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【公開講演会の様子】 
１１月 ７日「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～」 
１１月２８日「明日のために木を植える～リンゴ農家自身が取り組む 次の一手～」 

明 け ま し て お め で と う ご ざ い ま す 
今 年 も 宜 し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 

   2020-2単位認定試験 
   2021-1面接授業  
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「弘前の楽しみ」

⻘森学習センター客員教員

平 岡 恭 一

 

「ドルチェ」、「キュート」、「シャーロンズ」、「ルビースイート」、「ローズパール」。これ、何の名前だと思い

ますか。実は全部りんごの品種（商品名）なのです。りんごの町弘前でもあまり聞いたことがないという

⼈が多いのではないでしょうか。この他に珍しいものでは、「森の輝き」、「おいらせ」、「光陽」、「こうとく」、

「４－２３号」などがあります。 
私は秋⽥の⽣まれですが、弘前に住んで４０年以上になります。弘前で⽣活できてよかったなあと

思うことは沢⼭ありますが、その中でもりんごがおいしく、さまざまな発⾒があることは、この町ならではのこ

とで、⼤変⼤事に思っています。 
皆さんはりんごを買い求めるとき、どうしていますか。私はスーパーマーケットも覗いて⾒ますが、通りに

ある個⼈商店によく⾏きます。そのような店は、うれしいことに放送⼤学のある弘⼤キャンパスの近くに沢

⼭あるのです。まず、⼤成⼩学校の周りに三軒あり、それぞれ、元気なおばちゃん、普通のおばちゃん、

お買い得品をたくさん置いているおじさんがいます。さらに富⽥⼤通りに品数の多い⼀軒があり、そこはお

じさん、おばさん、時には息⼦さんと思しき⼈が出てきます。いくら呼んでも誰も出て来ないときがあるのが

⽟に瑕ですが・・・（⼤丈夫かなあ）。さらに⾜を伸ばすと、⼟⼿町にある⾷品市場にも果物屋さんが

⼆軒向かい合っており、通りに⾯しているので、外国⼈観光客などさまざまなお客さんが訪れるようです。 
このような個⼈商店の中に冒頭挙げた名前のりんごを売っている店があります。ふじや王林の味はお

およそ予想がつきますが、初めて⾒る名前のりんごは、「どんな味なんだろう︖」と興味津々、少々⾼くて

も味⾒⽤に⼀個買ってしまいます。中には名は体を表すものもあり、例えば「キュート」は、ちょっと⼩さめ

で表⾯の⾊は薄緑、体の真ん中のあたりから下がキュッと細く締まっていて、本当にその名のようにキュー

トでかわいい感じです。また「ドルチェ」という名前にはびっくりし、店の主⼈に「外国産ですか︖」と聞いた

ら、「弘前はねえ、りんごの町だからいろんなのがあるんだよ」と教えてくれました。味はまあ、良い意味で

期待を裏切られるものや、「名前負けしてるね」というものなど様々ですが、それはそれで楽しいというもの

です。これらの珍しい品種は、「夏緑」や「祝」などの早⽣種が終わってふじ・王林などの主⼒品種が本格

的に登場するまでの過渡期に、⾬後の筍のように次々と出てきます。その寿命も短く、次々と店頭に出

るものが変わっていくので、店に⾏くのがとても楽しみです。 
このような店のお客の中には、常連さんがいることが多く、店を経営しているおばちゃんと親しく話してい

るのをよく⾒ます。私はそのような光景を⾒ると、うらやましく、あのようになりたいと思うのです。それでも熱

⼼に通っているうちに、近年は店のおばちゃんに認められ、「毎度様」とか「お兄さん、これすぐ⾷べてね」

などと親しく声をかけられるようになりました。とてもうれしいことです。 
私はこの季節、今度はどんな新しいりんごに会えるかとわくわくしながら、テリトリーを⾒回る猫のように、

これらの個⼈商店を定期的に回っているのです。それは⽣活を豊かで期待に満ちたものにしてくれます。

私は弘前の町に住んでとても幸せだと思っています。 
専門的ではありませんが、「りんご」の巻頭⾔なので、今回はりんごの話にしてみました。 
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客員教員 藤田 あけみ （弘前大学大学院保健学研究科教授） 

第 105 号では、コーチングの 3 大スキルといわれている「傾聴のスキル」「質問のスキ

ル」「承認のスキル」について紹介します。 

まず、「傾聴のスキル」です。聴く⼒は⼈間⼒に通じ、コミュニケーション上⼿は聴き上

手といわれるほど、聴くことはコーチングの中でも最重要スキルです。ポイントは「人の

話を否定しないで最後まで聴く」ことですが、簡単なようで、案外、難しいスキルです。

相手の話を聴くときは、相手のリズム、ペースに合わせなければなりません。相手を受容

する心の余裕が必要になります。聴き上手といわれる人は、うなずきや相づちがうまく、

相⼿が話しやすい雰囲気に気を配っています。聴くときは、相⼿に意識を向けて「聴く」

態度が重要です。相⼿の⾔葉と気持ちを聴きとる「傾聴」の姿勢で聴くようにしましょう。

相⼿の意⾒が⾃分と異なる場合に、頭ごなしに否定しないための⾔葉として、「なるほど」

「そういう考え方もありますね」「それは面白い視点ですね」などを使うことによって張り

詰めた雰囲気を避けることができます。 

次に、「質問のスキル」です。ここでは 5 種類のテクニックを紹介します。①「はい/い

いえ」で答えられる質問、②「はい」を引き出す質問、③選択肢で尋ねる質問、④自由回

答で事実を尋ねる質問、⑤⾃由回答で意⾒を尋ねる質問です。質問攻めにしてしまうと、

相手が委縮してしまいますので、場の状況に合わせて相⼿をよく⾒て、様々な質問テクニ

ックを組み合わせて、相手の考えを引き出すように質問してみましょう。 

最後は「承認のスキル」です。相⼿に現れている変化や成⻑、成果に気づき、⾔葉で伝

えることです。やる気を⾼める承認として、「相⼿の状況や⾏動を伝える」「⾃分の気づき

や感謝を伝える」「肯定的な評価を伝える」というほめることがあります。ほめるときは、

①「事実をほめる」事実と反することをほめることは、⾒え透いたお世辞になってしまい

相手の心を傷つけてしまいます。②「タイミングよくほめる」ずーっと以前のことをほめ

られても、うれしさは半減してしまいます。タイミングを逸することなくすかさずほめる

ことが効果的なのです。③「心をこめてほめる」声の響きや顔の表情に心をこめて思いを

伝えることが重要です。多くの日本人はほめることが下手です。ほめ上手になるために「ほ

め⾔葉」を準備しておくとよいでしょう。 

 

引用・参考文献 

・本間正⼈︓⼦どもの可能性を引き出すコーチングの教科書、株式会社⾃由国⺠社、東京、2011． 

・諏訪茂樹︓対⼈援助のためのコーチング、中央法規出版株式会社、東京、2007．

★前号から始まった新コーナー“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。 

★藤田あけみ先生は、⻘森学習センター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 #1-2
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新聞記事などに高齢者が登場すると「無職」の肩書きがよく目に

つきます。その表現が昔から不思議でした。私の悪い癖ですぐ英語

に直訳し解釈してしまいます。「無職」を英語にすると「仕事（職）

のない人」、要するに「unemployed=失業者」となります。あまり

いいイメージではありません。 

２年ほど前に私は弘前⼤学を退職し「無職」になりました。退職

後、海外から帰国（もちろん⽇本への帰国です︕）した時、機内で配られた関税申告書

の職業欄を⾒て悩みました。英語だと「retiree=退職者」か「pensioner 年⾦受給者」

なのでどう書くか迷いましたが、結局「無職」と記⼊しました。成⽥空港の税関で「不

良外国⼈」とみなされたらどうしようとハラハラでした。税関職員にそのことを打ち明

けたら「そんな悪い意味じゃありませんよ」と言って、笑って通してくれました。⻑年

⽇本に住んでいても⾔葉のニュアンスは⽣まれ育った人のようにはいかずまだまだ習

うことがたくさんあります。 

 だから放送大学で英作文のゼミナールを担当させてもらい、たくさんのことを学びま

した。生徒は 4 ⼈前後でしたが、若い⼈も私と同世代の⼈もいました。教室ではそれぞ

れが提出したエッセイについて私が⿊板を使って修正するのですが、修正したところへ

の質問がよく出ました。⽇本語と英語の表現の違いや発想の違いについて議論するので

いい刺激になりました。「無職」になっても学びという仕事に終わりはありませんね︕ 

客員教員 退任のご挨拶 
 青森学習センター客員教員

〜2020 年度末で退任される先⽣⽅より〜 

この度、５年間に渡る放送⼤学⻘森学習センター客員教員の任期

を終えて退任することとなりました。同時に、本務校の弘前大学農

学⽣命科学部でも定年を迎え、これまで 39 年間の⼤学での教育・

研究⽣活にピリオドを打ちます。この５年間、前所⻑・倉又秀一先

⽣と現所⻑・浅野清先生をはじめ、多くの職員の皆様のお世話にな

りました。大変、ありがとうございました。 

また、ゼミにはこれまで１０数名の方々が顔を出していただき、半分以上の方々には

５年間を通じて受講していただきました。ゼミでは、本を読みながら「植物と⼟」につ

いて学ぶというスタイルで、私にとっては専門外の話も多かったのですが、受講生の皆

さんには活発な議論をしていただき、私⾃⾝も多くのことを学ぶことができました。受

講⽣の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。在任最後の年は、残念ながら新型コロ

ナウイルスの影響で学習相談とゼミがしばしば休止になりました。10 年前の東⽇本⼤

震災の際にも感じたことですが、人類は自然の脅威にはまだまだ勝てず、未知の事象の

解明と理解が必要なことを思い知らされます。これまでは究めることを目標としてきま

したが、今後は放送大学の学生の皆さんと同じく学びを中心に、そして学んだことを活

かす道を探りたいと思います。退任後も弘前にて生活を送るつもりですので、何処かで

お会いいたしましたら、声をおかけいただければ幸いです。 

青山 正和 青森学習センター客員教員 
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このたび、教養学部の全６コース（専攻含む）を修了された⻘森学習センター所属の学生へ、

放送大学名誉学生の称号が贈られました。⻘森県内で 3 人目の名誉学生となられたお祝いと、

また、すでに複数コースの修了をされている学⽣の皆さまへの励みとなりますようご紹介させ

ていただきます。 

名誉学生のご紹介 

名誉学生になられた方には… 

 

 ○名誉学⽣証の発⾏ 

○図書室・視聴学習室及び 

本部図書館の利⽤ 

○放送⼤学主催⾏事への参加 

○面接授業の聴講 

○機関誌の提供 

○印刷教材の割引購入 

 

などがございます。 

「出会いに感謝」 

放送⼤学⻘森学習センター・⼋⼾サテライトスペースの客員教員

としてお世話になり、５年が経過して、まもなく古稀を迎えます。 

この間、ゼミを通じて多様な受講生の皆さんとコミュニケーション

を図ることができ、楽しい時間を過ごせたことは良い思い出です。 

放送大学のゼミは、対面でのやりとりができる貴重な機会であり、ディスカッション

の中で、⾃分とは違う⽴場や考え⽅を理解すること、相⼿に理解してもらうように論理

的な説明が求められます。そして、内容の本質を深めることができるとともに多様な考

え⽅を理解することができるコミュニケーション能⼒の育成にも役⽴ちます。 

放送大学では、社会人が対象であり、二十歳前後の学生を相手にする本務の授業とは

違うものを感じてきました。少⼦⾼齢化社会ですが、学ぶ意欲があれば年齢に関係なく

学べる放送大学の使命は重要であり、受講生の学びに対する真摯な態度に敬服していま

す。 

客員教員として週に⼀度の出勤は、事務局の皆さんにも温かく迎えていただき、常に

新しい出会いがあり、ときめきがありました。放送大学での人生経験が豊富な社会人と

の出会いは、私自身も学ぶところが多々あり、何事にも挑戦している姿に啓発されてき

ました。これまで出会えた皆様方に感謝申し上げます。 

✿名誉学生となられた越田節子さん 

よりメッセージをいただきました。 

 

在学生として外国語（スペイン 

語など）や博物館関係の科目を履 

修しているところです。これからも学習を続けて

『科目群履修認証制度「放送⼤学エキスパート」』

の認証取得をしていこうと考えているので、がん

ばりたいと思います。名誉学生として面接授業を

聴講できることも楽しみです。 

越田 節子  

根城 隆幸 青森学習センター客員教員 
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公開講演会レポート 
２０２０年に開催された公開講演会の様⼦を、写真と浅野所⻑によるレポートでご紹介いたします。 

 

「「高高校校生生のの夢夢をを津津軽軽かからら世世界界へへ  ～～““ここけけスス””のの製製作作とと普普及及をを通通ししてて～～」」
11／7

（⼟） 
講師◆今 ⾦雄 ⽒（“こけス”製作者）／ コラボ弘⼤８階⼋甲⽥ホール 

「「明明日日ののたためめにに木木をを植植ええるる  ～～リリンンゴゴ農農家家自自身身がが取取りり組組むむ  次次のの一一手手～～」」11／28 
（⼟） 

講師◆⾼橋 哲史 ⽒（㈱百姓堂本舗・弘前シードル⼯房代表）／ つがる市⽴図書館 

⿊⽯商業⾼等学校在職中、平成 22 年に始まった課題研究から、どのよう

に「こけス」が誕⽣したか、そして今後どう普及させようとしているか、今⽒が詳細

にわたり語ってくれた。 
⼦どもがおもちゃとして慣れ親しんだ「こけし」と「チェス」を合体させようという発

想から商品開発・起業へと向かう中で、2 種類の駒を省くことと、製品を包む風

呂敷に盤を模した市松模様をほどこすなどの⼯夫を加えた。平成 25・26 年の

全国⼤会への参加で⽣徒が奮闘したこと、「第三回新東北みやげ」（H28）

と「ふるさと祭り東京おみやげグランプリ」（H29）での出展と⼊賞、メディアでの

紹介が認知度を上げることに⼤いに役⽴ったそうです。 
講演の最後に『こけスは⿊⽯のお⼟産として、こけしの知名度の向上や地域

の活性化を目指したものです。』ときっぱりと⾔っていたのが印象的でした。 

後日、認定 NPO法人芸術と遊び創造協会主催「グッド・トイ2020」
の受賞が決まり、今年の受賞作品 39 点と一緒に全国を巡回する予定
です。弘前市では、12 月 13 日にヒロロ 4 階市民文化交流ホールで
開催された「グッド・トイ 2020 in ひろさき」で展示されました。 

「りんご農家の⻑男に⽣まれ、りんごがあるのは当たり前だった。東京で学び勤めているときに送られてきたりんご

 
講演はその後、明治に始まった弘前のりんご栽培の歴史を織り交ぜながら、

本来は栽培に適さない弘前の⼟地に対して先⼈たちがどう今の栽培法を確⽴

し、美味しいりんごの収穫量を増やしてきたのかを丁寧に説明した。 
そして現在の後継者減少は農家だけの問題ではなく、地域経済にも影響を

及ぼすことをみんなで考えることが⼤事だとい

うことを、『りんごの⽊の下』で⾏うイベント企

画を通して訴えているのだそうです。「りんご

作りは⼈作り」をコミュニティーに浸透させるこ

とが次の時代に向けた取り組みなのだと理

解できました。 

告知ポスター 

告知ポスター 

を⾷べずに腐らせてしまうことも多かった」という講師の⾼橋⽒は、Uターンしてりんご農家を継ぐことになって初めて

りんごについて考えるようになったと語る。
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２０２０年度第２学期 単位認定試験
放送大学では、２０２０年度第２学期の単位認定試験につきましても、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。

●試験実施期間

　　２０２１年１月１３日（水）　～　１月２１日（木）消印有効

●試験問題の入手方法（試験実施期間中）

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。
ご自宅等のパソコンやスマートフォン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（下記日程参照）。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（利用方法は別途送付し、システム WAKABA 上でも公開します）。

●答案の提出方法
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、１月21日消印有効で、大学私
書箱宛に郵送してください。

１２月２５日頃
（予定）

試験関係書類を送付開始（1/5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（予約番号記載）

○受験票

１月１３日（水）
　～２１日（木） 試験問題閲覧可能

１月２１日（木） 【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間および消印日付を確認してください。

２月２２日（月） 「成績通知書」発送予定

　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。

筆記用具 筆記用具はＨＢの黒鉛筆を使用してください。

記述式問題 解答用紙は、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。

試
験
実
施
方
法

日
程

注
意
事
項

再
試
験
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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１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…２月１３日（土）～ ２月２７日（土）私書箱必着
　●システム WAKABA による申請期間…２月１３日（土） 9:00 ～ ２月２８日（日） 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２学期に学籍のない方）

　

　◆継続入学の方（2020年度第２学期に学籍があり、継続して入学される方）

【重要なお知らせ】

授業時間変更
　2021年度から、青森学習センターと八戸サテライトスペースで開講する面接授業の、授業時間が変わり
ます。第１時限が９︓50開始、第４時限は17︓00終了となります。科目登録の際は、シラバスなどで確認
をお願いいたします。

感染症対応
　新型コロナウイルスの感染状況によっては、2021年度開講の面接授業も、一部の閉講、または Web 授
業（Web 会議システム Zoom などを使用）への変更の可能性があります。
　開講予定科目に変更のあった場合、放送大学ホームページでお知らせいたします。

在
学
生
の

科
目
登
録

入
学
学
期
当
初
か
ら
の
科
目
登
録

１月１２日（火）
までに出願

２月１３日（土）９︓00～２月２８日（日）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

２月１日（月）
までに学費納付

２月１３日（土）９︓00～２月２８日（日）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１学期 面接授業について
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２０２1年度第１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 2567105 Ｋ

青森りんごの歴史と経済
（成田 拓未 先生）

青森学習センター
4月17日（土） 1～4時限
4月18日（日） 1～4時限 24

専門科目：
心理と教育 2567091 Ｋ

心理学実験３
（平岡 恭一 先生）

青森学習センター
5月 8日（土） 1～4時限
5月 9日（日） 1～4時限 12

専門科目：
自然と環境 2567121 Ｋ

生物のかたちを読む
（大高 明史 先生）

青森学習センター
5月15日（土） 1～4時限
5月16日（日） 1～4時限 15

基盤科目：
　外国語 2567059 Ｋ

英語前置詞：その意味を考える
（奥野 忠徳 先生）

青森学習センター
5月22日（土） 1～4時限
5月23日（日） 1～4時限 24

導入科目：
人間と文化 2567067 Ｋ

最新の成果から迫る青森県史1
（長谷川 成一 先生・福田 友之 先生・工藤 大輔 先生）

青森学習センター
5月29日（土） 1～4時限
5月30日（日） 1～4時限 24

専門科目：
心理と教育 2566869 Ｋ

心理検査法基礎実習
（田名場 忍 先生・田名場 美雪 先生・高橋 恵子 先生）

青森学習センター
6月 5日（土） 1～4時限
6月 6日（日） 1～4時限 24

専門科目：
生活と福祉 2567083 Ｋ

明日の健康と予防への取り組み方
（漆畑 俊哉 先生）

青森県観光物産館
アスパム内会議室

6月12日（土） 1～4時限
6月13日（日） 1～4時限 24

導入科目：
人間と文化 2567075 Ｋ

青森の美術－棟方志功と縄文
（蝦名 敦子 先生）

青森学習センター
6月12日（土） 1～4時限
6月13日（日） 1～4時限 24

専門科目：
人間と文化 2567113 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

6月19日（土） 1～4時限
6月20日（日） 1～4時限 12

専門科目：
自然と環境 2567130 Ｋ

自然地理学で学ぶ青森
（小岩 直人 先生）

青森県観光物産館
アスパム内会議室

6月26日（土） 1～4時限
6月27日（日） 1～4時限 24

専門科目：
自然と環境 2567148 Ｋ

白神学－白神の動物と植物
（石川 幸男 先生・中村 剛之 先生・山岸 洋貴 先生）

弘前大学白神自然
観察園 ※７月３日２時限

目までは青森学習センター

7月 3日（土） 1～4時限
7月 4日（日） 1～4時限 15

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

専門科目：
社会と産業 2567180 Q

暮らしの中の液体微粒化技術とは
（大黒 正敏 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

4月17日（土） 1～4時限
4月18日（日） 1～4時限 24

専門科目：
生活と福祉 2567172 Q

精神保健福祉分野の相談援助
（狩野 俊介 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

5月15日（土） 1～4時限
5月16日（日） 1～4時限 24

専門科目：
心理と教育 2566907 Q

心理学実験２
（金地 美知彦 先生・山本 雄大 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

5月22日（土） 1～4時限
5月23日（日） 1～4時限 20

導入科目：
　情報 2567164 Q

アプリを作ろう！プログラム入門
（小久保 温 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

5月29日（土） 1～4時限
5月30日（日） 1～4時限 20

総合科目 2567210 Q
人間の性

（髙橋 雪子 先生）
ユートリー

５階視聴覚室
6月 5日（土） 1～4時限
6月 6日（日） 1～4時限 24

専門科目：
自然と環境 2567199 Q

LED ライトが光る仕組
（石山 武 先生）

ユートリー
５階視聴覚室

6月12日（土） 1～4時限
6月13日（日） 1～4時限 24

基盤科目 2567156 Q
人の一生の法律学

（髙須 則行 先生）
ユートリー

５階視聴覚室
6月19日（土） 1～4時限
6月20日（日） 1～4時限 24

専門科目：
自然と環境 2567202 Q

環境と生物－種差海岸で考える－
（田中 義幸 先生）

種差海岸
インフォメーション

センター

6月26日（土） 1～4時限
6月27日（日） 1～4時限 12

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、３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…4月16日（金）12時
●事前申請期間…4月16日（金）12時 ～ 4月21日（水）
●先 着申請期間…4月22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。１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…２月13日（土）～ ２月27日（土）私書箱必着
　　　　　　 ②WEB…２月13日（土）９︓00 ～ ２月28日（日）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 ログイン → 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…11月26日（木）～ ３月16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。

  ②WEB…11月26日（木）９︓00 ～ ３月16日（火）17︓00
  ※WEB 出願の場合も、証明書類は３月16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２月13日（土）９:00 ～ ２月28日（日）24:00（在学生の科目登録期間）に、システム WAKABA「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２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」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。
2020年度第２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。

継続して出願をお考えの方は、本部から送付される「卒業見込者宛て連絡事項」および２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２/13（土）～ ２/28（日）
（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。

※例年、大学本部より全国の卒業生合同の学位記授与式のご案内をしております。2020年度
につきましては、大学本部の発表をお待ちくださいますようお願いいたします。

次
学
期
も
学
籍
が
続
く
方

卒
業
見
込
の
方

３
月
末
で
学
籍
が
切
れ
る
方
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１月・２月・３月・４月のスケジュール

★自動車入構規制のお知らせ

　１月１６日（土）～ １７日（日）
　弘前大学で大学入学共通テスト実施のため、自動車での入構は
一切できません。青森学習センターへお越しの際は、公共交通機
関をご利用ください。また、入構時には学生証の呈示を求められる
場合がありますので、必ずお持ちください。

★新学期準備に伴う利用停止について

　３月1６日（火）～３１日（水）
　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。

１　月
13日（水） ～ 21日（木）2020年度第２学期単位認定試験 ※自宅受験

面接授業
9～10日 「心理学実験１」（青森）※日程変更により

「火事場を科学で考える」（八戸）

４　月

3日（土）

4日（日）

16日（金）

22日（木）

2020年度第２学期学位記授与式・
2021年度第１学期入学者のつどい（青森）
2020年度第２学期学位記授与式・
2021年度第１学期入学者のつどい（八戸）
2021年度第１学期面接授業
　空席発表 【12時】
　追加登録事前申請受付開始 《～4/21》
2021年度第１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 17～18日 「青森りんごの歴史と経済」（青森）
「暮らしの中の液体微粒化技術とは」（八戸）

２　月

13日（土）
27日（土）
28日（日）

2021年度第１学期科目登録申請　開始
2021年度第１学期科目登録申請　《郵送締切》
2021年度第１学期科目登録申請　《WEB 締切》
2021年度第１学期　第１回出願締切

（教養学部、大学院修士選科・科目生）

３　月

 1日（月） 2021年度第１学期　第２回出願受付開始 《～３/16》
  （教養学部、大学院修士選科・科目生）
     3日（水） ～ 15日（月）教員免許更新講習 修了認定試験期間 ※自宅受験

 16日（火） 2021年度第１学期　第２回出願締切
  （教養学部、大学院修士選科・科目生）
    16日（火） ～ 31日（水）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。

パソコン入門講習のご案内

パソコン入門講習
～ワードで文書やチラシを作ってみよう︕～

講師 ▼ 一條 健司 氏

２月２０日（土）13:00～15:00
会場 ▼青森学習センター講義室

２月２１日（日）13:00～15:00
会場 ▼ ユートリー4階伝統工芸室

★詳細は「りんご」105号に
同封のチラシをご覧ください
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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１学期入学生募集中　【 出願期間︓１１/２６（木）～３/１６（火）】

各種証明書の発行について　　 （「学生生活の栞」教養学部版ｐ103、大学院版ｐ91、「利用の手引き」p19参照）

御意見箱

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）

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４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

　「学生生活の栞」巻末様式の『諸証明書交付願』に所要事項を記入のうえ、発行手数料を添えてお申込みください。
証明書の種類によっては、発行まで２週間程度を要する場合があります。

　「御意見箱」は、学生さんがセンター利用の際に不便に感じていること、施設への要
望などについて書面で伝えることができる箱です。投書されたものは先ず所長が読んで
検討し、必要があれば他の職員に内容を伝えて協議します。
　是非活用してみてください。名前と学生番号を忘れずに書いてください。
　青森学習センター学生控室と八戸サテライトスペース室内に置いてあります。

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？

スキルアップに
役立てたい

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。

働きながら
大学卒業したい

好きな分野を
好きなだけ

★郵送で申し込む場合★
　①～③を青森学習センターへ
　送付してください。

①『諸証明書交付願』（様式９または様式10）※学部用、大学院用があります
②発行手数料分の郵便定額小為替証書（１通につき200円）
③返信用封筒（長形３号、切手貼付、宛名明記）
※種類・通数により重量が異なりますので、切手は94円以上をおすすめします。
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