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 2021 年度が始まって早三か月が過ぎました。皆さんの勉学の進み具合はどうでしょうか。 
 個人的な感慨になりますが、私は昨年 4 月に着任して 1 年が経ちました。放送大学にも慣

れて様子が分かってきましたが、相変わらず新型コロナウイルスに翻弄されて、対応に苦慮

しています。ただ、思い出せば、昨年の今頃は対面での教育は全ての学習センターで中止に

なっていて、福井学習センターも教育機能が停止した状態でした。それに比べると、閉講や

Web 授業への変更も一部ありましたが、今年はほぼ予定通りに対面での面接授業が行えてい

ます。 
 そのような中、福井学習センターにとって喜ばしいことが最近二つありました。ひとつは、

今年 3 月の学位記授与式において、福井学習センターで初となる博士修了者が出たことで

す。放送大学大学院に博士後期課程ができて、最初の博士の学位記授与式が行われたのが

2017 年９月です。そこから３年半遅れましたが、放送大学大学院で博士学位を取得したの

は、これまでに計 28 名ということですから、博士が誕生した学習センターとしては、福井

学習センターは早い方ではないかと思います。 
 もうひとつは、同じく 3 月の学位記授与式で、近藤真一さんが、福井学習センターで４人

目となる名誉学生になられたことです。当学習センターでは昨年 9 月にも名誉学生が生まれ

ていますから、２学期続いたことになります。ご存じの通り、名誉学生は教養学部の６コー

スをすべて修了し、人物、学習態度が良好な学生に付与される称号です。それには相当の努

力を要し、長い年月がかかるのが普通ですが、近藤さんはなんとそれを 12 年で達成されま

した。これは制度上可能な最短の年数です。 
 放送大学には、さまざまな目的に対応した教育システムが整っています。教養学部の複数

のコースで学んで知識の幅を増やすこともできるし、一つの専門を決めて修士号や博士号取

得を目指すこともできます。あるいは選科履修生や科目履修生として好きな科目を集中的に

学ぶこともできます。それらを相互に比べても意味がありません。目的は人それぞれで、学

びは本来多様性があってしかるべきものなのです。 
 福井学習センターは所属学生 500 名弱の小規模なセンターですが、名誉学生は 4 名誕生

し、博士号取得者も出ました。皆さんもそれぞれに目的をお持ちですが、身近にこうした人

がいることを励みに、その目的に向かって突き進んでいただければと思います。 

 

所所長長かかららののメメッッセセーージジ  

 

福井学習センター所長 小野田 信春 

 

学びの多様性 
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■学生種別人数 （ ）内は前学期     令和３年５月１日現在 
  学学生生種種類類  男男  女女  人人数数  

教教養養学学部部  

全全科科履履修修生生  141 176 317(317) 

選選科科履履修修生生  38 55 93(86) 

科科目目履履修修生生  25 17 42(52) 

特特別別聴聴講講生生  0 1 1(2) 

小小計計  204(194) 249(263) 453(457) 

大大学学院院  

修修士士全全科科生生  ２ ３ 5(5) 

修修士士選選科科生生  9 7 16(12) 

修修士士科科目目生生  3 2 5(4) 

博博士士全全科科生生  0 0 0(1) 

小小計計  14(13) 12(9) 26(22) 

合合計計  218(207) 261(272) 479(479) 

■年齢別・男女別人数           ■職業別人数 
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単単位位認認定定試試験験ののおお知知ららせせ（（実実施施方方法法のの変変更更ににつついいてて））  

  

 全全国国のの試試験験会会場場でではは行行わわずず、、イインンタターーネネッットトをを使使っったた自自宅宅受受験験にによよるる試試験験をを実実施施ししまますす。。  

＜＜実実施施期期間間＞＞  ７７月月 1133 日日（（火火））  ～～  77 月月 2200 日日（（火火））  

注注意意））試試験験期期間間中中のの学学習習セセンンタターーののパパソソココンン等等ででのの閲閲覧覧・・試試験験問問題題のの印印刷刷提提供供、、ななららびびにに受受験験はは認認めめ

まませせんん。。  

 

  

・試験実施期間中（7 月）試験問題閲覧サイトの試験問題公開用ページに問題 PDF を一覧掲載しますので、

自宅のパソコン・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、利用できるプリンターがあれば印刷もできます。 

※インターネット閲覧不可の学生に対しては、ネットプリント、ネットワークプリント、郵送、FAX 送信

等による試験問題を提供します。お早めにご相談ください。 

 

  

  

 

 

 

全ての科目の試験問題を第 1 学期は８月上旬に過去の単位認定試験問題・解答等（システム WAKABA

「学内リンク」（トップページ右上））に掲載します。なお、試験問題の中に問題作成者以外の著作物が含

まれている場合には、問題の一部を公表できないことがあります。公表する問題の閲覧期間は約１年間で

す。 

解答については、主任講師の了承があった科目のみ公表されます。解答を公表しない科目についても、

解答の代わりに解答のポイント等（公表しない理由となる場合もあります）を公表します。公表の方法は、

過去の単位認定試験問題・解答等（システム WAKABA）に掲載及び学習センターにおける閲覧です。第

１学期は８月下旬に閲覧が可能になる予定です。公表する解答等の閲覧期間は約１年間です。 

実実  施施  方方  法法  

試試験験問問題題のの出出題題方方法法  

解解答答用用紙紙のの提提出出方方法法  

・試験実施期間内に、解答を記入した解答用紙（択一式マークシート・記述式答案用紙）を、返信用封筒に

て郵送（7 月 20 日（火）消印有効）してください。（6 月下旬に受験者の方へ、答案用紙、返信用封筒、

受験方法説明は送付済みです。） 

 

成成績績通通知知  

問問題題及及びび解解答答等等のの公公表表  

8 月下旬以降に大学本部から「成績通知書」によって郵送されます。 

なお、システム WAKABA でも成績を確認「教務情報→履修成績照会」することができます。 
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科科目目登登録録  

＜提 出 物＞ 科目登録申請票 

＜申請期間＞ 郵 送：8 月 15 日（日）～ 

８月 30 日（月）【本部必着】 

       WEB：８月 15 日（日）9 時～ 

８月３1 日（火）24 時まで 

※面接授業の科目登録も併せて行ってください。 

※科目登録決定通知と払込取扱票が 9 月上旬に届き

ます。 

継継続続入入学学  

＜提 出 物＞ 継続入学用出願申請票 

＜申請期間＞ 郵 送：9 月 14 日（火）本部必着 

       WEB：９月 14 日（火）17 時まで 

※科目履修生・選科履修生から全科履修生へ入学

される方は一般入学用の「学生募集要項」をお

取り寄せのうえ、出願手続きを行ってくださ

い。大学入学資格証明書類（全科履修生として

在籍したことのある方は不要です）が必要とな

ります。 

※合格通知と払込取扱票が 2 週間～約 1 か月で

届きます。 

※次学期に再試験のみ希望される場合も、継続入

学の手続きが必要です。 

※面接授業の登録申請も希望する方 

科目登録期間中（８月 15 日（日）～31 日（火））

に募集要項 6～7 頁参照のうえ、システム

WAKABA にて出願を行ってください。 

科科目目登登録録（（卒卒業業ととななららななかかっったた場場合合））  

＜提 出 物＞ 科目登録申請票 

＜申請期間＞ 郵送：８月１５日（日）～８月３０日（月）

【本部必着】 

       WEB：８月１５日（日）９時～ 

８月３1 日（火）２４時まで 

再再  入入  学学（（卒卒業業ととななっったた場場合合・・  

卒卒業業ととななららずず学学籍籍がが切切れれるる場場合合））  

＜提 出 物＞ 継続入学用出願申請票 

＜申請期間＞ 郵 送：9 月 14 日（火）本部必着 

       WEB：9 月 14 日（火）17 時まで 

※放送大学本部から送付される「令和 3 年度第１学

期末卒業が見込まれる方へ（再入学のご案内）」を

ご確認ください。 

※在学生の科目登録期間中（８月１５日～３１日）に

システム WAKABA にて面接授業も登録できます。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◎◎出願・手続きの際は 

『『学学生生生生活活のの栞栞』』の 

★教養学部 

60～61・94～99 頁 

★大学院 

53～59・89 頁 

を参考にしてください！ 

次次学学期期のの出出願願・・科科目目登登録録申申請請手手続続ききににつついいてて  

 ７月に放送大学本部より科目登録申請要項や継続入学関連書類等、次学期に向けての重要な書類が送付

されますので、内容をご確認のうえ、忘れずに手続きを行ってください。 

 （集団入学又は共済組合を利用して入学された方には継続入学関連書類は送付されません。大学本部又

は福井学習センターまでお問い合わせください。） 

次次学学期期学学籍籍がが続続くく方方→→科科目目登登録録  今今学学期期でで学学籍籍がが切切れれるる方方→→出出願願  

 

今今学学期期でで卒卒業業見見込込みみのの方方  
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■■福福井井学学習習セセンンタターー面面接接授授業業開開講講科科目目一一覧覧

22002211 年年度度第第 22 学学期期  面面接接授授業業科科目目ににつついいてて  

 面接授業には、定員があります。定員を上回る登録申請があった科目については、抽選による選

考を行います。科目登録決定後に定員に空席のある面接授業科目について、当学習センター窓口で

科目登録を追加登録することができます。

空席状況は、放送大学ホームページなど、システム WAKABA でも確認することができます。 

（日程順）

担当講師 科　目　名 日　時 時　限 受講定員

10月16日（土） １～４時限

10月17日（日） １～４時限

10月23日（土） １～４時限

10月24日（日） １～４時限

10月30日（土） １～４時限

10月31日（日） １～４時限

11月6日（土） １～４時限

11月7日（日） １～４時限

11月13日（土） １～４時限

11月14日（日） １～４時限

11月20日（土） １～４時限

11月21日（日） １～４時限

11月27日（土） １～４時限

11月28日（日） １～４時限

11月27日（土） １～４時限

11月28日（日） １～４時限

12月4日（土） １～４時限

12月5日（日） １～４時限

12月11日（土） １～４時限

12月12日（日） １～４時限

12月18日（土） １～４時限

12月19日（日） １～４時限

12月25日（土） １～４時限

12月26日（日） １～４時限

1月8日（土） １～４時限

1月9日（日） １～４時限

1月22日（土） １～４時限

1月23日（日） １～４時限

【授業時間帯】 １時限 ９：３０～１１：００
２時限　　１１：１０～１２：４０
３時限　　１３：３０～１５：００
４時限　　１５：１０～１６：４０

20

河部　壮一郎・今井　拓哉
服部　創紀・関谷　透

恐竜を学ぶ 20

柴田　麻美 心理学実験１ 20

原田　陽子 住環境とまちづくり 20

栗田　智未

浅井　純子 英語４技能レベルアップ　初級編 20

高田　宗樹 知能情報処理のデータサイエンス

北　明美 社会保障と子育ての社会化２ 20

心理検査法基礎実習 20

松井　美樹 オペレーションズ・マネジメント 20

小越　咲子 初心者のためのホームページ作成 15

門井　直哉 日本の古代道路２ 20

石井バークマン　麻子 スウェーデンの特別支援教育 20

南保　勝 地方創生と地域経営 20

山田　孝禎 生涯現役のための運動のすゝめ 20

成田　光江 療養生活と地域資源 20
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客客員員教教員員一一覧覧【五十音順 敬称略】  

浅浅井井  純純子子      （福井医療大学 講師）       

石石井井ババーーククママンン  麻麻子子 （福井大学 名誉教授） 

小小越越  咲咲子子 （福井工業高等専門学校 准教授） 

門門井井  直直哉哉        （福井大学 教授） 

岸岸    俊俊行行       （福井大学 准教授） 

栗栗田田  智智未未 （福井大学 講師・カウンセラー） 

柴柴田田  正正輝輝     （福井県立大学 准教授） 

廣廣澤澤  愛愛子子 （福井大学 教授・カウンセラー） 

宮宮崎崎  光光二二      （福井大学 名誉教授） 

事事務務職職員員業業務務担担当当一一覧覧  

福井学習センターでは、小野田 信春センター所長・

客員教員による学習会・ゼミナールを 4 期に分けて

実施しています。2 期（7～9 月）の詳細については

募集パンフレットをご覧いただき、早めにお申し込

みください。 

教員の専門分野は「福井学習センターHP」をご覧ください 

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/fukui/about/teacher.html 

事事務務室室かかららののおお知知ららせせ  

例年、秋に実施しております学生研修旅行ですが、今年度も新型コロナウィルス感染防

止のため中止とさせていただきます。楽しみにされていた皆様には、誠に申し訳ありま

せん。国がワクチン接種を順次進めておりますものの、今後も変異株の感染等が蔓延す

る可能は否めませんので、学生の皆様にはご理解いただきたくお願いいたします。 

学学習習会会・・ゼゼミミナナーールルににつついいてて  

重重要要：今後も、各種授業・活動・行事等におきまして、新型コロナウィルス感染防止の対応により、状況

変化を踏まえ形態を変更する場合がございます。Web にて最新の状況を掲載します。放送大学、

各学習センターのサイトにて随時ご確認くださいますようお願いいたします。 

氏 名 担 当 業 務 概 要 

諏 訪 泰 重 事務長 事務総括 

品 川 隆 明 教務主幹 単位認定試験・大学院入試、教員免許更新講習修了認定試験、入

学者の集い・学位記授与式、卒業研究及び卒業認定関係 

増 永 行 延 広報主幹 広報・学生募集、公開講演会・セミナー関係 

窪 田 真由美 総務・図書 図書・視聴学習室管理、学習会・ゼミナール、学生研修旅行、機関

紙「楽学喜」他刊行物作成関係 

笹 岡 由美子 教務 面接授業、教務電算システム・キャンパスネットワーク、学生交

流活動指導・育成（サークル）、センターHP 関係  

末 本 裕 子 会計・図書 図書・視聴学習室管理、学生教育研究災害傷害保険関係、会計 

 

22002211 年年度度  学学生生研研修修旅旅行行  中中止止ののおお知知ららせせ  

ななんんででもも  

おお気気軽軽ににおお尋尋ねね  

くくだだささいい!!!!  

 

学学習習セセンンタターーををごご利利用用のの際際はは、、引引きき続続きき新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大防防止止ににごご協協力力願願いいまますす。。  

（（ママススクク着着用用、、消消毒毒液液にによよるる手手指指消消毒毒、、33 密密をを避避けけるる等等））  
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★★ 44 月月かからら福福井井学学習習セセンンタターーにに、、客客員員教教員員 11 名名とと事事務務長長をを含含めめ事事務務職職員員 33 名名がが着着任任ししままししたた  ★★  

どどううぞぞよよろろししくくおお願願いいいいたたししまますす。。  

  

 

 

 

 

 
 
 

  

  

  

  

   
 
 

この度、放送大学の客員教員となりました。専門は臨床心理学です。 臨床心理士として、

医療・保健、教育、産業、司法の領域で業務にあたりました。たとえば、医療・保健領域では、

病院の患者さんのカウンセリング、心理検査。患者さん家族の支援。保健所で乳幼児健診の心

理相談、自殺対策講習。教育領域では、スクールカウンセラー、大学の学生相談。産業領域で

は、ストレスマネジメント講習、労働者のメンタルヘルス相談。司法領域では、少年鑑別所の

心理検査、警察の被害者支援。このように職域が広がったのは、恩師や先輩の勧めや紹介で

す。積極性はないのですが食わず嫌いもしない性格のため色々引き受け、まず、大学院の卒業

は遅れました。他にも…(笑)。ですが、様々な経験や人との出会いがあり、それらは私のかけ

がえのない宝ものです。モットーは、少しでも気持ちが楽になるお手伝いを！です。皆さんの

学生生活がより充実するような手助け、心理面のフォロー等ができたらと思っております。 

客客員員教教員員  栗栗田田  智智未未  先先生生  

新新任任教教職職員員自自己己紹紹介介  

４月からお世話になっております、末本裕子と申します。大学入学からしばらく福井を

離れており、今年 2 月に U ターンしてまいりました。久しぶりの福井での生活はどのよう

になるかと少し不安もありましたが、意欲的な皆様からたくさん刺激をいただいておりま

す。趣味はピアノと演劇鑑賞でして、何か関連する科目を受けようか、もしくは旅行に行け

るご時世になりましたら海外旅行へも行きたいので、忘れかけている英語を学ぼうか…と

楽しい想像を膨らませております。これからも皆様の学生生活のお役に立てるよう努力し

てまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

事事務務職職員員  末末本本  裕裕子子ささんん  

 

４月１日付けで事務長を拝命いたしました諏訪と申します。事務室内を見渡します

と他の職員のみなさんは多彩な趣味、特技をお持ちのようですが、私はこれといって

特技もない面白みのない人間です。強いて言えば子供の頃より鉄道が好きで、初めて

の電車通勤を楽しんでおり、当学習センターから見える北陸新幹線の建設工事を毎日

眺めるのが息抜きとなっています。まだまだ不慣れで皆様にご迷惑をおかけしており

ますが、何卒よろしくお願いいたします。   

事事務務長長  諏諏訪訪  泰泰重重ささんん  

北陸新幹線工事風景(福井 

駅東口左手前に AOSSA) 

3 月に永年勤務しました福井大学で定年退職を迎え、4 月から着任しております窪田

真由美と申します。仕事の合間にお花や美術鑑賞、スポーツ観戦等で心の癒しを求めて

参りましたが、セカンドステージに入り、これからは「きょういく」（今日行くところが

ある）と「きょうよう」（今日用がある）が大切とのこと。私は、ご縁のありました放送

大学で「教育？」と「教養？」を学びつつ、人との出会いとつながりを大切に、意欲的

な皆様の学生生活が、豊かで充実したものになりますようご支援に努めて参りますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

事事務務職職員員  窪窪田田  真真由由美美ささんん  

還暦祝の薔薇に歓喜!! 
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 附附属属図図書書館館・・蔵蔵書書検検索索シシスステテムムOOPPAACC

オパック

ににつついいてて  

放送大学附属図書館で所蔵している図書や放送教材は、検索システム OPAC で簡単に検索・ 

取り寄せすることができます。 

※学習センターへの取り寄せは無料ですが、ご自宅への取り寄せには送料がかかります。 

※図書室内でのみ閲覧可能な資料もありますのでご了承ください。 

★気になる資料がありましたら、放送大学ホームページトップ画面の①放送大学附属図書館を

クリック！②OPAC システム簡易検索に検索ワードを入れて探すことができます。 

①  ② 

学学習習セセンンタターー内内のの放放送送教教材材ににつついいてて  

2019 年度以降、学習センター図書室内に新規開設科目の「放送教材」（DVD・CD）の 

配架は行わないこととなりました。新規開設科目については図書室内の視聴用パソコンを

利用し、インターネット配信での視聴をお願いいたします。 

②の簡易検索で、“心理学”と検索してみました 

絞り込み検索はこちらから 

資料のタイトルをクリックすると、 

詳細や取寄の予約画面に進みます 

図図書書・・視視聴聴学学習習室室かかららののおお知知ららせせ  

① 放送大学ホームページトップ

画面で附属図書館をクリック 
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第第 11 回回：：77 月月 2255 日日（（日日））～～77 月月 3311 日日（（土土））  

第第 22 回回：：88 月月 11 日日（（日日））～～  88 月月 77 日日（（土土））  

※※月月曜曜日日はは閉閉所所日日ののたためめ除除くく  

場場所所：：福福井井学学習習セセンンタターー図図書書室室内内  

 

★数に限りがありますので、なくなり次第終了とさせていただきます。 

お一人につき、第 1 回・第 2 回それぞれ 5 冊まででお願いいたします。 

・お持ち帰り用の袋をご持参ください。 

・当日は学習センター窓口での検温並びにマスク着用、アルコール消毒、 

３密の回避などの感染症対策にご協力をお願いします。 

 

雑雑誌誌ババッッククナナンンババーー他他  

無無料料配配付付いいたたししまますす  

例えば… 

★図書室内の雑誌バックナンバー 

（ニュートン、栄養と料理 他） 

★休憩室内の雑誌バックナンバー 

（きょうの健康、オレンジページ 他） 

    

などを無料配付いたします！ 

 

今年の夏も暑くなりそうです。 

おうち時間のお供に是非ご活用ください。 
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雑雑誌誌ババッッククナナンンババーー他他  

無無料料配配付付いいたたししまますす  

例えば… 

★図書室内の雑誌バックナンバー 

（ニュートン、栄養と料理 他） 

★休憩室内の雑誌バックナンバー 
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などを無料配付いたします！ 

 

今年の夏も暑くなりそうです。 

おうち時間のお供に是非ご活用ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・編集サークル作成ページ 
 

   福福井井  ササククララのの名名所所をを訪訪ねねてて 
                 大大  﨑﨑    義義  和和  

  

 令和３年 今年は桜の開花宣言が３月中旬から始まり、福井での満開となるのを待って、

私が生を受けて初めて「福井のサクラ名所めぐり」に挑戦しました。 

 若かりし頃は、毎年「サクラの花を肴」に職場の花見宴会に参加をしたが、じっくりと桜

の花を見る（観賞）ことはなかった。今年は例年より１週間から１０日程早く満開となる

とのニュースを聞くに及んで、「福井のサクラ名所めぐり」をやって見ようと急に思い立ち、

WEBで「福井のサクラ名所」を検索し実践することにした。ただ残念なのは、嶺南地区（小

浜妙祐寺のしだれ桜、敦賀市金ヶ崎宮の桜）、奥越地区（勝山の弁天桜、大野九頭竜湖の桜）、

そして丸岡城の桜をめぐることができなかったことである。 

 まず初めに訪れたのが、３月２９日（月）で職場近くの 

福井県総合グリーンセンターの桜である。昼休みの休憩時 

間を利用しての訪問で、桜に囲まれた広場には多くの家族 

連れや子供たちが楽しそうにお昼の食事をとっている様は、 

まさに微笑ましい光景でした。 

 翌３月３０日（火）は、勤めが休みなので朝の９時から 

夕方５時半頃までかけて９カ所の桜名所めぐりをしました。 

１番目は、足羽山への登り口の一つ「愛宕坂」近くにあるお寺「安養寺」の桜を、２番目は

「愛宕坂」の階段を一気に駆け走り「足羽神社のしだれ桜（現在は樹齢４００年？）」を、

やはり「しだれ桜」の名所ですね、多くの人が参拝を兼ねて見事な「しだれ桜」観賞してお

りました。次に足羽山公園等の桜をと思ったのですが、「足羽神社」から足羽山公園等の桜

名所まで歩くにはそれなりの距離があり、時間的余裕と体力的にも無理と判断し諦めるこ

とにした。また、足羽川堤防の桜並木の訪問も、車が路上駐車ができないことから日を改

めて早朝にでもゆっくりと訪れることにし、次の訪問地鯖江市の西山公園へと向かった。 

  

 

 
 
 
 
 
 

西山公園も、家族連れが多く訪れ 

ており、子供たちは公園内を走り 

回っておりました。 

 ４番目に訪れたのが越前市の万葉の里 味真野苑です。この万葉の里味真野苑は、今か 

ら 1,200年余り前に貴族を中心に壮大で華麗な天平文化が栄えた頃、平城の都から 

この地に流された中臣宅
なかとみのやか

守
もり

と都で宅守を思う狭
さ

野
の

弟上娘子
おとがみのおとめむ

の悲しい恋の歌の舞台  

 

福福井井県県総総合合ググリリーーンンセセンンタターー  

 
    安安養養寺寺（（福福井井市市足足羽羽））  

 
  足足羽羽神神社社  ししだだれれ桜桜  

 

      西西山山公公園園（（鯖鯖江江市市））  
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                 だそうで、二人の間に詠まれた情熱的な歌は万  

                 葉集に６３首も残されているとのこと。味真野苑は 

                 敷地面積が 4.7haもあり、四季折々に咲く花ととも           

                 に万葉集に歌われた植物を観賞できるとのことで、 

                 夏から秋にかけての時期に今一度訪れることに・・？ 

                 ５番目に訪れたのは、味真野苑近くの味真野小学校 

                 です。検索した通り校庭の真ん中に樹齢 150年の 

                 エドヒガンサクラが 

                 枝一杯に花を咲かせて 

                 いました。まるで児童 

                 ・生徒を温かく見守っ 

                 ているように私には思 

                 えました。同小学校は 

                 統合・移転・増改築の 

                 結果、当時の校長先生 

                 判断により校庭の真ん中に残すことにしたとのこと 

です。 

 次に目指したのが６番目、越前市粟田部の花筐公園の桜です。５～６ 

年前にウチのガヤから「花筐公園のサクラはすごく綺麗だよ！」と聞か 

されていたのでワクワク・ドキドキで期待していたのですが、地元の方 

やウチのガヤには大変申し訳ないことですが、私が思っていたイメージ 

からほど遠い桜の公園でした。私同様に桜の木も徐々に衰(老)いが生じて 

いるのかも知れませんね。 

 ７番目は越前町（旧宮崎村）の越前陶芸村公園の桜です。ソメイヨシ 

ノやしだれ桜、八重桜など美しい桜を眺めながら散策することができる 

とのことが案内されていたが、私にはそれなりの桜の花という感じでした。感性というも

のがないのかもしれませんね。陶芸村公園は平日のためか、公園内は閑散としていました。 

次に８番目の桜は、越前町から福井市に向かう途中に出会った桜でした。車を走らせて

いた時に、偶然にも右前方の小高く丘のようになっている所に桜並木が見えたので立ち寄

った。丘を登る口には「総社大神宮」と刻まれた社号碑が建立されていたので、丘の上は神

社が建っていると思いきや、そこは越前町営の長岡多目的グランドでした。しかし、その

奥にこんもりとした繁みが見えた。後で知ったのですが「長岡神社」だそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間も押し迫り、いよいよ本日最後の訪問先となる「一乗谷朝倉氏遺跡」へと向かった。 

 

 

万万葉葉のの里里  味味真真野野苑苑（（越越前前市市））  

 
味味真真野野小小学学校校ののエエドドヒヒガガンンササククララ  

 
花花筐筐公公園園  

   
              越越前前陶陶芸芸村村公公園園  

 
      長長岡岡多多目目的的ググラランンドド  
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 時間も押し迫り、いよいよ本日最後の訪問先となる「一乗谷朝倉氏遺跡」へと向かった。 

 

 

万万葉葉のの里里  味味真真野野苑苑（（越越前前市市））  

 
味味真真野野小小学学校校ののエエドドヒヒガガンンササククララ  

 
花花筐筐公公園園  

   
              越越前前陶陶芸芸村村公公園園  

 
      長長岡岡多多目目的的ググラランンドド  

時間は午後の４時３０分を過ぎていたが、遺跡巡りと桜見を兼ねてか多くの人がおられた。 

一乗谷朝倉氏遺跡の桜と言えば、やはり義景館跡前唐門の桜でしょうね。周辺には桜が植

えられていますが、義景館跡の北側にある南陽寺境内の糸桜が綺麗だとか。足利義昭と眺

めたという話が残っているそうです。 

                                                          ３月３１日、勤め前に 

                                                         足羽川堤防の桜並木、NH 

                                                         K福井放送局前のさくら 

                                                         通り、そして私の地区の 

                                                         近くに流れる日野川沿い 

                                                         堤防に植栽された桜並木 

                             を訪れることにし、５時 

                             半には家を出た。日の出を 

                             光を浴びながら、ゆっくり 

と足羽川堤防の桜並木(トンネルと言った方が良いかも)の桜を堪能しました。NHK前近く

の「さくら通り」の桜並木も満開でとっても美しい光景を拝することができました。でも、

この日一番感動したのは、日野川沿い堤防の桜並木の桜でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 最後に訪れたのが、丸岡町山竹田丸岡温泉「たけくらべ」に隣接した「たけくらべ広場」 

の桜でした。４月１１日の日曜日で晴天の素晴らしい日でした。「たけくらべ広場」に近づ 

くにつれて車の流れがノロノロとなり、ようやく到着かと思いきや駐車場が非常に混み合

っており、案内・誘導員の方から「３０～４０分待たないと駐車できないけど、それでも待

ちます？」と言われ、せっかく来たのですから「時間ありますので、空くまで待ちます！」

と返答した後、３０分ほど待つことで駐車することができた。広場内はキャンプや BBQも

できるので多くの家族連れがテントを張り、桜を観賞する傍ら親と子が椅子やベッドに腰

かけ寛いでいる様は親と子の絆を感じました。広場の横を流れる竹田川沿いや広場周辺の

桜はホント満開で素晴らしいものでした。思い出の１ページ加えることができました。 

                       福井の「サクラ名所めぐり」、次の年 

                      はどうなるかは分からないけれど、機会 

                      があれば今回行けなかった所を主体にチ 

ャレンジしたいと思うのですが・・・。 

                       最後に蛇足ですが 

                      私の地区に鎮座する 

「大安寺観音堂」の 

桜を紹介します。 

最近、福井市の指定 

文化財に指定されたことを受けてか、訪れる人が増えてきました。 

  
                          一一乗乗谷谷朝朝倉倉氏氏遺遺跡跡  

  

足足羽羽川川堤堤防防のの桜桜並並木木（（トトンンネネルル）） 「「ささくくらら通通りり」」((福福井井市市))  

 
  日日野野川川沿沿いい堤堤防防のの桜桜並並木木  

 

  
        丸丸岡岡町町山山竹竹田田「「たたけけくくららべべ広広場場」」のの桜桜  

 
大大安安寺寺観観音音堂堂  
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おｓｈ                                                                                     

パパネネルル展展をを次次のの日日程程でで開開催催ししまますす！！  

 ★ご家族・ご友人で放送大学に関心を 

持たれている方に、是非お声かけください。 

○○  アアオオッッササ１１・・７７階階（（ｵｵｰーﾌﾌﾟ゚ﾝﾝｷｷｬｬﾝﾝﾊﾊﾟ゚ｽｽ同同時時開開催催））                

   7 月 24 日(土)・25 日(日)      

○○  県県立立図図書書館館  

   8 月 6 日(金)～１0 日(火) 

 

 
 

〒〒991100--00885588 福福井井市市手手寄寄 11 丁丁目目４４－－１１  

        AAOOSSSSAA（（アアオオッッササ））77ＦＦ  

TTEELL  00777766--2222--66336611  FFAAXX  00777766--2222--66443311  

hhttttppss::////wwwwww..sscc..oouujj..aacc..jjpp//cceenntteerr//ffuukkuuii  

福福井井学学習習セセンンタターー利利用用時時間間（（月月曜曜・・祝祝日日はは閉閉所所））  

（（火火～～金金））  99：：3300～～1188：：0000  

（（土土・・日日））  99：：0000～～1177：：3300  

 

  
■■  令令和和３３年年  77 月月～～99 月月ののススケケジジュューールル  

 

7 月  
日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

 

8 月  
日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土 

       
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

9 月  
日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

 
閉所日 面接授業 

13日~ 

20 日 

1 学期単位認定試験（自宅受験）【~20 日（火）】 

解答用紙郵送提出期限 消印有効 

 
【面接授業】 
3・ 4 日 「素描実習“見ること”の始まりへ」 

10・11 日 「π（円周率）の数学」 

12 日~ 

14 日~ 

 

 
15 日~ 

 
27 日~ 

 
~31 日 

臨時閉所日【～15 日(日)】 

2022 年度大学院修士全科生・博士全科生出願 

【~25 日(水) 消印有効  

※Web 25 日（水）17 時まで】 

第２学期 科目登録申請【~30 日（月）本部必着 

          ※Web 31 日（火）24 時まで】 

夏期教員免許更新講習修了認定試験（自宅受験） 

【~ 9/9（木）17 時】 

2021 年 10 月入学第 1 回 教養学部・大学院(修士

選科生・修士科目生) 出願締切【6/10～ 本部必着】 

 

1日~ 

 
26 日 

2021 年 10 月入学第 2 回 教養学部・大学院(修士

選科生・修士科目生) 出願【~14 日（火）本部必着】 

2021 年度第 1 学期学位記授与式・2021 年度第 

2 学期入学者の集い 

 

７７月月  

８８月月  

図書・視聴学習室閉室 

９９月月  
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