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石川県立歴史博物館（いしかわけんりつれきしはくぶつかん）　兼六園の周辺に位置し、石川の古代から近代までの歴史と文化を紹介する博物館です。建物は、かつて旧陸軍兵器庫や金沢美術工芸大学に使用されていた本多の森公園の赤煉瓦棟を復元再生したもので、平成2年に重要文化財に指定されています。展示室では実物資料をはじめ、ジオラマや模型、スクリーンなどによる映像解説も充実しています。

【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/
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　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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開設30周年記念誌発行のお知らせ

Web単位認定試験
インターネット環境・パソコンがない方へ

図書室　新規パソコンブース設置
及び運営内容変更のお知らせ

職員紹介

開催報告

石川学習センター学位記授与式

所長表彰式・入学者のつどい
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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（８月・９月）

通信指導の提出期限
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教務関係のお知らせ
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新任客員教員の紹介

退任客員教員のご挨拶
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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2022年度

第1学期

11/30（土）・12/15（日）

5/14（土）・5/15（日）

開 講 日 程

5/21（土）・5/22（日）

6/25（土）・6/26（日）

7/ 2（土）・7/ 3（日）

7/ 9（土）・7/10（日）

4/ 9（土）・4/10（日）

漢方医薬学 

食べ物の好き嫌いを科学する

科　　目　　名

社会統計学入門

伝えるための英語２

ナンバ
リング

120

120

220

320

320

基盤科目

導入科目

科 目 区 分

－

外 国 語

生活と福祉

人間と文化 日本の文学作品と研究 

320 消費生活論

心理学実験１320

劉　　園英

5/ 7（土）

追加登録申請期限

5/14（土）

6/18（土）

6/25（土）

7/ 2（土）

申請できません

5/ 7（土）・5/ 8（日）心理学実験２320 申請できません

（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、2022年度第1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

心理と教育

6/25（土）・6/26（日）

5/28（土）・5/29（日）

6/18（土）・6/19（日）

6/ 4（土）・6/ 5（日）

7/ 2（土）・7/ 3（日）

6/ 4（土）・6/ 5（日）

6/11（土）・6/12（日）

4/23（土）・4/24（日）

320

320

320

320

320

320

310

320

専門科目

身近な現象を科学する

パターン認識入門

心理学実験３

成人学習理論を学ぶ

石川県方言を科学する

金沢城と藩主たちの復元画

プロジェクションマッピング入門

はじめての地震学－石川県で学ぶ

6/11（土）

5/28（土）

5/21（土） 

5/28（土）

6/25（土）

6/18（土）

6/ 4（土）

申請できません

人間と文化

情　　　報

自然と環境

2

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。

　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

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

2022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（土）　12時

４月21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21日（木）～７月17日（日）まで

　 空 席 状 況 発 表

追加登録期間

積極的に
受講を
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 第１回：９月11日（日）　14 : 00 ～ 16 : 00
 　内容：Effective English Conversation Strategies ―英語の効果的な会話ストラテジー
 教材は事前にEメールで配布します。講座開始前に配布物を印刷することを推奨します。
 20名

Effective English Conversation Strategies
　　　　　　　　　―英語の効果的な会話ストラテジー
Effective English Conversation Strategies
　　　　　　　　　―英語の効果的な会話ストラテジー

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

　どうすれば効果的に英語の会話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受講者と一緒に考え

たいと思っています。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。

 第１回：８月20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：８月21日（日）　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：８月27日（土）　13 : 00 ～ 15 : 00
 　内容：ビッグデータ取得の方法とその取扱い方法の一例紹介
 第４回：８月28日（日）　13 : 00 ～ 15 : 00
 　内容：製造業などで行われているDXの実例紹介と目指すべき社会像
 使用しません。
 対面：20名　　オンライン：20名
 受講者のパソコンやスマートフォンなどの持ち込み可

Society 5.0時代におけるデータとIoTの取扱いに見るDXSociety 5.0時代におけるデータとIoTの取扱いに見るDX

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、DX（デジタルトランスフォーメーション）という言葉を良く目にします。このDXという言葉

のもとで、ICTやデジタルを活用した新しい社会、Society 5.0への変革が求められています。まず、

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やIoT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

在しています。そして、その中で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も生まれているのです。本講座では、私たち自身の情報発信とあわせて、

発生するデータの取扱いという視点から学んでいきます。

実施日時

教科書等

定　　員

そ の 他

　この授業は、 ハイブリッド型で行います。

　受講申込時に対面とZoomのどちらの形式で受講されるかお知らせください。

4

SDGsへの“化学”の貢献SDGsへの“化学”の貢献

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

 第１回：９月11日（日）　10 : 00 ～ 11 : 30
 　内容：SDGsとカーボンニュートラル
 第２回：９月18日（日）　10 : 00 ～ 11 : 30
 　内容：私達個人の行動から企業の最先端技術まで
 プリントを配付します。
 対面：20名　　オンライン：15名

実施日時

定　　員

教科書等

　SDGsとは何か？私たちの日常の暮らしの中では数多くの“物質”が使われ、

日常生活での快適性や利便性に大きく役立っています。これらの物質の性質

や成り立ちを学ぶ学問が「化学」であります。SDGsの目標を実現するためには、

これら物質に関して十分に理解することが重要であり、本講座では私達個人

でできる物質に関するSDGsへの貢献から、半導体や燃料電池、バイオマス活

用などの最先端技術による企業の取組みの一端を紹介します。

　この授業は、 ハイブリッド型で行います。

　受講申込時に対面とZoomのどちらの形式で受講されるかお知らせください。

　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、次ページのとおり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。

― 8月・9月―

公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座公 開 講 座2022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。

　ハイブリッド型授業　  とは、対面授業を行いつつ、同時にその授業をZoomでリアルタイム

に配信します。受講申込時に対面とZoomのどちらの形式で受講されるかお知らせください。
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Society 5.0時代におけるデータとIoTの取扱いに見るDXSociety 5.0時代におけるデータとIoTの取扱いに見るDX
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教科書等

定　　員

そ の 他

　この授業は、 ハイブリッド型で行います。

　受講申込時に対面とZoomのどちらの形式で受講されるかお知らせください。
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開設30周年記念誌発行のお知らせ

　放送大学石川学習センターは、令和3年10月1日をもちま
して開設30周年という節目を迎えることができました。こ
れを記念して「開設30周年記念誌」を発行いたしました。
発行にあたり執筆等ご協力いただきました関係者の皆様に
御礼申し上げます。
　なお、センター図書室に閲覧用として配架してあります
ので、ご関心のある方は、ぜひご覧ください。

の せ
お ら
知事 から務 室

　5年間ずっと「ポジティブ心理学入門」を対面授業で開講し
てきました。毎年、マイナーチェンジを加えながら進めてき
たわけですが、正直に申し上げると、最初は「教える」よりも「紹
介する」段階であったように思います。また、公開講座では
ポジティブエクササイズの効果研究も行い、本務校（金沢工
大）の指導院生の修士論文にも生かされました。関係者の皆
さんに改めて感謝申し上げます。
　昨年度に引き続き今年度もコロナ禍の影響のため、本来
の意味での「面接」授業ができず、物足りない「面接授業」で

あったのは残念でしたが、放送大学での諸経験をもとに、本務校では「ポジティブ心理学特論」
を大学院科目として開講しています。社会人共学者という本務校の制度を利用すれば無料で受
講できる科目です。
　放送大学を離れても、ポジティブな個人、関係、組織、地域を目指して走り続けて行きます。
どこかでお会いしたらよろしく。

退任客員教員のあいさつ

「放送大学石川学習センター退任にあたって」

塩谷　亨 先生
しおたに      とおる

　平成29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塩谷先生
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。

6

新新 任任 客客 員員 教教 員員 紹紹 介介のの ４月から新しい客員教員を

お迎えしました!

★　みなさんと一緒に、学ぶことの喜びを分かち合
える機会が待ち遠しいです。

　　よろしくお願いいたします。

3 講師から学生へ一言講師から学生へ一言

★　臨床心理学

1 専門領域専門領域

★　包括システムによる日本ロールシャッハ学会
常任理事、北陸心理学会理事

2 社会活動･学協会活動社会活動･学協会活動

大矢　寿美子(おおやすみこ）先生
【金沢工業大学　教授】／  博士(心理学)

郵送による提出期間：５月16日（月）～５月31日（火）【大学本部必着】郵送による提出期間：５月16日（月）～５月31日（火）【大学本部必着】

Webによる提出期間：５月９日（月）10:00 ～５月31日（火）17:00Webによる提出期間：５月９日（月）10:00 ～５月31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！2022年度

第1学期

　万一、郵便事故等のトラブルで５月６日（金）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〔学生サポートセンター〕）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
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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

図書室  新規パソコンブース設置

                  及び運営内容変更のお知らせ

　この度、石川学習センター１階、図書室内に新たにパソコンブース5席を設置致し
ました。パソコンの仕様は、デスクトップパソコンで、OSはWindows11、MS Office
ソフト（Word、Excel、PowerPoint）が使用できます。放送授業の視聴はもちろん、インターネットに
よる調査、論文作成や課題作成等にお役立て頂ければと思います。
　※ オンライン授業の視聴等は禁止です。
　また、これまで私物パソコンの図書室内持ち込みを禁止しておりましたが、これを機に使用可と致
します。図書室内、自習スペースにてお使い頂いて結構です。
　※ インターネットをご利用される方は別途Wi-fi申請が必要です。
　なお、引き続き図書室内でのご飲食は禁止致します。パソコンでの放送教材のコピーも禁止です。
放送大学学園方針による図書室機能変更に伴い、パソコンの設置および運営の一部変更をさせて頂き
ました。これからも皆さんの勉強のために有意義にご利用頂ければと思います。

8

Web単位認定試験

　インターネット環境・パソコンがない方へ

   　　　　    ※ 「学習センター受験申請書」による申請が必要

　2022年度第1学期単位認定試験は、一部の科目を除き「Web受験方式」
になります。(詳細は、放送大学ホームページ等でご確認ください。)
　ただし、ご自宅等にインターネット環境・パソコンがない、または操
作が困難等のご事情があり、Web受験が困難な方は、下記の方法により
申請を行うことで、単位認定試験を学習センター等で受験することがで
きます。【要申請】
　なお、学習センター等で受験する場合、以下のことにご注意ください。

注１) 　  「Web受験方式」の科目を学習センター等で受験する場合、「授業科目案内」
　　　　及び システムWAKABAに記載の試験日・時限に受験する必要があります。

注２) 　  学習センター等で受験する場合でも、原則として「試験問題の閲覧」及び
　　　　「択一式の解答」は、学習センター等のパソコンを用いてご自身で行って
   いただきます。（記述式の解答のみ解答用紙で行います。）

注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 
                  での単位認定試験は実施しません。

　上記注意事項を踏まえ、学習センター等での単位認定試験受験
を希望する方は、事前に学習センターへご相談の上、学習センター
受験申請書（印刷教材等に同封します※）にご記入し、申請期間内
に下記宛先に郵送により申請してください。
※　印刷教材の発送がない方の場合「学生生活の栞」等に同封します。

学習センターで受験する場合の注意事項

申請期間：  2022年４月１日（金）～ 2022年５月23日（月）《郵送必着》

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 行

○学習センター受験申請方法

重要!!
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申請宛先： 〒261- 8586　千葉市美浜区若葉２－11
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○学習センター受験申請方法

重要!!
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　学位記授与式に引き続き、2021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。今回、6
コース目を卒業された大谷絹子さんは、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2学期

   ３月27日（日）
   10:20 ～ 10:30

   ３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２学期
卒業
回数

◆　複数回卒業

松沢　芳子

太田　祥士

4

5

6 大谷　絹子（名誉学生認定）

※　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　５名）

　新型コロナウイルスの影響で、
しばらく中止となっていました
が、感染対策に留意しながら2年
半ぶりに「入学者のつどい」が石
川学習センター第1講義室で挙行
されました。式では、岩永学長

からのDVDメッセージに続いて、千木所長
から入学者の皆さんへお祝いの言葉が述べ
られました。続く教務ガイダンスでは、学
習の流れ、システムWAKABAの使い方等の
詳しい説明がありました。最後に先輩学生
(石川同窓会会長:北野敏夫さん)から学習に
あたってのアドバイスがあり、皆さん真剣
に聞いておられました。

石川学習センター

2022年度

第1学期

  ４月３日（日）
   10:00 ～ 11:30

   11名

日　時

出席者

10

開 報 告催

2021年度

第2学期

石川学習センター

   ３月27日（日）
   10:00 ～10:20
   14名
   14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

2021年度第２学期　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

4,242名 125,024名

大学院修士課程修了生 226名 6,668名

大学院博士後期課程修了生 8名 36名

学園全体 2学期

学 部 卒 業 生

累計人数

21名 1,131名

大学院修士課程修了生 2名 56名

石川学習センター

　2021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23名で、当日は14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。

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（６名）　河合節子　　河原美穂　　宮脇武志　　若松有希
　心理と教育コース（６名）　上村洋志　　河村まゆみ　本田仁美　　 松本千晶　　山田佳づ恵
　人間と文化コース（５名）　坂下惟子　　松沢芳子　　望月文子　　山本亜起子
　情　　　報コース（１名）　大谷絹子
　自然と環境コース（３名）　太田祥士　　南茂邦彦

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　23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）　藤森陽子
　情報学プログラム（１名）　向　正嗣
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6月

5月

4月

2022年度第1学期　放送授業開始
入学者のつどい
2022年度第1学期　オンライン授業開始
 　「心理学実験１」(谷内)
面接授業空席発表　12：00
第1回   Web単位認定試験  操作説明・体験会
面接授業追加科目登録受付開始　10：00
 　「はじめての地震学－石川県で学ぶ」(平松)
臨時閉所日
4(月)・11(月)・18(月)・25(月)・29(金)・30(土)

1(金)

3(日)

5(火)

9(土)・10(日)

16(土)

17(日)

21(木)

23(土)・24(日)

30(土)

閉所日

面接授業

面接授業

12

編 集 後 記 　いよいよ新学期スタートですね。皆さんいかがお過

ごしでしょうか？

　この機関誌『翌檜』は、年4回（4月、7月、10月、1月）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

発　行：放送大学石川学習センター
責任者：千木　昌人
発行日： 2022年４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/

上旬～ 9月中旬

4(土)・5(日)

11(土)・12(日)

18(土)・19(日)

25(土)・26(日)

閉所日

2022年度第2学期学生募集要項配布・出願受付期間
 「心理学実験３」(谷内)
 「金沢城と藩主たちの復元画」(末松)
 「プロジェクションマッピング入門」(郭)
 「身近な現象を科学する」(西)
 「伝えるための英語２」(久恒)
 「石川県方言を科学する」(加藤)
6(月)・13(月)・20(月)・27(月)

臨時閉所日
2022年度学校図書館司書教諭講習受講受付期間
 「心理学実験２」(谷内)
通信指導(提出型)提出期間(Web)
 「食べ物の好き嫌いを科学する」(海老原)
第2回   Web単位認定試験  操作説明・体験会
通信指導(提出型)提出期間(郵送)
 「社会統計学入門」(小林)
 「パターン認識入門」(浅井)
1(日) ～ 5(木)・9(月)・16(月)・23(月)・30(月)

1(日)

1(日) ～ 31(火)私書箱必着

7(土)・8(日)

9(月)10：00 ～ 31(火)17：00

14(土)・15(日)

15(日)

16(月) ～ 31(火)私書箱必着

21(土)・22(日)

28(土)・29(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


