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福井藩出身 幕末の若き天才 橋橋本本  左左内内 

福井県の中学校では、左内の『啓発録』に学ぶ 
福井県出身初の  

に襲われますが、九死に一 

2.26 事件で、身代わりになった義弟と共に 

若狭小浜藩医 日本の近代医学の先駆者 杉杉田田  玄玄白白  

医術書『解体新書』を著し、医療の進歩に貢献しました  

 岡岡田田  啓啓介介  

福井駅東口、AOSSA 前  

世界大戦の早期終結に大き 

生を得て、その後、第 2 次 

件 2・26 事件で青年将校 

な功績を残しています 

 内閣総理大臣 

日本最大のクーデター事
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 新年明けましておめでとうございます。 

 言い古された言葉ですが、月日の経つのは本当に早く、瞬く間に一年が過ぎ去ったという感じ

です。それにしても、昨年は新型コロナに翻弄された一年でした。私は昨年 4 月に着任しました

が、第一波の感染拡大が勢いを増した時期と重なり、学習センターでの面接授業が中止になるな

ど、何をどうしていいのか戸惑いの中での出発でした。第 2 学期になって対面式の面接授業や学

習会・ゼミナールを再開できることになり、とりあえず安堵しています。 

 面接授業は、感染対策で定員を半分に制限していることもあり、受講生が例年に比べて少なく、

その点が少し残念です。ただ、幅広い年代の方々が熱心に受講しておられる姿はとても印象的で

す。担当されている先生方にお聞きすると、皆さん積極的で、年配層の方を中心に、普段教えて

いる二十歳前後の学生とはまた違った反応が返ってくるそうです。こうしたやり取りが直接でき

るのも対面式の良さでしょう。コロナ禍を機にオンライン授業に対する認識が変わりつつありま

すが、放送大学における対面授業の必要性を改めて実感しています。 

 皆さんの意欲や熱意に関連して大変喜ばしいのは、前号の記事でもお知らせしたように、福井

学習センターでは、すでに 3 名の名誉学生が誕生していることです。名誉学生は教養学部の 6 コ

ースすべてを修了した学生に授与される称号ですが、すべてではなくとも、複数のコースを修了

した方ならもっとたくさんおられます。今でこそ生涯学習の重要性が声高に叫ばれていますが、

これらの方々はそのずっと前から何年にも渡り、自らの意思で学びを継続されてきました。その

ことに深く感銘するとともに、放送大学であるからこそできた学びの形であると思います。 

 残念ながら、新型コロナは勢いの衰える気配を見せず、依然として先の見通せない状況が続い

ています。完全な収束には長期間を要し、コロナ以前と全く同じ日常に戻ることはしばらくない

のかもしれません。しかし、そういう状況にあっても、というよりそういう状況であるからこそ、

学ぶ意欲をもった人々に多様な教育機会を提供する放送大学の役割がますます大きくなるのは

確実ですし、その学びを地域で支える学習センターの重要性が深まるのも間違いありません。ウ

ィズコロナからアフターコロナへ、その転換点となるべき 2021 年が明るい年となることを心か

ら願っています。 
 

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 

新年に思うこと 
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■学生種別人数 （ ）内は前学期     令和２年１１月１日現在 
 学生種類 男 女 人数 

教養学部 

全科履修生 133 184 317(325) 

選科履修生 39 47 86(79) 

科目履修生 21 31 52(30) 

特別聴講生 １ １ ２(0) 

小計 194(180) 263(254) 457(434) 

大学院 

修士全科生 ２ ３ 5(5) 

修士選科生 8 4 12(10) 

修士科目生 2 2 4(4) 

博士全科生 1 0 1(1) 

小計 13(11) 9(9) 22(20) 

合計 207(191) 272(263) 479(454) 

■年齢別・男女別人数      ■職業別人数 

2020 年度第２学期 

福井学習センター在学者の状況 
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★実施期間中、当学習センターのパソコン等での閲覧・試験問題の印刷提供、ならびに受験は認

めません。 

★過去 1 年分（2 回分）のすべての科目の単位認定試験問題を公表しています。解答について

は、主任講師の了承があった科目のみ公表します。解答を公表しない科目についても、解答の

ポイント（公表しない理由となる場合もあります）を公表します。 

  

  

  

  

  

  

  

  

■■22002200 年年度度第第 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  

★2020 年度第 1 学期に準じた方法（パソコン等で実施期間中に試験問題を閲覧し、解答用紙

を郵送にて提出する方法）による 《自宅受験》となります。 

★試験問題は、大学ホームページからリンクされたＷｅｂページにて、ＰＤＦファイル形式で公

開いたします。 

試験科目は全科目分を一覧にして、実施期間の間、公開いたしますので、期間中であれば何度

でも問題を確認いただくことが可能です。 

【実施期間】 

22002211 年年 11 月月１１３３日日（（水水））～～11 月月２２１１日日（（木木））2233：：5599 

【解答用紙提出期限】 

22002211 年年 11 月月 2211 日日（（木木））  消消印印有有効効  

★実施期間中に解答用紙を作成し、返信用封筒にて本部へ郵送してください。 

提出期限、消印有効期限にご注意ください。 

■■単単位位認認定定試試験験  過過去去問問入入手手方方法法ににつついいてて  

公表の方法【下記３種の方法】 

 
学学習習セセンンタターー図図書書室室  ⇒ コピー及び印刷 不可 

 
郵郵送送ササーービビスス  ⇒「学生生活の栞」を参照 

学部・・・Ｐ.76～78 

大学院・・Ｐ.74～75 

 
シシスステテムム WWAAKKAABBAA  ⇒ 学内リンク「単位認定試験問題・解答等」 

をクリック。過去２学期分の過去問題が 

表示されます。 

①① 閲閲覧覧ししたたいい学学期期ををククリリッックク  

②② 閲閲覧覧ししたたいい科科目目のの PPDDFF ををククリリッックク  

デジカメ撮影  許可 

USB メモリー 許可  

★試験問題の入手がむずかしいと思われる方は、至急当学習センターにご相談ください。 
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＜提 出 物＞ 継続入学用出願申請票 

＜申請期間＞ 郵 送：11 月 26 日（木）～3 月 16 日（火）本部必着 

       WEB：11 月 26 日（木）～3 月 16 日（火）24：00 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。 

※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。（入学料のみ） 

※面接授業の登録申請も希望する方 

科目登録期間中（2 月１3 日～28 日）に募集要項 6～7 頁参照の上、システム WAKABA にて出願

手続きを行ってください。 

＜提 出 物＞ 科目登録申請票 

＜申請期間＞ 郵 送：2 月１3 日（土）～2 月 27 日（土）【本部必着】 

       WEB：2 月１3 日（土）9 時～2 月 28 日（日）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 3 月上旬に届きます。 

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：2 月１3 日（土）～2 月 27 日（土）【本部必着】 

       WEB：2 月１3 日（土）９時～2 月 28 日（月）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：3 月 16 日（火）本部必着 

       WEB：3 月 16 日（火）24：00 まで 

※本部から送付される「令和 2 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。 

※在学生の科目登録期間中（2 月１3 日～28 日）にシステム WAKABA にて面接授業も登録できます。  

  

  

  

  

■■次次学学期期ののたためめのの手手続続ききににつついいてて 

『学生生活の栞』  参考にしてください！ 

★教養学部・・60～61・94～99 頁 

★大学院・・・53～59・89 頁       

今学期で学籍が切れる方 出願 

次学期学籍が続く方 科目登録 

今学期で卒業見込みの方 
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担担当当講講師師 科科  目目  名名 日日  時時 時時  限限 受受講講定定員員 

小小高高  知知宏宏  初級 Python プログラミング 4/17(土)～4/18(日) 1～4 限目 20 

大大西西  将将史史  心理学実験 2 4/17(土)～4/18(日) 1～4 限目 15 

橋橋本本  直直子子  アディクション問題の理解と支援 4/24(土)～4/25(日) 1～4 限目 20 

廣廣澤澤  愛愛子子  学校現場の臨床心理学的援助 5/15(土)～5/16(日) 1～4 限目 20 

西西沢沢  徹徹  フィールドで学ぶ植物の生き様 5/15(土)～5/16(日) 1～4 限目 15 

高高田田  洋洋子子  高齢者ケアと社会的ネットワーク 5/22(土)～5/23(日) 1～4 限目 20 

橋橋本本  朋朋広広  癒しとコスモロジー 5/29(土)～5/30(日) 1～4 限目 20 

山山田田  知知子子  社会福祉をはじめる 6/5(土)～6/6(日) 1～4 限目 20 

浅浅井井  純純子子  ポスター発表に挑戦してみよう！ 6/12(土)～6/13(日) 1～4 限目 21 

小小越越  咲咲子子  新・初歩からのパソコン 6/19(土)～6/20(日) 1～4 限目 15 

岸岸  俊俊行行  心理学実験 3 6/26(土)～6/27(日) 1～4 限目 20 

宮宮崎崎  光光二二  素描実習“見ること”の始まりへ 7/3(土)～7/4(日) 1～4 限目 20 

小小野野田田  信信春春  π（円周率）の数学 7/10(土)～7/11(日) 1～4 限目 20 

  

 
■■２２００２２１１年年度度  第第１１学学期期  面面接接授授業業科科目目ににつついいてて  

（（日日程程順順））  

ト ピ ッ ク ス

当当学学習習セセンンタターー客客員員教教員員  廣廣澤澤愛愛子子先先生生がが

収収録録にに臨臨ままれれままししたた。。  

2021 年度 新規開講科目（修士課程） 

『学校臨床心理学特論（’21）』 

第 ２回  小学校でのスクールカウンセリング 

第１１回  心理教育 

撮影（収録）の様子 於：講義室１ 
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担担当当講講師師 科科  目目  名名 日日  時時 時時  限限 受受講講定定員員 

小小高高  知知宏宏  初級 Python プログラミング 4/17(土)～4/18(日) 1～4 限目 20 

大大西西  将将史史  心理学実験 2 4/17(土)～4/18(日) 1～4 限目 15 
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小小野野田田  信信春春  π（円周率）の数学 7/10(土)～7/11(日) 1～4 限目 20 
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 日 時 ： １１月８日（日） 13:30～16:30 

場 所 ： ふくい県民活動・ボランティアセンター ７０６・７０７号室 

シンポジスト ： 湊 七雄 氏          福井大学教育学部教授 

坂野 健一郎 氏       社会福祉法人 みんなでいきる 

石井バークマン 麻子 氏  放送大学福井学習センター客員教員 

 

 

 

 
 

今回のシンポジウムは、今月１９日から金沢市の金沢２１世紀美術館で開催される「Dr.ギスラン博物館所 

蔵作品展」に連動して開催しました。３名のシンポジストからは 

アール・ブリュットの概念やその歴史と現状、Dr.ギスラン博物 

館を鑑賞したときのこと、そして障害者の表現活動に対する支援 

の実態やあり方、課題などについて話をしていただきました。 

 このあとの意見交換会では、参加者の皆さんから芸術に対する 

見方や感じ方など、多くの質問や意見、感想が書かれた質問票が 

提出され、シンポジストから回答やコメントをいただきました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加された方々の感想＞ 

・障害児教育を専攻し、専門職として公的機関で障害のある方の職業相談就労支援に携わっている。日々の業
務に追われ、感性がこり固まってしまったり、いろんな意味で慣れてしまったり…。今回参加して、また広
い視点で業務に取り組むエネルギーをいただいたように思う。 

・アート・ブリュットの内容の一端がわかりました。個性を表現するということは、人間生来の欲求なのかも
しれないと思います。討論会は知識が深まりました。 

・障がい者とはいえ、とても⽴派な個人なんですよね。とても理解しがたいところもありますが、みんなステ
キな人達ばかりです。次回も機会があれば、是非お話を聞きたく思いました。 

 ・興味深い事例が多く、話題も幅広く⼤変勉強になりました。 
 ・映像の説明をメモするのはちょっと⼤変。資料をもう少し多めにあれば助かります。日頃の意識の外にある

世界を教えてもらった感じがしました。もっと視線を伸ばして考えよう！と思いました。 
 ・人の持つ能⼒は果てしないものだと思いました。そんな能⼒を育てていく社会であってほしいものです。 
 ・⾃分らしくも簡単ではないという⾔葉が印象的でした。井⼝さんのコピーのビデオがすごいと思いました。

コピー後、アルコール消毒されていたのと、目を開けてコピーして目が⼤丈夫なのか心配です。井⼝さんを
支援されている人、コンビニの方も理解があり、井⼝さんらしく生きられて幸せだなと思いました。 

 ・今まで知らなかった世界を知ることができました。今後、もっと調べてみたいと思います。 
 ・日頃からアール・ブリュットについて、深く理解したいと思っていたので、歴史的なことから国の政策につ

いてまで知ることができて⼤変勉強になりました。 
 ・障がいのある方の表現のされ方が、様々な写真や動画から多様であることがわかりました。一人一人の存在

の⼤切さ、尊さを実感する良い機会となりました。さらに、今まで以上に共生社会に向けて、視野が広げら
れた貴重な機会でした。 

テテーーママ：：アアーールル・・ブブリリュュッットトのの源源流流とと障障害害ののああるる表表現現者者のの社社会会的的地地位位  
         －－ベベルルギギーー・・DDrr..ギギススラランン博博物物館館所所蔵蔵作作品品展展かからら考考ええるる－－  

※※アアーールル・・ブブリリュュッットト  
  専専門門的的なな美美術術教教育育をを受受けけてていいなないい人人たた

ちちがが、、湧湧きき上上ががるる感感情情やや衝衝動動ををぶぶつつけけてて

表表現現ししたた作作品品やや制制作作をを指指すす美美術術用用語語。。  
※※DDrr..ギギススラランン博博物物館館  
  ベベルルギギーー・・ゲゲンントト市市ににああるる世世界界有有数数ののココ

レレククシショョンンをを誇誇るる精精神神医医学学博博物物館館でで、、精精

神神医医学学のの歴歴史史ととアアーールル・・ブブリリュュッットトにに関関

すするるももののをを展展示示。。  
  

   坂坂野野  健健一一郎郎  氏氏  石石井井ババーーククママンン麻麻子子氏氏  湊湊  七七雄雄  氏氏  

≪シンポジスト≫ 

シンポジウム 意見交換会 
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面 接 授 業 レ ポ ― ト 

10/17・18 「日本の古代道路」 門井直哉先生 

地図や文献資料を用いながら、武生周辺の古代道路の痕跡を

訪ね歩き、古代と現代のつながりについて考えます。 

11/14・15 「生涯現役のための運動のすゝめ」 山田孝禎先生 

先生の熱心な解説を

聞き、今後は生活をす

る時も先人を想い、ロ

マンを感じていたい

と思った。 

普段、何気なく歩いて

いる場所だが、歴史が

あるのを知り感慨深く

思い、とても楽しく巡

検ができた。 

1 日目の事前教育（座学）の

ことを、２日目の現地教育

で、確認できたのがとても良

かった。 

高齢者が活き活きと活躍するための秘訣について、

運動がもたらす効果を考え、実践してみます。 

・高齢化社会の中で、これからの高齢者はどう生きるのかと

問いかけ、大きな示唆を与えてくれる講義だった。 

・もっと多くの人に知ってもらいたいと思う。 

・転倒予防が第一！適度な運動の継続を心がけます！ 

運動と認知症予防の関連をデータや学問的

な角度から学び、その実践を、皆でできたこ

とが楽しかった。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・編集サークル作成ページ 
 

   英英語語ササーーククルル 「「  英英語語ででああそそぼぼ  」」 

              飛飛  田田    祐祐  子子  

  

 私は福井学習センターのサークルのひとつ、「英語であそぼ」に入っています。このサー

クルについて紹介したいと思います。 

 英語サークルは恐らく福井学習センターが出来た頃からあり、２０年以上続いていると

思います。私が参加し始めた頃はメンバーも多くグループも２つに分かれていました。メ

ンバーが入れ替わるうちに人数も次第に減っていき、今はグループも１つになっています。

講師はネイティブの方に来ていただいていましたが、月一度の不定期な活動なので講師を

見つけることができず、メンバーだけで文字通り自主学習をしていたこともあります。い

ろいろ難しい時期もありましたが、必ず一緒に活動し、助けあえるメンバーがいたので今

まで続けられたと思います。 

 今のメンバーは４人でこぢんまりとしていますが、みんな協力的で楽しく、月一度、土

曜午後に１時間半の活動をしています。今の講師は日本人ですが、留学や語学学校で教え

られていた経験がある方です。ネイティブが講師の時はインターネットの英語のニュース

を選んでもらい、それを読んで質問したり、感想を述べたりとある意味パターンが決まっ

ていました。今の先生は英語のニュース以外にも毎回違う形式の教材を準備してください

ます。具体的な活動内容は、まず、メンバーそれぞれが英語で近況報告をするところから

始まります。その後先生が準備してくださった教材を使用します。英語のニュースを読む

こともあれば、TOEIC の問題、日本人が間違いやすい文法項目、小さなトピックについて

討論をするなど様々であります。ネイティブの生の英語表現に触れられない分、今の先生

は飽きないよういろいろ教材を工夫して用意してくださいます。お陰で私たちは楽しく活

動させていただいています。 

 ２年前の 4 月に先生が東京へ引っ越されることにな

り、私たちも新しい講師に頼むか、オンラインで東京に

いる先生と活動を続けるかという選択をしなければなり

ませんでした。おばさん４人のメンバーですが、先端技

術を使ってみようということで、先生とはオンラインで

私たちは学習センターに集まる、という形のサークル活

動になりました。そのころはネット回線も不安定になる

ことも多く、フリーズすることも度々ありましたが、な

んとか活動を続けてきました。今はコロナの影響でメンバーもそれぞれの自宅からの活動

になっています。コロナで大変な思いをされている方には申し訳ないですが、技術の進歩

は大したもので、たくさんの人が必要になったお陰で、アプリの機能も充実し、今は円滑

に活動できています。メンバーが横にいないのは少し寂しいですが、この方法もそう悪く

はないと思っています。 

 最後になりましたが、英語に興味をお持ちの方は是非、私たちの英語サークル、「英語で

あそぼ」へご参加ください。 
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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  

  

・バッグの持込みは禁止していますので、入室の際は学生休憩室のロッカー（１００円硬貨リターン式）

をご利用ください。 

また、学生休憩室のビニールバッグ（ハンガーラックにかけてあります）を貴重品・筆記用具入れ 

としてご利用ください。※ビニールバッグは使用後、元の場所へご返却ください。 

貴重品は必ず身につけてください。 携帯電話は、必ずマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。 

・入室の際は、入口でアルコール消毒し、必ずマスクを着用してください。 

・飲食物の持込みはご遠慮ください。※飲食は学生休憩室にてお願いします。 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

１０月１日より、附属図書館所蔵資料の「自宅配送サービス」について利用対象が拡大されました。 

附属図書館に所蔵している資料（視聴覚、禁帯出資料、雑誌など一部資料を除く）を自宅に取り寄せる

ことができます。附属図書館ＯＰＡＣにより申し込みが可能です。 

対対象象者者：：在在籍籍中中のの全全学学生生  

（休学者、停学者、貸出資料延滞中などの図書館利用制限のある学生は除く） 

※お申込み後の取消・変更はできません。 

  附属図書館から宅配便（佐川急便・着払）で直接発送されます。 

  附属図書館への返却は宅配便等により、元払で返送してください。 

詳しくは 

附属図書館自宅配送<有料サービス> 

https://lib.ouj.ac.jp/ill/ill-gaiyo.html#jitaku をご覧ください。 

図図書書・・視視聴聴学学習習室室のの利利用用ににつついいてて  

附附属属図図書書館館所所蔵蔵資資料料自自宅宅配配送送ササーービビススのの利利用用ににつついいてて  

臨臨時時閉閉室室ののおお知知ららせせ  

図図書書・・視視聴聴学学習習室室はは終終日日閉閉室室ととななりりまますす  

３３月月２２１１日日（（日日））学学位位記記授授与与式式・・入入学学者者のの集集いい  

３３月月２２３３日日（（火火））～～２２４４日日（（水水））新新学学期期準準備備期期間間  
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図図書書・・視視聴聴学学習習室室にに配配架架ししてていいまますすののででどどううぞぞごご利利用用くくだだささいい。。  

 

ひひとととと作作業業・・作作業業活活動動【【新新版版】】作作業業のの知知ををとときき技技をを育育むむ 

著者：山根 寛 三輪書店 2015.3 

ISBN：978-4-89590-504-6 

ひとのくらし（生活）に視点をあてた初版からの基本的な考えを踏襲しながら、非侵襲的な 

脳機能測定の進歩、社会脳などへの作業研究の広がり、地域生活支援時代の作業療法、積み 

重ねられた筆者の臨床経験から見えてきた知見・視点を反映し、「ひとにとって作業とは」、 

「ひとが作業するとは何か」をあらためてとらえなおした作業療法の指針となる一冊。 

 
 

複複合合介介護護  家家族族をを襲襲うう多多重重ケケアア  

成田 光江 著 創英社/三省堂書店 2018.5 

ISBN：978-4-86659-000-4 

    仕事をしながら子育てと介護の同時進行・・・、家庭内の多重ケアは、いつだれが抱えても 

おかしくない社会問題です。自分や家族のちからだけではどうにもならない多重ケアの実態を 

紹介し、問題点や必要な対策について解説します。 

※2020 年度第 2 学期福井学習センター開講面接授業「療養生活と地域資源」参考図書 
 
 

地地域域経経営営分分析析  --地地域域のの持持続続的的発発展展にに向向けけてて--  

南保 勝 著 晃洋書房 2019.3 

ISBN：978-4-7710-3183-8 

今まさに地方圏の時代。そのための「地域経営」とはいったいどうあるべきか。 

今後求められる「地域経営」のあるべき姿を、著者がフィールドとする福井地域を 

モデルに、「地域固有の資源の活用」、「“文明”の“文化”化」、「連携」という３つ 

の視点から考える。 

※2020 年度第 2 学期福井学習センター開講面接授業「地方創生と地域経営」参考図書 

おお 薦薦 めめ 図図 書書 のの ごご 案案 内内
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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  １１月月～～３３月月  ススケケジジュューールル  

１  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       

２  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       

３  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 

~4 日 
13 日~ 
15 日~ 
16 日 

 

年末年始閉所【12/28～】 
第 2 学期単位認定試験（自宅受験による）【～21 日】 
放送大学パネル展（アオッサ１階）【～16 日】 
オープンキャンパス 
※29 日（金）、31 日（日）は開所します 

【面接授業】 
9・10 日 「恐竜生物学」 
9・10 日 「初心者のためのホームページ作成」 

16・17 日 「心理学実験 1」（Web） 

4 日~ 
13日~ 
 
 
20 日 
 
27 日 

放送大学パネル展（県立図書館）【~10 日】 
2021 年度第 1 学期科目登録申請 

郵送申請【~27 日 本部必着】 
Web 申請【~28 日 24：00 まで】 

公開講演会「情報化社会の心理学－SNS とどう付

き合っていけばよいだろうか－」 
公開講演会「デジタル地図の世界」 
※公開講演会は都合により中止になることがあります 

後日、学習センターのホームページにてご確認
下さい 

3 日~ 
 

16 日 
21 日 

冬期教員免許更新講習 修了認定試験（自宅受験に

よる）【~15 日】 
2021 年４月入学出願締切【本部必着】 
2020 年度第 2 学期学位記授与式・2021 年度第 1
学期入学者の集い（会場：福井学習センター） 
※23 日（火）、24 日（水）は新学期準備のため、図書・

視聴学習室は閉室します 

第第 8855 号号  令令和和 33 年年  11 月月発発行行  

図書・視聴学習室閉室 
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