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第 1 学期の特別講義は「オンライン対人コミュニケーション入門」がテーマでした。対面とメ

ディアを介したコミュニケーションを比較してそれぞれの長所短所を理解した上で、状況や目的

に合わせてそれらを使い分けるべきだ。このように主張する論文を最初に取り上げるつもりでし

たが、講義準備をする中で、スマホへの依存やインターネットへの依存について日本でも何人も

の臨床医が警鐘を鳴らしていることを知り、前半では『スマホ脳』（ハンセン 2020）について議論

しました。その後、最近の資料を集めて読み込み、第 2 学期特別講義「オンライン心理学入門 1」

では「デジタルライフの光と陰」をテーマに受講者の方々と議論することにしました。 

特別講義を通しての学びは私の生活にもインパクトを与えています。その一つが『10 万人の脳

を診断した脳神経外科医が教える その「もの忘れ」はスマホ認知症だった』（奥村歩 2017）から

の学びです。きっと学習者の皆さんにも役立つと思いますので、以下にポイントをまとめます。 

「もの忘れが多くなる」「アポや約束を忘れてしまう」「イージーミス・うっかりミスが増える」

といった症状は、スマホやネットの使いすぎによる「脳過労」だけでなく、スマホやネットに頼り

すぎることによる「前頭前野の深く考える機能」の低下、IT 漬けの「情報生活習慣病」になるこ

とによる脳の「ぼんやりする機能」の低下からくる。「前頭前野の深く考える機能」を使わないと

思考力・判断力・集中力・意欲・想像力・コミュニケーション力・感情コントロール力、そして計

画を策定・遂行する「遂行実行機能」が低下する。「情報生活習慣病」になって「ぼんやりする機

能」が低下すると「自分らしい生き方」を見失うだけでなく 5 年後 10 年後に認知症になるリスク

が高まる。「情報生活習慣病」にならないためにはしっかり休む、マルチタスクをやめて「モノタ

スク」にする、脳を鍛えるのではなく脳に疲れをためない、すぐネット検索しない、なるべくナビ

に頼らない、手間のかかる方法を選ぶ、リアルな体験を大切にするなどの心がけが大切。 

スマホなどから情報をインプットしすぎないように気をつけるべき、アウトプットを増やすこ

とは「インプットした情報を自分や社会に役立てていく」ことであると述べる奥村氏の考えは、ど

のような学習スタイルが望ましいかを考える上でも大いにヒントになると考えます。 

第 67 号  2022 年 11 月発行 
放送大学  兵 庫 学 習 セ ン ター 
     姫路サテライトスペース 

 

文文部部科科学学省省認認可可通通信信教教育育  

－1－

出力_75000445 機関誌つばさ（2022年11月号）.indd   1出力_75000445 機関誌つばさ（2022年11月号）.indd   1 2022/10/24   15:35:492022/10/24   15:35:49



-2- 
 

 

  

通通信信指指導導のの提提出出     （※参照『学生生活の栞』学部 P64～68、大学院 P63～67） 

 
通通信信指指導導がが未未提提出出ままたたはは不不合合格格のの場場合合はは、、単単位位認認定定試試験験をを受受験験ででききまませせんん。。  

 
通信指導は、大学本部から印刷教材と一緒に送付されますので、提出期限内に提出してください。 
● 一部の科目については別に送付される場合があります。 
● 1 学期に通信指導を未提出または不合格の方は、通信指導のみ郵送されます。 

● 届いていない場合は、大学本部（ 043-276-5111）に連絡してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 

単単位位認認定定試試験験のの受受験験   （※参照『学生生活の栞』学部 P68～77、大学院 P67～76） 

 
22002222 年年度度第第 22 学学期期のの単単位位認認定定試試験験もも、、WWeebb 受受験験方方式式ににてて実実施施ししまますす。。  

（※「授業科目案内」に「郵送（記述）」または「郵送（併用）」と記載のある科目のみ郵送方式） 
 
 

【試験期間】  2023 年 1 月 17 日（火）9：00 ～ 1 月 25 日（水）17：00 

【実施方法】  Web 受験方式 

■自宅等から、インターネットを通じてシステム WAKABA「Web 単位認定試験システム」に 

アクセスし、問題閲覧、解答提出を行います。 

■1 科目 50 分の制限時間があります（一時停止不可、1 回のみ受験可能）。 

■科目ごとに「択一式」「記述式」「（択一式と記述式の）併用式」のいずれかの形式で出題。 

    択一式問題 ⇒ 選択肢をクリックすることで解答します。 

    記述式問題 ⇒ 解答記入欄に文字入力することで解答します。 

 

 

単位認定試験を受験予定の方は、試験前までに必ず【体験版】で操作練習を行ってください。 

放送大学の web サイトから体験版にアクセスできます。https://shiken.ouj.ac.jp/ 

（※ご利用には、システム WAKABA の ID、パスワードが必要です） 

 

 

通信指導、単位認定試験について 

【提出期間】 

 郵送：2022 年 11 月 15 日（火）～ 11 月 29 日（火）本部必着 

 Web ：2022 年 11 月 8 日（火）10：00 ～ 11 月 29 日（火）17：00 
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  「「WWeebb 単単位位認認定定試試験験体体験験会会」」をを開開催催ししまますす    

  

学習センター／サテライトスペースでの受験を申請した方や、自宅等での受験を予定しているが 

パソコンの操作が不安な方を対象に、体験会を実施しています。 

スタッフが操作方法を説明し、疑問にお答えしますので、お気軽にご参加ください。 

 

【場  所】 兵庫学習センター／姫路サテライトスペース 

【日  時】 

11 月 15 日（火） 10:00～11:30 

11 月 17 日（木） 10:00～11:30 

11 月 26 日（土）※兵庫のみ 10:00～11:30 

11 月 27 日（日）※兵庫のみ 10:00～11:30、14：00～15:30 

11 月 29 日（火） 10:00～11:30、14：00～15:30 

12 月 6 日（火） 10:00～11:30、14：00～15:30 

12 月 15 日（木） 10:00～11:30 

12 月 17 日（土） 10:00～11:30 

12 月 18 日（日） 10:00～11:30、14：00～15:30 

12 月 20 日（火） 10:00～11:30 

12 月 21 日（水） 10:00～11:30 

※1 月は随時開催します。学習センター／サテライトスペースにお問い合わせください。 

【申  込】 兵庫学習センター    📞📞 078-805-0052 

  姫路サテライトスペース 📞📞 079-284-5788 

【申込事項】 希望日時、学生番号、氏名、システム WAKABA ログインの可否 

自自宅宅等等ででのの WWeebb 受受験験がが困困難難なな方方へへ  

自宅等にインターネット環境がない、またはパソコンの操作が困難等の事情により、自宅等での Web 受

験が困難な方は、単位認定試験を学習センター／サテライトスペースで受験することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 学習センター／サテライトスペースで受験する場合、以下のことにご注意ください。 
  ① 基本的に、「授業科目案内」及びシステム WAKABA に記載の試験日・時間に受験する必要があり

ます。 
  ② 学習センター／サテライトスペースでもパソコン操作はご自身で行っていただきます。 
 ③ 郵送受験方式の科目については、パソコンは使用しないため、学習センター／サテライトスペース

での単位認定試験は実施しません。 
 

◆ 学学習習セセンンタターー／／ササテテラライイトトススペペーースス受受験験申申請請方方法法 ◆ 

 

 【申請期間】 11 月 24 日（木）本部必着 

 【申請様式】 「学習センター受験申請書」 

（第 2 学期の印刷教材または「番組ガイド」等に同封） 

 【申請宛先】 〒261-8586 千葉市美浜区若葉 2-11 

 放送大学 学務部学生課 単位認定試験係 
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2022 年 9 月 25 日（日）、兵庫学習センター・姫路サテライトスペース合同で 2022 年度第 1 学期卒業証

書・学位記授与式を開催しました。 

教養学部卒業者 52 名のうち、14 名が出席しました。教職員一同、心よりお祝い申し上げます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入学者の集いを開催しました 
 
 2022 年 10 月 2 日（日）、入学者の集いが兵庫学習センター・姫路サテライトスペースでそれぞれ開催さ

れました。ご入学おめでとうございます。 
 学習を進めるうえで迷った時は、客員教員の先生方や学生によるピアサポーターが相談に応じます。 

各種サークルでも随時仲間を募集しています。（サークルの詳細は「つばさ第 66 号」をご参照ください。） 

 

 

兵兵庫庫 SSCC・・姫姫路路 SSSS 所所属属 22002222 年年度度第第２２学学期期  入入学学者者数数  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵庫学習センターの様子     ピアサポーターの紹介    姫路ｻﾃﾗｲﾄｽﾍﾟｰｽでの森下客員教授 
による祝辞の様子 

 

ご卒業おめでとうございます 

教養学部 

生活と福祉コース … 11 名 

心理と教育コース … 15 名 

社会と産業コース … 11 名 

人間と文化コース … 8 名 

情報コース    … 1 名 

自然と環境コース … 6 名 

 

計 52 名 

大学院 

  修士選科生：  24 名 

  修士科目生：  15 名 

（10 月 6 日現在） 

教養学部 

 全科履修生： 147 名 

  選科履修生： 167 名 

  科目履修生： 195 名 
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兵庫学友・同窓会による「ポスターセッション」の報告 

 

兵庫学友・同窓会では毎年初秋にポスターセッションを 10 年以上継続して開催して来ましたが、昨年と一昨年は

新型コロナ感染症のために中止を余儀なくされました。今回 10 月 2 日に 3 年振りに開催することが出来ました。 

ポスターセッションとは過去 1～2 年間に卒業論文や修士論文を提出された学生の中からご希望の方に卒論・修

論で提出された研究内容を、A3 版用紙に 8～24 枚程度に要約して掲示し、一般の学生や先生方に研究成果を広

く知って貰いその場で対面にて説明し質疑応答をしてお互いに切磋琢磨し、これから卒論・修論を作成しようとして

いる学生の参考にして頂くことが趣旨です。 

今回は下記の教養学部の卒論を 2 名、大学院の修論を 2 名の方々が報告され、どれもなかなかの力作でした。 

1. 『日本の衣生活の歴史と女性』     放送大学 教養学部 生活と福祉コース 森田 瑞世            

2．『新型コロナウイルス感染症の流行が小児予防接種に及ぼす影響について』 

放送大学 教養学部 生活と福祉コース 若林 尚子 

3. 『市街地の多品種栽培の小規模畑地における昆虫類の群集構造』 

放送大学 大学院 自然環境科学プログラム 前田 啓治 

4. 『点群への理解を深め，応用する』 ―点群の指標表作成及び SALC 形成を通じて― 

放送大学 大学院 自然環境科学プログラム 岡部 奨 

これからも多くの皆さまが先輩の業績を参考にして卒論や修論を作成して下さることを願っています。                               

（兵庫学友・同窓会 事務局 高東嘉毅 記） 

◆ ピアサポートについて ◆ 

兵庫学習センターでは、学生によるピアサポート制度を始めました。 

 “ピア＝仲間”である放送大学の先輩が、学生の皆さんの相談に応じます。 

 通信制の大学である放送大学では、学習の進め方や学生生活にまつわる相談相手が常に周囲にいる

わけではありません。不安に思うこと、他の人はどうしているのか聞いてみたいこと、ピアサポータ

ーに相談してみませんか？ 

  ◆ 実施場所 兵庫学習センター 6 階「ホワイエ」 

  ◆ 実施時間 13：30 ～ 15：30 

  ◆ 11 月の日程 

    10 日（木）、11 日（金）、18 日（金）、19 日（土）、20 日（日）、26 日（土）  

※12 月以降の予定は兵庫学習センターHP、システム WAKABA でお知らせします。 

  ◆ 相談内容 

   ・学習・学生生活相談（科目・履修登録の仕方、学習の仕方、単位・各種資格の取り方、 

キャリア形成など） 

   ・パソコン相談 ※青色表示日のみ（エクセル・ワード初級-中級、パワーポイント、 

Zoom の操作・ホストの役割、無線 LAN-WiFi、コンピュータ会計、Web テスト操作、 

放送大学ホームページの見方など） 

   ・サークル相談（具体的な活動内容など） 

  ◆ 兵庫学習センター／姫路ｻﾃﾗｲﾄｽﾍﾟｰｽ所属学生対象です。学生証をご持参ください。 
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～ 2022 年度第 1 学期ご卒業の皆さまから、卒業にあたっての思いや、 

在学生へのメッセージをいただきました ～ 

 

 

 
生活と福祉コース 福田 正さん 

私は今年 73 歳になりますが、28 歳からテニスを始めすっかりはまってしまい、競技テニスとして取り

組むようになり、今現在も選手生活を続けています。 

ですから、四六時中試合に勝つ為のフィジカル、メンタル、などの条件、要素を考えています。 

そんな時たまたま 5 年前、臼井永男先生の「運動と健康(‘13)」の放送授業をみて興味を持ち、試合に

活かせそうな感じがしましたので、とりあえず選科履修生で頑張ってみようと思い、入学しました。 

授業はたのしくおもしろく、選手生活にもおおいに役に立ち、あっという間の 1 年間でした。そして次

の進路を考えた時、まだまだ多くの学びたい科目があり、なんの迷いもなく全科履修生として入学しまし

た。 

それまでの学校生活というと、進学の為就職の為という認識しか私にはありませんでしたが、放送大学

でのこの 5年間は、学ぶ事、知る事の楽しさ、喜びを十分体験させていただき、とても充実した 5 年間で

あり、おかげさまで、最短期間で卒業する事ができました。お世話になった先生方、職員の方、学生の

方、たいへんありがとうございました。 

1 年間の選科履修生を終えた時と同じく、今回も次の進路を考えた時、まだまだ学びたい科目があり、

別のコースに継続入学をいたしました。 

あらためて、先生方、職員の方、学生の方、よろしくお願いいたします。 

 

 

生活と福祉コース 三村 美惠子さん 
地元の委員を引き受けていて「生活と福祉コース」をとればお役に立てそうだし私達夫婦にとっても役立

ちそうなので入学しました。 
 学習計画を立てる際の履修モデルとして科目群履修認証制度「放送大学エキスパート」が大変役立ち、卒

業まで四年間で「六つ」福祉関係の認証状を取得しました。放送大学で勉強した証として、生活の場で大切

に役立てます。 
 「人生 100 年時代」様々な講義を受講して「知らない事を学ぶ事によって知識が増える」「知的好奇心」

そして「学ぶ事の楽しさ」を感じてほしいと思います。 
 色々とささえて下さった、放送大学の関係者の皆様に心より感謝いたします。 
 

 

心理と教育コース 匿名希望 

60 歳を目前に、55 歳で始めた仕事に夢中になるうち「臨床心理士」になりたいと思いました。短大卒の

私が臨床心理士になるための方法をネットで検索し、放送大学に入学しました。年齢も年齢なので、65 歳

までと期限を定めて勉強を始めました。 

我ながら順調に進んでいると思っていましたが、コロナ禍に見舞われ、面接授業を受ける機会がなかなか

得られず、2年で卒業するはずが 1年半予定をオーバーしてしまいました。 

人生何が起こるかわからないものですね。コロナ禍の間に、諦めていた孫を 3 年連続で授かり、孫の世話

に時間も体力も使い果たす現状で臨床心理士は断念し、とりあえず勉強した証に「認定心理士」を取得し、

これからは放送大学で学んだことを活かして、孫育てにいそしむことにしました。 

先日、認定心理士申請のための書類を申請したのですが、「小為替」などという前時代的な代物を購入し

て郵送という手続きに驚きました。リモートや Zoom の時代に PayPay でというわけにいかなくても善処を

お願いしたいですね。 

放送大学も今回のコロナ禍がきっかけとなり、益々発展されることを祈念します。お世話になり有難うご

ざいました。 

 

卒業生からのメッセージ 
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社会と産業コース 奥田 正行さん 

今から 4 年前、2018 年の第 2 学期に 73 歳で放送大学に入学させていただきました。 

 大学卒でないと受験できない資格に挑戦するため、もっと早く入学したかったのですが、公務員を定年退

職後、家庭の事情等で遅い入学となりました。 

 4 年間を振り返ると、各期ごとの科目の申請、通信指導問題の作成、単位認定試験の準備とあわただしい

毎日でしたが、新しい知識の修得の喜びや、卒業という目標に向けて心地よい緊張を 4 年間継続できたこと

は、何ものにも代えがたい幸せな時間でした。 

 卒業後、心理と教育コースを専攻し、認定心理士の資格を目指しますが、姫路サテライトスペースの職員

の皆様には、パソコンでのレポート送信の仕方、認定心理士の資格を取るための科目の選定等々、大変お世

話になりました。 

 後輩の皆様に言えることは、一人で悩まず困ったことがあれば、兵庫学習センターや姫路サテライトスペ

ースに相談されることをお勧めします。 

 

 

人間と文化コース  多田 久美さん 
編入手続きを済ませたのがつい最近のように思えます。当初、卒業して学士を取得するだけが目標でし

た。コロナ禍の制約がある中での学びは決して無駄ではなく、もっと多くを知りたいと思わせてくれた日々

でした。 
皆様のご支援のおかげで無事卒業を迎えられたことに感謝しつつ、通過点として今後も学びを続けてま

いります。 
 

 

自然と環境コース 中野 辰男さん 

令和 2 年 3月に社会と産業コースを卒業しましたが、コロナ禍のため学位授与式等すべて中止、2 年半

たち、今回、自然と環境コースを卒業、コロナ禍は、もう終わっていると思っていたのにまだまだ続いて

います。 

次は、「人間と文化コース」に継続入学しました。 

若い時学習できなかった分を取り戻していくとともに、新しいことに出会う喜びを求め続けていこうと

思っています。そして次の卒業は、学位授与式、卒業記念パーティーなどが普通通りにできる、日常生活

になっていることを信じて奮闘していきます。 

 

 

自然と環境コース 横山 正紀さん 

今回の 4 回目をもって「卒業」です。通算 10.5 年間もお世話になりました諸先生方、事務所スタッフの

皆様にお礼と感謝を申し上げます。生涯学習こそ最強最良の認知症対策とは言え、この辺でお終いとさせ

て頂きます。 

実績は、放送科目 124+面接 69 計 193 単位。（会場は青森から長崎まで 30 箇所）。「エキスパート認証」

は 5 件。入学金・授業料計 1138 千円。面接への交通・宿泊費込では推定 2 百万円超を費やしました。 

白神山地、山寺立石寺、羽黒山、高野山、四国遍路での現地授業や、放送科目で受講した先生の面接授

業を「追っかけ受講」し、ご著書に「サイン」を頂いた事に加え、山岳サークルでは「台湾玉山」への自

身初の海外遠征を果たす等、初老にして「キャンパスでの青春」を存分に満喫させて頂きました。 

残った悩みは「印刷教材と面接受講ノート」の処理で、大失敗は、「9 月卒」を 3月に調整しなかった事

でした。やはり卒業は「3 月」でないと泣けません。 

4 コースとも「卒業研究(卒論)」を避けての卒業も情けない限りとなりました。 

では、放送大学の益々のご発展と、皆さま方のご健勝を切にお祈り致します。 

 

 

 

 

ご卒業おめでとう 

   ございます！ 
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8 月 21 日（日）、兵庫学習センター客員教授 萩原泰治

先生の公開講演会が、神戸国際会館セミナーハウスで

開催されました。 

「世界と日本－付加価値貿易の視点から－」と題し、世

界経済における日本についてご講演いただきました。 

合わせて、2022 年度第 2 学期の入学を考える方に向け

ての説明会も開催されました。 

オニバスの葉 

「「公公開開講講演演会会＆＆入入学学説説明明会会」」をを開開催催ししままししたた  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客客員員教教授授  角角野野康康郎郎先先生生のの特特別別講講義義（（ゼゼミミ））「「水水辺辺のの環環境境学学・・再再論論  第第 55 回回」」でで  

フフィィーールルドドワワーーククをを行行いいままししたた  

 

 

 

 

 

■■■■■■  次次回回  公公開開講講演演会会＆＆入入学学説説明明会会ののおお知知ららせせ  ■■■■■■  

公開講演会と入学説明会を開催します。どなたでも参加できます。 

【日 時】 2023 年 2 月 12 日（日） 講演会 14：00～15：30、説明会 15：30～16：30 

【場 所】 明石市生涯学習センター 明石市東仲ノ町 6-1 アスピア明石北館 7 階 704 

【演 題】 「食の安全をどう考えるか－量の概念を持とう」 

【講 師】 白杉直子先生（兵庫学習センター客員教授、神戸大学名誉教授） 

【申 込】 兵庫学習センターHP からお申込みください。（12 月から受付開始） 

      https://www.sc.ouj.ac.jp/center/hyogo/about/open.html 

9 月 16 日（金）13 時 30 分から山陽電鉄「西江井ヶ

島」駅から徒歩 10 分の場所にある「西島のため池群」

（明石市大久保町）にてフィールドワークが行われ

ました。 

当日は厳しい残暑の中、参加者の方々は手に双眼鏡

を持ちながら、角野先生から水草の一種である「オニ

バス」に関して、「オニバスは開発や水質悪化の影響

を受けて全国各地から次々と姿を消している。その

生育は年変動が大きく、ため池の改修工事の後に消

滅していたオニバスが 75 年ぶりに復活した例もあ

る」などの説明を興味深く聞かれていました。 

 

※姫路サテライトスペース開催のゼミでも、9 月 22 日

（木）に同様のフィールドワークが行われました。 
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前前所所長長  大大野野隆隆先先生生「「ススペペシシャャルル講講演演」」ののごご案案内内  

    

兵庫学習センター前所長の大野隆先生をお迎えし、「スペシャル講演」を開催します。講義の模様は、後日

放送大学の番組「スペシャル講演」シリーズとして放送される予定です。（申込不要） 

  

  

客客員員教教授授  角角野野康康郎郎先先生生「「最最終終講講義義」」ののごご案案内内  

    

兵庫学習センター客員教授 角野康郎先生が、2022 年度をもって退職されます。「最終講義」をご案内いた

しますので、ぜひご参加ください。（申込不要） 

日 時  2023 年 3 月 19 日（日） 13：30 ～ 

場 所  兵庫学習センター 7 階 大講義室  

演 題    「日本の水草研究－水辺を歩いた 48 年（仮題）」 

講 師  角野 康郎 先生（兵庫学習センター客員教授、神戸大学名誉教授）  

  

  

視視聴聴学学習習・・図図書書室室のの利利用用ににつついいてて 

兵庫学習センターの視聴学習・図書室の職員配置がなくなりました。 

これに伴い、図書室関係事務受付は事務室で行っています。 

 

☆兵庫学習センターの 図書室関係事務の受付時間を、下記の通り変更します。 

変更前 11：00～16：00(12：00～13：00 を除く) ➡  変更後 9：30～17：30(12：00～13：00 を除く) 

 

☆ 図書専門職員が不在のため、蔵書・論文検索その他の専門的なご質問は、大学本部附属図書館にお問い 

合わせください。（放送大学附属図書館 https://lib.ouj.ac.jp/  043-298-4302） 

 

ご理解ご協力の程よろしくお願いします。 

日 時  2023 年 1 月 8 日（日） 時間未定 ※詳細は後日 HP でお知らせします。 

場 所  兵庫学習センター 7 階 大講義室 

講 師  大野 隆 先生（兵庫学習センター前所長、神戸大学名誉教授）  

演 題  「未来をあきらめない化学－地球という青いビー玉を守ろう－（仮題）」  

内 容  

地球的な持続可能性は、私たち人類の未来を左右する大きな課題です。地球という

大きなシステムに対しては、私たちの行為はほとんど影響を与えないように見える

かも知れません。しかし、私たちは一人一人でなく 10 億人単位での行動を考える必

要があります。今回は、私たちに最も身近な空気に関わる環境問題から説き起こし、

持続可能な未来のために化学はどのような役割を担っていて、どのような貢献がで

きるのかを解説します。 

事務室からのお知らせ 
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新型コロナウイルス感染拡大予防のため、予定した行事が延期または中止になることがあります。 
今後の予定変更は、兵庫学習センターのホームページで随時、確認してください。 

 

 
 

 期 間 開所日 事務室窓口 視聴学習・図書室 

兵庫学習ｾﾝﾀｰ 
通常期間 火～日 

閉所日除く 

午前  9：30～12：00 

午後 13：00～17：30 

9：30～17：30 

（12：00～13：00 は貸出

他事務受付ができません） 

単位認定試験期間 9：00～19：00 閉 室 

姫 路 

ｻﾃﾗｲﾄｽﾍﾟｰｽ 

通常期間 火～日 

閉所日除く 

午前  9：30～12：00 

午後 13：00～17：30 
9：30～17：30 

単位認定試験期間 9：00～19：00 閉 室 

★閉所日：月曜日、国民の祝日、所長が特に必要と認めた日 

★年末年始休業：12/29～1/3  

★臨時閉所日：1/14、15（兵庫のみ）、2/25（兵庫・姫路）、26（姫路のみ）、3/12（兵庫のみ） 

日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土 日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土

11 22 33 11 22 33 44 55 66 77
面接授業(兵) 面接授業(兵) 面接授業(兵) 閉閉所所日日 閉閉所所日日 閉閉所所日日

面接授業(姫)

44 55 66 77 88 99 1100 88 99 1100 1111 1122 1133 1144
面接授業(兵) 閉閉所所日日 面接授業(兵) 面接授業(兵) 面接授業(兵) 閉閉所所日日 臨臨時時閉閉所所日日

面接授業(姫) 面接授業(姫) 面接授業(姫) （（兵兵庫庫ののみみ））

1111 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211
面接授業(兵) 閉閉所所日日 米谷ゼミ 岡田ゼミ 萩原ゼミ 森下ゼミ 面接授業(兵) 臨臨時時閉閉所所日日 閉閉所所日日

角野ゼミ(兵) （（兵兵庫庫ののみみ））

1188 1199 2200 2211 2222 2233 2244 2222 2233 2244 2255 2266 2277 2288
面接授業(兵) 閉閉所所日日 白杉ゼミ 坂本ゼミ 面接授業(兵) 面接授業(兵) 面接授業(兵) 閉閉所所日日

角野ゼミ(姫）

2255 2266 2277 2288 2299 3300 3311 2299 3300 3311 2288 2299 3300
面接授業(兵) 閉閉所所日日 閉閉所所日日 閉閉所所日日 閉閉所所日日 閉閉所所日日

日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土 日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土

11 22 33 44 11 22 33 44

55 66 77 88 99 1100 1111 55 66 77 88 99 1100 1111

閉閉所所日日 角野ゼミ(兵) 閉閉所所日日 閉閉所所日日 白杉ゼミ 角野ゼミ(姫）

1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188

閉閉所所日日 米谷ゼミ 坂本ゼミ 萩原ゼミ 森下ゼミ 臨臨時時閉閉所所日日 閉閉所所日日 米谷ゼミ 坂本ゼミ 萩原ゼミ 角野ゼミ(兵)

角野ゼミ(姫） （（兵兵庫庫ののみみ）） 森下ゼミ

1199 2200 2211 2222 2233 2244 2255 1199 2200 2211 2222 2233 2244 2255

閉閉所所日日 白杉ゼミ 岡田ゼミ 閉閉所所日日 臨臨時時閉閉所所日日 閉閉所所日日 閉閉所所日日 岡田ゼミ

2266 2277 2288 2266 2277 2288 2299 3300 3311
臨臨時時閉閉所所日日 閉閉所所日日 学学位位記記 閉閉所所日日
（（姫姫路路ののみみ）） 授授与与式式

3月12日：兵庫SCのみ臨時閉所（神戸大学入試のため）

中旬：2023年度第1学期出願受付 最終締切

下旬：2022年度放送大学学位記授与式（本部主催）

3月24日～31日：視聴学習・図書室閉室

3月26日：2022年度第2学期学位記授与式（兵庫SC・姫路SS合同）

★2023年度第1学期科目登録申請期間

　（郵　 送）　2月13日～27日（本部必着）

　（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）　2月13日9時～28日24時まで

2月25日：臨時閉所（神戸大学入試、姫路城マラソンのため）

2月26日：姫路SSのみ臨時閉所（姫路城マラソンのため）

下旬：成績通知

1122月月 11月月

12月29日～1月3日：年末年始閉所日

12月末～1月上旬：通信指導結果 返送

12月29日～1月3日：年末年始閉所日

上旬：単位認定試験受験票 送付

1月14・15日：兵庫SCのみ臨時閉所（大学入学共通テストのため）

中旬：次学期『科目登録申請要項』送付

➡1月17日～25日：単位認定試験期間（視聴学習・図書室閉室）

22月月 33月月

今 後 の 予 定 
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