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もう⼀つの「学び」

⻘森学習センター客員教員

内海 隆

 

　もう５０年以上前のことになるが、大学紛争の跡形がまだキャンパスに残る中、私はこれからの大

学生活への不安と期待を胸に北海道から上京した。案の定、授業の大半は最後まで進むことなく、

学生生活の１年目はアルバイトと「僻地教育研究会」というサークル活動、そして評価レポート作成

で終わった。

　今年の新入生が新型コロナウイルスの影響で、大学生活を充分に過ごせないまま時が経つことへ

の焦りを感じているのは、当時の「不安定の中での安定」を探していた自分と重なり合ってくる。ロッ

クアウト等もあり大学に行けない分、私はラジオの深夜番組と神田の古本屋街の探索をしていた。

そんな時に東井義雄（とおいよしお）の『村を育てる学力』（1957）という本に出会った。

　「進学指導・就職指導によって、確かに村の子どもの学力は伸びるだろう。農村人口の都市への

移行も必然な動向であろう。しかし、村の子どもが、村に見切りをつけて、都市の空に希望を描いて

学ぶ、というのでは、あまりにみじめすぎる、と思うのだ。そういう学習も成り立つではあろうが、それ

によって育てられる学力は、出発点からして『村を捨てる学力』になってしまうではないか。」という東

井の説得力ある文章に心を揺さぶられ、それからの私は、僻地校の現状を知るために十和田湖に近

い旧平賀町温川の大木平、福島県昭和村・飯館村、「すずらん給食」で有名になった岩手県の沼

宮内などの中山間地の小・中学校の実態調査に参加した。そこで出会った子どもたちは、皆、彼ら

の世界と未来への夢があった。その時、都会と比べて学校教育では不備な点が多い彼らも、「自分

たちの未来を豊かに生きるために学んでいるのだ」というように学生の私には映った。

　過去・現在・未来のつながりの中で未知なるものや人から発見や理解する喜びを通して、未来を

創造していくプロセスが人生だとすれば、成人した私たちの「学び」には、過去に学んだものを身の

丈サイズに合わせ直す「学びほぐし」と自分たちの住んでいる「村（地域コミュニティ）をつくる」とい

う、もう一つの意味があるのではないか、と思っている。
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〜卒業研究紹介〜 

放送⼤学では毎年８⽉に次年度の卒業研究履修の申請受付を⾏っております。

今回は２０１９年度に卒業研究を履修した先輩から卒業研究の内容を紹介していただきました。 
 
 放送⼤学で学んだ⼼理学と独学していた⾊彩学、この２つを実⽣活に活かしたいと思い、卒業研究を履修し

ました。次の⽂章は卒業研究の概要です。卒研ガイダンスから⾯接審査まで 1 年半、充実した学びの機会となり

ました。 
 

ＱＯＬを⾼めるための⾐⽣活  
アクティブシニア世代の服装⾊とファッションスタイルの提案 

 ⼼理と教育コース 平亜希⼦  
 

 
⻘森学習センター教務主任

  中  村  勝  之  
 （なかむら かつゆき）

 
この 3 ⽉に弘前⼤学の事務職員を定

年退職し、ご縁あって⻘森学習センターに採⽤となり

ました。⼤学職員としては、勤務年数の半分以上を

教務・学⽣関係の職務に携わっていましたので、引き

続き教育機関において、それも教務担当として勤務で

きることに喜びとやりがいを感じています。 
趣味はスキーと50歳近くなってから嵌ってしまった海

釣りで、どちらも時期が来ると年 20〜30 回ほど通い

つめているため、家族には休⽇家にいるのが苦⼿なの

だなと⾔われ続けてきました。 
放送⼤学において、強い意志と目的、旺盛な知識

欲を持って学ばれている幅広い年代の⽅々をサポート

することは、私⾃⾝多くの刺激が得られるものと期待を

膨らませております。どうぞよろしくお願いいたします。 

⻘森学習センター総務担当

⽊ 村 ⽐ 査 ⼦

（きむら ひさこ）

 
 ４⽉より総務担当になりまし

た。放送⼤学は、２０代の頃に⻘森ビデオ

学習センター（当時）初代スタッフとして勤

務したことがあり、年⽉を経て今回が２度目と

なります。 
以来、学⽣の皆さまの学ぶ姿に刺激を受

け、私⾃⾝も⼊学し、単位認定試験等に挑

戦した経験があります。 
⼼新たに、皆様さまにとって快適な学⽣⽣

活となるよう微⼒ながら努めてまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。☆趣味は読

書。ジャンル問わず、おすすめがあればぜひ︕ 
 

✿✿✿ ✿

✿✿ 

～新任職員の挨拶～

　研究対象は60代の女性である。仕事や趣味に意欲的で豊富な経験による見識があり、独自のライフスタイル
を楽しむ世代。そこで研究対象をアクティブシニア世代と総称して研究を進めた。
　研究主題はＱＯＬを高めるためである。ＱＯＬは主観的な視点からの生活の満足度や幸福度のため個人差が
あるが、生活の基本である衣食住は共通している。その中で衣生活の被服の役割である身体の保護と自己の
表現に着目した。身体の保護は安全な生活につながり、交通事故から身を守るためにはどうすればいいのか。自
己の表現は自分らしく生きたい、好きな服を着たいといった心の解放である。この2つを解決するために色の力
を服装に取り入れた。
　研究Ⅰでは色の違いによる視認性の実験を夕暮れから夜間にかけて行い、視認性の高い色を服装のアクセント
カラーとして用いて身体の保護を図る。研究Ⅱでは、着てみたいと思う服装色のイメージ調査を実施し、調査結果
を服装のベースカラーとして用いて自己の表現を図る。これらの結果からファッションスタイルを提案し、着てみた
いコーディネートを選んでもらった。
　研究結果から、視認性の高い色をアクセントカラーとして取り入れると交通事故防止や災害時の安全な避難に
つながり身体の保護となる。また、視認性の高いアクセントカラーは新しいファッションスタイルを演出することが
できる。周囲の視線や価値観、規範意識にとらわれていたこれまでのファッションスタイルを変えるきっかけとなり、
心の解放につながる。年齢を重ねた今だからこそ、おしゃれを楽しみ本当に着たい服を自由に着ることは自己の
表現につながり、ＱＯＬを高めるための衣生活になることが明らかとなった。

　最後に、アンケート調査にご協力下さった、青森学習センターと放送大学生の皆様に心から感謝いたします。
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 ●放送授業年間スケジュール 

 1学期  ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 
２学期 １０⽉ １１⽉ １２⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 

       

●放送授業の視聴⽅法 
放送授業は1つの授業期間に15週にわたって放送され（週１回、１回４５分）、学期ごとに完結します。その授業内

容は第１学期、第２学期とも同じです。インターネット配信では、授業開始時から全１５回の視聴がいつでもできます。 
◎テレビ科目 

BS放送２３２チャンネル、インターネット配信、ひかり TV（契約者のみ）等で視聴可能 
   ◎ラジオ科目 
    BS放送５３１チャンネル（テレビの⾳声放送）、インターネット配信、インターネットラジオ rajiko 

（ラジコ）等で視聴可能 
   ※各教材は⼤学本部から借りて（郵送での貸出、返却）視聴することも可能です。 
 
 
 
●放送授業の印刷教材 

●放送授業の評価⽅法  
通信指導・単位認定試験に合格すると単位が認定されます。また、不合格になった場合には追加の受講料が不要で⼀度だけ

再試験を受けることができます。（次学期に学籍がある⽅に限ります。） 

放送授業・オンライン授業・⾃⼰学習サイトの紹介 

通

信

指

導

提

出 

単

位

認

定

試

験 

成

績

通

知 

授

業

開

始

 

1学期︓ 

4/1 〜 7⽉中旬 

２学期︓ 

10/1 〜 １⽉中旬 

1学期︓  

5⽉上旬〜５⽉下旬 

２学期︓ 

11⽉上旬〜11⽉下旬 

1学期︓  

7⽉下旬 

２学期︓ 

1⽉下旬 

授

業

�

�

�

�

�

� 

1学期︓  

8⽉下旬 

２学期︓ 

2⽉下旬 

放送授業の視聴は⻘森学習センター・⼋⼾サテライトスペース・あおもり校・むつ校でもできるよ 

　放送大学の最大の特徴の一つは、時間や場所を問わずに学習できる点です。BS放送やインターネット等を利用して
好きな時間に自宅等で授業を視聴し学習することができます。また、その内容に関しても放送大学の教材は他大学で
も参考にされるほど充実しております。新型コロナウイルス感染症の影響により、各所で在宅での学習方法が取り上げ
られており、従来より遠隔学習に取り組んでいる放送大学の授業も質の高さや利便性が改めて見直されております。
今回は在宅での学習が中心となる放送授業とオンライン授業、補助教材として活用できる自己学習サイトについて
ご案内したいと思います。

　放送授業は放送大学の授業の中で最も科目数の多い代表的な授業です。家事や仕事で学校に行く時間が作れない方、
自宅で勉強したい方、好きな時間に勉強したい方等にも利用しやすい授業になっております。放送授業は合格すると
２単位が取得出来、卒業までには最低94単位の取得が必要です。授業内容も幅広くあり、興味のあるものは自分の所属
したコース以外からも受講することができます。そのため自身の目的や目標に応じて、特定の領域の知識を深めること
や幅の広さを獲得すること等、学び方を選択して受講できることも大きな特徴です。

　放送授業の科目を履修すると、科目ごとに印刷教材が届きます。印刷教材は、放送授業と互いに補完するよう作成
されているため、学習にあたっては印刷教材を読み、あわせて放送授業を視聴して行うと理解を深められます。

放送授業とは

放送授業の学び方
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オンライン授業は 2015 年度より開設された全ての学習をインターネット上で⾏う授業です。現在教養学部で 33 科目、大

学院で 28 科目開講しており、取得できる単位は科目によって異なり１単位または２単位となります。場所や時間に縛られず

に学習ができ、教養学部の卒業には面接授業と合わせて最低 20 単位必要であり、一部の科目を除いて単位認定試験を実

施しないため、面接授業を受講する時間があまり取れない方には特におすすめです。また、ディスカッションを⾏うことで他の学生

の考えを通して学びを深めたり、交流フォーラムで全国の学生と意⾒交換を⾏いともに学ぶことができます。 

 

 ●オンライン授業年間スケジュール 

 1学期 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

２学期 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

       

 

●オンライン授業の視聴方法 

オンライン授業科目登録をした方は、システム WAKABA 内の学内リンクよりオンライン授業システムにアクセスすると視聴が

可能になります。 

●オンライン授業の教材 

オンライン授業の講義ノート等のすべての教材はインターネットで配信します（印刷教材はありません）。一部の科目につい

ては、指定教材があります。詳細はシラバスをご確認ください。 

●オンライン授業の課題 

オンライン授業の課題にはレポートや小テスト、ディスカッション等があります。科目によって、課題の内容や提出期限が異なり

ますので、学期開始後に授業のページにアクセスし、課題、提出期間を確認して学習をはじめてください。 

●オンライン授業の交流フォーラム・ディスカッションについて 

交流フォーラムは同じ科目を履修する学生同士の意⾒交換の場で、オンライン授業の配信期間中に利⽤できます。 ディス

カッションは、意⾒や成果物を投稿する形式の課題で、科目によってきめられた期間に利⽤できます。交流フォーラム・ディスカッ

ションへの投稿は実名で⾏われます。 

●オンライン授業の評価方法 

 

 

 

 

成

績

通

知 

課

題

提

出 

授

業

開

始 

1学期︓ 

4/上旬 〜 7月中旬 

２学期︓ 

10/上旬 〜 １月中旬 

※課題は科目によって内容・提出時期が異なります。 

履修後に確認してから学習をはじめてください。 

授

業

�

�

�

�

�

� 

1学期︓  

8月下旬 

２学期︓ 

2月下旬 

放送大学のホームページでオンライン授業を体験できるよ。 

10科目程度実際に科目を体験出来る他、課題・スケジュールの 

目安や受講に使うパソコン等の推奨環境も書かれているから履修 

を考えてる方はチェックしてみてね。 

※学生生活の栞や授業科目案内にもオンライン授業の説明が掲載されておりますので、ご参照ください。 

　オンライン授業には一部の科目(2020年度第１学期は３科目)を除いて、単位認定試験が実施されません。レポー
トや小テストの結果で評価が行われます。レポートや小テストは期限内に提出・受講することが必要です。また、オン
ライン授業には単位認定試験を実施する科目以外は放送授業の様に再試験がありませんので、不合格の際には再度
受講し直す必要があります。

オンライン授業とは

オンライン授業の学び方
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放送大学自己学習サイトの活用

 

 

 
 

オンライン授業では全ての学習をインターネット上で⾏いますが、システムWAKABAよりオンライン授業システムにアクセスでき

ます。また、放送授業の受講の際にも、システムWAKABA を利⽤すると学習が便利になります。 

システムWAKABAでは下記の項目がそれぞれご利⽤できます。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

自己学習サイトでは、基礎科目やTOEIC等の英語教材、就職活動等で利⽤されている SPI・CAB・GA等や閉講科目の 

学習が⾏えます。（自己学習サイトでは単位は修得できません。） 

 

 

 放送授業とオンライン授業でのシステムWAKABAの利⽤ 

●放送授業のWeb

通信指導の提出 

放送授業の通信指導が

提出できます。（記述式

を除く） 

 

●オンライン授業の学習 

オンライン授業システムへ

アクセスできます。 

 

●放送授業の 

インターネット配信 

自分が履修していない科

目を含めて全ての放送授

業が視聴できます。 

 

●単位認定試験問題・ 

解答の閲覧 

過去２学期分の試験の

過去問が閲覧できます。 

●質問箱 

授業内容等について

の質問が⾏えます。 

 

 

●自己学習サイトへログイン 

●自己学習サイトでは下記の学習が

できます。 

〇英語（TOEIC等） 

〇PCスキル 

（基本操作、Office ソフトウェア、 

プログラミング言語等） 

〇閉講科目 

〇その他 

（SPI・CAB・GAB、 

アカデミックスキル等）

●新規開設科目印刷教材

（試し読み） 

新規開設科目の印刷教材

の一部を読むことができま

す。 

システム WAKABA のマニュアルは、「キャンパスライフ」タブ→「附属施設・情報シス

テム」をクリックすると、『【システムWAKABA】学生用マニュアル』から⾒られるよ︕ 

放送⼤学では学⽣になると、誰でも無料で⾃⼰学習サイト（⾃学⾃習の e ラーニングサイト）を利⽤することができます。

6 PB



２０２０年度第１学期 単位認定試験のご案内

試験実施方法

試験実施スケジュール

再試験

結果

その他注意事項等

　放送大学では新型コロナウイルス感染症をめぐる国内状況を鑑み、2020年度第１学期の単位認定試験につきましては、学習
センター等での集合受験という通常の方法で実施することが困難と判断いたしました。代替措置として自宅で受験する形式へ変
更となっておりますので、各自実施方法をご確認の上試験実施期間内に受験いただきますようお願いいたします。

実施にあたっては、以下のスケジュールを予定しております。

７月１日～ ︓ 解答用紙・返送用封筒・受験方法詳細の案内を大学本部から送付開始
  （１週間ほど経っても未着の場合は速やかに大学本部へお問い合わせください。）
７月中（実施期間中） ︓ 自宅で答案を作成し郵送にて提出
８月下旬以降 ︓ 成績通知

　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、出願期間に次の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。

　８月下旬に大学本部から送付される「成績通知書」によって通知します。

　・筆記用具
　　筆記用具はＨＢの黒鉛筆を使用してください。

※学生の皆さまには別紙で単位認定試験の案内を送付させていただいておりますので、そちらも合わせてご確認ください。

●試験実施期間
　２０２０年７月１４日（火）　～　２０２０年７月２１日（火）

●試験問題の出題方法
　上記の試験実施期間中に、試験問題閲覧サイト内の試験問題公開用ページに科目ごとの試験問題が掲載されておりますので、
ご自宅等のパソコン・スマートフォン等から閲覧してください。期間中は何度でも閲覧が可能で、プリンターを利用しての印刷も可
能です。
　WEB の閲覧ができない方で事前にご回答ただいた方は、問題用紙の入手方法について別途案内が送付されますので、各自試
験問題を入手いただきますようお願いいたします。

●解答の提出方法
　７月１日から、解答用紙（択一式マークシート・記述式答案用紙）と大学本部への返送用封筒が送付されます。試験実施
期間内に、解答を記入した解答用紙を大学本部へ郵送してください。

※実施方法の詳細については、大学より送付されている案内をご参照願います。
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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）です。
●全８回（90分×７回＋45分×１回）の授業を受講し、試験・レポート等により評価を行います。
●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

りますが、選科履修生・科目履修生も履修が可能です。

　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2020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（土）～ ８月30日（日）私書箱必着
●システム WAKABA による申請期間…８月15日（土）９:00 ～ ８月31日（月）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、2020年度第１学期に学籍のない方）

　

◆継続入学の方（２０２０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13日（月）
までに出願

８月15日（土）～８月31日（月）（在学生の科目登録期間）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３日（月）
までに学費納付

８月15日（土）～８月31日（月）（在学生の科目登
録期間）に、システム WAKABA にて科目登録

※入学許可書に記載の、ID とパスワードでログインしてください。

２０２０年度第２学期　面接授業について

★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
⬇

登録したい科目が決まったら

これで終了です︕

トピック★ システム WAKABAで科目登録申請するときに

□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
科
目

登
録
申
請

２０２０年度第２学期　面接授業について

青森学習センター・八戸サテライトスペース　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 開　講　日 定員

専門科目︓
人間と文化 2554046 Ｋ 発掘が語る縄文文化

（小笠原 雅行 先生）
三内丸山遺跡
縄文時遊館

10月17日（土）1～4時限
10月18日（日）1～4時限 12

導入科目︓
人間と文化 2553988 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）

青森学習センター 10月31日（土）1～4時限
11月  1日（日）1～4時限 24

基盤科目 2553970 Ｋ はじめからのパソコン操作
（一條 健司 先生）

弘前大学総合教育棟
２階情報処理演習室

11月  7日（土）1～4時限
11月  8日（日）1～4時限 20

専門科目︓
生活と福祉 2553996 Ｋ がん、がんによる死を防ぐために

（𡈽田 成紀 先生） 青森学習センター 11月14日（土）1～4時限
11月15日（日）1～4時限 24

専門科目︓
人間と文化 2554054 Ｋ 近世北奥地域の海と造船動向

（石山 晃子 先生）
青森県観光物産館
アスパム内会議室

11月14日（土）1～4時限
11月15日（日）1～4時限 24

専門科目︓
生活と福祉 2554003 Ｋ 家族の機能と役割

（藤田 あけみ 先生） 青森学習センター 11月21日（土）1～4時限
11月22日（日）1～4時限 24

専門科目︓
人間と文化 2554062 Ｋ 寺山修司－ことばの世界

（久慈 きみ代 先生）
青森県観光物産館
アスパム内会議室

11月28日（土）1～4時限
11月29日（日）1～4時限 24

専門科目︓
社会と産業 2554038 Ｋ 上京、Uターン、観光の人類学

（白石 壮一郎 先生） 青森学習センター 11月28日（土）1～4時限
11月29日（日）1～4時限 24

専門科目︓
心理と教育

2554011 Ｋ 現在の学校教育の考え方
（武内 裕明 先生） 青森学習センター 12月  5日（土）1～4時限

12月  6日（日）1～4時限 24

2553732 Ｋ 心理学実験１
（吉中 淳 先生） 青森学習センター 12月  5日（土）1～4時限

12月  6日（日）1～4時限 12

総合科目 2554070 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） 青森学習センター 12月12日（土）1～4時限

12月13日（日）1～4時限 20

専門科目︓
心理と教育 2554020 Ｋ ストレスの心理学

（高橋 恵子 先生） 青森学習センター 12月19日（土）1～4時限
12月20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 開　講　日 定員

専門科目︓
生活と福祉 2554100 Ｑ 新生児期－３歳未満の発達と特徴

（坂本 保子 先生） ユートリー５階視聴覚室 10月24日（土）1～4時限
10月25日（日）1～4時限 24

導入科目︓
社会と産業 2554097 Ｑ 社会を支える電力システム

（花田 一磨 先生） ユートリー５階視聴覚室 10月31日（土）1～4時限
11月  1日（日）1～4時限 24

総合科目 2554143 Ｑ 社会生活と法との歴史的関係
（髙須 則行 先生） ユートリー５階視聴覚室 11月  7日（土）1～4時限

11月  8日（日）1～4時限 24

専門科目︓
社会と産業 2554119 Ｑ 都市交通のモビリティ・デザイン

（武山 泰 先生） ユートリー５階視聴覚室 11月21日（土）1～4時限
11月22日（日）1～4時限 24

専門科目︓
人間と文化 2554127 Ｑ

是川遺跡からわかる縄文考古学
（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28日（土）1～4時限
11月29日（日）1～4時限 24

導入科目︓
生活と福祉 2554089 Ｑ 社会保障論

（小柳 達也 先生） ユートリー５階視聴覚室 12月19日（土）1～4時限
12月20日（日）1～4時限 24

専門科目︓
自然と環境 2554135 Ｑ 火事場を科学で考える

（工藤 祐嗣 先生） ユートリー５階視聴覚室   1月  9日（土）1～4時限
  1月10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、追加科目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17日（土）12時
●事 前申請 期 間…10月17日（土）12時～10月22日（木）
●先 着申請 期 間…10月23日（金）～各科目の受付期限ま で

※新型コロナウイルス感染症予防のため、2020年度第２学期の定員を削減しております。
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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」等の関係資料を参照の
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（土）～ ８月30日（日）私書箱必着
　　 ② WEB…８月15日（土）９︓00 ～ ８月31日（月）24︓00

　　※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」等の関係資料が届かない場合は、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 ② WEB（システム WAKABA）の「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（水）～ ９月１５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。
 ② WEB…６月10日（水）９︓00 ～ ９月１５日（火）24︓00
  　　　※WEB 出願の場合も、証明書類は９月１５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（土）～ ８月31日（月）（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）2020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、2020年度第１学期単位認定試験に合格した場合は、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。

●継続して出願をお考えの方は、７月中旬に送付される「卒業見込み者宛て連絡事項」および８月下旬に送付され
る「卒業認定通知」により卒業となるかをご確認のうえ出願してください。

※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、必ず８/15（土）～８/31
（月）（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。

次
学
期
も
学
籍
が
続
く
方

卒
業
見
込
の
方

９
月
末
で
学
籍
が
切
れ
る
方
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７月・８月・９月・10月のスケジュール

 14日 （火） 2020年度第１学期単位認定試験実施期間　《～7/21》
 23日 （木） 閉所日（海の日）
 24日 （金） 閉所日（ス ポ ー ツ の日）

 10日 （月） 閉所日（山の日）
 13日 （木）～15日（土）　臨時閉所日
 15日 （土） 2020年度第２学期科目登録申請開始
   《締切…郵送︓8/30、WEB︓8/31 24時》
 26日 （水） 2021年度修士全科生・博士全科生出願締切
 30日 （日） 2020年度第２学期科目登録申請締切（郵送）
 31日 （月） 2020年度第２学期科目登録申請締切（WEB）
   2020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）

 1日 （火） 2020年度第２学期第2回出願受付開始 《～9/15》
   （教養学部、大学院修士選科・科目生）
 15日 （火） 2020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）
 21日 （月） 閉所日（敬老の日）
 22日 （火） 閉所日（秋分の日）
 23日 （水） 図書室・視聴学習室の利用停止 《～9/30》

 3日 （土） 2020年度第１学期学位記授与式・
   2020年度第２学期入学者の つ ど い（青森）
 4日 （日） 2020年度第１学期学位記授与式・
   2020年度第２学期入学者の つ ど い（八戸）
 17日 （土） 2020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 《～10/22》
 23日 （金） 教員免許更新講習（冬期）受付開始 《～11/20》
   2020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）

  ■面接授業■
  　17日（土）～ 18日（日） 「発掘が語る縄文文化」（青森）
  　24日（土）～ 25日（日） 「新生児期－３歳未満の発達と特徴」（八戸）
  　31日（土）     「最新の成果か ら迫る青森県史２」（青森）
        「社会を支え る電力シ ス テ ム」（八戸）

７　月

８　月

９　月

10　月

新学期準備に伴う利用停止について

　新学期準備のため、下記の期間は、図書室・視聴学習室の利用を停止します。 

●図書室・視聴学習室の利用停止期間：９月23日（水）～ 30日（水）

臨時閉所日について

　下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。

【臨時閉所日】　　　　　
８月１３日（木）
８月１４日（金）
８月１５日（土）

※本センターのスケジュールは土・日曜日に開催される面接授業の
　表示を見やすくするため、月曜日始まりの表形式を採用しております。
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  TEL︓0172-38-0500　FAX︓0172-38-1299　 Twitter︓@aomoricenter
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  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
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事務室からのお知らせ

2020年度第２学期入学生募集　【出願期間︓６／10（水） ～ ９／15（火）】

２０２１年度入学修士全科生・博士全科生募集　　【出願期間︓８／15（土） ～ ８／26（水）】

公開講演会予定

住所変更手続きについて　　　　　　 （詳細「学生生活の栞」教養学部版 P88、大学院版 P80参照）

　教養学部生、大学院修士選科・科目生大募集︕
　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。お気軽に学習
センターまたは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」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」巻末様式４、大学院
は様式３）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」からも届け出できます。）
　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。
　住所等各種変更手続きについては、「学生生活の栞」または「利用の手引き」にて詳細を必読のうえ申請してください。
　●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
　　　　　　　　　　　修士選科・科目生…大学本部学生課入学・履修係
※通信制大学にとっては、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。

　大学院修士全科生および博士全科生を募集します。
　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。

※公開講演会の予定は変更となる可能性があります。最新の情報については、青森学習センターホームページをご参照ください。

学ぶ喜びを

味わいたい♪

働きながら

大学卒業したい！

教養を深め
キャリアアップ！

放送大学でともに学ぼう！

あなたのまわりに

「学びたい人」、

いませんか？

演　　　　　題 日　　　時 講　　　　　師 会　　　場

アンチエイジングのすすめ ９月実施予定
13:30～15:00

長内　智宏　氏
（弘前大学教授）

黒石市産業会館
４階大会議室

高校生の夢を　津軽から世界へ　
　～"こけス"の製作と普及を通して～

10月24日（土）
13:30～15:00

今　金雄　氏
（"こ け ス"製作者）

青森学習セ ン タ ー
講義室

明日のために木を植える 11月28日（土）
13:30～15:00

高橋　哲史　氏
（株式会社　百姓堂 　弘前シ ード ル工房代表）

つ が る市立図書館
セ ミ ナ ー・学習室
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