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白山室堂の紅葉（はくさんむろどうのこうよう）　白 山 は、石 川 県 と 岐 阜 県 に ま た が る 標 高2,702mの日本百名山。古来より信仰の山として崇められ、日本三霊山の一つでもあります。秋の紅葉も美しく、山頂部や室堂平では９月下旬、弥陀ヶ原・南竜ケ馬場付近では10月上旬が見頃とされており、ホワイトロードでは11月上旬頃まで紅葉ドライブを楽しめます。

【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10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

事務室からのお知らせ
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野々市市立図書館に放送大学の
印刷教材が配架されました

お知らせ「数学トピック」について

石川学習センターのホームページを
ご活用ください!

職員紹介

キャンパス・スケジュール

開催報告

石川学習センター学位記授与式

所長表彰式

シェイクアウトいしかわに
職員全員で参加しました
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重要なお知らせ2

面接授業の追加登録

面接授業開設科目一覧

公開講座（12月～ 3月）

通信指導の提出期限
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教務関係のお知らせ

事務室からのお知らせ

10 「入学者のつどい」中止の
お知らせ



2

積極的に
受講を

　いよいよ第２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。

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

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2学期

面接授業の追加登録に関する日程

10月～１月開講の授業科目

10月15日（金） 12：00

10月21日（木） 10：00 ～  科目ごとに

定められた追加登録申請期限日まで

　 空 席 状 況 発 表

追加登録期間

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、各科目の追加登録申請期限内（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追加登録申請期限日前でも、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その学習センターにお
問い合わせください。

追加登録の申請方法

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。
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11/30（土）・12/15（日）

12/18（土）・12/19（日）

開講日程

11/13（土）・11/14（日）

12/11（土）・12/12（日）

10/16（土）・10/17（日）

1/ 8（土）・ 1/ 9（日）

11/27（土）・11/28（日）

12/18（土）・12/19（日）

11/20（土）・11/21（日）

10/16（土）・10/17（日）

12/ 4（土）・12/ 5（日）

10/23（土）・10/24（日）

11/ 6（土）・11/ 7（日）

11/27（土）・11/28（日）

10/30（土）・10/31（日）

10/23（土）・10/24（日）

11/ 6（土）・11/ 7（日）

　今後のコロナウィルスの発生・拡散状況により、2021年度
第2学期の面接授業は、閉講、Zoom等のシステムによるWeb
化授業への変更、日程変更などの可能性があることをご理解い
ただき面接授業の追加科目登録をご検討ください。

注意事項

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2学期

（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。

漢方医薬学 

漢方医薬学

心理検査法基礎実習

科　　目　　名

論文の作法（入門編） 

効果的な英語コミュニケーション

ナンバ
リング

110

120

320

320

320

310

320

320

320

320

320

310

310

320

320

基盤科目

専門科目

科目区分

－

外 国 語

生活と福祉

社会と産業

情　　　報

心理と教育

自然と環境

こころの病気をもつ人を理解する

動画配信を用いた情報発信演習

北陸地域の伝統工芸と産業観光

320 心理測定法実習

日常生活の中の有機化合物

これからの地域経営を考える

職場におけるハラスメントと法

ケースで学ぶ経営倫理・ＣＳＲ

心理学実験3320

現代家族の法的問題

WAKABAを解体してみよう

データ解析の基礎－予測と要約－

劉　　園英

12/11（土）

追加登録申請期限

11/ 6（土）

12/ 4（土）

申請できません

12/24（金）

11/13（土）

11/20（土）

12/11（土） 

申請できません

11/27（土）

10/22（金）

10/30（土）

11/20（土）

10/23（土）

10/22（金）

10/30（土）
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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。

― 12月～ 3月―

公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座2021年度

第2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。

精神障碍（統合失調症）当事者の声を聴く会精神障碍（統合失調症）当事者の声を聴く会

放送大学石川学習センター客員教員／公立小松大学教授　　北岡　和代 先生

 第１回：12月11日（土）　14 : 00 ～ 16 : 00
 　内容：最初に統合失調症に関してのミニ講義を行う。その後、当事者と講師による
 　　　　対話形式で、当事者の病の物語を聴いてもらう。
 使用しません。
 制限なし。　

実施日時

教科書等

定　　員

　幻覚や妄想という症状を抱えながら懸命に生きている人たちがいる。

しかし、未だに偏見が強く、理解されることが非常に難しい病である。

本講座において対話形式で、統合失調症の当事者の声（病の物語）を聴き、

共生社会の実現の一助としたい。

　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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 第１回：12月９日（木）　15 : 00 ～ 16 : 30
 　内容：ポジティブ心理学を簡単に紹介し、ウェブ上で心理検査を受検していただき、 
 　　　　自分のウェルビーイングの程度を知っていただきます。「3つのよいこと」とい 
 　　　　う簡単なエクササイズの実施方法を指導します。1週間エクササイズを実施し 
 　　　　てもらいます。記録はウェブ上で行います。
 第２回：12月16日（木）　15 : 00 ～ 16 : 30
 　内容：傾聴と建設的なフィードバックのワークショップを行います。その後、エクサ 
 　　　　サイズの実施結果をもとに、話し合いを行い、エクササイズの効果をより高め 
 　　　　るワークショップを行います。さらに、自分の生活に応じた適切なエクササイ 
 　　　　ズを考えていただきます。そのエクササイズを1週間実施してもらいます。
 第３回：12月23日（木）　15 : 00 ～ 16 : 30
 　内容：ウェブ上で心理検査を受検し、自分のウェルビーイングの程度を知り、変化の 
 　　　　有無を話し合います。自分の生活に応じた適切なエクササイズを実施した結果 
 　　　　を話し合ってもらいます。最後に自分の人生をより充実したものにするための 
 　　　　話し合いを行います。
 使用しません。
  40名
 　参加者が非常に少ない場合、第1回で話し合い、参加者の要望に応えるポジティブ心理 
 学に関連する内容に変更することがあります。
 　人数が少なく、参加者の同意が得られた場合、放送大学石川学習センターで第３回だけ 
 を実施する可能性があります。

実施日時

教科書等

定　　員

そ の 他

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

　自分の幸福の程度を知り、ポジティブエクササイズを実施し、

建設的傾聴を体験し、本当にウェルビーイング（幸福感）が上昇

するか確かめるワークショップ

　自分の幸福の程度を知り、ポジティブエクササイズを実施し、

建設的傾聴を体験し、本当にウェルビーイング（幸福感）が上昇

するか確かめるワークショップ

　ポジティブ心理学を簡単に紹介し、ウェルビーイングを高め、抑うつ感を低下させ、前向きに物

事に取り組むことが期待できる簡単なエクササイズの実施の仕方を指導します。その後、実際に参

加者各自の生活に応じた独自のエクササイズを考えてもら

い、実践していただきます。

　心理的なエクササイズが多く含まれており、これはZoom

のブレイクアウトルーム等を使用して行います。全員「顔

出し」で参加していただきます。Zoomでのエクササイズや

Web上での心理検査の実施が毎回含まれるので、PCで受講

できる方が望ましいと思います。同意が得られた方には実

施記録等を研究資料として使わせていただきます（個人情

報は削除します）。

　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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 第１回：３月13日（日）　10 : 00 ～ 12 : 00
 使用しません。
  40名

実施日時

教科書等

定　　員

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

　「眼」は、捕食者に取っては餌を捕らえるため、被捕食者にとっては逃げ

るために大切な役割を担います。初めて「眼」を獲得した生物は、飛躍的に

生存率を高めたに違いありません。

　本講座では、生物が「眼」を獲得した時代まで遡り、爆発的に生物が進化

した理由を探っていきます。

5億4300年前に起きた進化 ～眼の獲得～5億4300年前に起きた進化 ～眼の獲得～

　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。

数学雑話Ⅱ（図形と数式）数学雑話Ⅱ（図形と数式）

元　放送大学石川学習センター客員教員／金沢工業大学名誉教授　　松岡　史和 先生

 第１回：２月19日（土）　 ９ : 30 ～ 12 : 30
 　内容：図形数と数列　（三角数、四角数、五角数など）
 第２回：２月19日（土）　13 : 30 ～ 16 : 30
   内容1：パスカルの三角形と数列　（図形数、フィボナッチ数列、黄金数）
   内容2：正多角形とπ　（（円）内接・外接正多角形、πの近似値）
 第３回：２月26日（土）　 ９ : 30 ～ 12 : 30
 　内容：正方形と三角形の内角の和　（正方形を描く、三平方の定理、ピタゴラス数）
 第４回：２月26日（土）　13 : 30 ～ 16 : 30
 　内容：平面曲線の表示法
 　　　　（2次曲線(楕円・放物線・双曲線）、サイクロイド、懸垂線、星芒形など）
 プリントを配付します。
 20名

実施日時

定　　員

教科書等

　前回の「数学雑話」の続編として、今回は図形に関わり、特別な名称

の付いている数式を選びその内容と、他分野との関連などを話す。また、

それらの図形（数式）の歴史的背景、関連する数学者の業績なども話す。

　前回は解説資料が多く、急いだ話になり十分な説明ができなかったと

ころがあった。その反省を踏まえ、今回の話では前回のトピックを３割

ほど入れ、ゆっくり丁寧に解説する。また、前回できなかった練習問題

もPCや電卓を使用して挑戦してもらう。

　尚、数学のいろいろな分野に亘る内容で、数学的流れや“纏まり”のあ

る内容にはならない。「初等数学の雑学」程度である。

　この授業は、 対面で行います。
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 第１回：２月６日（日）　14 : 00 ～ 16 : 00
 　内容：Express Yourself! ‒ 英語の自己表現力を高めよう！
 使用しません。
 20名

Express Yourself! ｰ 英語の表現力を高めよう！Express Yourself! ｰ 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、実践的な会話アク

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。

ztZw

場合は、 前日までに必ず連絡してくだ

さい。

※　対面授業ではありません。

郵送による提出期間：11月16日（火）～ 11月30日（火）【大学本部必着】郵送による提出期間：11月16日（火）～ 11月30日（火）【大学本部必着】

Webによる提出期間：11月９日（火）10:00 ～ 11月30日（火）17:00Webによる提出期間：11月９日（火）10:00 ～ 11月30日（火）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！2021年度

第2学期

　万一、郵便事故等のトラブルで11月４日（木）までに通信指導問題が手元に届かない
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期限に
ご注意
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 第１回：３月13日（日）　10 : 00 ～ 12 : 00
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開 報 告催

2021年度

第1学期

石川学習センター

   ９月26日（日）
   10:00 ～10:20
   14名
   13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

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（５名）　池田良治　　亀田　勉　　清水清一　　野村京子　　吉川あき江
　心理と教育コース（12名）　粟久美子　　石川きよ子　木田由美子　北野久志　   小杉信代
                                  　　酒井みゆき　野水ひとみ　 松坂久美
　社会と産業コース（２名）　後藤久子
　人間と文化コース（４名）　中川啓子　　中野幸子　　浜谷浩一
　情　　　報コース（１名）　山岸彰夫
　自然と環境コース（３名）　池田政則　　境田芳雄　　畑中洋子

学部卒業生

石川学習センター所属の学部卒業生石川学習センター所属の学部卒業生

（合計　27名）※　本人の希望により、氏名を掲載していない人もいます。

2021年度第1学期　学部卒業生数・大学院修了生数および累計

１学期

学 部 卒 業 生

累計人数

2,533名 120,782名

大学院修士課程修了生 2名 6,442名

大学院博士後期課程修了生 0名 28名

学園全体 １学期

学 部 卒 業 生

累計人数

27名 1,110名

大学院修士課程修了生 0名 54名

石川学習センター

　2021 年
度第１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
業生は総勢27名で、当日は13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。

ご卒業

おめでとう

ございます。
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シェイクアウトいしかわに参加しました

　学位記授与式に引き続き、2021年度第1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9名に表彰状が授与されました。今回、6
コース目を卒業された中野幸子さんと浜谷浩一さんは、
放送大学名誉学生に認定されました。おめでとうござい
ます。

石川学習センター

2021年度

第1学期

   ９月26日（日）
   10:20 ～ 10:30

   ９名

日　時

出席者

所長表彰者所長表彰者

表彰者の記念写真

2021年度　第１学期卒業
回数

◆　複数回卒業

池田　良治
木田　由美子
石川　きよ子
後藤　久子
中川　啓子
粟　　久美子
池田　政則
亀田　勉
境田　芳雄
畑中　洋子
清水　清一

2

3

4

5

6 中野　幸子 （名誉学生認定）
浜谷　浩一 （名誉学生認定）

　7月7日(水)午前11時から、職員全員でシェイクアウトいしかわ(県民一斉防災訓練)に参加しました。午前11
時に大地震が発生しました！との想定で、梅野事務長の館内放送とともに訓練が開始され、職員全員が「しゃ
がむ」「(机の下などに）隠れる」「じっとする」といった約1分間の「安全行動」を行いました。次に、屋外に避
難してくださいとの指示が出され、全員が屋外に避難し無事終了となりました。近年、大規模自然災害の発生
が常態化しており、私たちはいつ災害に見舞われるかもしれません。有事の際に慌てずに行動するためには、
日頃からの訓練の積み重ねが大事だと感じました。

机の下に避難した様子机の下に避難した様子
屋外に避難した職員屋外に避難した職員

※　本人の希望により、氏名を掲載　　
　　していない人もいます。

 (50音順敬称略)

（合計　15名）
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累計人数

27名 1,110名

大学院修士課程修了生 0名 54名

石川学習センター
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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
業生は総勢27名で、当日は13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。

ご卒業

おめでとう

ございます。
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「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２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感染症（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

の せ
お ら
知事 から務 室

　野々市市立図書館(通称：カレード)に放送大学の

印刷教材(テキスト)が配架されました

　この度、野々市市立図書館に放送大学の印刷教材
(テキスト)の一部、約57冊が配架され、貸し出しも
行っています。より多くの人に放送大学のことを知っ
てもらう良い機会になればと思います。
　この施設は、2017年11月1日、図書館と市民学習
センター機能を融合させた、生涯学習施設として誕
生しました。とても明るく、近代的な建物です。皆
さん一度行ってみませんか。

ご利用ください。

▲　野々市市立図書館 ( 通称：カレード )

▲　放送大学の印刷教材が配架されている様子
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所　　　長

事　務　長

図書室担当

事 務 職 員

石川学習センター職員紹介

石川学習センターの職員は総勢 9 名です。
皆さまの学習のお世話をさせていただきます。
何かございましたら、お気軽にお声をおかけください。

        せ　ぎ         

千木    まさひと

昌人
       うめ  の  

　   梅野　せいいちろう

清一郎

　
あお  き  

青木　
 まさゆき

正維       　
しめ  の  

示野　
  さ  おり

抄織           
     た ばたけ

田畠 　
ひろ  こ 

博子            
こ　 や　 ち

小谷内　
え　み　こ

恵美子　

　　やま  だ  

　　山田　
けい  こ  

恵子            
いわもと

岩本　
ゆういち

祐一            
しらかわ

白川　
ま　き　こ

真紀子

石川学習センターホームページをご活用ください！

　石 川 学 習 セ ン タ ー は 独 自 の ホ ー ム
ページを開設しています。面接授業や
公開講座、公開講演会やサークル紹介、
本誌「翌檜」もPDFデータでご覧いただ
けます。ぜひご活用ください。
　また、「石川学習センターからのお知
らせ」には、臨時閉所等緊急のお知らせ
も掲載しておりますので、お手数です
が、学習センターへお越しになる前に
ご確認ください。

※石川学習センターホームページアドレスはこちら
　https://www.sc.ouj.ac.jp/center/ishikawa/

これがホームページのトップ画面です

　お知らせ『数学トピック』について

　一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
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2021年度第2学期　放送授業開始
2022年度修士全科生・博士全科生第1次選考(筆記試験)
2021年度第2学期　オンライン授業開始
臨時閉所日
面接授業空席発表　12：00
 　「こころの病気をもつ人を理解する」(北岡)
 　「心理測定法実習」(伏島)
面接授業追加科目登録受付開始　10：00
 　「これからの地域経営を考える」(川澄)
 　「ＷＡＫＡＢＡを解体してみよう」(中谷)
 　「心理学実験3」(渡邊)
4(月)・10(日)・11(月)・18(月)・25(月)

公開講座

1(金)

2(土)

5(火)

10(日)

15(金)

16(土)・17(日)

21(木)

23(土)・24(日)

30(土)・31(日)

閉所日
面接授業
面接授業
面接授業

面接授業
面接授業

12

12月

編 集 後 記

10月

11月

　いよいよ新学期もスタートしました。センターでは、

客員教員の先生による無料の公開講座を実施しております。一般の方も自由

に参加出来ますので、ご家族・ご友人お誘い合わせのうえぜひ、お申し込み

ください。（本誌４頁。）

　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

発　行：放送大学石川学習センター
責任者：千木　昌人
発行日： 2021年10月

〒921-8812
野々市市扇が丘7-1（金沢工業大学内）
ＴＥＬ：076（246）4029
ＦＡＸ：076（246）4102
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/ishikawa/

4(土)・5(日)

9(木)

11(土)

11(土)・12(日)

16(木)

18(土)・19(日)

23(木)

25(土) ～ 2022年1日5日(水)

閉所日

 「日常生活の中の有機化合物」(千木)
 (塩谷)15：00～16：30
 (北岡)14：00～16：00
 「効果的な英語コミュニケーション」(ライトブレント)
 (塩谷)15：00～16：30
 「漢方医薬学」(劉)
 「北陸地域の伝統工芸と産業観光」(安嶋)
 (塩谷)15：00～16：30
年末年始閉所日
6(月)・13(月)・20(月)・25(土) ～ 31(金)

公開講座

公開講座

公開講座

公開講座

 「職場におけるハラスメントと法」(名古)
 「データ解析の基礎－予測と要約－」(松下)
通信指導(提出型)提出期限(Web)
 「論文の作法（入門編）」(中村)
通信指導(提出型)提出期限(郵送)
 「動画配信を用いた情報発信演習」(森)
 「現代家族の法的問題」(合田)
 「ケースで学ぶ経営倫理・ＣＳＲ」(岡部)
1(月)・3(水)・8(月)・15(月)・22(月)・23(火)・29(月)

6(土)・7(日)

9(火)10：00 ～ 30(火)17：00

13(土)・14(日)

16(火) ～ 30(火)私書箱必着

20(土)・21(日)

27(土)・28(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

面接授業
面接授業

面接授業


