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ドイツ語

⻘森学習センター所⻑  浅 野  清 

 

巻頭言 
-かんとうげん- 

　私の通った高校では当時、１年次の１学期だけドイツ語が必修でした。勿論ドイツ語

を専門とする先生が担当です。恰幅の良い年配の男の先生が手本に見せてくれる『巻き

舌』や独裁者のような抑揚が妙に可笑しく、付けられた『ゲルマン』の愛称がぴったりの先

生でした。

　いよいよ期末試験が目前になったとき、先生が「試験は定冠詞の格変化を暗唱するこ

と」と発表しました。ドイツ語の名詞には男性名詞、女性名詞、中性名詞、複数形の４

種類が あり、定冠詞・不定冠詞は名詞の第１～４格次第で変化します。４×４＝

16通りではなく７つある der, des, dem, den, die, der, das　のどれかが使われるこ

とになるのですが、これを覚えるだけで成績がつけられるとあって皆必死でした。試験が終

わって最後に先生が「これだけ覚えていれば、将来ドイツ語を喋るようになったときに役に立

ちます」と話してくれましたが、そんなものなのかな、くらいに考えて試験終了に喜んでばかり

でした。

　それから凡そ１０年後、留学目的でドイツに渡りましたが、準備不足のせいで普段の

生活では Ich bin ～（英語のI am ～）や　Ich moechte ～（I want to ～）の構

文ばかりで済ませていました。ある時、格変化を使って  die Frau meines Bruders

（私の兄の妻）と言った途端、周囲のドイツ人が見せた驚きの表情に気付きました。後

でわかったことですが、ドイツ人はこの第２格を使った表現を外国人にしないし、期待もし

ない、のだそうです。私としては他に言いようがなかっただけなのですが・・。それがあって以

降、私に向けられるドイツ語が格段に難しくなったことは言うまでもありません。

　４年間のドイツ暮らしのなかで、それほどドイツ語は上達しませんでしたが、冠詞の変化

に対して拒絶反応を起こさずに済みました。ゲルマン先生に感謝です。
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職員の紹介 

【⻘森学習センター】 
センター所⻑︓浅野 清  

事 務 ⻑︓⼯藤  弘⽂  

総 務 主 任︓乗⽥  

総 務 担 当︓⽊村   

教 務 主 任︓中村  

教 務 担 当︓細野  

教 務 担 当︓相⾺  

受付・図書担当︓⼯藤 

受付・図書担当︓煤⽥ 

     

2020 年 3⽉末で職員 2 名が退職し、４⽉から新たに 2 名が着任いたしました。 
新たな気持ちで、学⽣のみなさまのサポートができるよう努⼒してまいります。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

【⼋⼾サテライトスペース】 
総 括 主 任︓嶋脇  

受付・図書担当︓佐藤 

︓⾚坂 

     

退任職員からの挨拶 

よろしくお願いいたします！！ 

受付・図書担当

ご挨拶（あっという間の５年間でした。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　青森学習センター　小田桐昭人
私は、 平成２７年 4 月に青森学習センターの教務担当に採用となり、 そしてこの３月末で

退職となりました。 学務系の仕事は初めてでしたので、 採用当初は右往左往して職場の方々や
学生の皆さんにご迷惑をかけていたことを思い出します。

また面接授業、 学位記授与式・入学者のつどい、 学生研修旅行などでは、 学生の皆さんや教職員の方々
など多くの人達に助けられ、 そして今日を迎えられたことに感謝いたしております。

放送大学の学生は、 主に放送授業と印刷教材を相手の独学で試験に挑み、 単位修得を積み重ね、 目的
に向かって進む一人旅のように見えますが、 周りを見回すと同じように努力している先輩や同胞がたくさんいま
す。 こうした仲間達と色々な機会を利用して交流し、 情報交換をすることも有意義だと思います。

最後になりますが、 学生の皆さんが目的を達成されますように、 そして青森学習センターが増々発展いたしま
すよう祈念して、 お別れの挨拶といたします。

ありがとうございました。

ご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　青森学習センター　比内尚子
2015 年４月から 2020 年３月までの５年間、 教務担当として努めてまいりました。
学習センターでは、 単位認定試験 ・ センター機関誌 「りんご」 の作成 ・ 履修相談 ・ 事務室

窓口対応等の業務を担当しておりました。
教務担当ということで、 学生のみなさまと接する機会も多く、 たくさんの刺激をいただきました。 社会人、 また人

生の先輩である学生のみなさまが多く、 いろいろとお話し、 今までの生活では知ることがなかったことをたくさん教え
ていただいたりと、 楽しく充実した５年間でした。

青森学習センターのスタッフとして、 学生のみなさまの勉学のサポートをさせていただくことができ、 心より感謝い
たします。 また、 所長はじめ事務職員のみなさまと一緒に仕事ができたことにも感謝いたします。

最後に、 学生のみなさまにとって、 放送大学での学びが実り多きものになることを願いつつ、 退職の挨拶とさ
せていただきます。 お世話になりました。 ありがとうございました。
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～所長から卒業生の皆様へのメッセージ～ 
 
 卒業おめでとうございます。今年は残念ながら学位記授与式を開催できませんでしたが、皆さまが誇らしく

学位記を⼿に取り、新たな気持ちでこの⽇を迎えていることは容易に想像できます。これから先、これまで得

た知識を単なる知識として埋もれさせず、知識が⾏動に変化をもたらすような、そして新しい発⾒に溢れた

⼈⽣を歩んでいくことを望んでいます。 

 

2019 年度第 2 学期 卒業⽣の内訳 
・⻘森 SC 教養学部 計１８名 ⽣活と福祉…３名／⼼理と教育…１３名／社会と産業…１名／⼈間と⽂化…１名 
・⼋⼾ SS 教養学部 計１７名 ⽣活と福祉…４名／⼼理と教育…５名／社会と産業…３名／⼈間と⽂化…１名／ 

⾃然と環境…４名

──────── 2019 年度第 2 学期　卒業生のことば ────────

「卒業となりましたが・ ・ ・」
青森学習センター　心理と教育コース　青山　富士子

学習内容を深く勉強する間もなく、毎回テストを受けるという学生生活？でした。
その中で、弘前大学付属藤崎農場で行われた面接授業では、農場のりんご全品種を試食するという内容があり、青森

学習センターならではの貴重な経験をすることができました。また、卒業研究に取り組むことができたことも私の宝となりました。
ご指導頂いた先生、学習センター職員の皆様のお陰で卒業となり、有難うございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「始めと努力と継続と」

青森学習センター　社会と産業コース　佐藤　章道

NHKのCMを見て、一念発起して「卒業」を目標に掲げ、放送大学の門を叩きました。入学に際し、趣味と晩酌を封印
し、心準備をしました。勉強は、学期毎に綿密な計画と対策を立て、これを着実に継続した結果、このたび、所定の履修
を満たし目標に到達することができました。まだ実感は湧きませんが、大学で学んだ教科が人生を豊かにするものと思いま
す。先生方、職員の方々そして家族、皆様ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「あっという間に３回目」
青森学習センター　人間と文化コース　新谷　恵美子

放送大学の学生になって、あっという間に９年、今回が３回目の卒業です。
仕事と義母の世話をしながら、２つのゼミや学友会の行事等にも参加し、忙しいけれど楽しい学生生活を送って来ました。 　
放送大学の学生１０年目は、もう少しゆっくりと進んでいきたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「４年間楽しく学びました」

八戸サテライトスペース　心理と教育コース　岩間　節子

入学者の集いで見たマジックショーが面白かったので、見学案内に参加せずそのままサークルに入りました。
先輩方から勉強のやり方や試験対策、裏話など様々教えていただき、文化祭や研修旅行、納涼祭、忘年会、試験の

打ち上げなどにも参加し、３０年振りに学生らしさを満喫出来て楽しく過ごしました。
目標だった卒業も無事に迎えることが出来ました。
これからは生涯学習を楽しみたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「虹の彼方に！」

八戸サテライトスペース　人間と文化コース　山口　一春

七色の光りが、降りて、七回目の卒業をめざしたいと思います。
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⻘森学習センター・⼋⼾サテライトスペース所属学⽣の⽣涯学習に対する奨励を目的として、平成２６年度よ

り「放送⼤学⻘森学習センター学⽣表彰」を⾏っています。 
今回は、⻘森学習センターの卒業⽣１名、⼋⼾サテライトスペースの卒業⽣２名が受賞者となり、⻑年にわたり

学業に励んだ功績を称え、所⻑から表彰状と記念品が授与されました。 
このたびはおめでとうございます。今後も飽くなき向学⼼で学業に励んでください︕︕ 

第７回放送⼤学⻘森学習センター学⽣表彰 

八戸サテライトスペース　心理と教育コース　匿名希望

Congratulations our graduation!
We studied very hard and now we have completed our course.
Let’s make a new start!
         　　　　 Yours truly,

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「生涯学習の場を大切に」

八戸サテライトスペース　心理と教育コース　畑　雅之

科目登録を済ませ、印刷教材が届き、通信指導の勉強が始まる。教科書を開き、読み始めると難しさに戸惑ったり、
すんなりと進めたりと様々である。放送授業を聞いても分からないことも多かった。計画的な学習をすればと思いつつも、
中々上手くいかず、短期集中で単位認定試験に臨んでしまい、不本意な結果になることも有りました。それでも自分なり
の努力が報われたと思います。

何とか卒業することが出来ました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「楽しかった学び」
八戸サテライトスペース　社会と産業コース　安部　泰雄

仕事中心の生活の反省から、家族や社会問題等も含め、いろんなジャンルについてもっと知りたい、疑問を解消したい
と学び始めました。選択した科目を学ぶ中で、疑問に思っていたことが解消し、問題解決のきっかけに繋がることもありまし
た。やむなく苦手な科目を選択することもありましたが、解りやすい印刷教材とインターネット配信（放送授業）の活用で
乗り切り、卒業できたと思います。サークル活動（ミステリー）を通して、仲間との楽しい思い出もできました。事務所の
方々のご支援にも感謝します。心地よい学びの場でした。大学学歌にある「学ぶのは楽しみ」、「知ることはよろこび」をあら
ためて感じました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「１１年目の種蒔き」
八戸サテライトスペース　社会と産業コース　鳩　眞由美

あんな山奥にポツンと一軒家！さぞ孤独と不便さの中で暮らしているように思いがちですが、自然に囲まれ四季を感じ
て採れたての物を食べ、確かに大変な事も多いとはいえ何と贅沢に暮らしているのでしょう。 　

放送大学もどこか似てないでしょうか。孤独なようですが種を蒔いた分収穫出来ます。たまにはコースをはずれ興味本
意の教科に寄り道しながら、途中仲間達と飲み、語り、ふれあい、何と贅沢な学びをしていることか。

入学して早１０年、３度目の卒業を迎える事が出来ました。ゆっくりゆっくりマイペースで１１年目の種を蒔くつもりで
おります。
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新学期を迎え、これから放送⼤学での学習を始める⼊学⽣・在学⽣の⽅へのお知らせです。 

 
 
■活⽤しよう「学⽣⽣活の栞」と「利⽤の⼿引き」 
 

 

 
 
■学⽣証の受け取りはお早めに 
 

学⽣証は、図書室・視聴学習室の利⽤や⾯接授業の追加登録申請、単位認定試験を受験する

際に必ず使⽤しますので、お早めに受け取りを済ませてください。 

 

 
 
■学⽣教育研究災害傷害保険（学研災）への申込み（任意） 
 

  
 

全学⽣必⾒︕学⽣⽣活をスムーズに送るために 

～所長から入学生の皆様へのメッセージ～ 
放送⼤学にご⼊学、おめでとうございます。通信教育は、これまで経験した授業風景とは違い、⼀

⼈機器に向かい、画⾯やヘッドフォンを通して学ぶ、新しい学びの形になります。これには短所もあり⻑

所もありますが、早く慣れて、学⽣⽣活をスムーズに送れるようにしてください。⾯接授業やサークル活

動を通して他の学⽣とコミュニケーションをとるのも効果的です。学習相談を通して専門領域をより深く

掘り下げる、事務⼿続きなどの相談は後回しにしないで職員に尋ねる、などセンター教職員は皆さんが

無駄なく勉学に打ち込めるようお⼿伝いします。 

学生証の交付は、 原則として青森学習センター ・ 八戸
サテライトスペースの事務室窓口にて行っております。 受け取
りの際には、 新規入学 ・ 継続入学生は入学許可書を、 在
学生で学生証の有効期限切れの方は有効期限切れ学生
証をお持ちください。

なお、 大学本部へ顔写真を登録していない方は学生証
の発行ができませんので、 システム WAKABA の 「学生カ
ルテ」 または 「学生生活の栞」 巻末様式の 「写真票」 使用に
て速やかに登録してください。

「学生生活の栞」 および 「利用の手引き」 は、
履修に関するきまりや、 住所変更、 証明書発行な
どの各種届出様式ほか、 学生生活を送るうえで重
要な事項が満載の冊子です。

入学生も在学生も大切に保管のうえ、 よく読ん
でご活用ください。

教育活動中や通学中における事故補償のための保険です。 放送大学では通信教育に区分されており、 保険
料は 100 円、 通学中の特約を含む場合は 140 円となります。 保険期間は、 入学後から学籍が続く
限り最大６年間となります。 ( ただし、 加入日にかかわらず、 ４月入学者は保険終期は３月３１日に、
１０月入学者は保険終期は９月３０日になりますのでご留意ください。）

詳細につきましては、 新入生の方は先に送付の 『「学研災」 のごあんない』 にてご確認ください。
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システム WAKABA 利用のご案内
システム WAKABA には、学習の様々な場面で活躍する便利なコンテンツが満載です。是非ご活用ください︕

　詳細な操作マニュアルは、「キャンパスライフ」タブ→「附属施設・情報システム」をクリックし、『【システム
WAKABA】学生用マニュアル』からご覧いただけます。

放送大学ホ ーム ペ ージ を開く

「システムWAKABA」
をクリック

「ロ グ イ ン 」を ク
リ ッ ク し、ロ グ イ
ンID・パ ス ワ ー ド
を入力

初期パスワードは必ず変更を！
　新入生で、初期パスワードから変更されて
いない方は、以下のURLからパスワードの変
更をお願いいたします。（https://sso.ouj.
ac.jp/webmtn/LoginServlet）
　在学生で初期パスワードから変更されて
いない方は、システムにログインできませんの
で、下記へお問い合わせください。
●学習ｾﾝﾀｰ(対面)
●学生サポートセンター（043-276-5111）
●教務課教務係
　（kyomuka@ouj.ac.jp）

キャンパスライフ

●本部や学習セン
ターからのお知
らせ閲覧
●各種手続の様式
ダウンロード

等

学内リンク

●Web通信指導
●オンライン授業
●放送授業のイン
ターネット配信
●単位認定試験問
題・解答の閲覧

授業サポート

●履修している科
目に関する情報
閲覧
●質問箱
●印刷教材正誤表
●卒業研究資料閲
覧

等

教務情報

●学生カルテ
学籍情報、履修情報、
単位修得状況情報等
を確認できます

●変更・異動手続
住所変更、受験セン
ター変更等の申請が
できます

●履修成績照会
過去の成績の確認が
できます

●科目登録申請
科目登録申請期間に
ここから科目登録で
きます

●継続入学申請
継続入学希望者はこ
こから出願できます
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火

火

水

木

青森学習センター
一條  健司  先生
弘前大学大学院理工学研究科 助教
相談分野︓情報工学
相談日︓火曜日 10:00～12:00

ゼミ︓「コンピュータ科学入門」
ゼミ開講日︓指定の火曜日 10:30～11:30
教科書指定１冊あり
開講場所︓青森学習センター講義室

　今年度から客員教員を務めます、弘前大学大学院理工学研究
科の一條と申します。専門は情報工学です。特に再構成可能デバ
イスを活用したコンピュータシステムの設計・開発に関する研究を
行っております。
　これまで青森学習センターにおいて、コンピュータリテラシに関連
した面接授業を何度か担当しましたが、客員教員を務め
ますこの機に、コンピュータや情報通信技術の基本原理
について、ご興味をお持ちの方と一緒に学びたいと思いま
す。

青森学習センター
カーペンター ビクター リー  先生
弘前大学 名誉教授
相談分野︓国際政治学
相談日︓火曜日 13:30～15:30

ゼミ︓「英語で文書作成する」
ゼミ開講日︓指定の火曜日 14:00～15:00
教科書指定なし
開講場所︓青森学習センター講義室

　文法っておもしろい︖母親は、高校の英語の先生で、文法が大
好きでした。家でも文法の美しさと面白さを、それを疑っていた私と
兄弟に、植え付けようとしました。母は、文法が論理的な枠組みを
なし、その枠組みの中に、パズルのように動詞、名詞、形容詞等を
組み合わせて文章を形成することによって、自分の意思や想像が
表現できることと主張。確かに、晩年に、母はジグソーパズルが大
好きで、拾った駒の特徴（色・模様・形）をよく見て、パ
ズルを組み立てるのは文章作りと同じ面白さだと言われ
ました︕
　英作文って楽しくて面白いですよ︕

青森学習センター
青山  正和  先生
弘前大学農学生命科学部　教授
相談分野︓土壌学
相談日︓水曜日 10:00～12:00

ゼミ︓「植物と土」
ゼミ開講日︓指定の水曜日 10:30～11:30
教科書指定１冊あり
開講場所︓青森学習センター講義室

　放送大学の客員教員として５年目になりました。専門は土壌学
で、主に土壌有機物と土壌微生物について研究をしております。ゼ
ミでは、植物について様々なトピックから学ぶとともに、私の専門で
ある土壌学の立場からの解説を加え、植物と土、さらには農業や
環境問題まで、雑談込みで楽しく議論しています。昨年度から継
続して同じテキストを読んでいますが、今学期からの参加
も歓迎いたします。

青森学習センター
尾崎  名津子  先生
弘前大学人文社会科学部　准教授
相談分野︓日本近現代文学
相談日︓木曜日 10:00～12:00

ゼミ︓「東京を描いた文学作品を読む」
ゼミ開講日︓指定の木曜日 11:00～12:00
教科書指定１冊あり
開講場所︓青森学習センター講義室

　昨年度より学習相談とゼミを担当しています。専門は日本近現
代文学のうち、特に昭和戦前期から占領期にかけての文学です。
また、内務省やＧＨＱがおこなった出版検閲についても調査・考察
を続けています。文学作品は常にその時代の社会や人びとの生き
方、考え方を反映していますし、その時々の時代に特有の状況下
で成立しています。ゼミではそのことを具体的に考えていき
たいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

●ゼミ日程等詳細につきましては、事前にお送りしたゼミ案内チラシにてご確認ください。
●ゼミ・学習相談は、事務室窓口または電話にて申込みを受付します。事前に①学生氏名、②連絡先、③ゼミ名（または相談日）

を事務室までお知らせください。
●ゼミ開講日時は都合により変更・中止となる場合もあります。その際はセンター内の掲示にてお知らせしますが、掲示が見られ

ない場合はお電話にてお問い合わせください。
●ゼミは単位にはなりませんが、客員の先生や他の学生たちと学べる良い機会です。お気軽にご参加ください。

青森学習センター（弘前市）で開講する学習相談・ゼミ

2020年度第１学期 客員教員からのごあいさつ
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火

金

木

水

金

八戸サテライトスペース
根城  隆幸  先生
八戸学院大学地域経営学部　教授
相談分野︓教職課程・学校教育・生涯教育
相談日︓火曜日 15:00～17:00

ゼミ︓「貧困を考える」
ゼミ開講日︓指定の火曜日 15:30～16:30
教科書指定なし
開講場所︓ユートリー４階デ ザイン室

　客員教員として学習相談・ゼミを担当いたします。私は、県立高
等学校の教員として商業教育を担当してきました。その後、実務
家教員として八戸学院大学で教職課程を担当しています。
　ゼミでは、少子高齢化の時代を踏まえて、社会の「貧困」を考
えていきます。よろしくお願いいたします。

青森学習センター
藤田  あけみ  先生
弘前大学大学院保健学研究科 教授
相談分野︓看護学
相談日︓金曜日 14:30～16:30

ゼミ︓「看護学」
ゼミ開講日︓指定の金曜日 15:00～16:00
教科書指定１冊あり
開講場所︓青森学習センター講義室

　保健学研究科の藤田あけみと申します。客員教員として学習相
談・ゼミを担当し３年目になります。専門は基礎看護学、臨床看
護学、がん看護学で、消化器の手術療法を受けた患者様の看護
や生活の質(QOL)、ご家族の支援について研究しています。
　ゼミでは、これまでの研究や教育での経験を踏まえ

「コーチングのすべて」というテキストをゆっくり読み進めて
います。皆様と一緒に楽しく学ばせていただいています。今
学期もどうぞよろしくお願いいたします。

青森学習センター
内海  隆  先生
青森明の星短期大学子ど も福祉未来学科 教授
相談分野︓教育学
相談日︓指定の木曜日 14:30～16:30

ゼミ︓「学校と学校文化」
ゼミ開講日︓指定の木曜日 14:30～15:30
教科書指定１冊あり
開講場所︓青森明の星短期大学

　昨年度に引き続き客員教員として、青森明の星短期大学のキャ
ンパスで学習相談・ゼミを担当しております内海隆（うちうみ　た
かし）と申します。専門は教育学で、主に教育史、教育政策、社会
教育、臨床教育学、道徳教育を研究領域としています。
　今年度は制度的疲労の時期にあると言われる「学校」
について取り上げたいと考えています。どうぞよろしくお願
いいたします。

八戸サテライトスペース
若生  豊  先生
八戸工業大学 名誉教授
相談分野︓応用生物化学・環境科学
相談日︓水曜日 14:00～16:00

ゼミ︓「地球は温暖化と環境汚染から脱却できるか」
ゼミ開講日︓指定の水曜日 14:10～15:10
教科書指定なし
開講場所︓ユートリー４階デ ザイン室

　八戸サテライトで学習相談とゼミナールを担当しています。八戸
工業大学では、生命科学や環境科学に係わる講義を担当してい
ます。放送大学のゼミナールでは環境や生命に関する今日の課題
を分かりやすく解説致しますので、気軽にご参加下さい。近年、痴
呆症等神経疾患の増大が問題となっています。研究では中枢の神
経細胞の保護や神経炎症抑制に関し生薬や食品に
広く存在するテルぺノイドの効果を細胞レベルで検討
しています。

青森学習センター
平岡  恭一  先生
弘前医療福祉大学短期大学部介護福祉学科 教授
相談分野︓実験心理学
相談日︓指定の金曜日 16:30～18:30

ゼミ︓「行動心理学とリハビリテーション」
ゼミ開講日︓指定の金曜日 16:30～17:30
教科書指定１冊あり
開講場所︓青森学習センター講義室

　これまで、ゼミでは B.F. スキナーが著した「老い」に関する著書をテキス
トとして、特に行動分析学の立場から勉強を続けてきました。ゼミの参加
者には、お年寄りの介護やリハビリ等の仕事をされている方もおられ、その
体験が話題になることも多くありました。また私自身も介護などへの関心
が以前より強くなっています。そこで、今回からは少し範囲を広げ、リハビリ
と行動分析学との関連についても勉強してみることにしました。
老いやリハビリについては、皆さんそれぞれ様々なお考えをお持
ちと思います。どうぞ遠慮なくご発言いただいて、活発な楽しい
時間になればと考えております。

八戸サテライトスペース（八戸市）で開講する学習相談・ゼミ

青森明の星短期大学（青森市）で開講する学習相談・ゼミ
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学生生活をもっと楽しく！各種学生団体のごあんない

青森同窓会
　　「青森同窓会から　
　　　　～皆さま、ご参加お待ちしています～」

青森同窓会会長　関川　宏明

　今年度は、５月の八戸サテライトスペースでの定例総会を
はじめ、夏から秋にかけては、同窓生と在学生とが交流を深
めることのできる行事を計画しております。また、昨年度に引
き続き、卒業生・修了生を囲む祝賀会も予定しております。
その他には、他同窓会との交流として、東北・北海道ブロッ
ク同窓会交流会が宮城学習センターを会場に開催されます。
　毎回の行事では、卒業生・修了生のみならず、在学生や
学習センターの方々からのご参加もいただき、大変充実した
場となっております。
　卒業生・修了生の皆さま、放送大学での学びを通して得
た経験を、今後学びを始める学生に伝えるため、同窓会へ
の参加を心よりお待ちして
おります。

学友会
　「学友会に入りませんか︕︕
　　　各種行事に参加して親睦を図ろう」

学友会会長　田澤　豊　

　通信大学は、学生達の繋がりが少ない。入学者の多くが、学習の
行き詰まり等を経験するでしょう。でも、あきらめてはいけません。先
輩方などが、悩みの解決方法を知っているかもしれません。他の学生
との繋がりを持つことです。そして、時には息抜きも必要です。是非、
学友会に入り、充実した学生生活を自分なりに見つけませんか。学友
会では、コミュニケーションを図る場として、春は、弘前城で「観桜会」、
秋は「そば打ち」を毎年恒例行事とし開催し、そのほかにも随時行事
を行い会員相互の親睦と情報交換を行っております。また、学友会
では、一緒に企画・活動できる方も募っております。（残念ながら令和
２年度の観桜会はコロナウイルス感染症のため中止となりました。）
　いまは、人と人のコミュニケーションの取り方が、多種多様になって
きていますが、「face to face」
が基本ではないでしょうか。
　学友会への参加をお願いし
ます。申込受付はセンター事
務室にお願いしております。

サイコロサークル
「サイコロサークル会員募集中」

　サイコロサークルの活動は、心理学実験の平岡教授のご厚
意で成り立っています。どんなことも分かりやすく教えて下さる心
強い味方です。時間をかけて勉強してきた行動分析の大御所ス
キナーの著作も残り僅かとなりました。不思議なもので、特別な
感情が渦巻いています。重要な理論にもかかわらず、行動分析
は放送大学ではあまり取り上げられていません。知りたい気持
ちが日増しに大きくなりました。他のメンバーも似たような気持
ちだったのでしょう。次は、リハビリテーションを題材にした行動
分析の基礎から応用までの書籍に挑戦します。抜け駆けしよう
と放送大学附属図書館から書籍を借りましたが、次の勉強会
では、既に本を購入している方もいて目論見は外れました。心
理学を楽しむためには何でも有りです。自分なりのやりかたで楽
しみましょう。準備なしも大歓迎です !（正子）

ミステリーサークル
　　　「八戸ミステリーサークル・会員募集︕」

ミステリーサークル総長　上野　光弘

　写真は、最近文化祭に、ふと出現する「わさもコーヒー」のマ
スター。東京のカフェで友達がコーヒーを注文した際に「わさも
コーヒー」と頼んだら、店員にすみませんが当店には「ワサモコー
ヒー」という銘柄は置いておりませんと断られたという（笑）。無
ければ作ってしまおうという思いが、店名に込められているという。
　ミステリーサークルは、学生相互の研鑽、親睦と交流を目的
に活動しており、このような方々を応援しています。会費は無料
です。学習相談も実施しております。入会したい方は、サテライ
ト事務までご連絡ください。
　月に一回ペースで部屋を確保して活動しています。遊びに来て
ください。

※上記４団体に入会ご希望の方は、青森学習センターまたは八戸サテライトスペースへお問い合わせください。

★学生団体の設立について★
　学生が研究やスポーツなどのため、サークル・学生団体などを結成しようとするときには、学生（科目履修生・修士科目生以外）の中か
ら責任者を定め、「学生団体設立願」等を４月または１０月に責任者が所属する学習センターへ提出し、設立の許可を受ける必要があり
ます（「学生生活の栞」教養学部版 P120参照）。詳細については、青森学習センター事務室へお問い合わせください。

雪灯籠まつり見学（→）
卒業生・修了生を囲む
祝賀会の様子（→）

平岡先生との
勉強会の様子（→）わさもコーヒ（→）
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５月・６月・７月のスケジュール
閉所日 試験面接授業 通信指導提出締切

※新型コロナウィルスの国内感染が拡大している状況を受け、スケジュールは変更になる可能性があります。
　変更になった場合は、ホームページ等でお知らせいたします。

 １日（金）︓ 2020年度夏季集中科目履修生（司書教諭）出願郵送受付開始
  《～6/7　本部必着》
 ８日（金）︓ 2020年度第１学期通信指導提出受付開始 （WEB10時～）
 15日（金）︓ 2020年度第１学期通信指導提出受付開始 （郵送）
 21日（木）︓ 教員免許更新講習（夏期）受付締切 《９時まで》
 25日（月）︓ 単位認定試験受験センター変更願提出締切 《郵送、本部必着》
 29日（金）︓ 2020年度第１学期通信指導提出締切
  《郵送は本部必着、WEB は17時まで》

 1日（月）︓ 単位認定試験受験センター変更願締切 《WEB、24時まで》
 7日（日）︓ 卒業研究ガイダンス （青森）
 10日（水）︓ 2020年度第２学期出願受付開始 （WEB・郵送）
  《～9/15、教養学部・大学院修士選科生および修士科目生》

 17日(金)︓ 2020年度第１学期単位認定試験
  （大学院︓7/17～7/18、教養学部︓7/17～7/23）

■６月の面接授業■
 6日～  7日︓ 「自然地理で学ぶ青森」（青森）
 13日～ 14日︓ 「青森の美術－棟方志功と縄文」（青森）
 20日～ 21日︓ 「環境と生物－種差海岸で考える－」（八戸）
 27日～ 28日︓ 「最新の成果から迫る青森県史１」（青森）
   「人の一生の法律学」（八戸）

■７月の面接授業■
 4日～  5日︓ 「白神学－白神の動物と植物」（青森）
   「精神保健福祉分野の相談援助」（八戸）
 11日～ 12日︓ 「ネットワークの基礎知識」（青森）

■5月の面接授業■
 9日～ 10日︓ 「対人行動の心理学」（青森）、「心理学実験３」（青森）、「心理学実験２」（八戸）
 16日～ 17日︓ 「アプリを作ろう︕プログラム入門」（八戸）
 23日～ 24日︓ 「有機と無機の間の化学」（青森）、「LED ライトが光る仕組」（八戸）
 30日～ 31日︓ 「英語前置詞︓その意味を考える」（青森）、「明日の健康と予防へ の取り組み方」（青森）、
   「異文化間コミュニ ケーション」（八戸）

５　月

６　月

７　月

★7月１７日・１８日の単位認定試験について
　7月17日（金）・18日（土）は、大学院と教養学部の単位認定試験が同日に実施されます。
　学籍が重複されている方は、ご注意ください。

★単位認定試験期間中の駐車場について（青森 SC）
　7月17日（金）～ 7月23日（木）の単位認定試験期間中の平日は、弘前大学の駐車場が利用できません。
　青森学習センターで受験の方は、鉄道、バス、タクシーなど公共交通機関をご利用ください。

★２０２０年度第１学期 面接授業追加登録について
　定員に余裕のある科目について、面接授業追加登録を受付します。
　空席状況・受付期限等の詳細は、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。



事務室からのお知らせ
通信指導を提出しましょう   （詳細「学生生活の栞」教養学部版P６７、大学院版P６４参照）

再視聴施設をご利用ください

2020年度夏季集中科目履修生募集

2020年度第２学期入学生募集

受験センター変更をご希望の方へ   （詳細「学生生活の栞」教養学部版P７１、大学院版P６８参照）

　通信指導を提出し、合格して初めて単位認定試験の受験資格が得られます。未提出あるいは提出期限までに
到着しなかった場合は評価の対象とはならず、単位認定試験が受けられませんので、余裕を持って提出してください。
５月１日までに通信指導問題が届かない場合は、大学本部（総合受付 TEL:043-276-5111）に連絡してください。
　★提出期間
　　・郵送の場合…５/１５（金） ～ ５/２９（金） ※大学本部必着
　　 ・「Web 通信指導」の場合…５/８（金） １０︓００ ～ ５/２９（金） １７︓００ 

　学習センターやサテライトスペースのほかにも、放送授業を再視聴できる施設を設けています。青森県内には、
青森市の青森市民図書館内「青森学習センターあおもり校」、むつ市のむつ市立図書館内「青森学習センター
むつ校」があります。お近くにお住まいの方は是非ご利用ください。ご利用の際は、各図書館の利用案内に従っ
てください。また、利用の際には学生証をお持ちください。

　夏季学習期間に「学校図書館司書教諭講習」を開設します。本学教養学部
に在籍中の方も、下記の期間に科目登録すると夏季集中型科目を履修すること
ができます。ただし、第１学期に休学している場合は夏季集中型科目を履修でき
ませんのでご注意ください。
【出願・科目登録期間】　５／１（金）～ ６／７（日）　私書箱必着

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
がおられましたら、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︕
【出願期間】６/１０（水）～ ９/１５（火）　私書箱必着

　単位認定試験は、原則として所属学習センターにおいて受験することになりますが、転勤・転居等のやむを得
ない事情および通勤・通学等地理的な関係等のため、所属学習センター以外での受験が便利な場合は、受験
センターの変更手続きをしてください。住所変更手続きだけでは受験センターの変更はできません。受験セン
ター変更をご希望の方は、下記の方法で必ず受付期間内に手続きをしてください。
　★手続き方法と受付期間
　   ・システム WAKABA での手続
　　　…４/１（水）　９︓００ ～ ６/１（月）　２４︓００

　   ・『単位認定試験受験センター変更願』（「学生生活の栞」巻末様式）での郵送手続
　　　…４/１（水） ～ ５/２５（月）
　　　　※大学本部学生課単位認定試験係必着（〒261-8586 千葉市美浜区若葉2-11）

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/

　募集要項 は、事務
室窓口・お電話・放送
大学ホームページ か ら
も請求できます。（放送
大学ホームページ URL 
https://www.ouj.
ac.jp/）
　体験学習・入学相談
を随時承っておりますの
で、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。
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