
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2021公開講演会・パソコン入門講習のご案内 
 特集 

22002211年年22月月2200日日（（土土））・・22月月2211日日（（日日））実実施施のの「「パパソソココンン入入門門講講習習」」よよりり  

2｜巻頭言：『文学だからこそ描ける「歴史」』

3｜「パソコン入門講習」実施レポート・

　　 在籍者概要・新任職員挨拶

4｜“Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｒｅｐｏｒｔ”#2-1

5｜公認心理師関係科目「心理演習」 「心理

　　 実習」受講のための選考試験について

  6｜２０２１公開講演会・パソコン入門講習案内

  7｜２０２１－１単位認定試験について

  8｜２０２１－２面接授業について

10｜次学期へむけての手続き

11｜７・８・９・１０月のスケジュール

12｜事務室からのお知らせ
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⽂学だからこそ描ける「歴史」 

⻘森学習センター客員教員

尾崎 名津⼦

 

有吉佐和⼦という作家をご存知の⽅は多いと思います。代表作とされている『恍惚の⼈』は、認

知症や介護の問題をいち早く描き出した作品だと評価されています。 
彼⼥の作品の中に、「⻲遊の死」という短篇⼩説があります。舞台は幕末の横浜の遊郭で、そこ

にいた⻲遊という遊⼥の⾃害をめぐって、彼⼥を知っていた芸者・お園がその⼈柄や事件の前後の

事情を語る物語です。 
実はこの⼩説には、モデルとなった⼈物がいます。それは、横浜の遊郭・岩⻲楼にいたとされる、

喜遊という⼈物です。彼⼥は外国⼈と関わることを拒み、「露をだにいとふやまとの⼥郎花

お み な え し

ふるあめり

かに袖はぬらさじ」と詠んで⾃害した、とされています。それが「攘夷⼥郎」の物語として幕末の攘夷

派の⼈びとに好まれ、その後何度も本やお芝居になりました。この⼈物の正体については、江⼾深

川の町医の娘説や、尊皇攘夷派の学者・⼤橋訥庵の創作説など諸説あり、実在したかどうかは不

明です。 
これらに対し、有吉はこの⼩説でまた異なる物語を作りました。それは、⼀⾔で⾔えば⻲遊を「攘

夷⼥郎」という役回りから解放することを意味しています。 
先に述べたとおり、「⻲遊の死」は、⻲遊のことをお園が語る、という形になっています。お園は⻲

遊が当初はアメリカ⼈を恐れていたものの、⾃分の病を⻄洋医学によって癒やしてくれた藤吉が、留

学を志す姿に触れて⼼を動かされたと語ります。結局、アメリカ⼈に⾝請けされることを拒む意味

で、⻲遊は⾃害しますが、この⼩説はその拒否の理由を「攘夷思想」に求めず、藤吉との関係に⾒

ています。 
お園は⻲遊にまつわる噂を⼀つずつ訂正、あるいは疑義を呈し、「本物の⻲遊さん」を形作ろうと

します。そして、最後に次のように述べます。 
 「しがない遊⼥の⼀⼈や⼆⼈、天下国家のためにはどう死に様を変えて伝えてもいいと考える⼈た

ちがいたのだと私は考えますが、どういうものでしょうかねえ。私には難かしい事のよしあしは分りません

が、蝋燭の⽕が消えるように寂しく死んで⾏った⻲遊さんを、⼀⼈だけでも静かに思い出してあげた

いもんだって思ってます。」 
「攘夷⼥郎」としての⻲遊は、攘夷派の象徴になっていました。何かを他のものに象徴させて語る

という⽅法は、珍しいことではありません。しかし、有吉は、こうしたことが「歴史」として真実らしく語ら

れる状況に対し、⼩説の形を借りて「本当はこうあり得たかもしれない⼀⼈の⼥性の実体」を、それ

もまた⼀つの「歴史」として描き出しています。 
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⼋⼾サテライトスペース総括主任  今井 裕一 （いまい ゆういち）  

今年の３月末まで、小学校教員をしていました。３５年間勤めた前職を定年退職し、４月から⼋⼾サテライトス

ペースでお世話になっております。  

若かりし頃はバスケットボールやラグビーを経験し、とにかく体を動かすことが趣味でした。しかし、⽼化現象が顕著に

なってきた今は、専らウォーキング。あちらこちらを歩きまわり、これまで気づかなかった新しい発⾒をして楽しんでいます。最近手にしたばか

りのスマホ（４月まではガラケーでした）についている万歩計に刺激され、１日７千歩を目指してあちこち徘徊︖しています。 

現在、コロナ禍の状況の中で、当大学に在籍の方々と直接お会いする機会が少ないことが、本当に残念です。先日、あるご年配の方

から、「面接授業や単位認定試験など、いくつになっても『学びの雰囲気』を味わいたくてここに来ています。」との話をうかがいました。とても

感銘を受けました。   

このような「生涯学習の志」をもつ方々に、誠意あるサポートができるよう心掛けたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

「「パパソソココンン入入門門講講習習」」をを実実施施ししままししたた

在在籍籍者者のの概概要要  

新新任任職職員員のの挨挨拶拶  

⻘森学習センター主催によるパソコン初心者

のための講習会を、２月２０日(土)⻘森SC  

で、２月２１日(日)⼋⼾SSで実施しました。

募集定員がほぼ埋まり、⻘森 SC 客員教員

の一條先生と２名の補助者の真摯な対応に

より、２時間の講習もあっという間に過ぎてしま

いました。チラシ作成を目標にした文書ソフトの

基本操作の学習に、参加者は大いに満足した

ようです。 

 

在籍者の概要は、⻘森学習センターホームページ

(https://www.sc.ouj.ac.jp/center/aomori/

about/outline.html）でご覧いただけます。例年、

第１学期分を５月中旬に、第２学 

期分を 11 月中旬に更新しています。 

また、⻘森学習センター図書室に 

は、冊子版の「在籍者の概要」(右の 

冊子)を配架しておりますので、ぜひご 

覧ください。 

★★22002211年年度度もも、、９９月月とと２２月月にに「「パパソソ
ココンン入入門門講講習習」」をを実実施施すするる予予定定でですす。。詳詳
細細はは本本誌誌６６ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。  

 

青青森森SSCC 八八戸戸SSSS 青青森森＋＋八八戸戸
337 238 557755
43 51 9944
20 14 3344
0 0 00

400 303 770033
2 3 55
10 10 2200
0 1 11
12 14 2266
441122 331177 772299

学学生生種種別別

選科履修生学学
生生
種種
別別
在在
籍籍
者者
数数

教教
養養
学学
部部

全科履修生

小　計

特別聴講学生

合合　　　　　　計計

大大
学学
院院

修士全科生

修士科目生

小　計

修士選科生

科目履修生

 

⻘森学習センター教務担当  比内 尚子 （ひない なおこ）  
２０２０年３⽉末で⻘森学習センターを退職いたしましたが、ご縁をいただき、１年期間をあけて、４月からふたた 

び⻘森学習センター教務担当として勤務させていただくこととなりました。 

この１年、新型コロナウイルス感染症の影響で、単位認定試験が⾃宅受験となったり、面接授業や客員教員ゼミ

が中止となったり、ZOOM などの WEB を利⽤した活動が増えてきたりと、放送大学での学習環境もいろいろ変化しているようです。この

ような状況下でも学生の皆様により良い学習環境をご提供できるよう、微⼒ながら努めて参りたいと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

八戸SS

青森SC
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客員教員 若⽣ 豊 （⼋⼾⼯業⼤学名誉教授） 

当ゼミでは昨年に続きコロナ感染の問題を取り上げ、今年度は標記のタイトルでゼミを開催していま

す。緊急事態宣⾔の発出など諸々の活動に対する⾏動制限が打ち出されているものの、未だ感染を

抑え込むには至っていません。感染者の約5%が重症化し医療へ⼤きな負担を強いる結果となっていま

す。Huang C ら（Lancet 1月号）は、コロナ感染重症者では好中球が増加し、獲得免疫を担うリ

ンパ球が減少していることを報告しており、さらに La Jolla 免疫研究所のグループ（Cell 12月号）は

非感染者、感染者、回復した⼈についてリンパ球の状態などの111のパラメーターを調べ、高齢者では

ウイルスに応答できるT細胞（ナイーブT）が減弱しているため獲得免疫が十分に機能せず、重症化リ

スクを⾼める原因になっていることを⽰唆しています。さて、ワクチンが感染収束の切り札として期待されま

すが、ウイルス感染に対する免疫反応において、ウイルス特異的キラーT細胞（ウイルスに感染した細胞

を排除する）の働きが感染防⽌や重症化の回避に重要であることが分かってきました。抗原を不活性

化したワクチンでは、このような細胞性免疫を誘導できませんが、今回登場した新規のmRNAワクチンは

細胞性免疫も誘導するとされています。しかしコロナウイルスは免疫抗体反応を起こしにくいため、⼒価

の強いワクチン開発は難しいとされ、どの程度の効⼒を有しているか未だ明らかではなく、接種率の⾼い

イスラエルなどの国のデータが注目されています。感染収束の目途は、抗体陽性率が⼈⼝の７割に達し

た時点とされ、来年の３⽉〜６⽉になるとの⾒通しです。抜本的な治療薬が未だ無い現在、感染抑

制のため引き続き⽇常の⽣活様式への留意や社会経済活動の⾏動規制を継続して⾏くことが極めて

重要と思われます。 

 

[引用文献およびURL] 

・Carolyn R. M. et. al., Antigen-Specific Adaptive Immunity to SARS-CoV-2 in Acute COVID-19 and Associations

 with Age and Disease Severity, Cell,183, 996–1012 (2020) 

・細胞性免疫誘導を特徴とする画期的ワクチンの開発へ;s 

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2020/0730/index.html 

★“Professional Report”では、⻘森学習センターと⼋⼾サテライトスペースの客員教員が、

各先生の専門分野について 2 回ずつ連載していきます。 

★若⽣先生は、⼋⼾サテライトスペースでゼミを開講しております。途中からでも大丈夫で

すので、ぜひご参加ください。 

Professional Report
Professional Report #2-1

「ウイルス共生時代と免疫力」
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以下の出願資格要件①〜③をすべて満たすこと。 
出願資格要件①  
2022年度「⼼理演習」「⼼理実習」選考試験ガイダンス動画を視聴し、2021年 6月 9日

（必着）までに課題レポートを提出済であること。（今年度は受付終了）  
出願資格要件②  
2021年度第1学期の単位認定までに、「⼤学における必要な科目」16科目以上に対応する

放送⼤学の対応科目の単位を修得済であること。  
出願資格要件③  
⽇本国内に居住し、郵便で連絡可能な⽅。 

公認⼼理師資格取得のための対応科目のうち、「⼼理演習」「⼼理実習」を受講するためには、年１回実施される選

考試験に合格する必要があります（受講者定員３０名）。選考試験には、第１次選考と第２次選考があります。選考

試験の詳細については、年度ごとに公表する『「⼼理演習」「⼼理実習」受講のための選考試験要項』を確認してください。

「⼼理演習」「⼼理実習」受講のための選考試験について 

CBT試験とは︖ 
パ ソ コ ン (PC) を 使 ⽤ し た

Computer Based Testing

試験です。受験会場は外部の

試験会場で、各都道府県に１

か所以上あり、学習センターは

CBT試験の受験会場として使

⽤しません。 
試験は、試験会場に設置され

たPC、マウスおよびキーボードを

使⽤して解答する形式となりま

すので、マウス操作や⽂字⼊⼒

のスキルが必要となります。 

選考試験の出願資格要件 

第１次選考の出題範囲は「⼤学における必要な科目」の、24「⼼理演習」25「⼼理実習」を除く

23 科目です。ただし、9「感情・⼈格⼼理学」10「神経・⽣理⼼理学」は、初回試験（2021年実

施）の出題範囲から除きます。 

第1次選考の出題範囲 

公認⼼理師リーフレット

「⼼理演習」「⼼理実習」

受講のための選考試験要項

「「公公認認心心理理師師リリーーフフレレッットト（（22002211 年年44 月月版版））」」とと「「22002222 年年度度「「心心理理
演演習習」」「「心心理理実実習習」」受受講講ののたためめのの選選考考試試験験要要項項」」はは、、放放送送大大学学ホホーームムペペーー
ジジににPPDDFF版版をを掲掲載載ししてていいまますす。。そそののほほかか、、学学習習セセンンタターー・・ササテテラライイトトスス
ペペーーススでで紙紙媒媒体体ででもも配配布布ししてていいまますす。。  

「⼼理演習」「⼼理実習」の単位修得までの流れについて  「公認⼼理師リーフレット（2021年4⽉版）」 P3より 

今年度は受付終了 

今年度は受付終了 

試験会場⼀覧は6⽉下

旬ホームページに掲載 

「⼼理演習」「⼼理実習」の

⽇程等詳細はホームページ

に掲載 

詳細は6⽉下旬

ホームページに掲載
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２２００２２１１年年度度  公公開開講講演演会会・・パパソソココンン入入門門講講習習ののごご案案内内  
皆様、ぜひご参加ください。 

 

公公  開開  講講  演演  会会  
演演題題  日日時時  講講師師  会会場場//定定員員  

音音楽楽のの力力でで  心心もも体体ももリリフフレレッッシシュュ  ７７月月２２１１日日（（水水））  
13:30～15:00 

佐佐々々木木  純純子子  氏氏  
NPO法人青森音楽療法研
究会理事長 

私私文文学学へへのの系系譜譜をを辿辿るる    
～～葛葛西西善善蔵蔵、、太太宰宰治治、、そそししてて寺寺山山修修司司へへ～～  

８８月月２２５５日日（（水水））  
①10:30～12:00 
②13:30～15:00 

鎌鎌田田  紳紳爾爾  氏氏  
弘前学院大学客員准教授 

青森市男女共同参
画プラザ カダール
（アウガ５階） 
AV多機能ホール 
［450名］ 

近近世世のの廻廻船船    
～～｢｢北北前前船船｣｣ををめめぐぐるる諸諸問問題題とと盛盛岡岡藩藩領領ににおおけけるる
廻廻船船のの建建造造動動向向～～  

９９月月４４日日（（土土））  
13:30～15:00 

石石山山  晃晃子子  氏氏  
前あおもり北のまほろば
歴史館副館長 
(フリーランス キュレーター） 

むつ市立図書館 
視聴覚ホール 
［80名］ 

弘弘前前とと世世界界ををつつななぐぐ音音楽楽のの絆絆    
～～ママリリンンババとと打打楽楽器器アアンンササンンブブルルにに魅魅せせらられれてて～～

１１１１月月１１４４日日（（日日））  
13:00～15:00 

肥肥田田野野  恵恵里里  氏氏  
パーカッション･グループ
〈ファルサ〉代表 

弘前大学創立 
５０周年記念会館 
みちのくホール 
［50名］ 

 計計るる、、知知るる、、気気づづくく、、そそししてて変変わわるる    
～～リリンンゴゴ農農家家対対象象QQOOLL健健診診をを通通ししてて～～  【【仮仮題題】】  

１１１１月月２２００日日（（土土））  
13:30～15:00 

和和田田  啓啓二二  氏氏  
弘前大学COI研究推進機
構 社会実装副統括 

つがる市立図書館 
セミナー･学習室 
［20名］ 

パパ  ソソ  ココ  ンン  入入  門門  講講  習習 
講講  師師  ：：  弘弘前前大大学学大大学学院院理理工工学学研研究究科科    准准教教授授  一一條條  健健司司  氏氏  

  
「「ワワーードド（（文文書書作作成成ソソフフトト））ででチチララシシをを作作ろろうう！！」」  

 

【【八八戸戸SSSS会会場場】】  
９９月月１１１１日日（（土土））  13:00～16:00 
ユートリー伝統工芸室 ［10名］ 

【【青青森森SSCC会会場場】】  
９９月月１１２２日日（（日日））  13:00～16:00 
青森SC講義室 ［10名］ 

「「エエククセセルル（（表表計計算算ソソフフトト））でで家家計計簿簿をを作作ろろうう！！」」  
作成モデルを参考にしながら、数式と関数を利用して家計簿を作成した

り、支出の割合をグラフ化したりしながら、エクセルの基本的な機能を学
びます。「初めてエクセルを使ってみたい」という方におススメです。 
 

【【青青森森SSCC会会場場】】  
２２月月１１９９日日（（土土））  13:00～16:00 
青森SC講義室 ［10名］ 

【【八八戸戸SSSS会会場場】】  
２２月月２２００日日（（日日））  13:00～16:00 
ユートリー伝統工芸室 ［10名］ 

 

黒石市産業会館 
４階大会議室 
［40名］ 

作成モデルを参考にしながら、簡単な文字の入力やイラストの挿入を
するほか、自分で撮影した写真を貼り付けて、簡単なチラシの作成方法を
学びます。「初めてワードを使う」という方でも大丈夫です。 
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２０２１年度第１学期 単位認定試験
　２０２１年度第１学期単位認定試験については、引き続き、国内の新型コロナウイル ス感染症をめぐる国内状況に

鑑み、代替措置として自宅受験方式にて実施いたします。大学本部より送付の、単位認定試験受験方法等を
ご確認い た だきますようお願いい たします。

試
験
実
施
方
法

●試験実施期間

２０２１年７月１３日（火）～７月２０日（火）消印有効
※２０２１年度第１学期授業科目案内やシステムＷＡＫＡＢＡの時間割等は、変更前の日程で記載されています
ので、期間をお間違えのないようご注意ください。

●試験問題の入手方法（試験実施期間中）※下記方法の利用が出来ない場合、ご相談ください。

ウェブ閲覧　▶　放送大学ホームページにリンクを貼った『試験問題公開ページ』に試験問題を
掲載します。ご自身のパソコンやスマートフォン等から閲覧してください。閲覧には「ユーザー名（ID）」
と「パスワード」が必要です。期間中は何度でも閲覧可能で、プリンターでの印刷も可能です。

コンビニエンスストア　▶　指定のコンビニエンスストアにあるプリントサービス機器で、試験問題の
印刷ができます（有料のサービスとなります）。

※詳細は、６月３０日頃送付予定の、試験関係書類をご確認ください。

●答案用紙の提出方法

大学本部から届いた解答用紙に解答を記入し、提出用封筒へ入れ、７月２０日消印有効で、
大学私書箱宛に郵送してください。

日　

程

６月３０日頃
（予定）

試験関係書類を送付開始（７／６に未着の場合、大学本部へお問合せください）
○受験方法説明（試験問題公開ページ用の「ユーザー名（ID） 」と「パスワード」記載）・

解答用紙（マークシート／記述式解答用紙）・答案提出用封筒・コンビニプリン
トサービスの利用方法（予約番号・ユーザー番号記載）

○受験票

７月１３日（火）
～２０日（火） 試験問題閲覧可能

７月２０日（火） 【消印有効】答案提出
※必ず、利用郵便局の営業時間や、郵便ポストの集荷時刻および消印日付を確認してください。

８月下旬 「成績通知書」発送予定

注
意
事
項

●筆記用具はＨＢの黒鉛筆を使用してください。
●「記述式」科目は、解答用紙がマス目と罫線の２種類あります。指定された解答用紙を使用してください。
●「併用式」科目は、マークシートと記述式解答用紙の両方提出が必要です。
●履修していない科目の答案は、提出しても無効となります。

再
試
験

　今学期登録した科目で、単位を修得できなかった場合は、次の学期に学籍がある場合に限り（休学中
を除く）、科目登録をしなくても再試験を受験できます（再試験に係る授業料等はかかりません）。
　今学期で在学期間が終了する方は、出願期間に次学期の入学出願を行い、学籍を継続してください（こ
の場合、他に受講希望科目がなければ、出願時の学費は入学料のみとなります）。
　ただし、再試験科目と同じ試験時間に新規科目を登録すると、どちらか１科目しか受験できません。
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面
接
授
業
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）。
●全８回（90分×７回＋45分×１回）の授業を受講し、成績評価は試験、レポート等により行われます。
●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。
●全国で約８割の科目が土・日に開講されています。

　在学生の方は、下記の期間に放送授業とともに科目登録申請を行ってください。
なお、在学生には2021年７月中旬に「科目登録申請要項」が送付されます。

●「科目登録申請票」による申請期間…８月15日（日）～８月30日（月）私書箱必着
●システム WAKABA による申請期間…８月15日（日）９︓00～８月31日（火）24︓00

　入学学期当初から面接授業の登録申請をする場合は、下記の手続きにて申請できます。
　全科履修生、選科履修生、科目履修生のすべての学生種の方が登録できますが、下記のように入学の区分により手
続き方法が異なります。詳細は「学生募集要項」にてご確認ください。

　◆新規入学の方
　◆再入学の方（過去に放送大学を卒業または在籍したことがあるが、2021年度第１学期に学籍のない方）
　

　◆継続入学の方（2021年度第１学期に学籍があり、継続して入学される方）

在
学
生
の

科
目
登
録

入
学
学
期
当
初
か
ら
の
科
目
登
録

７月12日（月）
までに出願

８月１５日（日）9:00～８月３１日（火）24:00に、システム WAKABA にて出願
※放送授業・オンライン授業申請後、面接授業科目登録申請

８月４日（水）
までに学費納付

８月１５日（日）9:00～８月３１日（火）24:00に
システム WAKABA にて科目登録
※ログイン ID とパスワードは入学許可書に記載

２０２１年度第２学期 面接授業について

登録したい科目が決まったら

★システム WAKABA にログイン
【教務情報】→【科目登録申請】

面接授業タブへ

 ＋科目追加 

★科目コード入力

 検索

★表示された科目を確認
選択にチェック　　 

★選択された科目の一覧を確認
　＋科目選択　

　＋追加完了　

  確認 

★一覧を再度確認

  登録 
※整理番号を控える

   これで終了です︕

◆システムWAKABA に操作マニュアルがありま
す。【キャンパスライフ】→【学習案内】→【科目
登録申請案内】で、「科目登録申請操作説明ガ
イド」をご覧ください。

◆受けたい科目が決まっている時は、科目コード
だけで検索し、登録できます。

◆【教務情報】→【科目登録申請メニュー】で、
申請した内容を確認することができます。
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追
加
登
録

２０２１年度第２学期　面接授業について

開講科目一覧
青森学習センター

科目区分 科目コード クラス
コード 科目名（担当講師） 会場 日程 定員

専門科目：
社会と産業 2578697 Ｋ

日常生活のための国内法と国際法
（柳原 正治 先生）

弘前大学創立50周年
記念会館 岩木ホール

10月16日(土)1 ～ 4時限
10月17日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
心理と教育 2578689 Ｋ

ストレスの心理学
（高橋 恵子 先生）

弘前大学創立50周年
記念会館 岩木ホール

11月  6日(土)1 ～ 4時限
11月  7日(日)1 ～ 4時限 24

導入科目：
人間と文化 2578646 Ｋ

最新の成果から迫る青森県史２
（北原 かな子 先生・中園 美穂 先生・中園 裕 先生・ 小山 隆秀 先生）

弘前大学創立50周年
記念会館 岩木ホール

11月13日(土)1 ～ 4時限
11月14日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
生活と福祉 2578662 Ｋ

家族の機能と役割
（藤田 あけみ 先生）

弘前大学創立50周年
記念会館 岩木ホール

11月20日(土)1 ～ 4時限
11月21日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
生活と福祉 2578670 Ｋ

がん、がんによる死を防ぐために
（圡田 成紀 先生）

弘前大学創立50周年
記念会館 岩木ホール

11月27日(土)1 ～ 4時限
11月28日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
社会と産業 2578700 Ｋ

上京、U ターン、観光の人類学
（白石 壮一郎 先生）

青森県観光物産館
アスパム内会議室

11月27日(土)1 ～ 4時限
11月28日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
心理と教育 2578425 Ｋ

心理学実験１
（吉中 淳 先生）

弘前大学創立50周年
記念会館 岩木ホール

12月  4日(土)1 ～ 4時限
12月  5日(日)1 ～ 4時限 12

総合科目 2578727 Ｋ
岩木山をめぐる自然と生活

（瀧本 壽史 先生・佐々木 実 先生）
弘前大学創立50周年
記念会館 岩木ホール

12月11日(土)1 ～ 4時限
12月12日(日)1 ～ 4時限 20

専門科目：
人間と文化 2578719 Ｋ

日本近代文学と映像文化
（尾崎 名津子 先生）

青森県観光物産館
アスパム内会議室

12月11日(土)1 ～ 4時限
12月12日(日)1 ～ 4時限 24

導入科目：
自然と環境 2578654 Ｋ

光と私たちの日常生活
（櫻田 安志 先生）

弘前大学創立50周年
記念会館 岩木ホール

12月18日(土)1 ～ 4時限
12月19日(日)1 ～ 4時限 24

基盤科目：
外国語 2578638 Ｋ

中国語初級
（宮本 徹 先生）

弘前大学創立50周年
記念会館 岩木ホール

  1月  8日(土)1 ～ 4時限  
1月  9日(日)1 ～ 4時限 24

八戸サテライトスペース
科目区分 科目コード クラス

コード 科目名（担当講師） 会場 日程 定員

基盤科目 2578735 Q
改訂・問題解決の進め方

（秋光 淳生 先生）
ユートリー
５階視聴覚室

10月23日(土)1 ～ 4時限
10月24日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
生活と福祉 2578760 Q

超高齢社会と地域包括ケア
（川野 恵智子 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

10月30日(土)1 ～ 4時限
10月31日(日)1 ～ 4時限 24

基盤科目 2578743 Q
立憲主義 - 憲法は変えられないか

（髙須 則行 先生）
ユートリー
５階視聴覚室

11月20日(土)1 ～ 4時限
11月21日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
人間と文化 2578794 Q

是川遺跡の縄文考古学
（市川 健夫 先生・小久保 拓也 先生・杉山 陽亮 先生）

八戸市埋蔵文化財セ
ンター是川縄文館

11月27日(土)1 ～ 4時限
11月28日(日)1 ～ 4時限 24

導入科目：
心理と教育 2578751 Q

社会的影響の心理学
（山本 雄大 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

12月  4日(土)1 ～ 4時限
12月  5日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
自然と環境 2578808 Q

寒さと生きる微生物
（星野 保 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

12月11日(土)1 ～ 4時限
12月12日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
社会と産業 2578778 Q

道具とデザイン
（宮腰 直幸 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

12月18日(土)1 ～ 4時限
12月19日(日)1 ～ 4時限 24

専門科目：
社会と産業 2578786 Q

自然災害と建築
（滝田 貢 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

 1月  8日(土)1 ～ 4時限  
1月  9日(日)1 ～ 4時限 24

科目登録決定後に、さらに定員に余裕がある科目については、追加登録を受け付けます。
科目登録申請期間中に登録できなかった方や、学期途中で履修科目を追加したい方は、ぜひご利用ください。
詳細は、９月中旬～下旬頃に案内チラシ送付にてお知らせします。

●空席状況発表日…10月15日（金）12時
●事 前 申 請 期 間…10月15日（金）12時 ～ 10月20日（水）
●先 着 申 請 期 間…10月21日（木）～ 各科目の受付期限ま で
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次学期へむけての手続き

　科目登録申請が必要です。７月中旬に大学本部より送付予定の「科目登録申請要項」等を参照
のうえ、科目登録申請を行ってください。申請は、①郵送 または ② WEB（システム WAKABA）の
どちらか一つの方法にて手続きしてください。

●申請期間　①郵  送…８月15日（日）～８月30日（月）私書箱必着
　　　　　　② WEB…８月15日（日）９︓00～８月31日（火）24︓00

※８月下旬に発送される成績通知の到着を待って科目登録申請を郵送すると、申請期間内に到着しない恐れが
あるため、システム WAKABA で成績を確認のうえシステム WAKABA から登録申請を行う事をおすすめします。
※学部生は、放送授業・オンライン授業のほか、面接授業の科目登録もあわせて行ってください。
※科目登録申請開始の８日前になっても「科目登録申請要項」等が届かない場合は、大学本部へお問い合わせ
ください。（電話︓043－276－5111（総合受付））
※全科履修生が、科目登録申請および授業料納入を４学期間（２年間）続けて行わない場合は除籍となります。
現在３学期間にわたって科目登録をしていない方は、この期間にぜひ科目登録をされることをおすすめします。

　継続入学出願が必要です。①郵送 または ②ＷＥＢ（システム WAKABA「教務情報 → 継続入
学申請）のどちらか一つの方法にて出願してください。

●出願期間　①郵  送…６月10日（木）～９月14日（火）私書箱必着
　　　　　　　　※「継続入学用出願票」や一般の出願票使用
　　　　　　　　※集団入学ま た は共済組合を利用し て入学し た方お よ び自主退

学者には、継続入学関連書類は送付さ れ ませ ん の で、出願さ れ
る方は「学生募集要項」を入手のうえ出願してください。

　　　　　　② WEB…６月10日（木）９︓00～９月14日（火）17︓00
　　　　　　　　※ WEB 出願の場合も、証明書類は９月１４日（火）私書箱必着

　※なお、下記にあたる場合は、出願方法や出願時期にご注意ください。

 （Ａ）入学学期当初より面接授業の科目登録を希望する場合 
　必ず８月15日（日）９︓00～８月31日（火）24︓00（在学生の科目登録期間）に、システム WAKABA「教務
情報→継続入学申請」にて出願し、放送授業・オンライン授業申請後に、面接授業科目を登録申請してください。
　※郵送による出願や、上記期間外に出願した場合は、学期当初からの面接授業科目の登録ができません。

 （Ｂ）2021年度第１学期に登録した科目の通信指導再提出・再試験のみを次学期に希望する場合 
　出願票裏面の「科目登録欄」は空白にし、●印の設問欄（桃色）の回答を「はい」として○を記入して出願し
てください。その場合は、入学料のみ必要となり、授業料は不要です。
　ただし、2021年度第１学期単位認定試験に合格した場合は、この出願は無効となります。

 （Ｃ）過去に全科履修生として在籍したことのない選科・科目履修生が、全科履修生として入学希望の場合 
　「継続入学用出願票」では出願できませんので、システム WAKABA または「学生募集要項」を取り寄せたうえで

「全科履修生出願票」にて出願してください。入学資格を証明するための証明書類などの提出が必要となります。

　今学期に履修中の科目の成績によって卒業が確定する方は、成績確定後に出願を行ってください。
2021年度第１学期の成績通知は、８月下旬を予定しております。

※入学学期当初より面接授業の科目登録を希望する場合は、システムWAKABA で成績を
確認し、出願いただくことをおすすめします。必ず８／15（日）～８／31（火）（在学生の科目登
録期間）に、システムWAKABA「教務情報→継続入学申請」にて出願し、放送授業・オンラ
イン授業申請後に、面接授業科目を登録申請してください。
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７月・８月・９月・10月のスケジュール

７　月
13日（火）
　

～20日（火）︓2021年度第１学期単位認定試験
　　　　　　　　※自宅受験

面接授業
３～４日 「白神学－白神の動物と植物」（青森）

「心理学実験２」（八戸）

１０月
2日（土）

3日（日）

15日（金）

21日（木）

25日（月）

︓2021年度第１学期学位記授与式・
  2021年度第２学期入学者のつどい（青森）
︓2021年度第１学期学位記授与式・
  2021年度第２学期入学者のつどい（八戸）
︓2021年度第２学期面接授業
　　空席発表　【12時】
　　追加登録事前申請受付開始《～10/20》
︓2021年度第２学期面接授業
　　追加登録先着申請受付開始《～各科目の受付期限まで》
︓教員免許更新講習（冬期）受付開始《～11/22》

面接授業
16～17日
23～24日
30～31日

「日常生活のための国内法と国際法」（青森）
「改訂・問題解決の進め方」（八戸）
「超高齢社会と地域包括ケア」（八戸）

８　月
12日（木）
15日（日）
25日（水）
27日（金）

30日（月）
31日（火）

～15日（日）︓臨時閉所日
︓2021年度第２学期科目登録申請　開始
︓2022年度修士全科生・博士全科生出願締切
～９/９（木）︓教員免許更新講習（夏期） 修了認定試験     

※自宅受験

︓2021年度第２学期科目登録申請　《郵送締切》
︓2021年度第２学期科目登録申請　《ＷＥＢ締切》
︓2021年度第２学期　第１回出願締切
　（教養学部、大学院修士選科・科目生）

９　月
1日（水）

14日（火）

24日（金）

︓2021年度第２学期　第２回出願受付開始《～9/14》
　（教養学部、大学院修士選科・科目生）
︓2021年度第２学期　第２回出願締切
　（教養学部、大学院修士選科・科目生）
～30日（木）︓図書室・視聴学習室の利用停止

新型コロナウイルス感染症の状況により、急な スケジュール変更をする
場合が あります。青森学習センターホームページでお知らせいたします。

臨時閉所日

８月１２日（木）～１５日（日）

　上記の日は臨時閉所いたします。ご迷惑をお
かけいたしますが、よろしくお願いいたします。

新学期準備に伴う利用停止期間

９月２４日（金）～３０日（木）
　新学期準備のため上記の期間は、図書室・
視聴学習室の利用を停止します。ご理解ご
協力のほど、よろしくお願いいたします。
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青森学習センター 〒036-8561　青森県弘前市文京町3　コラボ弘大７階
  TEL︓0172-38-0500　FAX︓0172-38-1299　 Twitter︓@aomoricenter
八戸サテライトスペース 〒039-1102　青森県八戸市一番町1-9-22　ユートリー4階
  TEL︓0178-70-1663　FAX︓0178-70-1667
青森学習センターむつ校 〒035-0073　青森県むつ市中央2-3-10　むつ市立図書館内
  TEL︓0175-28-3500　FAX︓0175-28-3400（※視聴・貸出のみ対応）
青森学習センターあおもり校 〒030-0801　青森県青森市新町1-3-7　青森市民図書館内（アウガ８階）
  TEL︓017-776-2455　FAX︓017-776-2400（※視聴・貸出のみ対応）
放送大学ホームページ    https://www.ouj.ac.jp/　　青森学習センターホームページ　https://www. sc.ouj.ac.jp/center/aomori/

事務室からのお知らせ

2021年度第２学期入学生 募集中

住所変更手続きについて　　 （「学生生活の栞」教養学部版ｐ88、大学院版ｐ80、「利用の手引き」p18参照）

2022年度入学 修士全科生・博士全科生 募集中

教養学部生、大学院修士選科・科目生 募集中︕

出願期間 ︓ ９/ １４（火）ま で
　ご友人、ご家族・ご親戚、ご同僚など、皆様の周りに「学び」
に関心のある方がいましたら、この機会にぜひ放送大学をご紹
介ください。
　口コミでどんどん学友の輪を広げましょう。もしかしたら、身近
なあの人が１０月にはともに学ぶ仲間になっているかも…︖もちろ
ん、継続入学生も大歓迎です︕
　資料請求、体験学習・入学相談を随時承っております。お気
軽に青森学習センターまたは八戸サテライトスペースにお問い合
わせください。

　入学後、「現住所」「連絡先の電話番号」に変更が あったときは、速やかに『住所等変更届』（「学生生活の栞」
巻末に様式あり）を下記宛先へ提出してください。シ ス テ ム WAKABA「教務情報→変更・異動手続」からも
届出できます。
　なお、「現住所」の変更は、最寄りの郵便局にも「転居届」を提出してください。

★提出先★
　教養学部 → 所属の学習センター・サ テライト ス ペース
　大学院 → 修士全科生 → 大学本部教務課大学院研究指導係
　大学院 → 修士選科・科目生 → 大学本部学生課入学・履修係

大学院修士全科生・博士全科生 募集中︕

出願期間 ︓ ８/ １４（土）～ ８/ ２５（水）
　修士全科生は修士課程を修了し て「修士（学術）」の学位取得を目指す学生、博士全科生は博士後期課
程を修了し て「博士（学術）」の学位取得を目指す学生で す。入学資格を満た す方に対し入学者選考（筆記
試験、面接試問）を行っ た上で入学を許可し ま す。
　募集要項を希望の方は、お気軽に青森学習セ 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。

通信制大学にとって、
郵便は「命綱」のよう
なもので す。変 更 が
あった場合は必ず届出
を行ってください。
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