
  

 
 

ら   く   が   き  
令令和和２２年年１１月月発発行行  第第８８１１号号         

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文文部部科科学学省省認認可可通通信信教教育育  

所長からのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ページ 

2019 年度第 2 学期福井学習センター在学者の状況・・・ ２ページ 

単位認定試験のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ページ 

次学期の出願・科目登録申請手続きについて・・・・・・・ ４ページ 

2020 年度第１学期の面接授業科目について・・・・・・・ ５ページ 

図書室 INFORMATION・・・・・・・・・・・・・・・ ６ページ 

2019 年度公開シンポジウムの紹介 

１ 大学での障がい学生支援・・・・・・・・・・・・ 7 ページ 

２ 公認心理師の仕事・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ページ 

研修旅行に行ってきました！！・・・・・・・・・・・・ 9～10 ページ 

面接授業スポットライト・・・・・・・・・・・・・・ 11～12 ページ 

トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 ページ 

事務室からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 ページ 

１・２・３月のスケジュール・・・・・・・・・・・・・・ 15 ページ 

目 次 

ＴＴＥＥＬＬ：：００７７７７６６－－２２２２－－６６３３６６１１  

ＦＦＡＡＸＸ：：００７７７７６６－－２２２２－－６６４４３３１１  



－1－

 

放送大学で驚いたこと 

福井学習センター所長 梅澤 章男 

 

新年明けましておめでとうございます。福井学習センターの学生の皆さまは，新たな気持

ちで新年を迎えていらっしゃると思います。福井学習センターの教職員は，皆さまの学習が

スムーズに進むよう，お手伝いしていきますので，本年もどうかよろしくお願いいたします。 

時間が経つのは早いもので，放送大学に勤めて，5度目の新年を迎えています。所長にな

る前に，面接授業を昔の福井県民会館と今の AOSSA で担当しましたので，放送大学のことを

ある程度知ったつもりでいました。ところが，勤め始めてすぐに，まったく知らなかったこ

とに気づき，以来今日まで驚かされる日々が続いています。今回は，放送大学に入って，驚

いた経験をご紹介しようと思います。 

まず驚いたのは，学生の皆さんの多様性です。私が持っていた放送大学生のイメージは，

社会人で，全科履修生として教養学部に在籍し，卒業を目指しているというものでした。と

ころが，勤め始めてすぐに，入学目的は，卒業だけではなく，例えば新たな資格を取るため

に短期間在学する学生さんが多くいらっしゃることを知りました。情報科学を集中的に学

ぶ方，教員免許状や看護師資格を取るため短期間在籍する方など，入学目的が実に多様であ

ることに驚きました。通学制の大学にも，一般の方が単位を取る制度がありますが，放送大

学は，より簡便に，費用も少なく単位を取ることができます。この放送大学の特長が，多様

な学生を引き付けている魅力だと思いました。 

もっと驚いたのが単位数です。大学の学部は，大学設置基準に沿って作られています。

基準の１つに卒業要件があり，大学に 4年以上在学し，124 単位以上を修得することと定

められています。ですから，放送大学でも 124 単位を取って卒業されると思っていまし

た。ところが，卒業後に別コースに再入学される方が 3割以上いらっしゃると知って，ま

ず驚きました。すべてのコースを卒業した者に与えられる名誉学生という称号を知り，人

文科学，社会科学，自然科学をカバーする教養学部に相応しい制度と思いました。もっと

驚いたのは，修得単位数です。当センターでも修得単位数が 200,300,400 単位と，次々越

えて学び続けている方が何人もいらっしゃると最近知りました。また，全国に目を向ける

と，1,000 単位に迫る方，そして越えた方がいらっしゃると知り，本当に驚きました。同

時に，この方々は，ある専門領域を学ぶことに面白さを感じ，学び続けていらっしゃるの

だと確信しました。放送大学に入る前には想像もできなかった，多様な放送大学生のイメ

ージがこの 5年間で形づくられてきたと感じています。 
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■学生種別人数 （ ）内は前学期     令和元年１１月１日現在 
  学生種類 男 女 人数 

教養学部 

全科履修生 138 199 337(340) 

選科履修生 35 53 88(91) 

科目履修生 11 25 36(50) 

特別聴講生 1 0 1(0) 

小計 185(187) 277(294) 462(481) 

大学院 

修士全科生 0 5 5(6) 

修士選科生 8 3 11(13) 

修士科目生 0 2 2(2) 

博士全科生 1 0 1(1) 

小計 9(12) 10(10) 19(22) 

合計 194(199) 287(304) 481(503) 

 
■年齢別・男女別人数    ■職業別人数 

2019 年度第 2 学期 

福井学習センター在学者の状況 
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単位認定試験のお知らせ 

 
＜大学院＞  １月２１日（火）～１月２２日（水） 

＜教養学部＞ １月２３日（木）～１月３０日（木） ※１月２４日（金）・１月２７日（月）を除く 

試験期間 

■受験票（単位認定試験通知）・・試験日の１週間前までに自宅に送付されます。１月１4日（火）に 

なっても届かない場合、紛失した場合は大学本部（℡043-276-5111）に連絡してく

ださい。  

■学生証・・・・・ 学生証は、所属の学習センター窓口にて発行しています。試験までに事務室で手

続きを行ってください。写真の登録がされていない方は、学生証の発行ができませ

んので、登録を行ってください。（学生生活の栞Ｐ18 参照） 

《受取りに必要なもの》【新入生】入学許可書、【在学生】有効期限が切れた学生証  

                  これらが無い場合は、運転免許書など顔写真付きの身分証明書  

■持込許可物品・・出題形式及び持込が認められる科目については、試験の約１ヶ月前に学習センター

に掲示するとともに、キャンパス・ネットワーク・ホームページに掲載します。ま

た受験票送付時にも併せて通知します。  

■筆記用具  ・・ＨＢの黒鉛筆 

受験に必要なもの 

  

◆◆試験開始時刻の１０分前までに入室してください。遅刻は試

験開始後２０分まで認められますが、試験時間の延長は認め

ません。  

◆◆１時限に１科目しか受験できません。 

◆◆ＡＯＳＳＡ駐車場は大変混みあいますので、交通機関をご利

用頂き、余裕を持って起こし下さい。 

注意事項 

受験票（単位認定試験通知）送付時に同封されている「単位認定試験受験に際しての

注意事項」を必ずお読みください。 

●成績通知・・２月下旬に大学本部から「成績通知書」によって通知されます。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。 

●〇再試験・・・2019 年度第 2 学期に科目登録した学期に単位修得ができなかった方は、2020 年度第 1

学期にも学籍がある場合に限り（休学中は除く）、科目登録を行わなくても再試験を受験できます。

再受験に係る授業料も必要ありません。2学期末で、学籍が終了してしまう方も、継続入学手続きを

行うことで、再受験することが可能です。  

成績通知・再試験 

時限 試験時間 

1 9:15 ～ 10:05 

2 10:25 ～ 11:15 

3 11:35 ～ 12:25 

4 13:15 ～ 14:05 

5 14:25 ～ 15:15 

6 15:35 ～ 16:25 

7 16:45 ～ 17:35 

8 17:55 ～ 18:45 
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科目登録 

＜提 出 物＞ 科目登録申請票 

＜申請期間＞ 郵送：２月１３日（木）～２月２８日（金）必着 

      WEB：２月１３日（木）９時～２月２９日（土）２４時まで 

※面接授業の科目登録もあわせて行ってください。 

継続入学 

＜提 出 物＞ 継続入学用出願申請票 

＜申請期間＞ 郵送：３月１７日（火）本部必着 

       WEB：３月１７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」をお取りよせのうえ、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。 

※再試験は学籍がないと受験できません。学籍が切れる方で、再試 

験を受験したい方は必ず出願手続きを行ってください。 

※在学生の科目登録期間中（２月１３日～２９日）にシステム WAKABA に

て出願を行うと面接授業も登録できます。 

※放送大学本部から送付される「2019 年度第２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。 

※次学期も学籍が続く場合と、今学期で学籍が切れる場合では、手続き

が異なります。詳細は本部から送付される再入学のご案内、または

「学生生活の栞」P95～P98 にてご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

次学期の出願・科目登録申請手続きについて 

・１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。放送大学本

部（総合受付：043-276-5111）までお問い合わせください。 

・継続入学申請書類が１月下旬を過ぎても届かない場合、または科目登録申請要項等が申請開始の８日

前になっても届かない場合は、放送大学本部（総合受付：043-276-5111）までお問い合わせください。 

 

次学期学籍が続く方 

次学期に学びたい科目を登録し

ましょう。 

今学期で学籍が切れる方 

・継続して学びたい方 

・学籍が切れる方で再試験を受験した 

い方 

今学期で卒業見込みの方 
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■福井学習センター面接授業開講科目一覧 

2020 年度第１学期の面接授業科目について 

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）

員定講受限　時時　日名　目　科師講当担

4月18日（土） １～４時限

4月19日（日） １～４時限

4月25日（土） １～４時限

4月26日（日） １～４時限

4月25日（土） １～４時限

4月26日（日） １～４時限

5月9日（土） １～４時限

5月10日（日） １～４時限

5月16日（土） １～４時限

5月17日（日） １～４時限

5月16日（土） １～４時限

5月17日（日） １～４時限

5月23日（土） １～４時限

5月24日（日） １～４時限

5月30日（土） １～４時限

5月31日（日） １～４時限

6月6日（土） １～４時限

6月7日（日） １～４時限

6月13日（土） １～４時限

6月14日（日） １～４時限

6月20日（土） １～４時限

6月21日（日） １～４時限

6月27日（土） １～４時限

6月28日（日） １～４時限

7月4日（土） １～４時限

7月5日（日） １～４時限

7月11日（土） １～４時限

7月12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

2020年度第1学期面接授業 開講日時

40

04援支と解理の題問ンョシクィデア子直　本橋

51ンコソパのらか歩初・新子咲　越小

03３験実学理心行俊　岸

高田　洋子

04助援的学理心床臨の場現校学子愛　澤廣

滝浦　真人 04格性の語本日

04論習学人成：るけづ味意を生人子美久　崎岩

02２験実学理心史将　西大

03化文と語英ぶ学らかアィデメ国外子洋　瀬広

51様き生の物植ぶ学でドルーィフ徹　沢西

04クーワトッネ的会社とアケ者齢高

02グンミラグロプｎｏｈｔｙＰ級初宏知　高小

塚田　哲之 最新判例からみる日本国憲法

02てけ向にりま始の現表・習実描素二光　崎宮

02編級初　プッアルベレ能技４語英子純　井浅
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      図書室 INFORMATION 

バックナンバー無料配布のお知らせ 

図書資料の閲覧・館外貸出について 

臨臨時時閉閉室室ののおお知知ららせせ  

図書・視聴学習室における Wi-Fi 利用について 

※ 福井学習センター図書・視聴学習室にある図書については、貸出をしています。 

        貸出期間 1 ケ月、学部生 4 冊以内、院生 6 冊以内 

新しい年を迎えれば早々に「単位認定試験」です。図書・視聴学習室をどんどん活用して、充実した

学習の時間を過ごしてください。  

利用時間 ： 火曜～金曜 9：30～18：00 土曜・日曜 9：00～17：30 （閉室１０分前まで） 

       月曜・祝日、年末年始は閉室、都合により臨時に閉室することがあります。 

利用方法 ： 教材、貴重品以外は学生休憩室のロッカーへ、受付に学生証をお預けください。 

       飲食は禁止（学生休憩室をご利用ください） 

※ 単位認定試験の問題・解答（紙）の閲覧（プリントアウトは不可、書き写し・USB に複製可能） 

  インターネット授業視聴用パソコン・タブレットの利用（放送授業の視聴） 

    放送教材（DVD・CD）の視聴、印刷教材（教科書）の閲覧（次年度の科目登録参考等） 

 

個人の PC・スマートホン・タブレットの Wi-Fi 接続を行いたい方は、システム WAKABA 自己学習

サイト内にある 「放送授業のインターネット配信」 ➡ 「教養学部」01 基盤科目 ➡ 08 遠隔

学習のためのパソコン活用’17  第 5 回セキュリティと情報倫理 を受講してください。 

研修の最後には小テストが設けられており、１００点を取るまで繰り返されます。 

テストに合格すると修了証が発行されますので、【無線 LAN 利用申請書】（事務室）と一緒に申請

手続きをしてください。その後、【利用許可証（認証用 ID・パスワード）】が発行されます。 

有効期限は在学期間、利用範囲は全国の学習センターです。接続は各自でお願いします。 

図書・視聴学習室は終日閉室となります。 図書・視聴学習室に配架している雑誌のバック

ナンバー（一部）を無料配布いたします。 

お一人５冊までとします。無くなり次第終了。 

図書・視聴学習室にある放送教材（DVD・CD）は全て館内利用のみとなっています。 

 

＊放送教材  「貸出申込書」を郵送か FAX で本部にお送りください【学生の栞 P33～35 参照】 

       インターネットからも申込できます。ご自宅には第 4 種郵便で届きます。 

       送料は往復有料です。貸出日数は 14 日以内、枚数は 5 枚以内です。 

＊図書資料   放送大学附属図書館の検索、予約は OPAC からお申込ください。 

       受取・返却は福井学習センター図書・視聴学習室です。貸出期間 1 ケ月以内。 

学部生 10 冊以内、院生（修士）20 冊以内、院生（博士）30 冊以内です。  

       AV 資料は 2 週間以内 2 本までです。     

日 時 ： 1 月 26 日（日） AM9：00～ 

場 所 ： 事務室正面カウンター横 

3 月 22 日（日） 学位記授与式 

 入学者のつどい 

 

3 月 24 日（火） 新学期準備 
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      図書室 INFORMATION 

バックナンバー無料配布のお知らせ 

図書資料の閲覧・館外貸出について 

臨臨時時閉閉室室ののおお知知ららせせ  

図書・視聴学習室における Wi-Fi 利用について 

※ 福井学習センター図書・視聴学習室にある図書については、貸出をしています。 

        貸出期間 1 ケ月、学部生 4 冊以内、院生 6 冊以内 

新しい年を迎えれば早々に「単位認定試験」です。図書・視聴学習室をどんどん活用して、充実した

学習の時間を過ごしてください。  

利用時間 ： 火曜～金曜 9：30～18：00 土曜・日曜 9：00～17：30 （閉室１０分前まで） 

       月曜・祝日、年末年始は閉室、都合により臨時に閉室することがあります。 

利用方法 ： 教材、貴重品以外は学生休憩室のロッカーへ、受付に学生証をお預けください。 

       飲食は禁止（学生休憩室をご利用ください） 

※ 単位認定試験の問題・解答（紙）の閲覧（プリントアウトは不可、書き写し・USB に複製可能） 

  インターネット授業視聴用パソコン・タブレットの利用（放送授業の視聴） 

    放送教材（DVD・CD）の視聴、印刷教材（教科書）の閲覧（次年度の科目登録参考等） 

 

個人の PC・スマートホン・タブレットの Wi-Fi 接続を行いたい方は、システム WAKABA 自己学習

サイト内にある 「放送授業のインターネット配信」 ➡ 「教養学部」01 基盤科目 ➡ 08 遠隔

学習のためのパソコン活用’17  第 5 回セキュリティと情報倫理 を受講してください。 

研修の最後には小テストが設けられており、１００点を取るまで繰り返されます。 

テストに合格すると修了証が発行されますので、【無線 LAN 利用申請書】（事務室）と一緒に申請

手続きをしてください。その後、【利用許可証（認証用 ID・パスワード）】が発行されます。 

有効期限は在学期間、利用範囲は全国の学習センターです。接続は各自でお願いします。 

図書・視聴学習室は終日閉室となります。 図書・視聴学習室に配架している雑誌のバック

ナンバー（一部）を無料配布いたします。 

お一人５冊までとします。無くなり次第終了。 

図書・視聴学習室にある放送教材（DVD・CD）は全て館内利用のみとなっています。 

 

＊放送教材  「貸出申込書」を郵送か FAX で本部にお送りください【学生の栞 P33～35 参照】 

       インターネットからも申込できます。ご自宅には第 4 種郵便で届きます。 

       送料は往復有料です。貸出日数は 14 日以内、枚数は 5 枚以内です。 

＊図書資料   放送大学附属図書館の検索、予約は OPAC からお申込ください。 

       受取・返却は福井学習センター図書・視聴学習室です。貸出期間 1 ケ月以内。 

学部生 10 冊以内、院生（修士）20 冊以内、院生（博士）30 冊以内です。  

       AV 資料は 2 週間以内 2 本までです。     

日 時 ： 1 月 26 日（日） AM9：00～ 

場 所 ： 事務室正面カウンター横 

3 月 22 日（日） 学位記授与式 

 入学者のつどい 

 

3 月 24 日（火） 新学期準備 

 

 

 

  

 

 

１１月２日（土） 福井学習センター 講義室１ １４：００～１６：００ 

                  講 師 ： 角田 哲哉 氏 放送大学障がいに関する学生相談室 准教授 

                             「放送大学における障がいのある学生への支援」 

                          三橋 美典 氏 福井大学名誉教授/放送大学客員教授 

                              「大人の発達障害」 

 

 

 

 

 

 
日日本本学学生生支支援援機機構構がが毎毎年年実実施施ししてていいるる「「障障ががいいののああるる学学生生のの就就学学支支援援にに関関すするる実実態態調調査査」」にによよるるとと、、

高高等等教教育育機機関関((高高専専、、短短期期大大学学、、大大学学))でで特特別別なな配配慮慮をを求求めめるる学学生生はは、、全全国国でで３３万万人人以以上上ににななっってていいまますす。。  

本本シシンンポポジジウウムムでではは、、２２００００４４年年にに成成立立ししたた『『発発達達障障害害者者支支援援法法』』にによよりり、、公公的的支支援援のの対対象象ににななっったた

発発達達障障害害ににつついいてて、、三三橋橋美美典典氏氏かからら「「大大人人のの発発達達障障害害」」とと題題ししてて発発達達障障害害のの特特性性とと学学校校卒卒業業後後のの支支援援をを

話話ししてていいたただだききままししたた。。角角田田哲哲也也氏氏かかららはは「「放放送送大大学学ににおおけけるる障障ががいいののああるる学学生生へへのの支支援援」」のの状状況況等等をを

学学生生のの事事例例をを交交ええななががらら教教ええてていいたただだききままししたた。。  

参参加加さされれたた皆皆ささんんはは、、発発達達障障害害のの特特性性やや支支援援方方法法、、

放放送送大大学学ででのの学学生生へへのの支支援援ににつついいてて、、熱熱心心にに聴聴きき入入っっ

てていいままししたた。。ままたた、、休休憩憩ななししでで２２時時間間にに及及んんだだ講講演演終終

了了後後もも、、おお二二人人のの先先生生方方とと熱熱心心にに個個別別相相談談ををさされれてていい

るる方方がが何何人人ももおおらられれままししたた。。  

 

 

 

 

 

 

 

＜参加された方々の感想＞ 
・・発発達達障障害害はは言言葉葉ととししてて聞聞いいてていいたたがが、、広広いい範範囲囲ででのの実実情情がが多多少少はは理理解解でできき

たた。。知知ららなないいここととがが多多くくたたくくささんん知知識識をを頂頂いいたたよよううでで有有難難いいとと思思うう。。  

・・発発達達障障害害ににつついいててのの理理解解がが深深ままりり、、自自分分のの考考ええてていいるる将将来来就就くく予予定定のの仕仕事事ととのの関関連連でで大大変変役役立立つつもものの

にに感感じじらられれたた。。障障害害のの分分類類のの中中でで精精神神障障害害のの内内容容をを知知るるここととががででききたた。。  

・・現現在在のの障障害害者者へへのの取取組組みみやや事事例例等等ががわわかかりりややすすくく理理解解をを深深めめるるここととががででききてて良良かかっったた。。  

・・理理解解ししづづららいいけけどど少少ししずずつつ世世のの中中のの理理解解がが深深ままりり、、皆皆ななががくくららししややすすいい世世のの中中ににななるるとと良良いいとと思思っったた。。  

・・いいろろんんなな障障害害ののササポポーートトををいいちち早早くく実実施施ししてていいるるののをを聴聴いいててととててもも驚驚いいたた内内容容ででししたた。。  

・・ワワンンパパタターーンンのの支支援援かからら、、現現場場をを踏踏ままええてて試試行行錯錯誤誤をを重重ねねてて、、発発達達障障害害者者支支援援へへのの前前進進にに向向けけててのの取取

りり組組みみがが学学べべてて良良かかっったた。。  

・・放放送送大大学学でで様様々々なな施施策策・・支支援援ををししてていいるる事事がが分分かかりり、、ここうういいっったた内内容容ががここれれかからら広広ががっってていいけけばばとと思思

っったた。。放放送送大大学学でで行行わわれれてていいるる合合理理的的配配慮慮をを知知るるここととががででききたたののでで良良かかっったた。。  

・・大大学学のの中中身身、、大大学学ででややっってていいるる授授業業内内容容ななどど分分かかりり易易いい、、目目とと耳耳でで伝伝わわっっててととててもも有有難難かかっったた。。  

・・放放送送大大学学のの障障害害者者にに対対すするるササポポーートト状状況況がが良良くく分分かかっったた。。  

・・医医学学部部やや看看護護大大学学ななどど、、人人のの生生命命にに関関わわるる専専門門学学校校やや大大学学にに、、発発達達障障害害学学生生がが入入学学ししたた場場合合にに、、どどのの

様様にに対対処処すするるとと良良いいののかかななどどもも知知りりたたかかっったた。。  

テーマ：大学での障がい学生支援 

三橋 美典 氏 

角田 哲哉 氏 
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１１月２４日（日） 福井学習センター 講義室１ １４：００～１６：１０ 

                  講 師 ： 反中 亜弓 氏 愛知法務少年支援センター 

地域非行防止調整官補 

                                 「矯正施設における心理職の役割」 

                          栗田 智未 氏 福井大学保健管理センター 講師 

                                 「警察での被害者支援」 

 

 

 

 

 

 
  

放放送送大大学学はは、、２２００１１５５年年にに成成立立ししたた「「公公認認心心理理師師法法」」にに基基づづきき、、国国家家資資格格ととななっったた『『公公認認心心理理師師』』にに

対対応応ししたたカカリリキキュュララムムををススタターートトささせせままししたた。。公公認認心心理理師師がが活活躍躍すするる分分野野はは、、教教育育・・保保健健医医療療・・福福祉祉・・

司司法法・・矯矯正正・・産産業業・・労労働働とと広広いい範範囲囲にに亘亘るるたためめ、、有有資資格格者者ががどどののよよううにに活活躍躍すするるここととがが求求めめらられれてていいるる

かか理理解解すするる必必要要ががあありりまますす。。  

本本シシンンポポジジウウムムでではは、、司司法法とと矯矯正正のの分分野野をを取取りり上上げげ、、反反中中亜亜弓弓氏氏かからら少少年年鑑鑑別別所所ででのの犯犯罪罪者者・・非非行行少少

年年のの処処遇遇のの流流れれとと心心理理職職のの役役割割ににつついいてて、、事事例例をを交交ええななががらら話話ししてていいたただだききままししたた。。栗栗田田智智未未氏氏かかららはは

警警察察ににおおけけるる心心理理職職のの仕仕事事ににつついいてて、、被被害害者者支支援援のの事事例例等等をを交交ええななががらら話話ししてていいたただだききままししたた。。  

参参加加さされれたた皆皆ささんんはは、、普普段段はは聞聞くくここととのの出出来来なないい分分

野野のの心心理理職職のの仕仕事事内内容容ににつついいてて、、熱熱心心にに聴聴きき入入っってていい

ままししたた。。ままたた、、講講演演終終了了後後ににはは、、おお二二人人のの先先生生方方とと熱熱

心心にに個個別別相相談談ををさされれてていいるる方方ももおおらられれままししたた。。  
 

 

 

 

 

 

 

参加された方々の感想＞ 
・・日日頃頃、、聞聞くくここととののなないい話話のの内内容容でで興興味味深深くく聞聞ききままししたた。。  

・・医医療療・・福福祉祉分分野野でで働働いいてていいたたののでで、、そそのの分分野野のの公公認認心心理理師師のの仕仕事事はは想想像像ででききるるけけどど、、今今回回のの司司法法・・犯犯

罪罪分分野野ででのの仕仕事事はは、、ああままりり想想像像ででききななかかっったたののででととててもも有有意意義義ななシシンンポポジジウウムムででししたた。。  

・・おお二二人人のの講講師師のの心心理理職職のの貴貴重重なな体体験験・・役役割割をを聞聞くくここととががででききままししたた。。  

・・犯犯罪罪被被害害者者支支援援のの実実態態をを直直接接聞聞くくここととががででききてて有有意意義義にに感感じじらられれたた。。心心理理職職のの業業務務ににつついいてて理理解解をを深深

めめるるここととががででききたたとと思思うう。。  

・・処処遇遇のの流流れれのの説説明明ががわわかかりりややすすくく、、現現場場のの話話ははととててもも勉勉強強ににななりりままししたた。。  

・・矯矯正正施施設設のの心心理理職職のの仕仕事事ににつついいてて、、聞聞くく機機会会がが今今ままででななかかっったたののでで大大変変勉勉強強ににななっったた。。  

・・普普段段聞聞くくここととがが出出来来なないい分分野野のの話話をを聞聞くくここととががででききてて良良かかっったたととおおももいいまますす。。  

・・活活字字ににすするるととササララッッとと読読んんででししままいいががちちでですすがが、、具具体体的的なな話話をを聞聞くくここととでで現現実実味味がが増増ししままししたた。。  

・・私私もも医医療療職職でで、、公公認認心心理理師師ののカカウウンンセセララーーのの対対応応とと同同じじよよううなな筋筋道道でで自自分分のの気気持持ちちををココンントトロローールルしし

てていいたたののでで、、同同じじだだななとと思思いいままししたた。。  

テーマ：公認心理師の仕事 

反反中中  亜亜弓弓  氏氏  

栗栗田田  智智未未  氏氏  
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研修旅行に行ってきました！！   2019 年１0 月 6 日（日）快晴！！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

京都 御所 「 感動の 瞬間 」の旅 

  

京都御所 ➡ 京都クラフトハンディングセンター ➡ 八坂神社・花見小路通り 

京都御所 10 世紀頃から天皇の日常の住まいとされた清涼殿前にて 

八坂神社  本殿前にて 



－10－
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〇京都御所を歩けてよかった。体験学習もワイワイ楽しい時間でした。ランチもおいしかったです。 

   〇自分１人では、いかなかったであろう所へいくことができました。 

   〇初めての参加でしたが、天気も良く大変楽しかったです。 

京都ｸｸﾗﾗﾌﾌﾄﾄﾊﾊﾝﾝﾃﾃﾞ゙ｨｨﾝﾝｸｸﾞ゙ｾｾﾝﾝﾀﾀｰー「七味の調合」、「京こま作り」、「におい袋作り」に分かれて体験実習です。 

●京こま作り 木綿の紐を芯に巻き重ねて作ります。こまは「物事がうまく回るように」という意

味があるようです。 

●におい袋作り ３種類のお香を好みに合わせて調合し、大小２つのにおい袋を作りました。 

●七味の調合 ７種類の材料を好みに合わせて調合し、味見をした後に味を調えて完成。 
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 本年度の現在までに開講されました面接授業のなかから、アクティブ系ラーニングに 

スポットを当てて紹介します。 

  

５月１１日～１２日に開講した「素描実習・表現の始まりに向けて」です。（2020 年度第１学期も開講します。） 

 担当講師は宮崎光二先生（福井大学名誉教授・福井学習センター客員教員）です。 

 造形表現の最小単位である「点」、「線」、「円」を描く過程を通して、表現の原初的な記憶に迫る授業です。 

 時間と空間に広がる想像力の働きが、この極めて単純な行為の中に含まれています。 

 面接授業以外にも、学習会も開催しており、福井学習センター以外のセンターの学生様も参加されています。 

 

 

面接授業スポットライト 

授業の感想 ・予想していない授業で、点と線がこんなに変化していくとは。 
・物の見方や考え方の本質を学ぶことができ、今後の生き方にも生かせる内容だった。 

      ・日常のこり固まりやささいなこだわりが、フッとびました。  
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１１月１６日～１７日に開講した「城下町のかたちと社会」です。 

 担当講師は門井直哉先生（福井大学学術研究院人文社会系部門教授・福井学習センター客員教員）です。 

 １６日は、城下町の成立過程と特徴について学修し、１７日はソフトバンクのテレビＣＭで放送された白い犬 

のお父さんの生まれ故郷という設定である「一乗谷朝倉氏遺跡」を見学後「丸岡城下町」、「福井城下町」を訪 

ね歩きました。こちらも面接授業以外にも、学習会も開催しており、実際に街を歩き学習を行っています。 

【【一乗谷朝倉氏遺跡】 

                                            授業の感想 ・現地で直接説明を受け、過去の状況、歴史を想像することができた。 
・細い道等から地図上へプロットして想像がふくらみました。歩行数は 14,000 歩きました。 
・１日目に授業、2 日目にフィールドワークを通して、理解が深まったのが良かった。  

【丸岡城】 【福井城跡地】 

戦国時代にこの地（越前国）を支配した戦国大名、朝倉氏の跡地。織田信長に滅ぼされるまで５代 103 年に

渡って越前国の中心として繁栄した。その後は一帯が土に埋まっていたものの、城下町の跡が良い状態で残

っていたため、1967 年から発掘調査が開始され現在に至っており、一部は街並みの復元が行われている。 
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福井学習センター梅澤所長 最終面接授業を行いました 

１２月１４日～１５日に「心とからだから情動を探る実習」と題して、福井学習センター梅澤所長の最

終面接授業が行われました。最後に感謝の意を込めて花束贈呈が行われ、授業に参加された学生様からも

暖かい拍手が送られました。 

   

 

 

 

 
高高田田洋洋子子客客員員教教授授がが NNHHKK のの番番組組にに出出演演さされれままししたた  
当学習センター客員教授 高田洋子先生が令和元年１１月２８日（木）

NHK「ニュースザウルスふくい」の中の「家庭での介護～寄せられたご

意見から考える」のコーナーに出演されました。 
高田先生は，介護する人は土日もなく，昼夜もなく 

全く休みがないまま高齢化していき，何年も繋いでい 
くことになります。そのため，自分だけで担わないで， 
回りに助けを求めることが重要だと述べられました。 
また，それを地域や社会が気付くことの大切さを指摘 
されていました。 
介護について，関心がある方は高田先生のゼミナールに参加して下さい。 
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オープンキャンパス及びパネル展を次の日程で開催します。 

 ご家族・友人で放送大学に関心をもたれている方に，ぜひお声かけ下さい。 
 ○アオッサ１階・７階（個別学習相談等 お気軽にご相談下さい！！） 
  ・オープンキャンパス 1 月 12 日(日)，2 月 1 日(土)～2 日(日) 
  ・パネル展      2 月 1 日(土)～2 日(日) 
 ○県立図書館 

  ・パネル展      1 月 16 日(木)～22 日(水) 

 

オオーーププンンキキャャンンパパスス・・パパネネルル展展ののごご案案内内  

 

事事務務室室かかららののおお知知ららせせ  

福福井井学学習習セセンンタターーホホーームムペペーージジををごご活活用用下下ささいい  

 ホームページのスケジュールからは、面接

授業、ゼミナール、学習会、サークル活動の実

施や閉所日等の確認が行えます。 
 
 また、機関紙のバックナンバー閲覧、オー

プンキャンパスの案内、そして、２月と３月

に開催する公開講演会の案内も随時掲載され

ますので、確認して下さい。 
 
 ホームページの各種お手続きには、各申請

に必要な用紙が記載されていますの、システ

ム WAKABA から書類をダウンロードして各

申請手続きを行って下さい。 
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/fukui 
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１
月 

３日（金）まで閉所 

１２日（日）オープンキャンパス 

１６日（木）～２２日（水）放送大学パネル展（場所：県立図書館） 

２１日（火）・２２日（水）大学院単位認定試験 

２３日（木）～３０日（木）教養学部単位認定試験 

※１月24日（金）・27日（月）を除く 

 

２
月 

１日（土）・２日（日）放送大学パネル展（場所：アオッサ１階 アトリウム），オープンキャンパス 

１６日（日）公開講演会 「在宅家族介護の現状と、家族等介護者（ケアラー）への社会的支援について考える 

             －高齢者を中心として－」 

      福井大学名誉教授 高田洋子先生 他  場所：放送大学福井学習センター 

２８日（金）2020年度第１学期科目登録申請 【～２月２８日（金）本部必着】 

システムWAKABAによる申請の場合２月２９日（土）２４時まで 

２９日（土）冬期教員免許更新講習 修了認定試験 

 

３
月 

 １日（日）冬期教員免許更新講習 修了認定試験 

１４日（土）公開講演会 「デジタル地図の世界」 

      福井大学学術研究院 教育・人文社会系部門教授 門井直哉先生 他  場所：放送大学福井学習センター 

１７日（火）2020年度第１学期生出願締切【本部必着】 

２１日（土）2019年度学位記授与式（会場：ＮＨＫホール） 

２２日（日）2019年度第２学期学位記授与式・2020年度第１学期入学者の集い（会場：福井学習センター） 

 

月曜・祝日は閉所日です。 

教養学部・大学院（修士選科生・修士科目生）の 4 月入学生を募集しております。 

【 出願期間 】郵送による出願：第１回募集 11 月 26 日（火）～2 月 29 日（土）本部必着 

                  第２回募集   3 月 １日（日）～3 月 17 日（火）本部必着 

（ＷＥＢによる出願は 3 月 17 日（火）１７時まで） 

放送大学 福井学習センター   

〒910-0858 福井市手寄 1 丁目 4-1 AOSSA7Ｆ 

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 

※単位認定試験期間は 9：00～19：00 
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