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着々と工事が進む「北陸新幹線福井駅」 

福井学習センターからの眺め 



  

 
 

  

※今学期開講予定の面接授業で、定員に対し空席のある「授業科目」については『追加登録』

の申込ができます。詳しくは 9 頁の「面接授業について」と同封のちらしをご覧ください。 

  ９９月月にに卒卒業業さされれたた皆皆ささんん、、１１００月月にに入入学学さされれたた皆皆ささんん、、おおめめででととううごござざいいまますす。。福福井井学学習習

セセンンタターーのの教教職職員員一一同同、、心心よよりりおお祝祝いい申申しし上上げげまますす。。  

  改改めめてて言言ううままででももあありりまませせんんがが、、放放送送大大学学はは BBSS 専専用用チチャャンンネネルルをを有有すするるわわがが国国唯唯一一のの通通

信信制制大大学学でで、、そそのの最最大大のの特特色色ははテテレレビビややララジジオオでで学学ぶぶ放放送送授授業業ににあありりまますす。。放放送送授授業業はは、、録録

画画やや録録音音すするるここととももでできき、、ままたた原原則則すすべべててのの科科目目ががイインンタターーネネッットト配配信信（（一一部部イインンタターーネネッッ

トト配配信信限限定定ももああるる））さされれてていいてて、、好好ききなな時時間間にに学学習習ででききまますす。。自自分分ののペペーーススでで無無理理ななくく学学べべ

るるののがが放放送送授授業業のの利利点点でですすがが、、唯唯一一残残念念ななののはは、、そそれれはは一一方方向向型型ででああるるとといいううここととでですす。。たた

ととええばば、、授授業業中中のの疑疑問問ををそそのの場場でで直直接接質質問問すするるここととははででききまませせんん。。  

  そそののよよううなな放放送送授授業業をを補補完完すするるたためめにに設設けけらられれてていいるるののがが、、対対面面式式でで行行うう面面接接授授業業でですす。。

全全国国のの学学習習セセンンタターーととササテテラライイトトススペペーーススでで開開講講さされれてていいてて、、そそのの数数はは年年間間でで 33000000 以以上上にに

及及びび、、福福井井学学習習セセンンタターーででもも約約 3300 科科目目をを開開講講ししてていいまますす。。そそののすすべべててがが受受講講可可能能でですすがが、、現現

在在はは、、新新型型ココロロナナウウイイルルススのの影影響響でで、、所所属属学学生生にに限限定定すするるななどど受受講講をを制制限限ししてていいるる学学習習セセンン

タターーがが多多いいののでで、、そそのの点点はは注注意意ししててくくだだささいい。。  

  面面接接授授業業のの魅魅力力のの一一つつはは、、地地域域にに根根差差ししたた身身近近ななテテーーママにに関関すするる授授業業がが多多いいここととでですす。。福福

井井学学習習セセンンタターーででもも、、福福井井がが誇誇るる恐恐竜竜学学のの授授業業やや、、福福井井のの経経済済状状況況をを学学ぶぶ授授業業ななどどをを開開講講しし

てていいまますす。。ままたた、、放放送送授授業業でではは難難ししいい現現地地視視察察をを組組みみ入入れれたた授授業業、、たたととええばば県県下下のの城城下下町町のの

様様子子やや古古代代道道路路のの痕痕跡跡をを学学ぶぶ授授業業、、ああるるいいはは福福井井市市街街にに出出向向いいてて住住環環境境ににつついいてて学学ぶぶ授授業業なな

どどもも行行っってていいまますす。。ささららにに、、ここれれもも放放送送授授業業でではは難難ししいい美美術術・・音音楽楽・・体体育育のの実実技技系系のの授授業業、、

英英語語ややププロロググララミミンンググにに関関すするる実実践践的的なな授授業業ななどどもも行行っってていいまますす。。ももちちろろんん、、ここののよよううなな特特

徴徴的的ななもものの以以外外にに、、各各学学問問分分野野のの基基礎礎的的なな内内容容をを、、放放送送授授業業ととはは違違うう切切りり口口でで解解説説すするる授授業業

ももたたくくささんん開開講講さされれてていいまますす。。  

  放放送送授授業業とと面面接接授授業業はは、、そそれれぞぞれれにに良良ささががああっってて同同等等でですす。。たただだ、、どどちちららかか一一方方にに偏偏るるのの

はは避避けけるるべべききでですす。。そそのの意意味味でで面面接接授授業業のの受受講講ををおお勧勧めめししまますす。。全全科科履履修修生生のの皆皆ささんんはは卒卒業業

条条件件ににななっってていいまますすがが、、選選科科履履修修生生やや科科目目履履修修生生のの皆皆ささんんもも、、ぜぜひひ受受けけててみみててくくだだささいい。。  

私私もも今今年年のの第第 11 学学期期にに初初めめてて面面接接授授業業をを担担当当ししままししたた。。面面接接授授業業はは一一種種のの集集中中講講義義でで、、準準  

備備すするるののははそそれれななりりにに大大変変でですす。。講講義義中中はは何何ででもも知知っってていいるるよよううなな顔顔ででししゃゃべべっってていいままししたた  

がが、、実実はは私私自自身身がが準準備備のの過過程程でで新新たたにに得得たた知知識識ももたたくくささんんあありりまますす。。面面接接授授業業はは教教ええるる側側にに  

ととっっててもも貴貴重重なな体体験験ななののでですす。。  

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 

面面接接授授業業ののすすすすめめ  
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福井学習センター学生表彰制度について 

 次に該当する学生には学位記授与式において所長から表彰状を授与するとともに記念品が

贈呈されます。（１回限り） 今回の対象者はお名前の前に    のある方々（他１名）です。 

おめでとうございます！！ 

福井学習センターから 21 名の方が卒業されました。心からお喜び申し上げます。 

伊藤 由美 

米田 久美 

   （他 1 名） 

生活と福祉コース 心理と教育コース 

足立 さゆみ 

奥原 智子 

田村 道子 

中村 加津世 

南部 淳子 

橋本 郁美 

   （他 3 名） 

社会と産業コース 

小橋 昭夫 

中野 雅文 

脇本 祐次郎 

人間と文化コース 

岡田 郁美 

谷口 真理 

服部  悟 

山﨑 理絵 

   （他 1 名）   

自然と環境コース 

川端 與一郎 

※ご本人の同意をいただいた方について、氏名を記載

させていただいております。 

（敬称略・コース別五十音順） 

＊学習活動において、特に優秀な成績を挙げたと認められる者（複数の「科目群履修認証

制度」の認証状を取得した者を含む） 

＊社会活動において、社会的に高い評価を受け福井学習センターの知名度を挙げることに

貢献した者 

＊高年齢、身体的な支障又は被災等良好とはいえない学習環境で学習に精励し、優秀な

成績を収めたと認められる者 

＊その他表彰に値する行為があったと認められる者 
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卒業生からの 

メッセージ 

ごご卒卒業業おおめめででととううごござざいいまますす。。編集サークルから卒業生全員に“卒

業等にあたっての一言”をお願いしました。その内容について、“喜喜びび・・

抱抱負負等等”に加えて、在学生に向けてのお言葉として“おお勧勧めめのの科科目目名名とと

そそのの理理由由”及び“勉勉強強すするる上上ででのの工工夫夫”についても併せてお願いしまし

た。今回お寄せいただいた全ての方のメッセージを掲載しました。参考

となるメッセージ有難うございました。（掲載順不同） 

川端 與一郎 さん 

  今今回回はは気気象象、、化化学学、、統統計計

にに関関すするる科科目目のの理理解解ににかか

ななりり苦苦労労ししたた。。  

  ししかかしし、、新新ししくく知知識識をを

得得たたこことととと、、ここのの結結果果のの

卒卒業業をを大大変変嬉嬉ししくく思思っってて

いいるる。。ここのの一一つつののけけじじめめ

とと感感激激をを忘忘れれらられれなないいここ

ととがが、、受受講講のの継継続続ががでできき

てていいるるももののとともも思思うう。。  

  次次回回はは最最後後ととななるる「「人人

間間とと文文化化ココーースス」」ででああるる

がが頑頑張張りりたたいい。。  

中野 雅文 さん 

  生生 物物 学学 やや 天天 文文 学学 はは

日日々々新新ししいい知知見見ががあありり

まますすののでで、、私私ののよよううなな高高

齢齢者者ににととっっててはは、、高高等等学学

校校でで勉勉強強ししたたこことととと大大

ききくく異異ななっってていいまますす。。  

  たたままたたまま、、生生物物学学関関係係

のの科科目目をを学学習習ししてていいたた

ののでで、、昨昨今今ののウウイイルルスス関関

係係のの論論文文をを理理解解すするるここ

ととががででききたたここととはは良良かか

っったたとと思思いいまますす。。  

 

令和3年度第1学期学位記授与式（2021.9.26） 
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５５年年前前、、本本格格的的なな科科目目ののラライインンナナッッププとと圧圧倒倒的的なな学学費費のの安安ささにに心心動動かかささ

れれ、、放放送送大大学学へへのの編編入入学学をを決決意意ししままししたた。。  

そそのの中中でで、、楽楽ししかかっったたののはは「「面面接接授授業業」」でですす。。  

県県内内ははももととよよりり、、積積極極的的にに県県外外ににもも出出掛掛けけままししたた。。日日常常をを離離れれたた贅贅沢沢ななひひ

とととときき。。おお金金ははかかかかりりまますすがが、、そそれれ以以上上にに学学ぶぶここととでで人人ととししてて深深ままるる手手応応

ええやや、、授授業業をを終終ええそそのの土土地地ななららででははののおお店店にに繰繰りり出出しし、、居居合合わわせせたた人人たたちち

とと楽楽ししくく語語ららうう。。ここののオオププシショョンンののおおかかげげでで頑頑張張るるここととががででききままししたた。。  

  引引きき続続きき他他ココーーススにに入入学学ししままししたた。。  

  心心新新たたにに出出会会いいやや楽楽ししみみををたたくくささんん見見つつけけてて、、学学生生生生活活ををエエンンジジョョイイしし

まますす。。  

  卒卒業業ににああたたっっててままずずはは福福井井学学習習セセンンタターーのの皆皆様様、、本本当当ににあありりががととううごござざいい

ままししたた。。いいつつもも親親身身ににななっってて対対応応いいたただだきき卒卒業業ででききたたよよううにに思思いいまますす。。  

  勉勉学学のの上上でで心心にに残残っってていいるるののはは、、御御厨厨  貴貴先先生生にに直直接接解解答答にに添添削削ををいいたただだ

いいたたここととでですす。。解解答答論論文文制制作作ののたためめ、、地地元元のの偉偉人人ににつついいてて調調べべるるここととでで、、知知

ららななかかっったた福福井井ににつついいてて知知るるここととががででききままししたた。。  

  大大人人ににななっってて学学ぶぶここととのの楽楽ししささをを知知りり、、ここれれかかららもも学学ぶぶここととをを続続けけてていいきき

たたいいでですす。。  

中村 加津世 さん 

谷口 真理 さん 

山﨑 理絵 さん 

  子子育育ててでで途途中中４４年年間間休休

学学ししたたののをを含含めめ、、１１４４年年

かかけけててのの卒卒業業でですす。。卒卒業業

をを急急いいででははいいななかかっったたもも

のののの長長かかっったたでですす（（笑笑））。。  

  ししかかしし、、登登山山ややママララソソ

ンンとと同同じじくく一一歩歩ずずつつ進進んん

ででささええいいれればば、、必必ずずゴゴーー

ルルででききるるここととをを実実感感ししまま

ししたた。。  

  学学びびやや人人ととのの出出会会いいをを

楽楽ししんんでで、、今今日日もも一一歩歩進進

みみままししょょうう！！  

服部  悟 さん 

道道守守高高校校をを卒卒業業ししてて放放

送送大大学学にに入入学学ししたた時時はは、、卒卒

業業のの二二文文字字はは全全くく頭頭ににああ

りりまませせんんででししたた。。  

全全科科履履修修生生ととししてて、、三三年年

四四年年経経っっててもも単単位位修修得得はは

半半分分くくららいいででししたたかからら、、今今

回回のの卒卒業業はは全全くく夢夢ののよようう

でですす。。  

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンン

タターーでで出出会会うう学学生生ささんんのの

勉勉学学のの姿姿はは、、私私ににととっってて大大

変変励励みみににななりりままししたた。。  
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田村 道子 さん 

  還還暦暦をを目目前前にに「「心心理理とと

教教育育」」をを学学びびままししたた。。自自宅宅

でで自自分分ののペペーーススでで学学習習でで

ききたたここととがが良良かかっったたとと思思

いいまますす。。  

  面面接接授授業業でではは、、世世代代のの

違違うう学学生生ささんんとと交交流流しし、、

先先生生のの熱熱心心なな講講義義にに緊緊張張

感感とと学学ぶぶ楽楽ししささをを実実感感しし

ままししたた。。  

  ここれれかかららもも学学ぶぶここととをを

続続けけてていいききたたいいとと思思いいまま

すす。。  

確確かかなな根根拠拠ああるる心心理理学学

をを学学びびたたくく放放送送大大学学をを選選

択択いいたたししままししたた。。興興味味深深いい

科科目目がが多多くく、、ああれれももここれれもも

とと履履修修ししてていいたたらら編編入入学学

ででああっったたここととももあありり、、当当初初

のの予予定定よよりりもも早早いい卒卒業業とと

ななりりままししたた。。  

継継続続入入学学ににてて、、学学びび足足りり

てていいなないい興興味味ああるる科科目目をを

履履修修のの予予定定。。  

私私のの学学びびははままだだままだだ続続

ききまますす！！！！  

足立 さゆみ さん 

  多多くくのの方方々々のの支支ええにによよ

りり学学びびをを続続けけささせせてていいたた

だだきき、、感感謝謝いいたたししまますす。。  

  先先生生方方ののわわかかりりややすすいい

授授業業とと、、他他のの方方々々とと共共にに

学学ぶぶここととにに意意味味ががあありり、、

ととててもも貴貴重重なな学学習習体体験験でで

ししたた。。  

  学学んんだだ知知識識をを糧糧にに、、ここ

れれかかららもも精精進進いいたたししまま

すす。。本本当当ににあありりががととううごご

ざざいいままししたた。。  

匿名希望 さん 伊藤 由美 さん 

  職職場場のの先先輩輩のの勧勧めめでで入入

学学。。卒卒業業をを迎迎ええ力力をを貸貸しし

ててくくだだささっったた方方々々にに感感謝謝

ししまますす。。  

  楽楽ししめめたた科科目目、、理理解解にに

苦苦ししんんだだ科科目目ももあありりまましし

たた。。一一つつのの分分野野をを掘掘りり下下

げげるるこことともも、、ままたた多多方方面面

のの分分野野をを学学べべるるののもも魅魅力力

的的でですす。。  

  おお勧勧めめのの科科目目はは「「ははじじ

めめててのの気気象象学学」」、、日日々々のの生生

活活にに密密着着ししてておおりり役役立立ちち

まますす。。  

脇本 祐次郎 さん 

いいつつででももどどここででもも学学べべるる希希望望のの放放送送大大学学入入門門をを決決意意ししたたののはは２２００年年前前

のの定定年年退退職職だだっったた。。  

最最初初漠漠然然ととししたた人人生生観観ししかかななかかっったた自自分分自自身身ににつついいてて知知ろろううとと「「人人間間

のの探探求求ココーースス」」をを専専攻攻ししたた。。そそのの中中でで新新たたなな知知識識にに出出会会っったたりり、、間間違違いい

のの気気付付ききをを経経ななががらら学学ぶぶここととのの楽楽ししささがが身身ににつついいててききままししたた。。  

人人生生１１００００年年時時代代到到来来、、国国際際化化、、多多様様なな価価値値観観のの現現出出等等激激動動のの中中、、学学

ぶぶ大大切切ささははまますすまますす高高ままるるとと思思いい、、ここれれかかららもも続続けけたたいいとと思思いいまますす。。  
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退退職職をを機機にに念念願願のの大大学学

進進学学をを志志ししままししたた。。  

試試験験にに悩悩みみ苦苦ししみみなながが

ららもも、、新新ししいい知知識識をを吸吸収収すす

るるここととをを喜喜びび、、楽楽ししみみなながが

らら学学びび続続けけるるここととががでできき

ままししたた。。  

私私はは目目がが不不自自由由でで、、周周囲囲

のの助助けけがが必必要要でですす。。大大学学のの

皆皆様様のの温温かかいいごご理理解解ととごご

支支援援のの下下、、学学ぶぶここととががでできき

深深くく感感謝謝いいたたししまますす。。  

岡田 郁美 さん 

  現現役役のの学学生生時時代代ににちち

ゃゃんんとと勉勉強強ししななかかっったた

ここととをを後後悔悔ししてて入入学学しし

ままししたた。。  

  最最初初はは一一度度にに多多くくのの

科科目目ををととりりすすぎぎてて、、仕仕事事

とと生生活活ととののババラランンススがが

悪悪くく落落ととししててししままうう単単

位位ももあありりままししたたがが、、焦焦らら

ずず少少ししずずつつ休休学学もも組組みみ

合合わわせせてて長長くくかかかかりりまま

ししたたがが、、卒卒業業すするるここととがが

ででききままししたた。。  

  学学ぶぶ楽楽ししささをを教教ええてて

いいたただだきき、、あありりががととううごご

ざざいいままししたた。。  

小橋 昭夫 さん 

匿名希望 さん 

  手手続続ききやや資資格格取取得得ををすす

るるににああたたりり不不明明ななととこころろ

もも、、いいつつもも丁丁寧寧にに対対応応ししてて

くくだだささっったた事事務務のの方方々々のの

おお蔭蔭でで、、安安心心ししてて受受講講登登録録

すするるここととががででききままししたた。。  

ままたた、、学学習習会会ややゼゼミミ、、面面

接接授授業業でではは事事例例をを交交ええてて

理理解解をを深深めめ、、多多様様なな考考ええをを

知知るる機機会会ととななっったたののででおお

勧勧めめでですす。。  

匿名希望 さん 

 
本本年年度度ををももちちまましし

てて、、無無事事卒卒業業すするるこことと

ががででききままししたた。。  

おお世世話話ににななりりままししたた

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンン

タターーのの皆皆様様にに、、感感謝謝申申

しし上上げげまますす。。  

米田 久美 さん 

  私私のの入入学学のの動動機機はは、、当当時時中中学学２２年年生生のの娘娘にに頑頑張張

っってていいるる姿姿をを見見せせたたいいとと思思っったたかかららでですす。。  

  学学ぶぶううちちにに福福祉祉関関係係のの専専門門性性をを高高めめたたいいとと思思

いい、、「「生生活活とと福福祉祉ココーースス」」にに移移りり無無事事修修了了ででききまましし

たた。。  

  そそのの頑頑張張りりがが今今のの介介護護のの仕仕事事にに活活かかさされれ、、嬉嬉しし

くく思思いいまますす。。  
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学学習習ススケケジジュューールル・・通通信信指指導導  

 
 

  

  

  

  

■■学学習習ススケケジジュューールル（（単単位位修修得得ままででのの流流れれ））  

放送授業 

原則インターネット配信有 

                     

 

 

  

           注意）Ｗｅｂ通信指導を提出した場合は、郵送は必要ありません。 

 

添削結果返送時期 12 月下旬以降に本部より送付されます。 

※※通信指導未提出の方、不合格の方は、単位認定試験は受けることができません。ただし、次

学期に学籍がある場合には、次学期に限り再度通信指導を受け、その結果、合格であれば単

位認定試験を受験することができます。学籍の切れる方は、「再入学」が必要です。 

 

単
位
認
定
試
験 

 

通
信
指
導 

 

単
位
修
得 

 

次
学
期
の
科
目
登
録 

オンライン授業 

単位認定試験を実施する 

オンライン授業 

単位認定試験を実施しない 

面接授業 

■■通通  信信  指指  導導  

●「通信指導」とは履修している放送授業科目（一部、オンライン授業も含む）から、学期の中

間に一定範囲で出題され、答案を提出して担当教員の添削指導を受けることです。合格する

と、単位認定試験が受けられます。 

「通信指導問題」は、印刷教材と一緒に本部から送付されます。 

※※1111 月月 11 日日ままででにに届届かかなないい場場合合はは、、大大学学本本部部  ☎☎004433--227766--55111111【【総総合合受受付付】】  

ままでで連連絡絡ししててくくだだささいい。。  

小テストやディスカッシ

ョン、レポート等の課題

を提出 

未
提
出 

試験の受験資格は

ありません。次学期

に限り、学籍があれ

ば、再度、通信指導

を提出できます。 

不
合
格 

合格 

次学期に限り、学籍があ

れば、再度、単位認定試験

を受験できます。再試験

の科目登録は不要です。

授業料も不要です。 

未
受
験 

成
績
評
価 

合格 

不合格 
再試験はありません。

再度、科目登録申請が

必要です。 

学習センター等で、直接

教員から指導を受ける対

面式の 8 時限授業 

成
績
評
価 

合格 

通信指導提出期間 

通信指導添削結果 

【【郵郵  送送】】1111 月月 1166 日日（（火火））        ～～1111 月月 3300 日日（（火火））（（本本部部必必着着））  

【【 ＷＷｅｅｂｂ 】】1111 月月  99 日日（（火火））1100：：0000  ～～1111 月月 3300 日日（（火火））1177：：0000  
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第第２２学学期期単単位位認認定定試試験験ににつついいてて  

※※ 当初予定していた試験日程とは異なります。期間をお間違えのないようご注意ください。 

（変更前） 2022 年 1 月 21 日（金）～1 月 30 日（日） 

【【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原原則則認認めめらられれまませせんん。。  

  

  

  

  

  

  

６６：：試試験験問問題題・・解解答答ななどどのの公公表表  

■■単単位位認認定定試試験験ににつついいてて  

2021 年度第 2学期単位認定試験につきましても、昨今の新型コロナウイルス感

染症の感染状況等を踏まえて、自自宅宅受受験験ににてて実実施施します。 

試験会場では行わず、自宅受験による試験を実施します。 

（詳細は 12 月末頃に、放送大学ホームページ及び郵送でお知らせする予定です。） 

４４：：答答案案のの提提出出方方法法  

５５：：成成績績通通知知  

・試験問題の閲覧は、放送大学ホームページの試験問題公開ページ（閲覧用のユーザー名、パスワ

ードは 12 月末頃に案内）にて、PDF ファイル形式で公開します。 

・試験科目は全科目分を一覧にして公開され、試験実施期間中は何度でも問題を確認することが可

能です。 

・インターネットでの閲覧不可の申請を行った学生の方は、代替方法にて実施していただけます。

早めにご相談ください。 

22002222 年年 11 月月 1144 日日（（金金））～～  11 月月 2211 日日（（金金））（（消消印印有有効効））  

試験実施期間中に「解解答答用用紙紙（択一式マークシート・記述式答案用紙等）」を作成し、「「返返信信用用

封封筒筒」」にて放送大学本部へ郵送してください。22002222 年年 11 月月 2211 日日（（金金））消消印印有有効効 

2022 年 2 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 で成績を確認できます。「教務情報→履修成績照会」 

２２：：実実施施期期間間ににつついいてて  

全ての科目の試験問題を第 2 学期は 2 月上旬に「システム WAKABA「学内リンク」（トップページ

右上「過去の単位認定試験問題・解答等」）に掲載するとともに学習センターで公表します。試

験問題のなかには、問題作成者以外の著作物が含まれる場合には、問題の一部を公表できない

場合があります。また、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

の代わりに解答ポイントなどを公表します（公表しない理由となる場合もあります）。なお、公

表を閲覧する期間はいずれも約 1年間です。 

３３：：試試験験問問題題ににつついいてて  

１１：：実実施施方方法法  
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面面  接接  授授  業業  にに  つつ  いい  てて  
  

  

  

  

  

■■面面接接授授業業ににつついいてて  

面接授業（スクーリング）は、学習センターの講義室等で他の学生と一緒に講師から直接

指導を受ける授業です。通常の講義形式のほか、実験やフィールドワーク等の多彩な形態

での授業です。１科目１単位で、授業は８回（９０分×７回、４５分×１回）で構成され、

成績評価は授業中の学習状況及びレポート・試験等の評点で判定し、合格すると１単位修

得できます。全国の学習センターで幅広い分野の授業が開講されています。選科履修生、

科目履修生の方も履修が可能です。 

■■面面接接授授業業追追加加登登録録ににつついいてて  

２２００２２１１年年度度第第２２学学期期のの面面接接授授業業はは、、通通常常開開講講をを予予定定ししてておおりりまますすがが、、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

防防止止ののたためめ、、福福井井学学習習セセンンタターーでではは原原則則ととししてて福福井井県県居居住住者者のの方方にに限限定定ししてて開開講講ししまますす。。石石川川県県ととのの

県県境境（（加加賀賀地地域域））のの居居住住者者もも受受講講可可ととししまますす。。（（たただだしし対対面面式式のの「「心心理理学学実実験験 11」」等等のの CC 領領域域科科目目はは除除

くく））  

福井学習センターでは、定員に対し空席のある面接授業科目については、事前受付期間（10 月 15

日（金）12 時～10 月 20 日（水）17 時必着）に郵送・FAX・直接持参により申し込みを受け付け、

追加登録期間初日（10 月 21 日（木）に、抽選方式にて追加登録者を選ぶ方法をとっております。 

 

【空席状況の確認】 
10 月 15 日（金）12:00 以降に福井学習センターに電話で確認、または学生向け Web サイト

「システム WAKABA」でも確認できます。 

【事前受付抽選結果の発表】 
  10 月 21 日（木）10:30～12:00 の間に当当選選者者ののみみにに電電話話連連絡絡いたします。 

   ※連絡が取れなかった場合、着信履歴、留守番電話等を確認して、学生様本人から 

同日 17 時までに電話にて当学習センターへお問い合わせください。 

【事前受付登録手続き】 
10 月 21 日（木）～10 月 29 日（金）17:00 まで（科目ごとに定められた受付期日内）に学習

センターに「「授授業業料料」」（（11 科科目目 55,,550000 円円））「「学学生生証証」」を直直接接持持参参いただくかまたは郵郵送送の場合

は、『現金書留』にて受付いたします。（８４円切手貼付の返信用封筒と学生証のコピーを同

封のこと） 

  

※原則として空席がある科目は、開講日の 1 週間前まで申込を受け付けますが、定員になり

次第締め切ります。 

  注注））追追加加登登録録申申請請（（登登録録））後後はは、、科科目目のの変変更更、、取取消消、、授授業業料料のの返返還還ははででききまませせんん。。  

  

※※詳詳細細はは同同封封ののちちららししででごご確確認認くくだだささいい。。  

ままたた、、今今後後のの新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの拡拡大大状状況況にによよっっててはは、、第第２２学学期期面面接接

授授業業のの閉閉講講、、授授業業形形態態をを対対面面式式かからら WWeebb 方方式式にに変変更更、、ああるるいいはは「「３３密密」」をを避避けけ

るるたためめのの更更ななるる定定員員削削減減ななどどをを講講じじななけけれればばななららなないい可可能能性性ががあありりまますすののでで、、

放放送送大大学学、、学学習習セセンンタターーのの WWeebb ササイイトトににてて、、最最新新のの状状況況をを随随時時ごご確確認認くくだだささいい

まますすよよううおお願願いいししまますす。。 
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宝慶寺（大野市） 

学学生生団団体体（（ササーーククルル））のの紹紹介介  

スターランドさかだに（大野市） 

平泉寺白山神社・御手洗池（勝山市） 

大瀧神社・岡太神社（越前市） 

二の浜海岸遊歩道（三国町） 

 

  

  

  

  

      

  

■■学学生生生生活活ををももっっとと楽楽ししくく！！  

学生同士の研究会、勉強会やスポーツなどのために学生団体（サークル）を結成し、

お互いに親睦を深めることができます。 

とっておきの撮影スポットや

お気に入りの作品、カメラやス

マホの機能、撮影方法や構図な

ど、写真のあれこれを放送大学

の仲間と語り合いませんか。 

一緒に写真の腕を磨いて、四季

折々の美しい風景、かわいらし

いペットの表情、旅先の思い出

など、いろいろ撮影していきま

しょう。 

写写真真ササーーククルル新新規規会会員員募募集集中中でですす！！  

ササーーククルル名名  活活動動内内容容  活活動動日日時時  

英英語語ササーーククルル  講師を囲み、気軽なおしゃべりをして、和

やかな雰囲気で活動しています。 

土曜日（月 1 回）13:30～15:00

（変動あり） 

2020 年度からオンラインで実施 

物物理理・・数数学学ササーーククルル「「αα・・ββククララブブ」」  物理・数学に限らず科学的な事柄について勉強

するクラブです。他に初心者向けのパソコン相

談会（奇数月）も行っています。 

毎月第 3 土曜日 15：00～17：00 

（変動あり） 

OOPPEENN  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  CCAAFFEE  みんなで和気あいあいとプレゼンテーションや

おしゃべりをする集まりです。 

毎月第３土曜日 13：00～15：00 

（変動あり） 

機機関関誌誌「「楽楽学学喜喜」」編編集集ササーーククルル  編集サークルが企画するコーナーが「楽学喜」

にあります。掲載する記事は、その都度、サーク

ル員はアイデアをだしながら活動しています。 

不定期 

福福井井学学習習セセンンタターーでではは次次のの４４つつのの学学生生団団体体ががササーーククルル活活動動ししてていいまますす。。入入

会会やや見見学学希希望望のの方方はは、、事事務務所所窓窓口口ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

癒癒ししののペペッットト  

「楽学喜」第 88 号では、写真サークル代表の小池崇博氏から、表紙をはじめ 

素敵な写真を多数ご提供いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。 
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所所属属学学生生セセンンタターー窓窓口口ににてて学学生生証証をを受受けけ取取りりままししょょうう！！  

□□ 学学生生証証のの交交付付ににつついいてて  

●有効期限が切れた学生証は無効です。学籍が継続する場合（休学中を

含む）や再入学された場合は、必ず新しい学生証を原則窓口で受領し

てください。郵送をご希望の方は事務室までご相談ください。 

●顔写真の登録手続きを行っていない方は、「写真票（学生生活の栞：

巻末様式 12）」を本部学生課に郵送するか、システム WAKABA か

ら顔写真の登録をお願いします。システム WAKABA への顔写真反

映後に学生証の発行が可能となります。 

●紛失等による再発行には手数料５００円がかかります。 

有効期限 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

事事務務室室かかららののおお知知ららせせ  

□□ シシスステテムム利利用用ののパパススワワーードド変変更更ににつついいてて 

●学習センター窓口で、各種証明書の交付を行っています。「諸証明交付願」に必要事項を記入のうえ、発

行手数料（1 通につき 200 円）と「学生証」を提示して申請してください。（釣銭の用意がないため、

お釣りのないようにお願いします。） 

●証明書の種類によっては、期間を要するものがありますので、余裕をもって申請してください。 

【有効期限】全科履修生：２年間 選科履修生：１年間 科目履修生：半年間 

学生証 

 
放送大学 教養学部 

放放送送  太太郎郎  

確認してください 

●学生全員にメールアドレスが割り振られます。 

  メメーールルアアドドレレスス：：学学生生番番号号（（ハハイイフフンン除除くく））@@ccaammppuuss..oouujj..aacc..jjpp      

放送大学から修学関連の連絡や各学習センターからのお知らせがあります。随時、確認してください。 

□□ キキャャンンパパススメメーールルににつついいてて（（GGmmaaiill））          

□□ 各各種種証証明明書書のの発発行行ににつついいてて             

□□ 各各種種変変更更のの届届出出ににつついいてて                   

●「システム WAKABA」「キャンパスメール」「図書システム蔵書検索 OPAC」にログインするにはロ

グイン ID（学生番号（ハイフン除いた 10 桁数字）とパスワードが必要です。 

注注意意：初期パスワードではログインできません。必ずパスワードの変更をお願いします。 

 パスワードの変更は、システム WAKABA のトップ画面の左上プロフィール画像下にある【パスワ

ード変更】のリンクから行います。 お問合せ先：本部学生サポートセンター（043－276－5111） 

●連絡先現住所・電話番号等に変更があったときは、直ちに「住所変更届」（『学生生活の栞』巻末の様式）

を提出するか、システム WAKABA で変更をお願いします。 

通信制大学にとっては、郵便等の連絡先は【命綱】のようなものです。必ず、変更届出を行ってください。 

■■  22 学学期期のの学学習習ををははじじめめるるににああたたりり、、次次ののポポイインントトをを確確認認ししてておおききままししょょうう！！！！  

★「学生生活の栞」「利用の手引」（福井学習センター）に詳細が記載されています。

必ず読んで大切に保管してください。 
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●利用時間 

 火曜日～金曜日 9：30～18：00 

 土曜日～日曜日 9：00～17：30  

●入室方法 

必ず事務室窓口で「学生証」をお預けください。カバン等の持ち込みは禁止のため、学生休憩室の「コインロッカー」を

使用し、学習に必要なもののみ備付のビニールバックに入れ入室願います。室内個人ブースの使用について予約はできま

せん。 

●詳細は「利用の手引」（福井学習センター）「図書・視聴学習室の利用について」をご覧ください。 

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  

図書室入口正面 

  

  

  

  

  

■■利利用用案案内内 

■■新新着着図図書書ココーーナナーー（（所所長長推推薦薦図図書書ののおお知知ららせせ）） 

それぞれ物理学、数学、地学に関する辞典です。辞典は

もちろん調べ物をするためのものです。最近はインタ

ーネットを使って調べることも多いと思いますが、ネ

ット情報は間違っていることもあるし、関連する項目

を次々と調べたいときに不便です。上記の辞典はいず

れも定評のあるもので、特に数学辞典は世界的にも高

く評価されています。 

毎年、本部附属図書館から、学習センターに配置する図書について推薦依頼があり

ます。昨年は私が着任して初めての機会だったので、私の専門分野に関連して以下

の書物を推薦させていただきました。それらについて、ごく簡単に紹介します。 

これも一種の辞典ですが、普通の辞典とは全く

異なります。全体が 8 部構成で、辞典的なのは

第 3 部と第 4 部です。それ以外の「第 1 部 イ

ントロダクション」や「第 2 部 現代数学の起

源」などは独立して通読も可能です。一度手に

取って眺めてみてください。 

高木貞治博士の代表的な著作です。特に解析概論が名高

く、「微積分学の教科書は解析概論に尽きる」とさえ言

われています。高木貞治は 1875 年（明治 8 年）に岐

阜県に生まれ、日本人として始めて世界的な数学上の業

績を挙げた大数学者です。なお、高木貞治には「近世数

学史談」のような優れた一般向け書物もあります。是非

読んでみてください。 

有名な物理学の教科書です。3 巻から成り、力学から

始めて、光学、熱力学、電磁気学、統計力学、相対論、

量子力学など、物理学のほぼすべてが網羅されていま

す。「ファインマン物理学」として出版されている邦

訳も有名ですが、配置したのは原書です。 

■■物物理理学学辞辞典典三三訂訂版版  ■■数数学学辞辞典典第第 44 版版  ■■新新版版地地学学辞辞典典  

■ププリリンンスストトンン数数学学大大全全 

■■TThhee  FFeeyynnmmaann  LLeeccttuurreess  oonn  PPhhyyssiiccss  

■■解解析析概概論論  ■■初初等等整整数数論論講講義義  ■■代代数数学学講講義義  

図書の貸出・返却・視聴学習等は利利用用時時間間終終了了 1100 分分前前ままででにお願いします。 
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◎お問合せはこちらにどうぞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■■  令令和和３３年年  １１００月月～～１１２２月月ののススケケジジュューールル  

10 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       

11 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     

 

12 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  

閉所日 面接授業 

1 日 
2 日 
8 日 

15 日 
21 日 

放送授業開始 
大学院修士・博士全科生第 1 次選考（筆記試験） 
司書教諭 単位認定試験課題提出締切【本部必着】 
第 2 学期面接授業 追加科目登録空席発表 12 時 
第 2 学期面接授業 追加科目登録受付開始 

【面接授業】 
16・17 日 「日本の古代道路 2」 
23・24 日 「スウェーデンの特別支援教育」 
30・31 日 「生涯現役のための運動のすゝめ」 

1 日 
6 日 

13・14 日 

30 日 

卒業研究報告書提出期限（消印有効） 
大学院・博士全科生第 2 次選考（面接試問） 
大学院・修士全科生第 2 次選考（面接試問） 
通信指導提出期限【web:１７時まで 郵送:本部必着】

【面接授業】 
6・ 7 日 「療養生活と地域資源」 

13・14 日 「心理学実験１」 
20・21 日 「地域創生と地域経営」 
27・28 日 「住環境とまちづくり」 
27・28 日 「英語４技能レベルアップ 初級編」 

17 日 
28日~ 

修士論文提出期限【大学本部必着】 
年末年始閉所（~1/3 まで） 

【面接授業】 
4・ 5 日 「心理検査法基礎実習」 

11・12 日 「社会保障と子育ての社会化２」 
18・19 日 「オペレーションズ・マネジメント」 
18・19 日 「知能情報処理のデータサイエンス」 

 
〒910-0858 福井市手寄 1 丁目４－１ 

    AOSSA（アオッサ）7Ｆ 

TEL 0776-22-6361 FAX 0776-22-6431 

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/fukui 

福井学習センター利用時間（月曜・祝日は閉所） 

（火～金） 9：30～18：00 
（土・日） 9：00～17：30 

様々なご意見はあったものの、多くの感動を残した

東京五輪・パラリンピックが終わり、さあ、読書の

秋・学問の秋です!  

皆さまの放送大学での学びをお手伝いします。 

なんでもお気軽にお尋ねください!! 

1122 月月  

1111 月月  

1100 月月  
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