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重要なお知らせ6

木 場 潟
（ き ば が た ）石川県には５つの潟がありましたが、干拓などによって今、自然のままの姿で残っているのは、小松市にある木場潟だけです。ここは、県内有数の水鳥（カモ類）の生息地として、バードウオッチングが楽しめます。

　また、一周6.4㎞の遊歩道が整備されており、天気の良い日には白山が望め、絶景の中散歩やウォーキング、サイクリングなどが楽しめます。

【写真提供】 石川県観光交流局観光推進課   （社）石川県観光連盟　http://www.hot-ishikawa.jp/

発行日／ 2021年４月

　翌檜（あすなろ）は、石川県の県木である「アテ
の木」の別名です。形はヒノキに似ていますが、
用材としては、ヒノキに劣るため、明日はヒノキ
になろうと努力したという言伝えから、「あすな
ろ」という名が付いたと言われています。
　皆さんもあすなろの木のように目標に向かって
努力して頂きたいという願いを込めて「あすなろ」
と名づけました。

翌檜（あすなろ）命名由来

「入学者のつどい」中止の
お知らせ

新任事務職員の紹介

図書室がリニューアルしました

サークル活動が再開しました

お知らせ「数学トピック」について

キャンパス・スケジュール

事務室からのお知らせ
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新任のご挨拶

退任のご挨拶

退任客員教員のご挨拶

新任客員教員の紹介
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公開講座（6月～ 9月）

面接授業の追加登録

通信指導の提出期限

教務関係のお知らせ
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開催報告

公開講演会(末松先生)

石川学習センター学位記授与式

所長表彰式
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石川学習センター所長　　千木　昌人 先生

　この度、令和3年4月より放送大学石川学習セン

ターの所長として赴任することになりました千木

と申します。金沢市内の地名に「千木」という場所

がありますが、特に関係しているわけではありま

せん。読み方は「せぎ」と言い、「せんぎ」ではあり

ません。私はこの３月末に金沢大学理工研究域物

質化学系を定年退職しました。専門分野は有機合

成化学であり、医薬品開発につながるような化合

物や機能性をもつ材料の原料となりうる化合物な

どの合成を行っていました。これらの知識をもと

に、化学は生活に密着していることをこれからの

私の授業として伝えていきたいと思っています。

私の友人に、企業を定年退職後、放送大学から提

供されている心理学や歴史学、さらには基礎力増

強のため数学や物理学などの講義を聴講していた

方がおります。その方の話によれば、放送大学の

講義は好きな科目を自由にいつでも聴講できるの

で、たいへんすばらしいことだと言っておりまし

た。生涯学習を行うにはとても便利な大学だと思

います。

　さて、昨年の2月末頃から日本全国で新型コロナ

ウイルス感染が拡大し、日本の大学のほとんどが

遠隔によるオンライン講義を行うことになりまし

た。私も金沢大学でオンライン講義をしなければ

ならなくなりましたが、ノウハウがわからず、た

いへん苦労したことを思い出します。放送大学本

部の講義は基本的にオンライン講義であり、これ

からは様々な形態での遠隔講義が全国で幅広く実

施されていくものと思われます。この石川学習セ

ンターでの講義は対面授業が基本ですが、コロナ

禍が未だ終息しておらず、今年度もオンライン授

業となるかもしれません。どちらの授業形態にして

も魅力ある授業が提供できればと思っています。

　私は金沢生まれであり、これまで他の場所で長く

生活したことがありません。また、私は大学生時代

に邦楽のサークルに所属し、尺八を吹き始めました。

現在でもそのサークルのOB/OG達で毎年合宿を行

い、昔の思い出話などを語り合っています。石川県

には輪島塗や加賀友禅、九谷焼などの伝統工芸をは

じめ、能楽や邦楽、さらには多くの史跡など、全国

に誇りうる伝統文化が数多く残っています。これら

を石川学習センターの授業として提供することがで

きれば、石川県の魅力をより多く感じてもらうこと

ができることでしょう。

　以上、取り止めのないことを書き連ねてきました

が、石川学習センターが皆様に親しまれ、生涯学習

の楽しみをより一層感じていただけるようになれ

ば、所長としてたいへんうれしく思います。私も皆

様と一緒に学んでいきたいと思います。

　今後ともよろしくお願いいたします。
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新任のご挨拶
せ　ぎ　　  まさ ひと
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石川学習センター前所長　　平田　透 先生

  

退任のご挨拶

　2021年3月末日、石川学習センター所長を退任い

たしました。思い起こせばいろいろ有意義であっ

たと同時に大変な時期でもありました。

　着任直後は、放送大学の仕組みについて十分理

解しておらず、右も左もわからない状態でした。

いきなり来生学長のビジョン「放送大学新時代」の

記念行事をやらなければいけないということで、

ドタバタで学長のスケジュールを押えて講演日程

を組み（新任所長研修の後の情報交換会で来生学長

に直接日程交渉したのを覚えています）、同時にも

う一人の講演者を決めなければなりませんでした。

こういうことは前年度から企画しておくのでは、

と思いつつも、新時代にふさわしいテーマでとい

うことで、共同講演者は株式会社ワイズスタッフ

というところに交渉し、なんとか少ない予算内で

引き受けていただきました。来生学長の講演テー

マは「これからの学び～放送大学の新しい形～」、

ワイズスタッフの方には「働き方を変えよう～時間

と場所にとらわれない仕事の仕方とは～」という

テーマでいわゆるリモートワークについて話して

いただきました。今思えば、コロナ禍の時代を先

取りしたテーマだったわけです。また、2018年度

に学習教育戦略研究所から2年間のプロジェクト予

算をつけていただき、静岡学習センター所長と共

に全国の学習センターを分担して訪問して、イン

タビューを実施し『学習センターの将来機能に関す

る調査プロジェクト報告書』をまとめることができ

ました。これは、放送大学の状況や各地のセンター

の実情を理解する良い機会となりました。

　2019年12月、中国の武漢で新型コロナ感染症が

発生したとのニュースが流れました。日本への影

響はSARSやMERSの時ぐらいだろうと楽観視して

いたのがあっという間に全世界に拡大し、医療逼

迫状態になってしまったのはご存じの通りです。

学習センターの広報活動も、Web中心に変えざる

を得ませんでした。ポストコロナの時代は、とい

ろいろ言われていますが、これから社会の仕組み

は大きく変わらざるを得ないでしょう。そのよう

な中で、放送大学は、大きな可能性を持っていま

す。なんといっても、全国のセンターには多数の

教員が所属しており、巨大な頭脳集団を形成して

います。それを、有機的につなぐことができれば、

もっと各地域の特色を生かしたコンテンツを社会

に提供できるはずです。そのような認識から、

2020年度に石川学習センターでは秋田・石川・島

根の日本海側3センターを結ぶWeb公開講演会を

実施しました。あくまでトライアルなので、共通

テーマ設定もプロモーションも十分時間をかけて

丁寧に練ったうえでとはいかず、Webを使用する

うえでの様々な課題も明らかになりましたが、そ

れほどお金と時間をかけずに迅速に実施でき、広

範な地域から参加が可能になるという点ではなか

なか興味深いプロジェクトでした。

　放送大学ができることは、たくさんあります。

豊富な人材やコンテンツを抱えており、高い可能

性を秘めているはずなのですが、急速に変わる世

の中の動きに追いついていません。今後は、何よ

りも「速さ」が求められる時代になります。

　これからの時代、放送大学の優れたところを活

かし、ますます発展していくことを期待して退任

のご挨拶とさせていただきます。支えていただい

たスタッフの方々には、心からお礼申し上げます。

ひら  た　     とおる
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新新 任任 客客 員員 教教 員員 紹紹 介介のの

★　‘ 分かりやすく、面白い ’ 授業を常にめざ
しています。そこで、受講生の皆さんにお
願いです。分かりにくい場合は、恐れず・
恥じず・勇気を出して「質問！」と、手を
挙げてください。質問してくる人、大好き
です。授業がさらに ‘ 分かりやすく、面白い ’ 
ものになるからです。

3 講師から学生へ一言講師から学生へ一言

★　精神保健看護学
★　主な著書
　     『バーンアウト：仕事とうまくつきあうための

6つの戦略』（金子書房、2008）
　     『精神保健看護辞典』（オーム社、2010）
　     『看護心理学』（鋤柄増根編、ナカニシヤ出版、

2013）
　     『産業における公衆衛生活動の実際』（荒木田 

由美子編、公衆衛生看護学テキスト、医歯 
薬出版、2014年）

1 専門領域専門領域

★　所属学会：日本看護協会、日本精神科看護
協会、日本看護科学学会、日本看護研究学会、
日本精神保健看護学会、日本心理学会、日本
健康心理学会、日本産業衛生学会など、多数

2 学協会活動・社会貢献など学協会活動・社会貢献など

北岡　和代（きたおか  かずよ）先生

【公立小松大学　教授】
／博士（医学）

★　場面、伝えたい内容、聞き手（読み手）などによって英語での伝え方や使う表現が変わってくるこ
とが多いと思います。どうすれば効果的に英語で自分の意思を伝えることができるかを探る公開講
座となっています。様々な観点から英語で表現することについて共に考え、実践的なアクティビティ
を交えながら英語での自己表現力を強化しましょう。Learn to Express Yourself in English!

3 講師から学生へ一言講師から学生へ一言

★　第 二 言 語 習 得、語 彙 習 得、CALL(Computer 
Assisted Language Learning)

★主な著書
１）Transforming Vocabulary Learning With Quizlet, 

JALT Post-conference Publication 2016, 単著
２）The Versatile Dynamic QR Code: Using Dynamic 

QR Codes for Class Activities, OTB Forum (7)2、単 著
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

1 ：外国語学習：外国語学習

★　JALT 全国語学教育学会

2 学会活動学会活動

ライト   ブレント先生

【金沢工業大学　准教授】
／ 修士（日本語教授法）

　４月から新しい客員教員を

お迎えしました!

専門領域専門領域

　５年間という任期の中で、公開授業では、まずは英語に親し
む授業を行うことを心掛けました。面接授業では、じっくり自分
で学んだことを他者に伝えるという学生中心の授業形式で行い
ました。学位記授与式では、卒業生代表の方々のスピーチから、
それぞれの理由、環境で精一杯卒業に向かって努力された姿が
うかがわれ、力をいただきました。カラオケ同好会では、皆様
からの温かいおもてなしに感動いたしました。同窓会祝賀会で

は、温かい気持ちと手料理でお祝いされる場を共有させていただきとても幸せでした。
　全ての行事を通して、年齢を重ねるにつれ、学習意欲、向上心、知的好奇心が上がっていく姿に圧
倒され、逆に人生の歩み方や姿勢を教えていただく貴重な機会となりました。
　この全ての学びは、石川学習センターの職員の方々のおかげで実現しました。深く感謝申し上げます。
　皆様のさらなるご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げ、退任のご挨拶とさせて頂きます。

 　　

　学生・スタッフの皆さん、５年間大変お世話になりました。客
員教員として情報分野を担当してきましたが、情報コースだけで
なく、全てのコースの学生が参加できるように、情報と諸学問の
融合を意識した授業・公開講座に努めてきました。どの講義も
20 ～ 80代の方々が真剣に受講され、その熱意にはいつも敬服
するばかりで、教員として大変うれしいことでした。
　近年の人工知能やロボット技術等の躍進は第四次産業革命と

いわれ、就業構造の変化の速度が加速しています。そのような社会において、人々は新たな知識や技
術の獲得のために継続して学ぶ必要があります。いわゆる生涯学習の実践です。放送大学はこのよう
な時代に求められる先駆的な教育機関であります。今後、放送大学が益々発展していくことを大いに期
待しています。
　最後になりましたが、新型コロナに負けず、これからもお互いに元気に楽しく生涯学んでいきましょう。
ありがとうございました。

4

「退任にあたって」

「退任のご挨拶」
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 ひさつね　  あや こ

久恒　彩子 先生

たか た          よしひろ

高田　 良宏 先生

　平成28年4月から放送大学石川学習センターで客員教員として勤務されていた高田先生、
久恒先生が3月末をもって退任されました。先生から学生の皆さんへ、メッセージをいただ
きました。5年間どうもありがとうございました。

退 任 客 員 教 員 の ご 挨 拶
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　石川学習センターでは、より一層の学習効果向上を目的
として、以下の公開講座を実施する予定です。学生種別に
関係なく参加出来ますので、積極的なご参加をお待ちしています。

受講を希望される方は下記にご留意の上、事前にお申し込みください。

　　① 受講料は無料です。

　② 個別の学習相談等は行いません。

　　③ この公開講座は単位認定の対象にはなりません。

― 6月～ 9月―

公 開 講 座公 開 講 座2021年度

第1学期
一般の方も自由に参加出来ますので、

ご家族・ご友人の方も是非お誘いください。

　　　 注）　講師の都合等で、一部日程が

　　　　  変更される場合がありますので、

          事前にご確認ください。

必ずメールにてお申し込みください。

  Eメール：asunaro-17@ouj.ac.jp

申込方法申込方法

　ZoomURL等の詳細は、後日、受講申込者にメールでお知らせいたします。

　申込んだ講座を欠席される場合は、 前日までに必ず連絡してください。

第１回：６月20日（日）　14 : 00 ～ 16 : 00
 　内容：Express Yourself! ‒ 英語の自己表現力を高めよう！

教材は事前にＥメールで配付します。
20名

Express Yourself! – 英語の表現力を高めよう！Express Yourself! – 英語の表現力を高めよう！

放送大学石川学習センター客員教員／金沢工業大学准教授　　ライト ブレント 先生

　場面、伝えたい内容、聞き手（読み手）などによって英語での自分の

意思の伝え方（表現・ストラテジー等）が変わってくることが多いと思

います。どうすれば効果的に英語で自分の意思を伝えることができる

か、様々な観点から英語で表現することについて考え、実践的なアク

ティビティを交えながら英語での自己表現力の強化を図ります。本講

座はZoomで行いますが、Breakout Roomを使ってグループワークをした

り、双方向のコミュニケーションを重視した活動を計画しています。

実施日時

教科書等

定　　員

　この授業は、 Zoomを使って行います。 ※　対面授業ではありません。

6

★　令和２年は、ICTやデジタルを活用するもの
にとって、大きな転換点を迎えた年でした。こ
れほどそれらの活用が求められた時はないで
しょう。ですが、そんな時だからこそ、ICTや
デジタルの活用や、それに伴う社会の変化（デ
ジタルトランスフォーメーションなど）につい
て、しっかりと見つめ直さなくてはならないで
しょう。ICTやデジタルと言われれば、それが
どんなものでも「良さそう」と考えるのではな
く、逆に、それを「ダメだ」と考えるのでもない、
ICTやデジタルとの程よい付き合い方を身につ
けなくてはいけません。公開講座では、このよ
うな程よい付き合い方を身につけるためのさま
ざまな知識などについて解説していきます。

3 講師から学生へ一言講師から学生へ一言

★　eラーニングによる教員免許状更新講習にて、情報
教育やパソコン操作リテラシーに関する講習を実施。
教育システム情報学会北信越支部の幹事として、学
生研究発表会などを実施。北陸通信ネットワーク株
式会社主催によるサイバーセキュリティ研修にて、
セキュリティに関する概論および関連する法律など
について講義。石川県養護教員研究協議会分科会に
て、データ処理におけるエクセル活用の手法につい
て演習を実施。地方創生・IoTマーケティングハッカ
ソンin加賀や産業創出アイディアソンin加賀でRESAS
を用いたデータ分析について講演。

★　所属学会：教育システム情報学会、教育工学会、
コンピュータ利用教育学会、情報処理学会

2 学協会活動学協会活動

森　祥寛（もり  よしひろ）先生

【金沢大学　助教】
／ 博士（理学）

1 専門領域専門領域

★　理論物理学（クォークの閉じこめ）、情報教育、教
育工学（ゲームニクスなど）

★　金沢大学では、ICTを活用した教育の推進を中心に、
教育手法の開発や教材作成、教育用システムの構築
と活用、学習空間の構築などを実施してきました。
特に誰にでも実施できるICT活用教育（教育を受ける
側だけでなく、実施する側にとっても）を目指して活
動を続けています。

重要なお知らせ
　本誌に掲載されております今後の面接授業・学事日程等に
つきましては、現時点では通常実施を予定しておりますが、
今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、急遽中止・
延期になる場合があります。石川学習センターホームページ
等にてお知らせしますので、ご確認お願いします。



7

　石川学習センターでは、より一層の学習効果向上を目的
として、以下の公開講座を実施する予定です。学生種別に
関係なく参加出来ますので、積極的なご参加をお待ちしています。

受講を希望される方は下記にご留意の上、事前にお申し込みください。

　　① 受講料は無料です。

　② 個別の学習相談等は行いません。

　　③ この公開講座は単位認定の対象にはなりません。

― 6月～ 9月―

公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座2021年度

第1学期
一般の方も自由に参加出来ますので、

ご家族・ご友人の方も是非お誘いください。

　　　 注）　講師の都合等で、一部日程が

　　　　  変更される場合がありますので、

          事前にご確認ください。

必ずメールにてお申し込みください。

  Eメール：asunaro-17@ouj.ac.jp

申込方法申込方法
必ずメールにてお申し込みください。

　ZoomURL等の詳細は、後日、受講申込者にメールでお知らせいたします。

　申込んだ講座を欠席される場合は、 前日までに必ず連絡してください。

第１回：６月20日（日）　14 : 00 ～ 16 : 00
 　内容：Express Yourself! ‒ 英語の自己表現力を高めよう！

教材は事前にＥメールで配付します。
20名

Express Yourself! – 英語の表現力を高めよう！Express Yourself! – 英語の表現力を高めよう！Express Yourself! – 英語の表現力を高めよう！Express Yourself! – 英語の表現力を高めよう！

放送大学石川学習センター客員教員／金沢工業大学准教授　　ライト ブレント 先生

　場面、伝えたい内容、聞き手（読み手）などによって英語での自分の

意思の伝え方（表現・ストラテジー等）が変わってくることが多いと思

います。どうすれば効果的に英語で自分の意思を伝えることができる

か、様々な観点から英語で表現することについて考え、実践的なアク

ティビティを交えながら英語での自己表現力の強化を図ります。本講

座はZoomで行いますが、Breakout Roomを使ってグループワークをした

り、双方向のコミュニケーションを重視した活動を計画しています。

実施日時

教科書等

定　　員

　この授業は、 Zoomを使って行います。 ※　対面授業ではありません。

6

★　令和２年は、ICTやデジタルを活用するもの
にとって、大きな転換点を迎えた年でした。こ
れほどそれらの活用が求められた時はないで
しょう。ですが、そんな時だからこそ、ICTや
デジタルの活用や、それに伴う社会の変化（デ
ジタルトランスフォーメーションなど）につい
て、しっかりと見つめ直さなくてはならないで
しょう。ICTやデジタルと言われれば、それが
どんなものでも「良さそう」と考えるのではな
く、逆に、それを「ダメだ」と考えるのでもない、
ICTやデジタルとの程よい付き合い方を身につ
けなくてはいけません。公開講座では、このよ
うな程よい付き合い方を身につけるためのさま
ざまな知識などについて解説していきます。

3 講師から学生へ一言講師から学生へ一言

★　eラーニングによる教員免許状更新講習にて、情報
教育やパソコン操作リテラシーに関する講習を実施。
教育システム情報学会北信越支部の幹事として、学
生研究発表会などを実施。北陸通信ネットワーク株
式会社主催によるサイバーセキュリティ研修にて、
セキュリティに関する概論および関連する法律など
について講義。石川県養護教員研究協議会分科会に
て、データ処理におけるエクセル活用の手法につい
て演習を実施。地方創生・IoTマーケティングハッカ
ソンin加賀や産業創出アイディアソンin加賀でRESAS
を用いたデータ分析について講演。

★　所属学会：教育システム情報学会、教育工学会、
コンピュータ利用教育学会、情報処理学会

2 学協会活動学協会活動

森　祥寛（もり  よしひろ）先生

【金沢大学　助教】
／ 博士（理学）

1 専門領域専門領域

★　理論物理学（クォークの閉じこめ）、情報教育、教
育工学（ゲームニクスなど）

★　金沢大学では、ICTを活用した教育の推進を中心に、
教育手法の開発や教材作成、教育用システムの構築
と活用、学習空間の構築などを実施してきました。
特に誰にでも実施できるICT活用教育（教育を受ける
側だけでなく、実施する側にとっても）を目指して活
動を続けています。

重要なお知らせ
　本誌に掲載されております今後の面接授業・学事日程等に
つきましては、現時点では通常実施を予定しておりますが、
今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、急遽中止・
延期になる場合があります。石川学習センターホームページ
等にてお知らせしますので、ご確認お願いします。



9

※  塩谷先生①と千木先生②の公開講座は、現時点においては対面で実施する
　  予定ですが、今後の状況によっては、Zoom に変更になる場合があります。注意事項

第１回：９月４日（土）　10 : 00 ～ 12 : 00　　　　　　　　　
　内容：幸せ（ウェルビーイング）の説明と幸せ（ウェルビーイング）を高める
　　　　エクササイズの説明、BPSの実施方法の説明を行い、参加者同士で話し合う。
第２回：９月11日（土）　10 : 00 ～ 12 : 00　　　　　　　　　
　内容：BPSの効果を確かめ、自分の理想に向かって進んでいく具体的な方法を考える。
第３回：９月18日（土）　10 : 00 ～ 12 : 00　　　　　　　　　
　内容：理想に向かって進んでいく方法の結果の振り返りと今後に向けての
　　　　話し合いを行う。
使用しません。
対面授業で実施の場合は、20名　(Zoomで実施の場合は、40名)

BPSというポジティブエクササイズを通して

ウェルビーイングを高めて自分の人生の目的を考えてみよう

BPSというポジティブエクササイズを通して

ウェルビーイングを高めて自分の人生の目的を考えてみよう

放送大学石川学習センター客員教員／金沢工業大学教授　　塩谷　亨 先生

　幸福感（ウェルビーイング）を高めるエクササイズは多くあります。

この講座ではBPS（Best Possible Selves）というエクササイズを紹介

し、自分でそれを試して、本当に効果があるか確かめます。また、自

分の理想に向けて前進していく計画も考えていきます。

　研究的な意味もあるので、同意を得た方には心理検査の結果を研究

に使用させていただく場合もあります。

　この授業は、 対面で行います。

第１回：９月５日（日）　13 : 30 ～ 15 : 00
　内容：光と化学物質（視覚と化学）

 第２回：９月12日（日）　13 : 30 ～ 15 : 00
　内容：味と化学物質（味覚と化学）

 第３回：９月19日（日）　13 : 30 ～ 15 : 00
　内容：匂いと化学物質（嗅覚と化学）
プリント等を配付。
対面授業で実施の場合は、20名　(Zoomで実施の場合は、30名)

身の回りの化学身の回りの化学

放送大学石川学習センター所長／元　金沢大学教授　　千木　昌人 先生

　日常の身近な事象と化学の関連は数多く存在するが、一般的にはそれらを化学的な視点で捉え

ることは少ない。化学が現在の人間生活や未来社会にとって極めて大切な役割を担っているとい

うことは言うまでもないが、そのことを認識して生活している人は少ない。本講座では、特に色（視

覚）、味（味覚）、匂い（嗅覚）に焦点を当て、日常生活と化学のつながりについて説明する。

　この授業は、 対面で行います。

実施日時

教科書等

定　　員

実施日時

教科書等

定　　員
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第１回：６月19日（土）　13 : 00 ～ 15 : 00
　内容：現代社会における情報の重要性と社会の中で求められているDXとは 
　　　　どのようなものか

 第２回：６月26日（土）　13 : 00 ～ 15 : 00
　内容：さまざまな情報サービスとそれらを活用した情報発信によるビッグ 
　　　　データが活用されている社会とは

 第３回：７月３ 日（土）　13 : 00 ～ 15 : 00
　内容：自覚の有無に関わらず行われている自分自身の情報発信の中で身に
　　　　つけるべき情報発信リテラシーとは
使用しません。
40名

ICTを活用した情報発信リテラシーICTを活用した情報発信リテラシーICTを活用した情報発信リテラシーICTを活用した情報発信リテラシー

放送大学石川学習センター客員教員／金沢大学助教　　森　祥寛 先生

　現在、デジタルトランスフォーメーション（DX）という言葉が良く使

われています。このDXのもとで、ICTやデジタルを活用した社会への変

革が求められていますが、それは実際にどのようなものでしょうか。

その概要について説明します。

　このような社会の変革が求められた要因の１つに「ICTを活用した情

報発信の社会への浸透」があります。これは私たち自身の自覚の有無

に関わらず、そこに存在していて、情報発信によって発生する膨大な

データ（ビッグデータ）を処理し、分析することで、新しい商品やサー

ビスなどが生まれています。これについても、私たち自身の情報発信

という視点から学んでいきます。

実施日時

教科書等

定　　員

　この授業は、 Zoomを使って行います。 ※　対面授業ではありません。

動物園の役割と稀少動物の保護・繁殖動物園の役割と稀少動物の保護・繁殖動物園の役割と稀少動物の保護・繁殖動物園の役割と稀少動物の保護・繁殖

放送大学石川学習センター客員教員／関東学院大学教授　　海老原　充 先生

第１回：８月21日（土）　14 : 00 ～ 15 : 30
第２回：８月22日（日）　10 : 00 ～ 11 : 30
プリントを配付します。

        40名

実施日時

教科書等

定　　員

　動物園には、(1)レクリエーション、(2)教育、(3)研究、(4)稀少動

物の保護・繁殖の4つの役割があります。動物園の成り立ちを軸にこれ

らの役割を解説し、これからの動物園のあり方についての理解を、楽

しく深めていきたいと思います。

　この授業は、 Zoomを使って行います。 ※　対面授業ではありません。
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科　　目　　名 追加登録申請期限開 講 日 程科 目 区 分

専門科目
人間と文化

心理と教育

自然と環境

情　　　報

5/22（土）

6/12（土）

6/ 5（土）

6/19（土）

6/19（土）

4/30（金）

6/ 5（土）

申請できません

5/29（土）・5/30（日）

6/19（土）・6/20（日）

6/12（土）・6/13（日）

6/26（土）・6/27（日）

6/26（土）・6/27（日）

5/ 8（土）・5/ 9（日）

6/12（土）・6/13（日）

5/22（土）・5/23（日）

6/ 5（土）6/12（土）・6/13（日）

心理学実験３

復元画で甦る金沢城と利家とまつ

石川県方言を科学する

プロジェクションマッピング入門

心理学実験２

臨床心理学演習

人と動物の過去・現在・未来

はじめての地震学－石川県で学ぶ

身近な現象を科学する

（注）授業は、いずれの日も１時限から４時限（9：30 ～ 16：40）まで行われます。

　今後のコロナウィルスの発生・拡散状況により、2021年度第1学期の面接授
業は、閉講や日程変更などの可能性がありますのでご注意ください。注意事項

郵送による提出期間：５月14日（金）～５月28日（金）【大学本部必着】郵送による提出期間：５月14日（金）～５月28日（金）【大学本部必着】

Webによる提出期間：５月７日（金）10:00 ～５月28日（金）17:00Webによる提出期間：５月７日（金）10:00 ～５月28日（金）17:00

通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！2021年度

第1学期

　万一、郵便事故等のトラブルで５月６日（木）までに通信指導問題が手元に届かない

場合や落丁があった場合は、ご連絡ください。

　○大学本部（TEL：043-276-5111〔総合受付〕）または

　○石川学習センター（TEL：076-246-4029）

☆提出が必須！・・・期日内に確実に解答し、提出してください！
　提出し忘れると、期末に単位認定試験の受験資格が得られません！「通信指導」は皆さんの学習が順
調に進んでいるか、途中で確認するために提出するものです。皆さんご自身が理解度を確認され、補習
に活用されることが重要です。
       ☆Web提出をお勧めします！
　テキストと一緒に送られてくる「解答用紙」で提出することも出来ますが、添削結果が6月下旬まで分かりま
せん。Webで解答されることをお勧めします。解答直後に結果を見ることが出来て、ご自身での理解度確認に
最適です。＊但し記述式の解答など、一部Web対象外の科目もありますので、ご注意ください。

提出型：テキストの一定の範囲から出題
期限に
ご注意

10

－

外 国 語
基盤科目

社会統計学入門 5/22（土）・5/23（日）

6/26（土）

5/15（土）

伝えるための英語１ 7/ 3（土）・7/ 4（日）

科　　目　　名 追加登録申請期限開 講 日 程科 目 区 分

　いよいよ第１学期が始まり、面接授業もスタートしました。在学生の方は既に科目登録
を済まされていることと思いますが、定員に余裕のある授業科目については追加登録を受
け付けています。新たに入学された方や、仕事の予定がはっきりせず申請を見送っていた
方は、興味ある科目を見つけて、ぜひ積極的に受講してください。
　なお、科目の詳細内容を掲載した「北陸･東海ブロック版時間割表」の残部がまだ若干あ
りますので、ご希望の方は当センター窓口にお申し出ください。

①申請は、「追加科目登録申請書」（当センター窓口にあります）に必要事項を記入の上、学生証及び授業料を
添えて、各科目の追加登録受付期限内（別表参照）に当センター窓口でお申し込みください。
②受講者の決定は、先着順で行います。
③直接来所することができない方は郵送による申請を受け付けていますので、詳細については当センター窓口
におたずねください。
④追加登録受付期限日前でも、所定の定員に達し次第、その科目の受付を締め切ります。
⑤他の学習センターで開講する科目を受講ご希望の場合、手続き方法等については直接当該学習センターにお
問い合わせください。

追加登録の申請方法

面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録面接授業の追加科目登録
受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます受け付けます

面接授業の追加科目登録
受け付けます
面接授業の追加科目登録
受け付けます

2021年度

第1学期

面接授業の追加登録に関する日程

４月～７月開講の授業科目

４月16日（金）　12時

４月22日（木）～科目ごとに定められた

追加登録受付期限日まで

８月開講の授業科目 ４月22日（木）～７月18日（日）まで

空 席 状 況 発 表

追加登録期間

積極的に
受講を

面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧2021年度

第1学期

専門科目

導入科目

生活と福祉

人間と文化

7/ 3（土）

6/12（土）

5/ 8（土）

7/10（土）・7/11（日）

6/19（土）・6/20（日）

5/15（土）・5/16（日）

消費生活論

日本の文学作品と研究

リスクコミュニケーション論

心理と教育
申請できません

5/ 8（土）

4/24（土）・4/25（日）

5/15（土）・5/16（日）

心理学実験１

ポジティブ心理学入門
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科　　目　　名 追加登録申請期限開 講 日 程科 目 区 分

専門科目
人間と文化

心理と教育

自然と環境

情　　　報

5/22（土）

6/12（土）

6/ 5（土）

6/19（土）

6/19（土）

4/30（金）

6/ 5（土）

申請できません

5/29（土）・5/30（日）

6/19（土）・6/20（日）

6/12（土）・6/13（日）

6/26（土）・6/27（日）

6/26（土）・6/27（日）

5/ 8（土）・5/ 9（日）

6/12（土）・6/13（日）

5/22（土）・5/23（日）

6/ 5（土）6/12（土）・6/13（日）

心理学実験３

復元画で甦る金沢城と利家とまつ

石川県方言を科学する

プロジェクションマッピング入門

心理学実験２

臨床心理学演習

人と動物の過去・現在・未来

はじめての地震学－石川県で学ぶ

身近な現象を科学する

（注）授業は、いずれの日も１時限から４時限（9：30 ～ 16：40）まで行われます。

　今後のコロナウィルスの発生・拡散状況により、2021年度第1学期の面接授
業は、閉講や日程変更などの可能性がありますのでご注意ください。注意事項

郵送による提出期間：５月14日（金）～５月28日（金）【大学本部必着】郵送による提出期間：５月14日（金）～５月28日（金）【大学本部必着】

Webによる提出期間：５月７日（金）10:00 ～５月28日（金）17:00Webによる提出期間：５月７日（金）10:00 ～５月28日（金）17:00

通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！通信指導の提出をお忘れなく！2021年度

第1学期

　万一、郵便事故等のトラブルで５月６日（木）までに通信指導問題が手元に届かない

場合や落丁があった場合は、ご連絡ください。

　○大学本部（TEL：043-276-5111〔総合受付〕）または

　○石川学習センター（TEL：076-246-4029）

☆提出が必須！・・・期日内に確実に解答し、提出してください！
　提出し忘れると、期末に単位認定試験の受験資格が得られません！「通信指導」は皆さんの学習が順
調に進んでいるか、途中で確認するために提出するものです。皆さんご自身が理解度を確認され、補習
に活用されることが重要です。
       ☆Web提出をお勧めします！
　テキストと一緒に送られてくる「解答用紙」で提出することも出来ますが、添削結果が6月下旬まで分かりま
せん。Webで解答されることをお勧めします。解答直後に結果を見ることが出来て、ご自身での理解度確認に
最適です。＊但し記述式の解答など、一部Web対象外の科目もありますので、ご注意ください。

提出型：テキストの一定の範囲から出題
期限に
ご注意

　提出し忘れると、期末に単位認定試験の受験資格が得られません！「通信指導」は皆さんの学習が順
調に進んでいるか、途中で確認するために提出するものです。皆さんご自身が理解度を確認され、補習
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－

外 国 語
基盤科目

社会統計学入門 5/22（土）・5/23（日）

6/26（土）

5/15（土）

伝えるための英語１ 7/ 3（土）・7/ 4（日）

科　　目　　名 追加登録申請期限開 講 日 程科 目 区 分

　いよいよ第１学期が始まり、面接授業もスタートしました。在学生の方は既に科目登録
を済まされていることと思いますが、定員に余裕のある授業科目については追加登録を受
け付けています。新たに入学された方や、仕事の予定がはっきりせず申請を見送っていた
方は、興味ある科目を見つけて、ぜひ積極的に受講してください。
　なお、科目の詳細内容を掲載した「北陸･東海ブロック版時間割表」の残部がまだ若干あ
りますので、ご希望の方は当センター窓口にお申し出ください。

①申請は、「追加科目登録申請書」（当センター窓口にあります）に必要事項を記入の上、学生証及び授業料を
添えて、各科目の追加登録受付期限内（別表参照）に当センター窓口でお申し込みください。

②受講者の決定は、先着順で行います。
③直接来所することができない方は郵送による申請を受け付けていますので、詳細については当センター窓口
におたずねください。

④追加登録受付期限日前でも、所定の定員に達し次第、その科目の受付を締め切ります。
⑤他の学習センターで開講する科目を受講ご希望の場合、手続き方法等については直接当該学習センターにお
問い合わせください。

追加登録の申請方法

面接授業の追加科目登録
受け付けます
面接授業の追加科目登録
受け付けます

2021年度

第1学期

面接授業の追加登録に関する日程

４月～７月開講の授業科目

４月16日（金）　12時

４月22日（木）～科目ごとに定められた

追加登録受付期限日まで

８月開講の授業科目 ４月22日（木）～７月18日（日）まで

空 席 状 況 発 表

追加登録期間

積極的に
受講を

面接授業開設科目一覧面接授業開設科目一覧2021年度

第1学期

専門科目

導入科目

生活と福祉

人間と文化

7/ 3（土）

6/12（土）

5/ 8（土）

7/10（土）・7/11（日）

6/19（土）・6/20（日）

5/15（土）・5/16（日）

消費生活論

日本の文学作品と研究

リスクコミュニケーション論

心理と教育
申請できません

5/ 8（土）

4/24（土）・4/25（日）

5/15（土）・5/16（日）

心理学実験１

ポジティブ心理学入門
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　2020年度第２学期の学位記授与式が石川学習センター第１講義室（２階）で挙行されました。今学期の卒業
生・修了生は総勢30名で、当日は11名の方が出席されました。前回同様、新型コロナウイルス感染拡大予防
対策措置をした上で行いました。

2020年度

第2学期

石川学習センター

   ３月28日（日）
   10:00 ～10:30
   14名
   11名

日　時

出席者

●学位記授与
●所長式辞

式次第

卒業生の記念写真

ご卒業

おめでとう

ございます。

大学院修士修了者

皆様のご努力に対し、深く敬意を表しますとともに、心からお祝いを申し上げます。
                                                                                                                                                                         (50音順敬称略)

　生活と福祉コース（10名）　岡田太一　　甲斐博人　　鍜治屋紀美子　小山文譽
　　　　　　　　　　　　　隅田　悟　　野田清美　　本　文香
　心理と教育コース（７名）　浅井真理子　生駒和子　　高門光太郎　　中村依澄
　社会と産業コース（３名）　河田珠代　　杉森　稔　　宮下克江
　人間と文化コース（５名）　飯田健治　　設楽　茂　　中島拓人
　情　　　報コース（２名）　
　自然と環境コース（１名）　寺田直城

学部卒業者

石川学習センター所属の大学院修了者・学部卒業者石川学習センター所属の大学院修了者・学部卒業者

（合計　30名）
※　本人の希望により、氏名を掲載していない人もいます。

　人文学プログラム（１名）　石田真浩
　情報学プログラム（１名）　北濱康裕

2020年度　学部卒業生数・大学院修了生数および累計

2学期

学 部 卒 業 生

累計人数

4,124名 118,249名

大学院修士課程修了生 253名 6,440名

大学院博士後期課程修了生 11名 28名

学園全体 2学期

学 部 卒 業 生

累計人数

28名 1,083名

大学院修士課程修了生 2名 54名

石川学習センター

12

開 報 告催

公開講演会を開催しました

Webによる石川・島根・秋田学習センター連携公開講演会を行いました

題　目：『復元画でよみがえる金沢城』

講　師：末松 智　先生

　　　　（歴史考証復元画家）

内  容：講演会は、YouTubeによる動画配信を行いました

　　　　　第1部：兼六園と玉泉院丸（29分）

      第2部：玉泉院丸と色紙短冊積石垣（36分）

      第3部：玉泉院様丸御門（鼠多門）（39分）

　　　　また、3月13日（土）10時から、zoomを用いての

　　　　質疑応答を行いました

　石川学習センターでは、地域ブロッ
クを越えて秋田、石川、島根の3か所
の学習センターが連携する公開講演
会の第3回を開催しました。
　今回のテーマは、城です。日本に
は城や砦が多数存在していたのです

が、江戸時代の一国一城令や、明治期の廃藩置
県によってその多くは役目を終えて取り壊さ
れ、旧来の姿をとどめているのは数えるほどし
かありません。石垣などの遺構や図面などが比
較的残っている城については、そこから往時の
姿を偲ぶことができます。前田家の加賀百万石
を象徴する金沢城も、焼失した天守は再建され
ませんでした。現在は、各所に見事な石垣が残
されており（ただし一部は陸軍が駐屯していた時に積みなおされています）、城の威容を感じることができます。
このような、残された遺構や古文書などの資料から、金沢城の精密な復元画作成に挑戦されている末松智先生
に「復元画でよみがえる金沢城」と題し、様々な資料から城の姿を復元するプロセスとその魅力について語って
いただきました。
　第一部は兼六園と玉泉院丸、第二部は玉泉丸と色紙短冊積石垣、第三部は玉泉院様丸御門（鼠多門）です。末
松先生は、玉泉院丸庭園の造作には加賀藩に保護されていた高山右近が、影響を与えたはずと推測されています。
金沢城跡は、櫓、門、庭園の復元が進み、県民の関心のみならず観光客にとっても魅力的なスポットとなって
います。この講演を聞いた後に現地を訪れた人は、また違った目で城の景色を見ることになるでしょう。

動画配信の様子
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日　時
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皆様のご努力に対し、深く敬意を表しますとともに、心からお祝いを申し上げます。
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　心理と教育コース（７名）　浅井真理子　生駒和子　　高門光太郎　　中村依澄
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　人間と文化コース（５名）　飯田健治　　設楽　茂　　中島拓人
　情　　　報コース（２名）　
　自然と環境コース（１名）　寺田直城

学部卒業者
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（合計　30名）
※　本人の希望により、氏名を掲載していない人もいます。

　人文学プログラム（１名）　石田真浩
　情報学プログラム（１名）　北濱康裕

2020年度　学部卒業生数・大学院修了生数および累計

2学期

学 部 卒 業 生

累計人数

4,124名 118,249名

大学院修士課程修了生 253名 6,440名

大学院博士後期課程修了生 11名 28名

学園全体 2学期

学 部 卒 業 生

累計人数

28名 1,083名

大学院修士課程修了生 2名 54名

石川学習センター
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開 報 告催

公開講演会を開催しました

Webによる石川・島根・秋田学習センター連携公開講演会を行いました

題　目：『復元画でよみがえる金沢城』

講　師：末松 智　先生

　　　　（歴史考証復元画家）

内  容：講演会は、YouTubeによる動画配信を行いました

　　　　　第1部：兼六園と玉泉院丸（29分）

      第2部：玉泉院丸と色紙短冊積石垣（36分）

      第3部：玉泉院様丸御門（鼠多門）（39分）

　　　　また、3月13日（土）10時から、zoomを用いての

　　　　質疑応答を行いました

　石川学習センターでは、地域ブロッ
クを越えて秋田、石川、島根の3か所
の学習センターが連携する公開講演
会の第3回を開催しました。
　今回のテーマは、城です。日本に
は城や砦が多数存在していたのです

が、江戸時代の一国一城令や、明治期の廃藩置
県によってその多くは役目を終えて取り壊さ
れ、旧来の姿をとどめているのは数えるほどし
かありません。石垣などの遺構や図面などが比
較的残っている城については、そこから往時の
姿を偲ぶことができます。前田家の加賀百万石
を象徴する金沢城も、焼失した天守は再建され
ませんでした。現在は、各所に見事な石垣が残
されており（ただし一部は陸軍が駐屯していた時に積みなおされています）、城の威容を感じることができます。
このような、残された遺構や古文書などの資料から、金沢城の精密な復元画作成に挑戦されている末松智先生
に「復元画でよみがえる金沢城」と題し、様々な資料から城の姿を復元するプロセスとその魅力について語って
いただきました。
　第一部は兼六園と玉泉院丸、第二部は玉泉丸と色紙短冊積石垣、第三部は玉泉院様丸御門（鼠多門）です。末
松先生は、玉泉院丸庭園の造作には加賀藩に保護されていた高山右近が、影響を与えたはずと推測されています。
金沢城跡は、櫓、門、庭園の復元が進み、県民の関心のみならず観光客にとっても魅力的なスポットとなって
います。この講演を聞いた後に現地を訪れた人は、また違った目で城の景色を見ることになるでしょう。

動画配信の様子
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図書室がリニューアルしました

　この度、貸出し用放送教材
が配架されていた棚を全て撤
去し、そこに自習スペースを
設けました。明るく、落ち着
い た 雰 囲 気 と な っ て い ま す。
皆さんご利用ください。

ご利用ください。

サークル活動が再開しました

　長い間開催を中止しておりましたサークル活動です
が、面接授業や単位認定試験も終了した2月・3月限定
でしばらくぶりに活動を再開しました。参加者には、当
日健康状態確認シートに体温等をご記入いただき、マス
クやフェイスシールドを着けて密にならないよう気を付
けながらご活動いただきました。

新任事務職員の紹介
　新たに石川学習センターの事務職
員として着任した小谷内さんから
メッセージをいただきました。
　新メンバーも加わり、職員一同力
を合わせて頑張ってい
き ま す の で、よ ろ し く
お願いいたします。

こ　や　ち  

小谷内
   え　み　こ   

恵美子

２月１日からこちらでお仕事
をすることになりました小谷内
です。早く仕事を覚えて放送大
学での学びのお手伝いができる
ように努めてまいります。どう
ぞ、よろしくお願い致します。

お知らせ『数学トピック』について

　1昨年から準備してきました下記の『数学トピック』が遅ればせながら完成しました。
 　放送大学・石川学習センター事務室前（長机上）に用意してあります。必要な方は
お名前を明記の上（早めに）お持ちください（無料）。
  〇 「数学トピック（微分・積分編）」：　10分冊（Ａ～Ｊ）、補充編、解答編
〇 「数学トピック（線形代数編）」：　　９分冊（Ａ～Ｉ）、補充編、解答編
〇 「訂正・変更箇所」
　尚、内容で分からない点，不明な点がありましたら質問に来てください。その場合、来所日時を
事務室にお伝えください。　　　　　　　　　　　　　　　                                          元　放送大学 客員教員　　松岡　史和

14

　学位記授与式に引き続き、2020年度第２学期の「所長表
彰式」が石川学習センター第１講義室（２階）で挙行されま
した。式では、教養学部の複数コースを卒業した石川学習
センター所属学生３名に表彰状が授与されました。

石川学習センター

2020年度

第2学期

   ３月28日（日）
   10:30 ～ 10:50

   ３名

日　時

出席者

所長表彰式の様子

所長表彰者所長表彰者所長表彰者所長表彰者

2020年度  第２学期卒業
回数

◆ 複数回卒業

※　本人の希望により、氏名を掲載
　　していない人もいます。

の せ
お ら
知事 から務 室

「入学者のつどい」中止のお知らせ

　放送大学石川学習センターで開催予定でした「2021 年度第 1 学期入学者のつどい」および教員との
懇談会は、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染が拡大している状況を受け皆さまの健康・安全面
を考慮した結果、開催しないことに決定いたしました。
　なお、入学後の履修手続きや単位取得等につきまして、わからないことがございましたら、個別に対
応いたします。感染防止上、できるだけ電話、メール等によりセンターへお問い合わせください。もし、
直接窓口へお越しいただく場合は、マスク着用、手指の消毒等十分な感染防止対策を取っていただくよ
うお願い申し上げます。

お問い合わせ先
放送大学　石川学習センター
電話 : 　076-246-4029　   FAX:　 076-246-4102
E-mail：　asunaro-17@ouj.ac.jp

鍜治屋紀美子

寺田直城

杉森　稔

高門光太郎

隅田　悟　

２

３

６
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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

この石川学習センター機関誌『翌檜』は、年4回発行

しています。内容は、主に修学上のお知らせ、行事の開催案内・報告、ス

ケジュール等を掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

　また、学習を進めていく上でわからないことがありましたら、お気軽に

事務室までお問い合わせください。（S.S）

　　　　　　　　　　　　　　　　　    E-mail :asunaro-17@ouj.ac.jp

編 集 後 記
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4月

5月

6月

面接授業

面接授業

面接授業

面接授業

面接授業

面接授業

面接授業

2021年度第1学期授業開始
面接授業空席発表　12：00
臨時閉所
面接授業追加登録受付開始　10：00
 「心理学実験１」（谷内）
5(月)・12(月)・18(日)・19(月)・26(月)・29(木)

臨時閉所
2021年度学校図書館司書教諭講習受講受付
通信指導(提出型)提出期間（Web）
 「人と動物の過去・現在・未来」（海老原）
通信指導(提出型)提出期間（郵送）
 「リスクコミュニケーション論」（奈良）
 「ポジティブ心理学入門」（塩谷）
 「社会統計学入門」（小林）
 「心理学実験2」（谷内）
 「臨床心理学演習」（波田野）
1(土)・2(日)・3(月)・4(火)・5(水)・10(月)・17(月)・24(月)・31(月)

上旬～ 9月中旬

12(土)・13(日)

19(土)

19(土)・20(日)

20(日)

26(土)

26(土)・27(日)

閉所日

面接授業

面接授業

面接授業

面接授業

面接授業

面接授業

面接授業

2021年度第2学期学生募集要項配布・出願受付期間
 「復元画で甦る金沢城と利家とまつ」（末松）
 「はじめての地震学－石川県で学ぶ」（平松）
 「身近な現象を科学する」（西）
 (森)13：00～15：00
 「日本の文学作品と研究 」（中島）
 「心理学実験3」（谷内）
 (ライトブレント)14：00～16：00
 (森)13：00～15：00
 「石川県方言を科学する」（加藤）
 「プロジェクションマッピング入門」（郭）
7(月)・14(月)・21(月)・28(月)

1(土)・2(日)

1(土) ～ 6月7日(月)私書箱必着

7(金)10：00 ～ 28(金)17：00

8(土)・9(日)

14(金) ～ 28(金)大学本部必着

15(土)・16(日)

22(土)・23(日)

29(土)・30(日)

閉所日

1(木)

16(金)

18(日)

22(木)

24(土)・25(日)

閉所日

公開講座

公開講座

公開講座


