
 

２０２１年度第１学期 面接授業科目の追加登録申請 
★面接授業（スクーリング）とは 

「面接授業（スクーリング）」は、学習センター等で他の学生と一緒に教員から直接指導を受けます。幅広い学問

分野で、授業形態は通常の講義形式のほか、実験やフィールドワーク等多彩な形態で開講しています。 

●1 科目 1 単位で、授業料は 5,500 円。（放送授業は 1 科目 2 単位） 

●８回（90 分×7 回＋45 分×1 回）の授業を受講し、成績評価 

は試験、レポート等、担当講師の指定する方法により行われます。 

●全国で約 8 割の科目が土・日に開講されています。 

●全科履修生は、卒業要件として面接授業又はオンライン授業を 

20 単位以上修得する必要があります。 

●選科履修生・科目履修生も履修が可能です。 

●２０２１年度第１学期より開講時間に変更があります。 

面接授業科目の追加登録について 

科目登録決定後に定員に余裕のある科目について追加登録を受付しています(学習センターごとに申請方法が異

なります)。青森学習センター・八戸サテライトスペース開設科目については、来所による申し込みのほか、青森学

習センターでは郵送による申し込みを受付しています。希望者は次の事項に留意のうえ手続きを行ってください。 

★空席発表日 ４月１６日（金）12:00 

★登録対象者 ２０２１年度第１学期に学籍がある全科履修生・選科履修生・科目履修生 

★対 象 科 目 ４月２２日（木）以降に開始する空席の生じている授業 

★授 業 料 １科目 5,500 円（1 単位） 

追加登録の申請方法について 

★追加登録の申請方法は、下記「事前申請」「先着申請」の２つの方法があります。申請期間や申請方法等詳細に

ついては、本紙の「面接授業科目追加登録のながれ」と「注意事項」をご覧ください。 

★郵送による申し込みは、青森学習センター宛に送付してください。 
八戸サテライトスペースでは来所による申し込みのみ受け付けします。 

★電話・FAX・E メールによる受け付けはできません。 

★一度登録した科目の変更・取消、授業料の返還はできません。 

★「追加登録申請書」は、学習センター・サテライトスペース窓口または、面接授業用ウェブサイトからダウン

ロードし、入手できます。 

★開所時間 青森 SC 火～日 18:00 まで 八戸 SS 火～日 17:30 まで  

※青森 SC・八戸 SS 共に 2021 年度より平日の開所時間に変更があります。 

 

事
前
申
請 

★こんな時におすすめ！… 空席が残り少ない場合や、予約したい科目がある場合 

★受付期間：４月 1６日（金）12:00 ～ ４月 2１日（水）開所時間内まで ※月曜・祝日除く 

※郵送による申請の場合は、４月 2１日（水）までに青森学習センター必着。 

空席発表日から追加登録受付初日の前日までの期間に申込みをして予約をし、科目登録決定後に授業料を

納付していただきます。ただし、申請数が空席数を上回った場合は、抽選にて登録許可者を決定します。 

事前申請者へは、追加登録受付初日に青森学習センターより結果（科目登録の可否）を電話連絡にてお知

らせします。科目登録が許可された学生は、電話連絡終了時より授業料納付が可能となりますので、連絡時

に指定された納付期限までに、来所または郵送（現金書留）にて所定の授業料を納付してください。 

先
着
申
請 

★こんな時におすすめ！… 空席に十分な余裕がある場合や、手続きを一度で済ませたい場合 

★受付期間：４月 2２日（木）～ 各科目の受付期限日まで 

※郵送による申請の場合は、各科目の受付期限日までに青森学習センター必着。 

事前申請による登録許可者決定後、なお空席のある科目について先着順にて受け付けします。 

希望者は、事前にシステム WAKABA またはお電話にて空席状況を確認し、各科目の受付期限内に来所ま

たは郵送（現金書留）にて追加登録手続きを行ってください。 

受付期限は科目によって異なりますが、いずれも定員に達ししだい、受付期限が残っていた場合でも追加

登録を締め切ります。 

青森 SC・八戸 SS 時間割表 

1 時限  9：50～11：20 

2 時限 11：30～13：00 

昼休憩（50 分） 

3 時限 13：50～15：20 

4 時限 15：30～17：00 
 

文部科学省認可通信教育 



面接授業科目 追加登録のながれ 
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追加登録決定 
登録科目に教科書や提出物の指定がある場合は、必ずご用意ください。 

 

登録が許可された学生は、 

来所または郵送により授業料を納付してくださ

い。郵送の場合は、①授業料と②返信用封筒（長

形 3 号、84 円切手貼付・宛名明記）を必ず「現

金書留」にて青森 SC へお送りください。 

※郵送による申請は青森 SC のみにて受け付けます。  

納付期限：電話連絡終了時～ 

センターより指定された納付期限日まで 

（郵送は納付期限日必着） 

 

事前申請者に、結果（登録の可否）を 
下記の時間帯に電話連絡しますので、この時間
内に必ず連絡が取れるようにお願いします。 
※時間内に連絡が取れない場合はキャンセルとなります。

なお空席がある場合には先着申請にて受け付けます。 
 

電話連絡時間 

４/２２（木）10:30～12:00 

 

来所または郵送による申請 

◆来所による申請方法 

①追加登録申請書 

②学生証 

①と②を持参のうえ、 

青森 SC または八戸 SS にて申請してください。 
申請書はセンター・サテライト窓口にもご用意しています。 
････････････････････････････････････････ 

◆郵送による申請方法 

①追加登録申請書（学生証の 

コピー貼付）を青森 SC へ 

お送りください。 

※この時点ではお金は送らないでください。 
※封筒オモテ面に「追加登録申請書在中」と 

朱書きしてください。 
････････････････････････････････････････ 

受付４/１６(金)12:00 ～ 

 ４/２１(水)開所時間内まで（郵送必着） 

学生証があれば 
代理人でも OK 

 
来所または郵送により申請してください。 

 

◆来所による申請方法 

①追加登録申請書 

②学生証 

③授業料 
 

①～③を持参のうえ、青森 SC または八戸 SS に

て申請してください。 

申請書はセンター・サテライト窓口にもご用意しています。 
･････････････････････････････････････････ 
◆郵送による申請方法 

①追加登録申請書 

（学生証のコピー貼付） 

②授業料 

③返信用封筒（長形３号、84 円切手貼付・宛

名明記） 

①～③を必ず現金書留にて青森 SC へお送りく

ださい。 
･････････････････････････････････････････ 

受付期間 

４/２２（木）～各科目の受付期限 

（郵送は各科目の受付期限日必着） 

 

学生証があれば 

代理人でも OK 

★空席状況の確認方法★ 

システム WAKABA リアルタイム空席状況 

４/２２（木）15:00 より表示開始 

（放送大学トップページ→在学生の方へ→システム

WAKABA へログイン→教務情報→科目登録申請→空

席照会→希望の科目を検索） 

 

システム WAKABA が見られない方は、青森学習セ

ンター・八戸サテライトスペースへお電話にてお問い

合わせください。 

空席状況発表 ４/１６（金）12 時～ 

放送大学ホームページまたは青森 SC・八戸 SS 掲示にて空席数を確認してください。 

～ 

～ 



 

 

お問い合わせ・お申し込み先 

放送大学青森学習センター 

〒036－8561  

弘前市文京町３ コラボ弘大７階 

TEL：0172－38－0500 

火～日  9:30～18:00 
（月・祝日は閉所） 

※2021 年度より平日の開所時間を変更いたします。 

放送大学八戸サテライトスペース 

※八戸 SS では郵送による追加登録受付は行っておりません。 

〒039－1102  

八戸市一番町 1－9－22 ユートリー４階 

TEL：0178－70－1663 

火～金  9:30～17:30 
（月・祝日は閉所） 

※2021 年度より平日の開所時間を変更いたします。 

放送大学ホームページ： URL https://www.ouj.ac.jp/ 

シス テム WAKABA： 放送大学トップページ→在学生の方へ→システム WAKABA へログイン 
 

２０２１年度第１学期面接授業  指定教科書のお知らせ  

下記の科目を受講される方は、必ず事前に教科書を入手のうえ当日ご持参ください。詳しくは、２０２１年

度第１学期面接授業時間割表（北海道・東北ブロック版）か放送大学ホームページをご参照ください。 

八戸サテライトスペース開講科目 

５/2９（土）～ 5/３０（日） 

「アプリを作ろう！プログラム入門」 

会場：ユートリー５階視聴覚室 

担当講師：小久保 温 

（八戸工業大学大学院工学研究科・教授） 

初心者でも「コード」が書ける！ 

ゲーム作りで学ぶ  

はじめてのプログラミング 

（竹林暁監修、うえはら著／技術評論社／ 

¥2,508／ISBN=9784297105792） 

 
八戸サテライトスペース開講科目 

６/５（土）～ ６/６（日） 

「人間の性」 

会場：ユートリー５階視聴覚室 

担当講師：髙橋 雪子 

（八戸学院大学健康医療学部・教授） 

改定新版 ヒューマン・セクソロジー

（狛潤一、佐藤明子 他／子どもの未来社／ 

¥2,640／ISBN=9784864121767） 

 

注意事項  － 申 請 の 前 に 必 ず お 読 み く だ さ い －  

●提出する追加登録申請書は写し（コピー等）をとり、必ず保管しておいてください。 

●申請した科目はすべて登録の対象となります。授業日程が重複する複数の科目を申請した場合は、先に記載された

１科目を登録科目として扱います。ただし、申請した科目が既に満席の場合は科目登録できませんので、あらかじ

めご了承ください。 

●追加登録に関する「空席数」「受付期限日」等は、放送大学ホームページ及びシステム WAKABA、学習センター・

サテライトスペース掲示板、又はお電話等でご確認ください。 

なお、システム WAKABA の空席状況は、検索された時点のものです。青森学習センター・八戸サテライトスペー

スで申請される際には、空席状況が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。  

●郵送をご利用の場合、申請の前に青森学習センター・八戸サテライトスペースへお問い合わせください。 

期限内に郵便が届かなかった場合、申請した科目が既に満席の場合、登録内容に不備のある場合は、学生本人へ

「現金書留」により返金いたします。なお、返金に係る費用は、郵送された授業料の中から差し引かせていただき

ます。あらかじめご了承ください。 

●当学習センターでは 202１年度第１学期の面接授業の越境受講を禁じておりますが、他学習センターで開設する

科目の追加登録申請を希望する場合は、当該学習センターへお問い合わせください。 


