授 渡辺英夫

お申込先：湯沢市立湯沢図書館
☎ 0183-73-3040

＊お申し込みは、チラシ裏面の「FAX受講申し込みシート」でお願いします。

検索

検索

ログイン画面になったら

システムWAKABAと同じ

ＩＤ・パスワードを入力し

てね

放送大学附属図書館で本を借りる方法について
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単位認定試験問題公表について

２０２０年度２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。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。

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
リなどへのダウンロードは可能です。

横手視聴施設について

横手駅前にある、横手交流センター
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に
届くまでに、１ヶ月半程度かかる場合もあ
りますので、急ぐ方はインターネット配信
をご利用ください。

放送教材およびインターネット授業視聴用PC・タブレットの使用

　授業の内容が収録された放送教材（DVD・CD）を視聴学習室・図書室で視聴することができ、ま
たインターネット授業視聴用PC・タブレットを利用し授業を視聴できます。

*視聴したい場合は、カウンターまでお申し出ください。
*センター内のインターネット授業視聴用PC・タブレットだけでなく、自分のPC・タブレット・スマホを
  センター内のWi-Fiに接続できます。ただし、登録してID・パスワードを取得する必要があります。
*センター内の視聴用端末などでの利用は、インターネット配信による放送授業のみです。

※詳細（利用申請・手続き）につきましては、事務室にお尋ねください。

郵送による放送教材の貸出について

　BS放送が受信できないまたはインターネット
環境がないなど、ご家庭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ご自宅に取り寄せる
ことができます。

◎貸出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

※詳しくは、「利用の手引」の６～７頁をご覧ください。

視聴学習室・図書室からのお知らせ

※視聴学習室・図書室の利用について

・ロッカーおよび視聴学習室・図書室における
座席は事務室窓口で受付の際、指定します
のでご協力ください。

・ヘッドフォンを利用される方は、図書受付カウ
ンターに申し出てください。感染防止の観点
から自分で所有するヘッドフォン/イヤホンを
持参して使用することをおすすめします。

・図書・放送教材（DVD/CD）・ヘッドフォンなど

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。

※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。

【貸出期間及び貸出数について】

１４日間

５巻以内

貸出期間

貸出数　
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   来所の際は、必ず事務室窓口で受付を行ってください。

学生証の交付・更新について

学生証は、単位認定試験の受験（２０２１年度第１学期は自宅受験となりましたので学生証は不要）、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。所属学習センター窓口
で、必ず発行・交付を受けてください。新規および継続入学の方は「入学許可書」を、全科履修生で有効期
限切れ更新の方は「旧学生証」を提示してください。
　
　【有効期限】　全科履修生　２年間、選科履修生　１年間、科目履修生　半年間
　

有効期限が切れた学生証は無効です。学籍を継続する場合（休学中含む）や再入学された場合は、必ず
新しい学生証を受領してください。

キャンパスメールについて

　「キャンパスメール」（学籍番号@campus.ouj.ac.jp）は、Webブラウザを利用した電子メールシステムです。
　・放送大学本部および学習センターからの修学関連事項の連絡
　・学生から放送大学本部および学習センターへの連絡手段
　・メール機能としての活用

　　　　※１２：００～１３：００は、昼休みおよび消毒作業時間となります。

   視聴学習室・図書室利用またはゼミの参加なども事務室窓口にて、学生証を提示の上、体温測
定を受け健康状況を申告してください。

  ・体調がすぐれない場合は、来所をご遠慮ください。
  ・マスクを着用してください。
  ・アルコール消毒液で手指を消毒してください。
  ・「３密」にならないよう、ご協力ください。

 2020年
　 　10月1日
　　　　～
　　当面の間

午前 9：30～12：00

午後 13：00～17：00

9：15～12：00

13：00～17：00

≪　開　所　時　間　≫　

期　　　間 曜　日
視聴学習室・

図  書  室
事務室

窓口受付

学習センター開所時間のお知らせ

キャンパスメール

緊急時のお知らせや面接授業

（Zoomの招待URL）など、大事な

お知らせを配信します。
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システムWAKABA等のパスワード変更について

【問い合わせ先】電話番号　０４３-２７６-５１１１

通信指導について

　　　　　　通信指導提出期間　５月７日（金）１０：００～５月２８日（金）１７：００（ｗeb）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　５月１４日（金）～５月２８日（金）本部必着（郵送）

証明書発行について

学割証の発行について

※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。

※択一式科目（併用式科目の択一部分）の添削結果が７月７日（水）まで、記述式科目（併用式科目の記述部分）
   の添削結果が７月１３日（火）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。

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。

※７月９日(金)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（043-276-
   5111（総合受付））へ連絡してください。

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。

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。

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。

事務室からのお知らせ

　 システムの利用を再開したい場合や変更したパスワードを忘れてしまった場合は、学生サポートセンターにご
連絡ください。

　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システムにログインできなくなります。
※初回ログイン時に必ずパスワードの変更をお願いします。

※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。

※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。

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。

　 問題が５月６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。

　☆｢自由型｣問題は自学用です。提出の必要はありません。
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５月 1日 集中科目履修生(司書教諭)出願受付開始  （ ～6/7）

7日 通信指導受付開始（web）

12日 教員免許更新講習生受付締切

14日 通信指導受付開始（郵送）

15・16日 面接授業 『フランスの文化と文学』

22・23日 面接授業 『マルチメディア情報処理の基礎』

『心理学実験２』

28日 通信指導提出期限（郵送：本部必着、web17:00まで）

29・30日 面接授業 『くらしと法ー民法入門』

６月

5・6日 面接授業 『温泉水の地球化学』

10日 第2学期学部、大学院修士選科生・科目生出願受付開始（～9/14）

12・13日 面接授業 『地域資源と地域活性化』

19・20日 面接授業 『舞踊論』・『療育』

26・27日 面接授業 『文学作品を英語で学ぶ』

『心理検査法基礎実習』

７月 3・4日 面接授業 『阿仁マタギ秘境の暮らしと自然観』

『日本語の特質を再考する』

10・11日 面接授業 『出羽国から中世日本を考える』

『看護研究の基礎』

13～20日 学部・大学院単位認定試験（自宅受験）

　　･･･閉所日 ８月

　　･･･試験日 13日 卒業研究新規履修申請（～8/19必着）

13～15日 センター閉所日（夏季臨時閉所）

15日 第2学期科目登録申請受付（～8/30郵送、～8/31ｗｅｂ）

※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などの
　 広報でご確認ください。

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

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 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31


