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リリススキキリリンンググ体体験験、、いいかかががででししたたかか？？  
徳島学習センター所⻑  

橋爪 正樹 
 
オミクロン株のコロナ禍で徳島

学習センターでのゼミやサークル
等の活動を中止せざるをえなくな

って非常に残念に思っています。それが次第に再開で
きそうな状況となってきました。再開時にはまた学習
センターを積極的にご利用ください。 
 私のゼミでも紹介していますが、現在、第 4 次産業
革命が粛々と進み、「ソサイエティ 5.0」という新しい
社会が作られようとしています。その社会では DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）化が進み、それを
支える DX 人材不足が 2020 年の世界経済会議で叫ば
れ、「リスキリング（Re-Skilling）」が一気に企業に広が
りました。リスキリングは新しいスキル（Skill）を企
業に勤めながら身につけようとするもので、新しい職
場で働くために新しいスキルを身につけようとする転
職を前提とする「リカレント」とは異なっています。 
 リスキリングは人生 100 年時代となり、働く期間が
⻑くなり 20 代までに受けた教育が役に⽴ち続けるわ
けではなく、働きながら新しい知識やスキルの獲得が
求められたことに起因しています。人生が⻑くなった
ことで離職後も含めて豊かな人生を過ごすために学習
する「生涯学習」とは目的が異なっています。 
 先日、オンライン参加した学会で企業の技術者がド
イツの会社に行った時の話を聞きました。ドイツの国
⽴大学では学費無償ということもあってか、その企業
の技術者はその会社で午前中仕事をし午後は現在の仕
事に直接は関係しないが将来必要となりそうなことを
学ぶため大学に通っていたそうです。それは日本では
考えられず、日本の将来を危惧していました。 
 今作られようとしているその新しい社会では DX 化
が職種に関係なく求められ、そのスキルを有する人材
不足から「リスキリング」は DX 化に必要なスキルの 

 

獲得やデジタル人材の育成とも捉えられています。日
本もその流れに取り残されないように 2020 年度から
小・中学校へのプログラミング教育の導入、2022 年度
から高校の科目「情報」の必修化を行い、大学に対し
ては文系・理系に関係なくデータサイエンス教育を求
めています。しかしご安心ください。放送大学ではす
でに「データサイエンス・AI 講座」を開講しそれに対
応済みです。 
 ドイツのその企業のように勤務先近くに大学があれ
ばそのようなことも可能ですが、地方では近くに多く
の大学があるわけではありません。そのため地方では
リスキリングのための教育を受けることが困難です。
それはコロナ禍で増えたオンライン教育で解決できま
すが、多くの大学で遠隔授業を減らしていることから
地方ではリスキリングの機会が得られずその教育の機
会均等の実現が危惧されます。 
 リスキリングで習得するスキルは DX だけに限りま
せん。放送大学では資格取得やキャリアアップのため
の授業科目を開講しており、それもリスキリングに該
当します。心理学関係科目ではこの新しい社会で生き
ていく上での知識やスキルを獲得することにもなり、
放送大学はリスキリングの場を既に提供しています。 
 次の新しい社会では教育分野でも DX 化が進みその
社会で教育を受ける上で新たなスキルの習得が必要と
なるでしょう。今回、放送大学では初めて単位認定試
験をウエブで行いました。今まで紙ベースだった試験
がウエブ試験に変わり、慣れないことでさぞかし⼾惑
ったことかと思いますが、全国で約 18 万科目の受験
が今回行われました。受験した人はその DX スキルを
今回習得したことになり、今、企業でやろうとしてい
るリスキリングを体験したことになります。そのスキ
ルの習得に事前体験会の開催や電話相談等で学習セン
ターも総動員で協力させて頂きましたが、いかがでし
たか？ 新しい社会で豊かな人生を過ごす上でも今後
もリスキリングが必要となると思われますが、そこで
今回の体験が活かされれば幸いです。 

徳島学習センター



 

ごご卒卒業業おおめめででととううごござざいいまますす 

 

２０２２年度第１学期、徳島学習センターから１１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。 

 

  

卒卒業業生生ののごご紹紹介介 

＜教養学部＞ 

☆生活と福祉☆ 飯田 美幸さん 庄島 夏子さん  

☆心理と教育☆ 坂本 香純さん 武内 景子さん 三浦 康英さん 

☆自然と環境☆ 川西 利彦さん 山口 哲男さん  

   他４名 

※五十音順。掲載を希望されなかった方、回答の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 ～ 

 

２０２２年９月２５日 徳島学習センターにて 

 

～～卒卒業業生生のの皆皆様様かかららメメッッセセーージジををいいたただだききままししたた～～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「放放送送大大学学名名誉誉学学生生」」のの称称号号付付与与おおめめででととううごござざいいまますす！！！！ 

自然と環境コースの川西利彦さんに放送大学名誉学生の称号が付与されました。 

また、長年の努力を称え卒業証書・学位記授与式において所長表彰を授与しました。 

 

 

卒業を目指して入学しました。今その達成感を味わっています。仲間というかグループで

励まし合うことが大切だと痛感します。積極的にグループづくりをすることでより多くの

人が学びの喜びを感じ、モチベーションも上がると思います。是非グループづくりに橋渡

しを作っていただきたいと思います。面接授業は楽しい思い出が多かったです。 

心理と教育コース 三浦 康英 

人間と文化コースに続いて、２回目の卒業ができました。自然史博物館に関係したいと思

っているので、数学・物理・化学の科目に一生けん命に取り組み、単位取得はできました。

ところが試験が終了すると、かなりの事が残っていない年齢となってきました。しかし生

涯学習を続ける熱意はまだまだあります。次は社会と産業コースに挑戦していきますので、

みなさん今後ともよろしくお願いいたします。 

自然と環境コース 山口 哲男 

今回、自然と環境コースを卒業することが出来ました。そして、６コース全卒業をするこ

ととなりました。２００１年４月入学から約２０年。認定心理士や社会福祉主事などの資

格取得、面白そうな面接授業受講の県外遠征、楽しい放送大学生生活でした。来学期から

も、放送大学科目履修生として学びを継続するとともに、大学就職支援（ジョブカフェと

くしま）の仕事に取り組みます。 

自然と環境コース 川西 利彦 
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２２００２２22 年年度度第第２２学学期期面面接接授授業業  

空席のある科目については「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。 

徳徳島島学学習習セセンンタターー開開講講一一覧覧  

★印の科目は追加登録できません 

日 程 科 目 名 担 当 講 師 

１０月１5 日（土） 

１6 日（日） 
★知的なモノを作る技術 

安野 卓 

（徳島大学大学院教授） 

１０月２2 日（土） 

２3 日（日） 

★石取りゲームの数理 
片山 真一 

（徳島大学名誉教授） 

★健康な明日のためのリテラシー 
奥田 紀久子 

（徳島大学大学院教授） 

１０月 29 日（土） 

３0 日（日） 

★心理学実験 1 
甲田 宗良 

（徳島大学大学院講師） 

地方創生と地方自治 
小田切 康彦 

（徳島大学大学院准教授） 

１１月 5 日（土） 

 6 日（日） 

心理学統計法入門-推測統計編- 
川野 卓二 

（徳島大学名誉教授） 

視覚とディスプレイ 
水科 晴樹 

（徳島大学大学院講師） 

１１月１2 日（土） 

１3 日（日） 

考えながら学ぶ英語 
内山 八郎 

（徳島大学大学院准教授） 

★心理学実験 2 
高原 光恵 

（鳴門教育大学大学院准教授） 

１１月 19 日（土） 

２0 日（日） 
ドイツ歌曲を楽しむ 

石川 榮作 

（徳島大学名誉教授） 

１１月 26 日（土） 

２7 日（日） 
★デジタルメディアと社会 

青木 久美子 

（放送大学教授） 

１２月 3 日（土） 

4 日（日） 
認知症と寝たきり予防 

南川 貴子 

（徳島文理大学教授） 

１２月１0 日（土） 

１1 日（日） 
文化資源が語る地球の歴史と環境 

石田 啓祐 

（徳島大学名誉教授） 

 

※「瀬戸内海地域とことば」は閉講になりました。 

  

  

  

  

空空席席状状況況のの発発表表                                                １１００月月１１５５日日（（土土））１１２２時時～～  

・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２0 日（木）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】 

 

追追加加登登録録期期間間      １１００月月２２00 日日（（木木））～～科科目目ごごととのの受受付付期期限限日日（（※※））ままでで  

※原則、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） 

 

申申請請方方法法  

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は抽選を行います） 

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の必着のこと） 

・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、現現金金書書留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。必ず窓窓口口か郵郵送送での申請をお願いします。 

・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。 

・２０２２年度第 2 学期の面接授業は、全国の学習センター等で開講を予定していますが、新型コロナウイ

ルス感染症対策として、越境受講禁止などの措置をとる可能性があります。追加登録の申請をする際は、放

送大学のホームページやシステム WAKABA でのお知らせ、または各学習センターへ事前にお問い合わせ

ください。 

− 4 −



 

２２００２２22 年年度度第第２２学学期期面面接接授授業業  

空席のある科目については「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。 

徳徳島島学学習習セセンンタターー開開講講一一覧覧  

★印の科目は追加登録できません 

日 程 科 目 名 担 当 講 師 

１０月１5 日（土） 

１6 日（日） 
★知的なモノを作る技術 

安野 卓 

（徳島大学大学院教授） 

１０月２2 日（土） 

２3 日（日） 

★石取りゲームの数理 
片山 真一 

（徳島大学名誉教授） 

★健康な明日のためのリテラシー 
奥田 紀久子 

（徳島大学大学院教授） 

１０月 29 日（土） 

３0 日（日） 

★心理学実験 1 
甲田 宗良 

（徳島大学大学院講師） 

地方創生と地方自治 
小田切 康彦 

（徳島大学大学院准教授） 

１１月 5 日（土） 

 6 日（日） 

心理学統計法入門-推測統計編- 
川野 卓二 

（徳島大学名誉教授） 

視覚とディスプレイ 
水科 晴樹 

（徳島大学大学院講師） 

１１月１2 日（土） 

１3 日（日） 

考えながら学ぶ英語 
内山 八郎 

（徳島大学大学院准教授） 

★心理学実験 2 
高原 光恵 

（鳴門教育大学大学院准教授） 

１１月 19 日（土） 

２0 日（日） 
ドイツ歌曲を楽しむ 

石川 榮作 

（徳島大学名誉教授） 

１１月 26 日（土） 

２7 日（日） 
★デジタルメディアと社会 

青木 久美子 

（放送大学教授） 

１２月 3 日（土） 

4 日（日） 
認知症と寝たきり予防 

南川 貴子 

（徳島文理大学教授） 

１２月１0 日（土） 

１1 日（日） 
文化資源が語る地球の歴史と環境 

石田 啓祐 

（徳島大学名誉教授） 

 

※「瀬戸内海地域とことば」は閉講になりました。 

  

  

  

  

空空席席状状況況のの発発表表                                                １１００月月１１５５日日（（土土））１１２２時時～～  

・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２0 日（木）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】 

 

追追加加登登録録期期間間      １１００月月２２00 日日（（木木））～～科科目目ごごととのの受受付付期期限限日日（（※※））ままでで  

※原則、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） 

 

申申請請方方法法  

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は抽選を行います） 

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の必着のこと） 

・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、現現金金書書留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。必ず窓窓口口か郵郵送送での申請をお願いします。 

・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。 

・２０２２年度第 2 学期の面接授業は、全国の学習センター等で開講を予定していますが、新型コロナウイ

ルス感染症対策として、越境受講禁止などの措置をとる可能性があります。追加登録の申請をする際は、放

送大学のホームページやシステム WAKABA でのお知らせ、または各学習センターへ事前にお問い合わせ

ください。 

− 5 −



 

通通信信指指導導                学学生生生生活活のの栞栞  学学部部：：pp..66４４～～  大大学学院院：：pp..６６３３～～  

各学期の途中に一定の範囲から出題される通信指導には、問題の形式として択一式、記述式、併用式があり

ます。通信指導問題は提出期間内に大学本部に提出してください。提出した通信指導は担当教員の添削指導

を受け、後日添削結果を送付します。通信指導に合格すると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より自宅に送付されます（一部の科目については別に送付する

場合があります）。 

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４日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。 

提提出出期期間間  

【【郵郵送送】】  ２２００２２２２年年１１１１月月１１５５日日（（火火））～～１１１１月月２２９９日日（（火火））必必着着  

※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、追跡確認のできる方法で送付してください。 

【【ＷＷｅｅｂｂ】】  ２２００２２２２年年１１１１月月８８日日（（火火））１１００：：００００～～１１１１月月２２９９日日（（火火））１１７７：：００００  

※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。 

提提出出状状況況のの確確認認  

【【郵郵送送】】  

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、通信指導の欄が順次「受理」

と表示されます。 

（１）教務情報→履修成績照会 

（２）教務情報→学生カルテ→単位修得状況情報 

（３）教務情報→単位認定試験時間割照会（学生用） 

提出期限までに提出した場合、目安として１２月５日頃までにすべての科目が 

「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欄には反映されませんので、

システム WAKABA で確認してください。 

【【WWeebb】】  

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。  

 
①専門分野 ②学習相談（★）の日 

所所  長長  

橋橋爪爪  正正樹樹 徳島大学名誉教授 

 

①電電子子回回路路工工学学 
 スマートフォンのような電子機器の心臓部であ

るエレクトロニクス回路の新たな高信頼化法を

研究 

②随時 

 

 
客客員員教教授授  

石石川川  榮榮作作  徳島大学名誉教授 

 

①ドドイイツツ中中世世文文学学  
 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第２水曜日 13：00～16：00 

 

客客員員教教授授  

川川野野  卓卓二二  徳島大学名誉教授 

 

①行行動動統統計計学学  
 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火曜日 13：00～16：00 

 

 
客客員員教教授授  

小小川川  宏宏樹樹  徳島大学大学院教授 

 

①建建築築計計画画学学  
 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 

 

客客員員教教授授  

山山下下  留留理理子子  徳島大学大学院特任教授 

 

①在在宅宅看看護護論論・・公公衆衆衛衛生生看看護護学学・・災災害害看看護護学学  
 地域で生活をしているさまざまな健康レベルの

個人・家族・集団を対象とした看護の研究 

 

②第２・４火曜日 13：00～16：00 

 

 
客客員員准准教教授授  

山山内内  暁暁彦彦  徳島大学大学院准教授 

 

①英英米米文文学学  
 イギリスやアメリカの文学作品における風刺や

ユーモアの研究 

 

②金曜日 10：00～11：30 

 

客客員員准准教教授授  

塚塚本本  章章宏宏  徳島大学大学院准教授 

 

①空空間間情情報報論論  
 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 

 

 
客客員員准准教教授授  

川川西西  智智也也  鳴門教育大学大学院准教授 

 

①臨臨床床心心理理学学  
 老年臨床心理学やコミュニティ・アプローチの

研究 

 

②第２・４金曜日 10：00～13：00 

 

 

 

 

★学習相談 
学習上の相談（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に応じます。（30 分程度とします） 

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

方は窓口、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。 
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※中止や変更の場合は事務室前の掲示板および学習センターHP でお知らせいたします。   

身身のの回回りりににああるるエエレレククトトロロニニククススのの世世界界    

橋橋爪爪  正正樹樹  

第第１１木木曜曜日日  1144：：0000～～1155：：3300  

身の回りにある電子機器を動かしているエ

レクトロニクスを紹介し、その世界を味わ

います。 

建建築築ととままちちづづくくりり  

小小川川  宏宏樹樹  

第第１１火火曜曜日日  1100：：3300～～1122：：0000  

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。                          

古古今今東東西西のの風風刺刺文文学学  

山山内内  暁暁彦彦  

第第２２金金曜曜日日  1100：：0000～～1111：：3300  

古今東西の文学作品における風刺やユーモ

アについて学びます。                        

暮暮ららししをを支支ええるる看看護護学学  

山山下下  留留理理子子  

第第２２火火曜曜日日  1144：：0000～～1155：：3300  

暮らしの場において質の高い生活を主体的

に継続する看護、災害・感染症などの危機

に備えた看護の役割について学びます。              

ベベーートトーーヴヴェェンンのの生生涯涯とと作作品品        

石石川川  榮榮作作  

第第２２水水曜曜日日  1144：：0000～～1155：：3300  

ベートーヴェンの生涯を辿りながら、名曲

の数々を鑑賞します。 

行行動動統統計計学学              

川川野野  卓卓二二  

第第３３火火曜曜日日  1144：：0000～～1155：：3300  

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。 

 

ココミミュュニニテティィののななかかででのの心心理理支支援援            

川川西西  智智也也  

第第４４金金曜曜日日  1100：：3300～～1122：：0000  

学校、児童養護施設、高齢者施設、自助グル

ープなど、様々なコミュニティのなかでの

心理支援について学びます。 

★受講は無料です。  

★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。 

     TTEELL：：００８８８８－－６６００２２－－００１１５５１１      MMAAIILL：：ttookkuu--sscc@@oouujj..aacc..jjpp  

空空間間情情報報論論                            

塚塚本本  章章宏宏  

第第３３木木曜曜日日  1100：：3300～～1122：：0000  

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。                        

単単位位認認定定試試験験問問題題・・回回答答等等のの公公表表ににつついいてて  
学学生生生生活活のの栞栞【【学学部部】】PP77６６～～【【大大学学院院】】PP77４４～～  

２０２１年度第２学期・２０２２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、下記の期限までシシスステテムム WWAAKKAABBAA「「学学内内リリンンクク」」（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 

２０２１年度第２学期  公表期限：２０２３年２月１６日迄 

２０２２年度第１学期  公表期限：２０２３年８月１８日迄 

■試験問題を閲覧する場合は、学生証を図書室の受付カウンターに提出後、閲覧したいファイル

を提示してください。 

 

証証明明書書のの発発行行ににつついいてて  

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。 

■郵送による発行の場合は、｢諸証明交付願｣に所要事項を記入の上、手数料 1 通につき 200 円

（現金書留または定額小為替）と返信用封筒に切手貼付・住所・宛名明記（封筒規格は長３以上）

したものを同封してください。 

 

学学生生証証のの発発行行ににつついいてて  

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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『『ままななびびのの森森』』講講演演会会ににつついいてて                    ※※  要要  予予  約約  ※※  

◎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。 
 
202２（令和４年） 
 

■１０月１５日（土） コオロギが地球を救う 

徳島大学名誉教授            野地 澄晴 
 

■１１月１９日（土） 最後の藩主の華麗なる転身 
           -近代日本の礎を築いた蜂須賀茂韶のバランス感覚- 

              徳島大学生物資源産業学部准教授    佐藤 征弥 
 

■１２月１７日（土） 環境にやさしい有機合成 
-｢ごみ｣をださない有機化合物のつくりかた- 

          徳島大学理工学部教授          今田 泰嗣 
 
202３（令和５年） 
 

■１月２８日（土）  ｢四国防災八十八話マップ」での災害伝承の取り組み 
              徳島大学環境防災研究センター助教    松重 摩耶 
 

■２月１８日（土）  人口の変化からみる徳島の未来 

              徳島文理大学総合政策学部教授      水ノ上智邦 
 

■３月１８日（土）  戦国時代を駆けぬけた阿波の武将 下克上の梟雄 松永久秀 
              とくしま学博士             亀山 隆雄 

 

※※講講演演会会開開催催日日のの前前日日ままででにに徳徳島島学学習習セセンンタターーへへ電電話話ででおお申申しし込込みみくくだだささいい。。  

※※都都合合にによよりり中中止止すするる場場合合ががあありりまますすののでで、、事事前前ににごご確確認認くくだだささいい。。  

☎☎  ００８８８８－－６６００２２－－００１１５５１１  迄迄 

新新型型ココロロナナウウィィルルスス感感染染拡拡大大防防止止ににつついいてて  

全国的に新型コロナウィルスの感染者が増加しています。感染拡大を防ぐためには一人ひとり

が感染予防対策を意識し、慎重な行動をすることが大切です。安心して学習センターご利用いた

だくためにも、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。 

○風邪の症状（発熱・頭痛・咳・のどの痛み）がある方、嗅覚・味覚に異常を感じるなど、
体調に不安のある場合は来所をご遠慮ください。 

 ○マスクの着用、手洗い、手指の消毒など、感染予防対策をお願いします。 

 ○『密集』『密接』とならないように、間隔をあけて利用してください。 

○講義室やラウンジでのお食事はご遠慮ください。 

 

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、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。 

 

視視聴聴学学習習・・図図書書室室のの利利用用時時間間ににつついいてて  

火火曜曜～～金金曜曜    １１００：：００００～～１１８８：：００００  

土土曜曜・・日日曜曜      ９９：：３３００～～１１７７：：３３００  

※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。 

 

ＷＷｉｉ－－ＦＦｉｉのの利利用用ににつついいてて  

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、小テストに合格すると発行される「修了証」をプリントしたものと、必要事項を記入した「無線

ＬＡＮ利用申請書」を、図書室カウンターへ提出してください。無線 LAN 利用申請書は図書室カウンタ

ーにあります。 ※「修了証」の提示がない場合は、申請を受付できません。 

・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。） 

 

～～視視聴聴学学習習・・図図書書室室ごご利利用用ににああたたっっててののごご注注意意～～  

・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。 
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視視聴聴学学習習・・図図書書室室のの利利用用時時間間ににつついいてて  

火火曜曜～～金金曜曜    １１００：：００００～～１１８８：：００００  

土土曜曜・・日日曜曜      ９９：：３３００～～１１７７：：３３００  

※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。 

 

ＷＷｉｉ－－ＦＦｉｉのの利利用用ににつついいてて  

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、小テストに合格すると発行される「修了証」をプリントしたものと、必要事項を記入した「無線

ＬＡＮ利用申請書」を、図書室カウンターへ提出してください。無線 LAN 利用申請書は図書室カウンタ

ーにあります。 ※「修了証」の提示がない場合は、申請を受付できません。 

・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。） 

 

～～視視聴聴学学習習・・図図書書室室ごご利利用用ににああたたっっててののごご注注意意～～  

・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。 
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12 月 1 日 （木） 成績通知発送（司書） 
3・4 日 （土･日） 面接授業（南川先生） 

10・11 日 （土･日） 面接授業（石田先生） 
 16 日 （金） 大学院第２次選考合否通知（博士・修士） 

17 日 （土） 『まなびの森』講演会 
17・18 日 （土･日） 面接授業（峪口先生） 

29 日〜 （木）〜 閉所日（年末年始） 
２０２3 年１月３日（火）まで 

 

10 月 1 日 （土） 第２学期放送授業開始 
   大学院入試第１次選考（修士・博士）  

２日 （日） 入学者の集い 14:00〜 
５日 （水） 第 2 学期オンライン授業開始 

 ７日 （金） 単位認定試験課題提出期限（司書） 
 10 日 （月） 閉所日（スポーツの日） 

15 日 （土） 第２学期面接授業空席発表 
  『まなびの森』講演会 

15・16 日 （土･日） 面接授業（安野先生） 
20 日 （木） 第２学期面接授業追加登録開始 

22・23 日 （土･日） 面接授業（片山先生・奥田先生） 
28 日 （金） 大学院第１次選考合否通知（修士・博士） 

29・.30 日 （土･日） 面接授業（甲田先生・小田切先生） 
   

 

  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 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 3 日 （木） 閉所日（文化の日） 
5・6 日 （土･日） 面接授業（川野先生・水科先生）  

8 日 （火） （Ｗｅｂ）通信指導提出期間開始（〜11/29） 
12・13 日 （土･日） 面接授業（内山先生・高原先生） 

        大学院修士課程第 2 次選考（本部） 
 15 日 （火） （郵送）通信指導提出期間開始（〜11/29） 

19 日 （土） 『まなびの森』講演会 
19・20 日 （土･日） 面接授業（石川先生） 

 23 日 （水） 閉所日（勤労感謝の日） 
 25 日 （金） 第 1 学期出願受付開始予定（第 1 回締切 2/28） 

26・27 日 （土･日） 面接授業（⻘木先生） 
 29 日 （火） 通信指導提出期限（Web は 17 時締切） 
 30 日 （水） 成績認定（司書） 

  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    
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