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コロナ禍の楽劇『神々の⻩昏』 
徳島学習センター所⻑ ⽯川 榮作 
 
 今年 3 月以降は、コロナ感染で諸
行事を中止せざるを得ず、学生の皆
さんには多大なご迷惑をおかけしま
した。緊急事態宣言発令中は、気が

滅入る毎日でしたが、そのコロナ禍の中でも一つ感動
したことがありました。3 月 7 日（土）・8 日（日）
びわ湖ホールでのワーグナーの楽劇『神々の⻩昏』は
中止となりましたが、ユーチューブで鑑賞することが
できたのです。 
 ユーチューブ配信だから感動もそれほどでもないだ
ろうと思って、初日開始予定の 13 時にパソコンの前
にすわると、たちまち鳥肌の立つような感動を覚えた
のです。リハーサルの録画をそのまま配信するのでは
なく、リアルタイムで、まさに本番と同じ緊張感をも
って歌手たちとオーケストラがその作品を作り上げて
いる姿に心打たれてしまったのです。休憩時間もリア
ルタイムで確保しており、終了の 19 時まで 6 時間、
まるでびわ湖ホールにいるような気持ちにさせられま
した。オペラ劇場での生の上演を観劇したときに劣ら
ないような感動でした。 

のちの情報によると、アクセス数は 2 日間とも常時
接続が約 1 万 2 千件で、延べの接続は初日が約 24 万
8 千件、2 日目が約 16 万 6 千件もあったとのことで
す。びわ湖ホールの座席数は 1848 席ですから、今回
は通常の約 6.5 倍の観客がこの作品を常時鑑賞したこ
とになります。 

チケットの代金は払い戻しがあり、大きな赤字だっ
たと思いますが、それでも 4 年間にわたって企画して
きたワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』四部作
の中でも、とりわけ最後の完結作品『神々の⻩昏』を
ファンに届けたいというプロデューサーや歌手やオー
ケストラの皆さんの熱意がひしひしと感ぜられて、感
動も格別でした。今回は特別に DVD にもなり、寄付 

 
の気持ちも込めて、両日の DVD を購入しました。繰
り返し鑑賞することもでき、｢観劇｣できなくとも、こ
れまた｢感激｣です。 
 楽劇『ニーベルングの指環』四部作は、ラインの⻩
金から作った｢権力｣の象徴である｢指環｣をめぐって、
神々、巨人族、小人族、人間が相争い、ともに滅びて
いく、北欧神話を素材とした作品ですが、四作目の
『神々の⻩昏』では、神の⾝分を捨てて｢人間の愛｣に
生きる決意をした元ワルキューレ（戦乙女）のブリュ
ンヒルデの自己犠牲によって、世界は救われることに
なります。世界を救うのは、｢権力｣ではなく、｢愛｣な
のです。コロナ禍でこの作品がユーチューブで流され
た意義は、想像以上に大きいのではないでしょうか。 
 5 月下旬に緊急事態宣言が解除されると、また全国
的に感染者数が多くなっていることは、憂慮すべきこ
とです。感染者に｢心ない誹謗中傷｣を浴びせたり、感
謝すべき医療従事者とその家族を避けようとする風潮
があることは、さらに憂慮すべきです。コロナ禍によ
って日本人の｢良い面｣とともに、そのような｢悪い面｣
も見られる昨今です。このようなときこそ日本人、
否、世界の人々が互いに助け合って、コロナに打ち勝
っていくべきです。世界を救うのは、｢愛｣であり、そ
れが象徴する｢芸術｣です。もちろん｢政治・経済｣も大
切ですが、それとともに必要不可欠なのは、ワーグナ
ーの｢人間の愛｣が象徴している｢芸術｣の充実・発展で
す。コロナ禍で楽劇『神々の⻩昏』をユーチューブと
DVD で鑑賞して、そのようなことを考える今日この
頃です。一日も早くウィルス感染が収束するのを祈っ
ています。 
 
 
 
 
 
 

びわ湖ホール 



 

ご卒業おめでとうございます 

 

２０２０年度第１学期、徳島学習センターから２１名が教養学部を卒業されました。 

新たに卒業証書・学位記を授与された皆様に対し、センター教職員一同 

心よりお祝い申し上げます。 

 

卒業生のご紹介 

＜教養学部＞ 

☆生活と福祉☆ 池住 小百合さん 伊勢 しのぶさん 井若 友美さん 

 中條 信義さん 林   勝義さん 元木   聡さん 

 矢本 貴子さん   

☆心理と教育☆ 宇山 弓子さん 平野 亜希さん 村上 和広さん 

 山邉 陽子さん   

☆社会と産業☆ 藤川 理絵さん   

☆人間と文化☆ 岡本 恵子さん 川西 利彦さん  

☆自然と環境☆ 梶   剛三さん 原   英美さん  

   （他５名）

※五十音順。掲載を希望されなかった方のお名前は記載しておりません。 

 

～ 卒業証書・学位記授与式での記念撮影 ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年９月２７日 徳島学習センターにて 
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卒業生の皆様から 

メッセージをいただきました 

 ｢情報化社会｣がもたらしたグローバル化
の結果、新型コロナ感染症が拡大し予想さ
れていた｢スマート社会｣へ急速に移行する
でしょう。そして社会の激変の中で生活す
ることに期待を持つと共に、学びの生活の
必要性を痛感する今日この頃です。この度
の卒業につきましても教員はじめ事務職員
の方々のお力添えがあってのことでした。
改めてお礼を申し上げます。ほんとうにあ
りがとうございました。今後共よろしくお
願いします。 
 
 

 生活と福祉コース  中條 信義さん 

 少子高齢化社会をむかえ私達高齢者は現
状をどのように理解し、またどのように対
処すべきか｢生活と福祉｣は私にとってほん
とうにタイムリーな勉強でした。そして今
期でこのコースを卒業することとなりまし
た。３回目の卒業です。１０月からは｢自然
と環境｣コースで地球温暖化や異常気象に
ついてもう少し学んでみたいと思います。
４回目は卒業できるかどうかわかりません
がゼミの先生、事務所の皆さん宜しくおね
がい致します。 
 
 

生活と福祉コース  林  勝義さん 

グランドスラムを目指して 
２０２０年９月、教養学部人間と文化コー

スを卒業しました。発達と教育、生活と福祉、
社会と産業、情報に続き５コース目です。放
送大学エキスパートは、地域貢献リーダー人
生育成プラン、社会生活企画プラン等の認証
をいただきました。また、プログラミング教
育プランの小学校プログラミング教育導入
編、Scratch プログラミング指導法を修了し
ました。１０月からは、最後のコースになる
自然と環境に再入学して、学び続けていきま
す。そして、学んだ事を発信していきたいと
考えています。 

 人間と文化コース  川西 利彦さん 

仕事と家庭を持ちながらの大学入学には不
安がありましたが、専門職として働き、人に
教える立場になった時、より知識を深めたい
と思い入学しました。知る事が楽しく、２年
半の間もモチベーションが下がる事なく学び
続けることができました。そして何よりも大
学で出会えた志の高い皆様や講師の方々との
関わりは、自分の人生の宝として残ってお
り、深く感謝しております。本当に有り難う
ございました。 
 
 
 

心理と教育コース  平野 亜希さん 

放送大学を卒業するにあたり 
 今回の単位認定試験は、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のため自宅受験にて実
施されました。私にとっては卒業前の試験
だったため感慨深く、在学中のことをいろ
いろと思い出しました。毎日出勤前の車中
で教科書に目を通し、小学生の子供達と一
緒に台所の机にて勉強したこと、仕事と家
庭の両立にも家族の助けがあったこと、今
となってはかけがえのない大切な思い出と
なりました。石川先生をはじめ職員先生方
にお礼を申し上げます。 

 

生活と福祉コース  矢本 貴子さん 

退職後は、放送大学入学をと夢みていた
私ですが、本当に多くの事を学ぶ事ができ
たと思います。楽しい学びであった事を感
謝、ありがとうございました。又面接授業に
おいては多くの人と話す機会が与えられ充
実した２日間を何度も過ごすことができま
した。年齢を気にすることなく自分の生活
に合わせて学習することのできる放送大
学、本当にすばらしい大学でした。 
 
 
 
 

心理と教育コース  宇山 弓子 
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｢自然と環境｣コースを卒業します。単位
認定は３学期分で満たしましたが、卒業要
件である４学期在学で４度目の卒業となり
ます。平成１０年１０月徳島学習センター
開設と同時に入学して、２２年継続してお
世話になっております。日亜会館３階の学
生交流デスクでは一人残って読書、また仲
間との会話、雑談は良き思い出となってお
ります。令和２年１０月｢心理と教育｣コー
スに再入学します。２３年目もよろしくお
願いします。 
 
 

自然と環境コース  梶  剛三さん 

２００２年２学期に入学して、生活と福
祉・心理と教育・人間と文化・社会と産業・
自然と環境の５コースを卒業できました。
２学期に情報コースに入学しようと思って
います。大学本部主催の放送大学卒業証書・
学位記授与式に、何年かかるかわからない
が出席が目標です。お世話になります。よろ
しくお願いします。 
 
 
 

自然と環境コース  原  英美さん 

卒業要件に関わらず、興味のある科目を
多数学ばせて頂きました。自主学習の姿勢
を学べた事は、これからの人生において大
きな財産になったと感じています。これか
らも様々な事に興味を持ち楽しく学んでい
きたいと思っています。ありがとうござい
ました。 
 
 
 

 

心理と教育コース  山邉 陽子さん 

放送大学へは編入で入学したので２年間
という在籍期間でしたが、学びの喜びや学
生特有の気分が味わえたので、とても楽し
いものとなりました。今日卒業を迎え、晴れ
て“大卒”となった事に個人的に非常に満足
しており、入学して良かったなと改めて感
じています。 

  
 
 
 
 
 

生活と福祉コース  元木  聡さん 

ご卒業おめでとうございます 
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２０２０年度第２学期面接授業 

面接授業は、空席のある科目について「面接授業追加登録」手続きで面接授業科目の登録を行うことができます。 

徳島学習センター開講分 
日 程 科 目 名 担 当 講 師 

２０２０年１０月１７日（土） 

１８日（日） 

★徳島について英語で学ぼう 
モートン 常慈 

（徳島大学教養教育院 准教授） 

★日本図の歴史 
平井 松午 

（徳島大学 名誉教授） 

２０２０年１０月２４日（土） 

２５日（日） 

★地方活性化のまちづくり 
矢部 拓也 

（徳島大学大学院 教授） 

★コミュニケーション学入門 
大橋 理枝 

（放送大学 教授） 

２０２０年１０月３１日（土） 

１１月 １日（日） 

★デジタルマップと社会 
塚本 章宏 

（徳島大学大学院 准教授） 

★建築物のしくみ 
小川 宏樹 

（徳島大学大学院 教授） 

 ２０２０年１１月 ７日（土） 

８日（日） 
歌劇｢フィデリオ｣と｢第九｣ 

石川 榮作 

（徳島学習センター 所長） 

２０２０年１１月１４日（土） 

１５日（日） 

心理学実験１ 
甲田 宗良 

（徳島大学大学院 講師） 

映像表現について 
河原崎 貴光 

（徳島大学大学院 准教授） 

２０２０年１２月 ５日（土） 

６日（日） 

豊臣秀吉の手紙を読み解く 
須藤 茂樹 

（四国大学 教授） 

身の回りの地球科学 
村田 明広 

（徳島大学 名誉教授） 

２０２０年１２月１２日（土） 

１３日（日） 

方言と社会 
峪口 有香子 

（四国大学 講師） 

文化地質学への誘い 
石田 啓祐 

（徳島大学 名誉教授） 

２０２０年１２月１９日（土） 

２０日（日） 
３点を結ぶ最短の道を考えよう 

大沼 正樹 

（徳島大学大学院 准教授） 

★印の科目は追加登録できません 

 

※新型コロナウィルス感染防止対策の対応について 

 ◎ 非接触温度計にて、検温を実施いたします。（発熱等、体調の悪い方は受講できません。） 

◎ マスクの着用・手指の消毒等をお願いします。 
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空席状況の発表                        １０月１７日（土）１２時～ 

・空席状況は学習センターにて掲示します。 

・放送大学ホームページでも公表します。 

【システム WAKABA ログイン→面接授業（第２学期）→お知らせの「空席状況のお知らせ」】 

・１０月２３日（金）１５時以降はシステム WAKABA で空席状況をリアルタイムで確認することができます。 

【システム WAKABA ログイン→教務情報→科目登録申請→空席照会→希望の科目を検索】 

 

追加登録期間   １０月２３日（金）～科目ごとの受付期限日（※）まで 

※原則として開講日の１週間前までです。（前ページの表の★印の科目は追加登録できません） 

 

申請方法 

① センター窓口での申請 

・必要なものは学生証、授業料（１科目￥5,500）、面接授業科目追加登録申請書（ＨＰでダウンロード可、

学習センターにもあります）の３点です。（空席数より希望者が多い場合、抽選） 

②郵送での申請（郵送受付は追加登録開始２日目から受付期限日の閉所時間まで必着） 

・面接授業科目追加登録申請書 

・学生証のコピー（申請書に貼付してください） 

・授業料（登録科目数×￥5,500） 

・返信用封筒（長形３号、宛名を明記し、８４円切手を貼付） 

以上４点を同封のうえ、現金書留により徳島学習センターにお送りください。 

※希望者多数の場合は窓口での申請者を優先します。登録できなかった科目の授業料は返送費用を差し引い

た金額を返金します。 

 

■追加登録方法の注意点■ 

・お電話での申請は受け付けておりません。必ず窓口か郵送での申請をお願いします。 

・追加登録は、代理人による登録も可能です。ただし、受講する本人の学生証をご持参ください。 

・郵送の場合、郵送している間に満席になることも考えられます。その場合は返金となりますので、ご了承

ください。なお、返金は、返送費用を差し引いた金額です。 

・大学院生は申請できません。また、一度単位を取った科目、日程が重複している科目も申請できません。

なお、大学院生や一般の方でも授業を聴講することができる制度として、「共修生」制度があります。試験・

レポート等の義務はありませんが、単位も付与されません。受講には条件がありますので、開講する学習セ

ンターへお問い合わせください。 
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通信指導とは      学生生活の栞 学部：p.6６～ 大学院：p.６３～ 

各学期の途中に一定の範囲から出題された課題について、その答案を大学本部に提出し、担当教員の添削

指導を受けることです。この添削結果により単位認定試験の受験資格が得られます。通信指導を提出しなけ

れば単位認定試験の受験資格が得られませんので、必ず期限内に提出してください。 

通信指導問題は、印刷教材と一緒に大学本部（千葉市）よりご自宅に送付されます。発送状況については

【システムＷＡＫＡＢＡ→教務情報→学生カルテ→教材発送情報】にて確認できます。 

通信指導問題が１１月５日（木）までに届かない場合は大学本部（ＴＥＬ：０４３－２７６－５１１１）

へお問い合わせください。 

提出期間 

【郵送】 ２０２０年１１月１７日（火）～２０２０年１２月１日（火） 本部必着 

※提出期限を過ぎたものは受理できません。なお、個別の到着確認はできませんので、郵送物が大学本部へ

到着したかを確認したい場合は、追跡確認のできる送付方法を郵便局や宅配業者にご相談のうえ、ご送付

ください。 

【Ｗｅｂ】 ２０２０年１１月１０日（火）１０：００～２０２０年１２月１日（火）１７：００ 

※利用するパソコンおよびネットワーク環境に起因するトラブルにより提出が間に合わなかった場合でも

未提出扱いとなりますので、余裕をもって提出（送信）してください。 

提出状況の確認 

【郵送】 

問題冊子の受付処理が済むとシステムＷＡＫＡＢＡの以下の画面において、通信指導の欄が随時「受理」

と表示されます。郵送での提出状況は、Ｗｅｂ通信指導の提出状況表示には反映されませんので、システム

ＷＡＫＡＢＡにてご確認ください。 

（１）教務情報→履修成績照会 

（２）教務情報→学生カルテ→単位習得状況情報 

（３）教務情報→単位認定試験時間割照会（学生用） 

目安として１２月７日（月）頃までに全ての科目が「受理」と表示されます。 

【Web】 

Ｗｅｂ通信指導のトップページ画面において、科目一覧の各科目の欄内に「提出済（送信済）」と表示され

ます。システムＷＡＫＡＢＡの上記（１）、（２）、（３）の画面は、目安として提出（送信）いただいた翌日

か翌々日に「受理」と表示されます。 

※新型コロナウィルス感染防止対策のため、視聴学習・図書室での対面によるパソコン等の操作説明はでき

かねますのでご了承ください。 
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自習型解答・解説 

通信指導の答案を期限までに提出した方には、自習型問題の解答・解説が送付されます。 

１２月２３日（水）までに届かない場合は大学本部へお問い合わせください。 

評価 

提出された答案は、当該科目の担当教員が添削指導を行い、添削結果を送付します。この結果により、当

該科目の単位認定試験の受験資格が得られます。 

添削結果返送時期：２０２０年１２月末～２０２１年１月上旬 

下記の未着期限にまでに添削結果が届かない場合は大学本部にご連絡ください。 

① 択一式科目（併用式科目の択一部分） ２０２１年１月 ８日（金） 

② 記述式科目（併用式科目の記述部分） ２０２１年１月１８日（月） 

通信指導の合否結果は添削結果と同時期に送付される「単位認定試験通知（受験票）」によって通知されま

す。合格の場合は、当該科目の試験日時など等が記載されます。未提出または不合格の場合は受験できませ

ん。なお、単位認定試験通知（受験票）は、添削結果より前に届くことがあります。 

※２０２０年度第２学期単位認定試験の実施について※ 

２０２０年度第１学期単位認定試験については、新型コロナウィルス感染症をめぐる国内状況を鑑み、代

替措置として自宅受験という方法で実施いたしましたが、２０２０年度第２学期単位認定試験についても、

新型コロナウィル感染が拡大する可能性を考慮し、代替措置による自宅受験にて実施いたします。 

１．単位認定試験期間 

２０２１年１月１３日（水）～１月２１日（木）（消印有効） 

※事前に周知していた試験日程とは異なります。配布済みの授業科目案内やシステム WAKABA の時間割

等は、変更前の日程で記載されていますので、期間をお間違えのないようご注意ください。 

２．単位認定試験実施方法 

実施方法については、２０２０年第１学期に準じた方法（自宅で答案を作成し、郵便で提出する方法です。）

にて実施する予定です。２０２０年度第２学期単位認定試験については、郵便や大学ホームページ、システ

ム WAKABA 等で順次お知らせいたしますので、必ずご確認ください。 

 なお、学籍に登録している住所が間違っている場合、単位認定試験の受験に必要な受験票や解答用紙等、

郵便物の未着や遅延が発生いたします。登録住所に誤りや変更がないか、ご確認ください。 
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① 専門分野 ②学習相談（★）の日 

 

 

 

 

所 長 

石川 榮作 徳島大学名誉教授 

①独文学 
ドイツ中世の文学作品と、ワーグナーのオペラ作

品を研究。 

②随時 

客員教授 

雄西 智惠美 甲南女子大学特任教授 

①看護学：がん看護 
がん患者のＱＯＬ向上に向けた看護に関する研

究と、高度実践看護師の育成。 

②金曜日 13：00～16：00 

客員教授 

川野 卓二 徳島大学名誉教授 

① 行動統計学 
身の回りの事象を理解するために収集したデータ

を集約する統計学。 

② 金曜日 10：00～13：00 

客員教授 

小川 宏樹 徳島大学大学院教授 

① 建築計画学 
建築物の設計に必要な、意匠、構造、環境・設

備に関する研究 

②火曜日 10：00～13：00 

客員准教授 

山田 仁子 徳島大学大学院准教授 

①英語学 
英語などの言語と人間の認知の仕組みの関係

についての研究。 

②木曜日 10：00～13：00 

客員准教授  

久米 禎子 鳴門教育大学准教授 

①臨床心理学 
箱庭、描画などイメージを用いた心理療法の実

践と研究。 

②火曜日 13：00～16：00 

客員准教授  

塚本 章宏 徳島大学大学院准教授 

① 空間情報論 
地域・歴史資料を GIS（地理情報システム）によっ

て視覚化し、空間的構造を明らかにする研究。 

② 木曜日 10：00～13：00 

★学習相談 
学習上の種々の相談（効果的な学習方法・履修科目の選択･履修計画･レポートのまとめ方

など）について、所長および客員教員が直接相談（30 分程度とします）に応じます。 

学習相談の日程は先生方のご都合により変更となる場合がありますので、相談を希望される

方はメール、電話などで事務室までお問い合わせください。なお、ゼミの時間は学習相談の時

間から除きます。 

水
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ゼ  ミ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開催日は変更になることがございます。事務室前の掲示板でご確認ください。 

 

サークル 
 

 

 

 

 

 

 

文学と映像            

石川 榮作 

第４水曜日 14：00～15：30 

文学作品を原作とした映画・演

劇・オペラ等を比較考察します。 

建築とまちづくり          

小川 宏樹 

第１火曜日 10：30～12：00 

建築物の設計や地域資源の建

築を活かしたまちづくりを学びます。 

イメージと心             

久米 禎子 

第２火曜日 14：00～15：30 

イメージからみた心のありようや自

己理解について考えていきます。 

 

ことばと人間           

山田 仁子 

第２木曜日 10：30～12：00 

英語を中心に、ことばとものの捉え

方の関係について考えます。 

 

がん看護について       

雄西 智惠美 

第３金曜日 14：00～15：30 

がん医療の高度化が著しいなか

で、看護の果たす役割を考えま

す。 

行動統計学       

川野 卓二 

第３金曜日 10：30～12：00 

データの分析・理解に役立つエク

セルを活用した統計法を学びま

す。 

空間情報論            

塚本 章宏 

第３木曜日 10：30～12：00 

地域・歴史資料を GIS（地理情報

システム）によって視覚化し、空間

的構造を明らかにすることを学びま

す。 

★受講は無料ですので、皆さんふるってご参加ください！  

★ゼミの受講を希望される方は、事務室受付カウンターにあ

る受講申込用紙に記入の上、職員に渡していただくか、

電話・メールにてお申し込みください。 

０８８-６０２-０１５１      ｔｏｋｕ－ｓｃ＠ｏｕｊ．ａｃ．ｊｐ 

■開催日  第４木曜日 

■場  所  徳島学習センター３階講義室または多目的室 

〈申し込み・問い合わせ〉 

     林（はやし）ＴＥＬ：０９０－４５０２－８１１３ 

★ ★ ★ 阿波の古を語る会  ★ ★ ★ 

水
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単位認定試験問題・回答等の公表について 
学生生活の栞【学部】P75～【大学院】P72～ 

２０１９年度第２学期・２０２０年度第１学期の単位認定試験問題（全科目）と解答（一部）又は解

答のポイント等は、下記の期限までシステム WAKABA「学内リンク」（トップページ右上）にて掲

載するとともに、学習センターの視聴学習・図書室にて公表しています。また、本部より郵送サービ

スも実施しています。 

単位認定試験問題（全科目）・解答又は解答のポイント等 

２０１９年度第２学期  公表期限：２０２１年２月１７日（水）迄 

２０２０年度第１学期  公表期限：２０２１年８月１８日（水）迄 

■閲覧・コピー希望の場合は、学生証を視聴学習・図書室の受付カウンターに 

提出後、閲覧。コピーはファイルを提示し、事務室カウンター前のプリンターをご利用くだ

さい。（有料１枚１０円です。） 

 

証明証の発行について 

各種証明書の発行を行っています。 

｢学生生活の栞｣末巻にある様式 9､10（大学院は様式 8､9）に必要事項を記入の上、 

事務手数料（1 通 200 円）を添えて、学習センター窓口までお申し込みください。 

｢諸証明書交付願｣はシステム WAKABA でもダウンロードできます。 

なお、発行までに 1～2 週間要する証明書もありますので、余裕をもって請求してください。 

■郵送による申請希望の場合は、 

①諸証明書交付願 

②現金書留または郵便定額小為替証書（1 通 200 円） 

③返信用封筒（長形 3 号型封筒に宛名明記、84 円切手を添付。2 通の場合は 94 円切手を添付。） 

以上 3 点を同封の上、学習センターまで送付してください。 

 

学生証の発行について 

学生証の交付を行っています。 

（単位認定試験受験や面接授業受講、視聴学習・図書室利用等に必要です。） 

 ■新規入学者は入学許可証をご持参ください。 

 ■学生証の有効期限が切れている方も旧学生証をご持参の上、新しい学生証と交換してください。 

 ■システム WAKABA へ顔写真の登録が終わっていない方は学生証の発行ができません。 

 ■郵送による交付申請希望は、 

  ①｢入学許可書｣のコピーまたは｢有効期限の切れた学生証｣ 

  ②返信用封筒（封筒に宛名明記、簡易書留料金分の切手を添付。） 

  ③新規入学者は本人確認のできる証明書のコピー（運転免許証等） 

 以上 2 点または 3 点を同封の上、学習センターまで送付してください。 

 なお、紛失および氏名変更等の再発行の際には｢学生証再発行｣（｢学生生活の栞｣末巻にある様式 8、

大学院は様式 7）にご記入の上、ご持参ください。再発行時のみ手数料が必要です。（1 枚 500 円） 
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『まなびの森』講演会について 
※ 要 予 約 ※ 

◎時間…13：00～15：00       ◎場所…徳島県立図書館 3 階 集会室 1 

◎定員…各２０名（開催１ヶ月前から参加申込を受け付けます。定員になり次第締め切ります。） 

※マスクを着用してご参加ください。 

      ※新型コロナウィルス感染防止のため三密に配慮して開催します。 
 
2020（令和 2 年） 
 
■１０月２４日（土） 『自転車と文化とまちづくり』 

徳島大学 理工学部長               山中 英生 
 

■１２月１９日（土） 『赤穂浪士と阿波蜂須賀家 その深い関わり 
                    -大石内蔵助のルーツは蜂須賀家政だった-』 

          とくしま学博士                  坪内  強 
 
2021（令和 3 年） 
 
■１月１６日（土）  『阿波の文化財を地球科学から観る』 
              徳島大学 名誉教授                石田 啓祐 
 
■２月１３日（土）  『蜂須賀家政と関ヶ原の戦い』 
              とくしま学博士                  郡  利明 
 
■３月１３日（土）  『戦国大名のおもてなし-将軍足利義輝の三好義興邸御成をめぐって-』 
              四国大学 教授                  須藤 茂樹 
 

 

※講演会開催日の前日までに放送大学徳島学習センターへ、電話でお申し込みください。 

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止する場合がありますので、事前にご確認ください。 

☎ ０８８－６０２－０１５１ 迄 

 

新型コロナウィルス感染拡大防止について 

学習センターご利用の際は、以下のことにご協力くださいますようお願いいたします。 

  ○咳・発熱等、体調に不安のある場合はご利用をお控えください。 

  ○『こまめな手洗い』をお願いします。 

  ○『マスクの着用』をお願いします。 

  ○『密集』『密接』とならないように間隔をあけてご利用ください。 

 

令和２年度 学生研修旅行について 

例年１０月に実施しておりました学生研修旅行は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止に
なりました。ご理解くださいますようお願いいたします。 
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視聴学習・図書室ではその年に開設されている放送授業の印刷教材がすべてそろっております。 

また面接授業の参考図書、過去１年間の単位認定試験問題も配架しております。 

ご自身のペースに合わせた学習にぜひご活用ください。 

 

利用時間について （※利用時間を当分の間短縮しています） 

火曜～金曜  １０：００～１８：００ 

土曜・日曜   ９：３０～１７：３０ 

※月曜・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）はお休み 

 

◎ご利用の際はマスクの着用、手指の消毒にご協力ください。 

◎入室の際にカウンターへ学生証をお預けください。 

◎貴重品以外、学習に必要のない手荷物はコインロッカー（100 円、使用後返金式）へお預けください。 

 

Ｗｉ－Ｆｉの利用について 

視聴学習・図書室で個人のパソコン・スマートフォン・タブレットの Wi-Fi 接続が可能です。 

・情報セキュリティ研修（システム WAKABA→放送大学自己学習サイト→情報セキュリティ研修）を受講

した後、視聴学習・図書室のカウンターへ「無線ＬＡＮ利用申請書」に必要事項を記入のうえ、提出して

ください。（申請書はカウンターにあります） 

・ご自分のＰＣ等の設定画面に、交付された「無線ＬＡＮ利用許可書」に記載されている 

ＳＳＩＤに接続し、同許可書に記載されているＩＤおよびパスワードを入力してインターネットに接続し

ます。（接続は各自で行ってください。）また、「放送大学セキュリティガイドライン」には一般的な事項と

して、「交付された初期パスワードはすぐに変更しましたか？」との記載がありますが、Wi-Fi 接続に係る

パスワードは、変更できませんのでご留意ください。 

・徳島学習センター以外の、他の学習センターでも、同じＩＤおよびパスワードを使用してインターネット

接続が可能です。（一部の学習センターを除く。） 

 

～視聴学習・図書室ご利用にあたってのご注意～ 

・学習センター図書室内の図書・ＤＶＤ・ＣＤは、室内でのみ閲覧・視聴することができます。貸し出しは

できません。貸し出しは附属図書館で一括して行いますので、カウンターへご相談ください。 

・室内では飲食、通話、録音・撮影・資料複製は固くお断りいたします。 

・携帯電話・スマートフォン・電子辞書などの電子機器は音の出ない設定に切り替えてください。 

通話はラウンジへ出てお願いします。 

・図書資料の複写をご希望の場合は「文献複写申込書」にご記入のうえ、複写したい図書資料とともにカウ

ンターへご提出ください。（複写にあたっては一部制限があります） 

・視聴の手続きは閉室の４５分前までにお願いいたします。 

− 13 −



 

12 月 1 日 （火） 第 1 学期出願受付開始（第 1 回締切 2/28）  
2 日 （水） （司書教諭）成績認定  
3 日 （木） （司書教諭）成績通知発送 

5･6 日 （土･日） 面接授業（須藤先生・村田先生）  
11 日 （金） 大学院第２次選考合否通知（博士・修士） 

12･13 日 （土･日） 面接授業（峪口先生・石田先生） 
19 日 （土） 『まなびの森』講演会 

19･20 日 （土･日） 面接授業（大沼先生） 
29 日 （火） 閉所日（年末年始） 

２０２１年１月３日（日）まで 
 

10 月 1 日 （木） 第２学期放送授業開始 
３日 （土） 大学院入試第１次選考（修士・博士）  
４日 （日） 入学者の集い １４：００〜 
５日 （月） 第 2 学期オンライン授業開始  
９日 （金） （司書教諭）単位認定試験課題提出期限 

 11 日 （日） 臨時閉所 
 17 日 （土） 面接授業空席発表 １２：００〜  

17･18 日 （土･日） 面接授業（モートン先生・平井先生） 
23 日 （金） 第２学期面接授業追加登録開始 

  （冬期）教員免許更新講習受付開始  
24 日 （土） 『まなびの森』講演会 

24･25 日 （土･日） 面接授業（矢部先生・大橋先生） 
30 日 （金） 大学院第１次選考合否通知（修士・博士）
31 日 （土） 面接授業（塚本先生・小川先生） 

   

  は閉所日です  

日 月 火 水 木 金 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 

 

  は閉所日です 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 1 日 （日） 面接授業（塚本先生・小川先生）  
3 日 （火） 閉所日（文化の日）  

7･8 日 （土･日） 面接授業（石川所⻑）  
8 日 （日） 大学院博士後期課程第２次選考（本部）  

10 日 （火） Ｗｅｂ通信指導提出期間開始（〜12/1） 
14･15 日 （土･日） 面接授業（甲田先生・河原崎先生） 

        大学院修士課程第 2 次選考（本部） 
 17 日 （火） 郵送による通信指導提出期間開始（〜12/1） 
 20 日 （金） （冬期）教員免許更新講習申込期限 
 23 日 （月） 閉所日（勤労感謝の日） 
    

  は閉所日です 
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