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山形学習センターの利用について

　センターを利用できる方　
○　本学の学生
○　学習センター所長が特に認めた者

　主な業務　
⑴　放送教材（DVD・CD）及びインターネットによる視聴学習
⑵　単位認定試験の実施
⑶　面接授業の実施
⑷　学生の学修上の各種の相談及び指導
⑸　図書及び各種辞典等の配置
⑹　証明書などの発行
⑺　その他学生の福利厚生

　利用時間　

毎月曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日～１月３日）及び所長が
特に必要と認めた日（平成30年度は、８月３日・８月７日・２月１日・２月３日）

図書・視聴室利用時間開所時間曜　　日期　　間

10：30～18：3010：00～18：30火　～　金通常期間
（下記以外の開所日） ９：30～17：30９：00～17：30土　～　日

９：00～18：45９：00～19：00期　間　中
単位認定試験期間中
（７月27日～８月５日）
（１月23日～２月２日）

閉所日
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施設の案内

　事務室　
　各種証明書（学生証及び諸証明書）の発行及び学修相談の受付などを行っていま
す。

　学生控室　（生涯学習・文化情報提供コーナー）　
憩いの場として利用できます。自動給茶機が設置してありますので、休憩や食事等にご

利用ください。室内の掲示板は学習センターからの諸連絡と学生同士の連絡用です。
また、新聞、雑誌等も置いてありますので、自由にご覧ください。

　講義室　
40名定員で面接授業や単位認定試験などを行います。最新のマルチメディアに対
応した授業ができるよう視聴覚システムが整備されています。

　101教室　
40名定員で面接授業や単位認定試験などを行います。 
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　図書・視聴室　
放送教材の視聴及び学生用パソコン・タブレットの利用ができます。
また、図書の閲覧ができ、貸出も行っています。
・視聴ブース

約30のブースがあり、放送教材の視聴ができます。 
・図書閲覧机

図書・印刷教材の閲覧のほか、自習机としても利用できます。
・学生用パソコン・タブレット

キャンパスネットワークシステムの端末機として、メール、インターネットな
どが使え、学習上の質問などにも利用できます。

・蔵書検索（ＯＰＡＣ）用端末機
本部図書館等の蔵書・検索をはじめ、貸出の予約や複写依頼等ができます。

〈施設利用上の注意事項〉
◆学　生　証 学生証は、必ず携行してください。
◆主な駐車場　　自家用車で来所する方は有料駐車場を利用してください。（学習セン

ター利用による駐車料金の割引等はありません。）

料　　　　　　金場　　　所図番号

30分210円　以後30分毎100円
24時間まで1,230円

霞城セントラル内
駐車場

①

30分200円　以後30分毎100円
最大料金　当日24時まで
500円（月～金）　800円（土・日・祝）

タイムズ山形駅西口②

30分200円　以後30分毎100円
24時間まで1,200円

山形駅
東口交通センター

③

昼間　7：00～20：00
60分100円　（昼間最大600円）

24h 山形駅西口
駐車場

④

30分を超え1時間まで400円
以後20分毎100円　30分以内は無料

山形駅西口駅前
広場駐車場

⑤

60分200円　以後60分毎100円
１日（24時間まで）最大1,000円

山形駅西
花笠パーキング

⑥

※駐車場の位置について、最後のページの山形学習センター案内図に
番号（①～⑥）により表示しています。
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図書・視聴室の利用について

＜図書・視聴室でできること＞
・放送教材（DVD・CD）による視聴学習（大学院は、2017年度分まで配架）
・無線LANを利用した、インターネットによる視聴学習
・図書の閲覧・貸出
・自主学習
・学生パソコンの利用（単位認定試験期間中は不可）
・過去１年間の試験問題、解答、解答のポイント等の閲覧
・今年度開講している放送授業の印刷教材の閲覧
・文献複写（過去の試験問題、解答は不可）

＜入室に際して＞
・入室の際は、必ず受付カウンターに学生証を預けてください。
・放送教材の視聴を希望の場合は、貸出カードへ記入のうえご利用ください。
・席は自由です。他の学生の迷惑にならないよう、私語やグループ学習は控えてくだ
さい。

・長時間席を離れる場合は、座席は空け、放送教材を返却してください。
・携帯電話は、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
・飲食物や個人のパソコンの持ち込みはできません。学生控室をご利用ください。
・コインロッカー（当日限り利用可）がありますので、ご利用ください。（使用後に100
円が戻ります）

・臨時閉室や利用時間の変更等がある場合は、センター内掲示、HP等でお知らせしま
す。

＜室外貸出停止期間について＞
・単位認定試験開始の10日前から単位認定試験期間中は、センター内の図書は室外貸
出停止になります。

　（室内での閲覧はできます。）

＜お盆の時期と年度末の閉室について＞
・お盆の時期（８月中旬）に５日程度、年度末（３月下旬）に10日程度、図書・視聴
室は閉室します。

　（閉室中は、すべてのご利用ができません。）
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＜インターネットを通しての放送授業の視聴＞
　放送大学では、情報通信環境の変化等に対応するため、放送教材の視聴について、
DVD・CDによる視聴から、インターネット視聴用のパソコンやタブレットを利用し
た視聴に順次切り替えていく予定です。

＜図書・視聴室内での学習方法について＞
・図書・視聴室には、学部は2018年度まで、大学院は2017年度までの開講中の放送授
業のDVD・CDが全回分備えてあります。室内の視聴ブースで視聴することができ
ます。

・無線LANの通信環境を利用した、インターネットでのタブレット視聴もできます。
　（詳しくは、窓口にてご確認ください。）

＜放送教材（DVD・CD）の利用手順＞

＊始めに、学生証をカウンターへご提出ください。
①　放送教材（DVD・CD）を貸出の場合は、学期の最初の貸出の際、「貸出カー
ド」を作成する。

②　「貸出カード」に、貸出内容を記入する。
③　「早見表」の番号を見て、棚から放送教材を取り出す。
④　・ヘッドフォン「貸出用」を持って、空いているブースで視聴する。
⑤　・視聴後は、ヘッドフォンは「返却用」の箱に、放送教材はカウンターに返

却する。
・学生証を受け取る。

＜注意事項＞
・放送授業のCD・DVDの読み取り部分に汚れ、指紋、傷などにより再生時に映像が
出ない、画面が乱れるなどの不具合が発生することがあります。教材は皆さんで使
うものですので大切に取り扱ってください。

無線LAN・放送教材の利用について
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　BS放送が受信できない又はインターネット環境がない等、ご家庭等に放送授業を視聴する環境がない場合でも、放送教材
（DVD・CD）を郵送にて大学本部からご自宅に取り寄せることができます。
１　貸出しできる放送教材
⑴　学期の初めから単位認定試験期間終了まで ⑵　単位認定試験期間の翌日からその学期終了まで
・履修している科目 ・全ての科目
・再試験を受験する科目 ・特別講義
・特別講義

２　貸出し期間・貸出数
・９日間、３巻以内。
※上記の日数には、放送大学本部からの発送日及び返却到着日を含みます。

３　貸出方法
　放送教材貸出し申込書を「郵送」又は「FAX」してください。「インターネット」による申込みもできます。なお、お
電話での申込みは、一切受け付けません。放送大学本部からの郵送方法は第四種郵便のみとし、送料は往復分とも申込者（学
生）負担となります。

４　放送教材の郵送貸出し申込みから返却までのながれ

ａ　申込みに必要なもの
ⅰ）放送教材郵送貸出申込書（※申込書は、「学生生活の栞」の巻末の様式をA５に拡大コピー又はシステムWAKABA
「キャンパスライフ→各種届出・申請様式」からダウンロードしてください。）

ⅱ）送料分の切手（※郵便料金は料金表を参照してください。）
・郵送申込みの場合：申込書と一緒に切手を貼付してください。
・FAX申込みの場合：放送教材返送時に切手を同封してください。
・インターネット申込みの場合：放送教材返送時に切手を同封してください。

ｂ　放送大学本部：学習センター支援室　放送教材郵送貸出担当　から放送教材を発送
※申込受付順に放送教材を確認して発送します。
※正午以降に受付けた場合は、翌発送日の取扱いとなります。

ｃ　視聴後、放送大学本部：学習センター支援室　放送教材郵送貸出担当　へ返送
・郵送された際に同封されていた申込書のコピーも放送教材と一緒に返送してください。
・新たに放送教材貸出しの申込みを行う場合は、新規に貸出申込書を作成し、送料分の切手を貼付してください。

【料金表】以下の表で料金を確認してください
◎第四種郵便（通信教育用）料金の目安
　DVD・CD　共通　　１～２枚：25円、３枚：35円

※速達による郵送を希望する場合には、料金280円（１～２枚まで）又は380円（３枚まで）の切手を追加し、郵送又は
FAXによる申込の場合には申込書の「速達希望」の「有」にマルを付けてください。
インターネットによる申込みの場合には、第１希望の科目名の後に「速達希望」と入力してください。

＜注意事項＞
・発送作業は平日に行います（土・日・祝休日及び年末年始は発送しません。）。
・貸出しした放送教材が返却されない場合や、教材の破損・紛失・料金不足などがあった場合は、貸出し禁止となることが
ありますのでご留意ください。
・送料分の切手と実際の郵送料に差額が多く発生した場合でも返金はできません。
例）３巻借りる予定で、第四種郵便料金35円の切手を貼付した申込書に、「希望教材のうち、１巻でも構わないので借りる。」
が選択されていた場合、結果的に２巻以下の貸出しであれば25円の送料で済みますが、10円は返送されず35円の切手で
発送されます。

・貸出し放送教材の複製及び第三者への貸与はできません。
・返送期限日までに必ず郵送で返却してください。
・郵送申込みを第四種郵便で行う場合は、封筒のサイズを「最小（縦14㎝・横９㎝）～最大（縦60㎝・縦と横と厚さの合計
90㎝）に収め」、「封筒ののりしろ部分を３分の１程度切り取り」、「通信教育」と表示することで、100g以内15円となりま
す。
５　申込み宛先
⑴　郵送による申込み ⑵　FAXによる申込み
〒261－8586 　　FAX番号　043－298－4510
千葉市美浜区若葉２－11
放送大学　学習センター支援室　放送教材郵送貸出担当 ⑶　インターネットによる申込み
電話番号　043－276－5111（総合受付） 　　http://www.ouj.ac.jp/hp/BorrowDVD_v01/

放送教材（DVD・CD）の郵送貸出しによる学習について

～400g～300g100～200g
45円35円25円
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＜図書資料の室内閲覧＞
　図書は開架方式を採用しており、書架から図書資料を自由に取り出して閲覧できます。
　閲覧終了後は、元の場所に戻してください。
＜図書資料の室外貸出・返却＞
　貸　出（室外）　
・室外貸出の場合は、受付カウンターにある「図書貸出申込書」に記入し、図書と
学生証をご提出ください。

・返却期限を過ぎておらず、予約者がいない場合は、窓口又はOPACによる手続き
の日から14日間、１回に限って延長できます。
　返　　　　 却　
・貸出を受けた図書は、必ず期限内に返却してください。
・返却は、代理の方、郵送、宅配便でも可能です。
・延滞した場合は、どの学習センターからも新規の図書の貸出サービスを受けられ
なくなります。

＜一般図書貸出について＞

＜図書の取寄せについて＞
　放送大学附属図書館（本部図書館）や、全国の学習センターに所蔵されている図書
資料を取り寄せることができます。
　ご利用は、OPAC（蔵書検索システム）で検索し、自分でパソコンから予約を入れ
るか、図書受付に申込書を提出してください。後日、当センターに資料が届きますの
で、予約有効期限内に来室の上、図書カウンターで貸出手続きをしてください。
＜注意事項＞
　「禁帯出」資料である、辞典・年鑑等の参考図書や雑誌、センター内所蔵の印刷教材
は、センター図書・視聴室内の利用のみとなり、室外貸出はできません。
＜OPAC（蔵書検索システム）について＞
　OPACでは、蔵書検索、取寄せ、貸出期間延長手続き、文献複写の申込（有料）等
ができます。
　自宅でOPAC検索・予約をする場合は、放送大学のHPの中の「放送大学附属図書
館」からOPACシステムを利用してください。（ログインID・パスワードは、キャンパ
スネットワーク利用時と同じものです。）
＊詳しくは、放送大学付属図書館HPや「リブナビ」をご覧ください。

本部図書館所蔵学習センター所蔵

５冊まで４冊まで
（卒研履修者は６冊まで）学部生

10冊まで６冊まで大学院生（修士）
20冊まで６冊まで大学院生（博士）

31日貸出利用期間

図書の利用について
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　置賜、最上、庄内地域に在住する学生の学習支援に資するため、各施設のご協力を
得て、放送教材の貸出をしています。室内で放送教材を視聴することもできます。自
宅等で学習している方も、時には場所と気分を変えて視聴・学習にご利用ください。
＜施設ご利用について＞

＜案内図＞

致道ライブラリー東 北 公 益 文 科 大 学
図書館（メディアセンター）新 庄 市 立 図 書 館山 形 大 学 工 学 部

図 書 館施 設 名

〒997－0035
鶴岡市馬場町14－1
電話：0235－29－0810

〒998－8580
酒田市飯森山3－5－1
電話：0234－41－1177

〒996－0071
新庄市小田島町4－21
電話：0233－22－2189

〒992－8510
米沢市城南4－3－16
電話：0238－26－3019

住 所 等

月曜～金曜：８：45～18：00
土曜　　　：８：45～15：00
第1・第3日曜：13：00～18：00

月曜～金曜　　　：９：00～20：00
土曜・日曜・祝日：９：00～16：30

火曜～金曜　　　：９：00～19：00
土曜・日曜・祝日：９：00～17：00

月曜～金曜：８：45～22：00
土曜　　　：９：00～17：00
日曜・祝日：13：00～17：00利 用 時 間

その他臨時休館等は、各施設でご確認ください。
各施設の規則を守り、職員の指示に従ってご利用ください。利用にあたって

利用者カード（300円負担）を作成してください。利用証の発行を受けてください。初回手続き
可可可可室 内 視 聴

室外貸出を受ける場合は、放送教材、学生証、「放送教材貸出申込書」をカウンターに提示してください。

室 外 貸 出
返却は、必ずカウンターに返却してください。（郵送や宅配での返却はできません）
本数・期間：３本まで・１週間以内
＊単位認定試験前の貸出停止期間は設けていません。

20科目前後30科目前後40科目前後60科目前後
科 目 数 スペースの関係で一部の科目の配架となります。

　（山形学習センターHP又は各施設で掲示・配布の配架科目表でご確認ください。）
※山形大学工学部図書館は現在改修中で、再視聴施設も閉室となっています。平成30年９月頃リニューアルオープン予定です。

センター外再視聴施設の利用について
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インターネットの利用・オンライン授業について

【お知らせ】　この度、放送大学における教務情報システム（システムWAKABA）に
つきまして、全面リニューアルいたします。
　新しいシステムWAKABAでは、キャンパスネットーワークホームペー
ジを廃止、統合し利便性の向上を図りました。是非ご活用ください。
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教務情報システム（システムWAKABA）について

オンライン授業について

　全ての学習をインターネット上で行います。学習センターで講義や試験を受ける必
要はありません、場所や時間に縛られないため、遠隔地にお住まいの方や、職業をお
持ちの方にも履修しやすい授業形態です。（一部科目は単位認定試験を行います）詳細
は「利用の手引き」P17をご覧ください。

オンライン授業について詳しくはこちら　http://www.ouj.ac.jp/hp/online/#sample
オンライン授業体験版（動作環境等、履修前にご確認ください）
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諸手続き・証明書等について

届出・申請の際は必ず『学生生活の栞』を参照してください。
届出様式は、『学習生活の栞』巻末・またはホームページからダウンロード出来ます。

提出先Web（教務情報システム）
からの届出郵送での届出届出書類

院　生学部生

【 全 科 生 】
本部教務課
大学院
企画・入試係

【選科・科目生】
本部学生課
入学・履修係

所属学習
センター

随時提出
※通信制大学にとって郵便は命綱の様なものです。
　住所変更があった場合は必ず届出を行ってください。

住所等変更届

本 部
学 生 課
入 学 ・
履 修 係

－随時提出氏 名 変 更 届

・2018年度第２学期からの変更…変更決定通知送付時期：７月中旬

４月20日～８月10日 必着
・2019年度第１学期からの変更…変更決定通知送付時期：１月中旬

10月20日～2019年２月８日 必着

所 属
学習センター
変 更 願

※注①

・２学期末で退学又は２学期から休学・復学する場合
４月20日～９月30日 必着

・１学期末で退学又は次年度１学期から休学・復学する場合
10月20日～2019年３月31日 必着

休学・復学・
退 学

※注②

－

・2018年第２学期からの変更（移行）
４月20日～６月７日 必着

・2019年第１学期からの変更（移行）
10月20日～12月７日 必着

所属コース・
カリキュラム
変更・移行願

本部学生課
単位認定試験係

・2018年度１学期の変更
→４月１日～６月１日

・2018年度２学期の変更
→10月１日～11月30日

・2018年度１学期の変更
→４月１日～５月25日必着

・2018年度２学期の変更　　
→10月１日～11月23日必着

単位認定試験
受験センター
変 更 願

※全科生のみ
　本部教務課
大学院研究指導係

－第１年次の12月末まで
（様式は本部教務課に請求）

所属プログラム
変 更 願
（全科院のみ）

※注③

所属学習センター－随時提出学生証再発行願
※注④

※注①　科目履修生、修士科目生は所属学習センターを変更できません。
※注②　科目履修生、修士科目生は休学・退学できません。

休学は１学期間を１単位とし、全科生は通算８学期間まで、選科生の場合は通算２学期間までです。
申請した休学期間が過ぎると自動的に復学します。復学届けは「申請した休学期間前に復学したい場合」にのみ提出してください。

※注③　制限あり（入学後1年間に限る等）。研究指導担当教員と十分相談してください。
※注④　紛失、盗難等により学生証を失った場合、汚損等により使用不能となった場合および氏名の変更があった場合はすみやかに再発

行を受けてください。再発行500円の手数料が必要です。
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　学生証の発行　
・原則として学習センター窓口でのお渡しとなります。入学許可証をお持ちください。
・全科履修生の場合、学生証の有効期限は２年間です。学籍が続く限り更新されます。有
効期限終了後（新学期が始まってから）に学習センター窓口に古い学生証を持参し、新
しい学生証の発行手続きを行ってください。

　有効期限と発行開始日についての注意　
在学生の場合、既存の学生証に記された有効期限内は次の学生証を発行できません。
（例：有効期限　平成30年９月末までの場合、10月１日以後にならなければ新しい学生
証を発行・お渡しすることができません）

　各種証明書の発行　
証明書の発行は、学習センターで行います。
各種様式は、『学生生活の栞』巻末、またはWebの教務情報システムページからダウンロー
ドできます。
必要事項を記入の上、手数料（１通につき200円）とともに事務室窓口に提出してください。

　郵送で申し込む場合　
「諸証明書交付願」＋発行手数料（現金書留または郵便定額小為替証書）＋返信用封筒
（長形３号・82円切手貼り付・宛名明記）左記を同封して学習センター宛に郵送してください。
※証明書は専用封筒に厳封したものをお渡しますので、返信用の封筒は長形３号か、それ
より大きいものを同封してください。切手代は封筒のサイズに応じてください。なお、
複数の証明書が必要な場合も、数量、重さに応じて送料が変わります。

　学生旅客運賃割引証（学割証）の発行　
・学割証は、「全科履修生」「修士全科生」「博士全科生」を対象に発行しています。（休学中は
発行できません）
・購入できる乗車券種類は下記のとおりです。放送大学は通信制の大学のため定期券は対
象外です。
・学割証は原則として所属学習センターにおいて発行します。
・発行を希望する方はセンター窓口で申請用紙に必要事項を記入してください。
≪利用範囲≫
①面接授業の受講及び単位認定試験の受験
②放送教材の再視聴及び図書室の利用（原則として所属センターのみ）
③オリエンテーション及び学習相談への出席
④大学が主催する学校行事への参加
⑤卒業研究または研究指導のために指導教員の指示により旅行する場合
⑥修士全科生が研究指導のため指導教員の指示により移動する場合、又は学外におけ
る実習をする場合 【⑤、⑥は指導教員が旅行を認めた書類が必要】

≪乗車券種と割引率≫

【諸証明書交付願】に記入
直接窓口で交付申請した場合、その日のうちにお渡しできます。

・在学証明書 ・卒業（見込）証明書
・成績・単位修得証明書・修了（見込）証明書
・その他証明書

教職等資格等に関する【諸証明書交付願】に記入
※注意※　発行に２週間程かかりますので、日数を考慮し余裕

を持って申請してください。
・教員免許状申請用単位修得証明書

２割引

片道200㎞以内の各駅相互間を往路及び復路を同じくして通学などのため
に利用する場合

一 般 普 通
回数乗車券

JR
片道100㎞を超えて卒業研究の調査・研究のための移動及び面接授業の受講
及び単位認定試験の受験等の場合

学 生 割 引
普通乗車券
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　放送授業　
　テレビまたはラジオで授業を行います。放送授業科目には印刷教材（テキスト）が
用意されていますので、あわせて学習をすすめてください。週１回45分の放送が15回
で学期ごとに完結します。また、多くの科目がインターネットで配信されているので、
放送時間割に左右されずに学習が可能です。
　また、ご家庭で放送授業を視聴する環境がない場合でも、放送教材（DVD・CD）
を郵送にて大学本部からご自宅に取り寄せ視聴することも可能です。
　オンライン授業　
　オンライン授業は、インターネット上で提供される諸情報による学習をし、双方向
性を生かした設問解答、課題解答及び討論への参加等により行う授業です。通信指導
に代わり、設問解答及び討論への参加等を行い、単位認定試験に合格した方又は学習
状況が良好で、かつ、課題に解答し、学習成果が認められた方には所定の単位が与え
られます。
　通信指導　
　各学期途中で学習成果を確認するため、定められた期日まで提出する問題形式によ
る指導を通信指導といいます。提出した内容が合格の場合は、その後単位認定試験を
受験できます。（未提出や不合格の場合は受験できません。）
　単位認定試験　
　放送授業を科目登録し、通信指導の結果により受験資格を得られた方は、各学期末
に行われる当該科目の単位認定試験を受験することができます。出題範囲は第１回か
ら第15回までの放送授業とそれに対応する印刷教材の範囲です。
　単位認定試験を受験する際は、「受験票」と「学生証」が必要です。試験間近になっ
ても「受験票」が届かない場合や、紛失した場合は事務室に問い合わせてください。
　試験は全国一斉に同時間帯で行われ、山形学習センターでは「講義室」及び「101教
室」が会場となります。
　面接授業（学部）　
　面接授業は、県内外の大学・短大及び放送大学学園の教員等から直接指導を受ける
授業で、一般に「スクーリング」と呼ばれる正規の授業です。
　面接授業は２日間に渡って、１時限が85分の授業を８時限（１日４時限）行います。成
績の評価は、レポート・テスト・出席状況等により行われ、合格すると１単位が認定
されます。
　開設科目や登録手続き等についての詳細については、別途案内します。
　学習相談　
　当学習センターでは、客員教員や職員が学習相談に応じます。お気軽に事務室まで
ご連絡ください。
　教員への相談実施日については、教務用掲示板に教員の予定表を張り出しています
ので、参考にしてください。また教員へ相談ご希望の学生は、１週間前までに事務室
で申込書に相談内容を記入して申し込んでください。

学習の主な内容について
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学習の流れ（教養学部）について
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学習の流れ（大学院）について
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次学期の科目登録及び出願（継続入学）について

噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛噛
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　面接授業（スクーリング）は、学習センターなどで他の学生と共に直接講師から指導を受ける授業です。所属学
習センターに限らず、全国の学習センターで開催している面接授業を受けることができます。

 １科目１単位／5,500円／85分×８コマ 

◆科目登録◆
・在学生は学期前の科目登録申請期間に、郵送またはWEB（教務情報システム）から放送授業と共に面接授業
を申し込んでください。

・新入学生・再入学生は郵送での科目登録では、面接授業を申し込めません。
　⇒この場合、定められた期日までに出願を終え、教務情報システムから面接授業の登録申請を行ってください。
・定員数以上の申請があった場合は抽選になります。
◆追加登録◆
・追加登録受付期間前に開講する科目、定員満了の科目は追加登録を実施しません。
・追加登録は各学習センターへ直接申し込みを行います。窓口で申請書を書いて受講料を支払うか、現金書留
郵便で申請書と受講料を送付してください。追加登録はWEBからは申請できません。

   オンライン授業について 

面接授業の登録とオンライン授業について

追加登録受付期間山形学習センター　面接授業開講期間
４月20（金）〜各科目〆切日４月14日（土）〜７月８日（日）2018年度第１学期
【予定】10月下旬〜【予定】10月20日（土）〜１月13日（日）2018年度第２学期

面接授業の実施期間は学習センターにより異なります。他学習センターの実施期間については各自お問合せください。

オンライン授業は放送授業と同様に学期前にwebか郵送で科目登録してください。

事前申請分の抽選

・事前申請者が空席数を上回っ
た場合、追加登録受付初日の
午前10時30分から抽選を行い
ます。
・抽選後、受講が確定した学生
は、来所または郵送により受
講料を納付してください。

空席発表＆事前申請

・空席状況が発表になります。
・空席状況は、学習センター掲
示板かWEB（教務情報シス
テム）で確認できます。

・空席発表日～追加登録受付初
日までの間、事前申請として
追加登録の予約ができます。

追加登録（先着順）

・事前申請分抽選終了後、空席
がある科目は、先着順で登録
受付を行います。

・学習センター窓口での直接申
請のほか、郵送での申請も受
け付けます（現金書留封筒＋
授業料＋申請書＋返信用切手
82円必要）。

オンライン授業に関する諸注意
●オンライン授業は全ての学習をインターネット上の講義や課題解答で行います。
学習できる環境をご自身で整えてください。学習センターの学生パソコンは
利用できません。また、ご自身である程度のパソコン操作が出来ないと、最
後まで科目を履修することが難しいことがあります。
●受講希望の方は、必ず「オンライン授業体験版」でご自分のパソコンスキル
とパソコン環境の確認、オンライン授業システムの操作方法をご確認の上、
履修登録を行ってください。
●オンライン授業の科目ページへは、受講生のみがアクセスできます。放送大
学の在学生であっても、科目登録していない場合は科目ページを見ることは
できません。
●オンライン授業では印刷教材が送られてくることはありません。代わりに
PDF形式で教材を提供しています。諸般の事情によりダウンロードが禁じ
られている資料を除き、教材は受講生が各自でダウンロード・印刷して利用
してください（学習センターで印刷することはできません）。
●オンライン授業は、全８回の受講で１単位を得る科目と、全15回の受講で２
単位を得る科目の２種類があります。「授業科目案内」を必ず確認してくだ
さい。
●授業の評価方法は科目により異なります。
オンライン上での課題と通信指導および単位認定試験の受験が必要な科目と、
オンライン上での課題やディスカッションのみで単位を取得する科目があり
ます。なお、単位認定試験が無い科目は、再試験の機会もありませんので、
登録学期中に課題の提出等が間に合わず単位取得が出来なかった場合、次学
期に科目登録をやり直す必要があります。

●オンライン授業体験版　http://online-open.ouj.ac.jp

オンライン授業へのアクセス方法
①放送大学教務情報システムにログイン
②画面右の「学内リンク」からオンライン
情報をクリック
③オンライン授業ページが表示されます。
自分がオンライン授業ページにログイン
しているか、画面の右上で確認し、ログ
インしていなければログインしてください。

マニュアルや操作方法を必ず確認しましょう
験 験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験

オンライン授業は原則として
パソコンでの受講を推奨しています

タブレットやスマートフォンでも映像教材
の閲覧は可能ですが、端末の設定によって
は映像が再生できない場合があります。ま
た、小テストやディスカッション、レポー
ト等の課題へ取り組む際もPCでの提出を
推奨しています。

お使いの端末がオンライン授業の受講に適
した環境かどうかを、オンライン授業体験
版のページで確認することが出来ます。
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課外活動等紹介について

　◆サークル活動　
　本学は通信制の大学ですが、サークル活動や研究会・勉強会などを通じて、互いに
啓発したり、親睦を深めることができます。
　現在、次の２つの学生団体に加え、英語、古文等の分野の学生サークルがあり、活
動しています。
・放送大学山形学習センターゆうがくの会
・放送大学山形英語講読会

　◆学生研修旅行　
　地域の歴史や文化に触れ、学生相互及び教職員との交流を図るために、日帰りの学
生研修旅行を年２回実施しています。
　実施計画の詳細は、決定次第お知らせしますので、是非参加してください。

　◆セミナーハウスの利用　
　放送大学本部（千葉市）にあるセミナーハウスは、本学の学生及び教職員が、研修
や実習等を通じて相互の交流を図るための研修・宿泊施設です。
　学生個人による使用も可能です。申込方法等については「学生生活の栞」を参照し
てください。

　◆機関誌ほか　
ゆ う が く…　当センターの機関誌で、教員や授業の紹介、各種イベント情報等を

お知らせするとともに、学生交流の場ともなっています。
　科目登録、通信指導提出、単位認定試験など、タイムリーな情報が
掲載されますので、ご注目ください。
　また、「ゆうがく」では、お知らせが間に合わないイベント情報等について
は、山形学習センターホームページ（http://www.sc.ouj.ac.jp/center/
yamagata/）や新聞広告を参照してください。

ＯＮ　ＡＩＲ…　大学本部による放送大学全体の通信紙で、大学の各種情報が掲載さ
れています。

（年４回発行）

（年２回発行）
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2018（平成30）年度行事予定表

 第１学期（４／１〜９／30）

５　月
事　　項図書

貸出曜日
夏季集中科目履修生受付開始
（看護～5／31，司書～6／7）○火1

○水2
憲法記念日木3
みどりの日金4
こどもの日土5

○日6
月曜閉所日月7

○火8
○水9
○木10
○金11
面接授業○土12
面接授業○日13
月曜閉所日月14

○火15
○水16

【Web】通信指導提
出期間（～6／7）○木17

○金18
面接授業（同日開講）○土19
面接授業（同日開講）○日20
月曜閉所日月21

○火22
○水23

【郵送】通信指導提
出期間（～6／7）○木24

○金25
面接授業○土26
面接授業○日27
月曜閉所日月28

○火29
○水30
○木31

・上旬：卒業研究履修許可通知
・中旬：教員免許更新講習講習生受付開始〔～5月中旬〕

４　月
事　　項図書

貸出曜日
夏季集中科目履修生募集要項配布
（看護～5／31，司書～6／7）第１学期放送授業開始○日1

月曜閉所日月2
○火3
○水4

第１学期オンライン授業開始○木5
○金6
○土7
○日8
月曜閉所日月9

○火10
○水11
○木12
○金13

面接授業空席発表面接授業○土14
面接授業○日15
月曜閉所日月16

○火17
○水18
○木19

面接授業追加登録開始○金20
○土21
○日22
月曜閉所日月23

○火24
○水25
○木26
○金27
○土28
昭和の日日29
月曜閉所日・振替休日月30
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・中旬：通信指導結果返送、受験票発送／・第２学期科目登録申請要項発送
・教員免許更新講習インターネット配信〔７月中旬～８月下旬〕・放
送〔7月下旬～8月中旬〕開始

・上旬：卒業研究履修の手引配布開始
・中旬：既修得単位認定通知発送
・中旬：修士全科生、博士全科生募集要項配付開始〔～8月下旬〕

６　月
事　　項図書

貸出曜日
○金1
面接授業○土2
面接授業○日3
月曜閉所日月4

○火5
○水6

通信指導提出期限○木7
○金8

面接授業（同日開講）○土9
面接授業（同日開講）○日10
月曜閉所日月11

○火12
○水13
○木14

第2学期募集要項配布，
第1回出願受付開始（～8／31）○金15
学生ミニ研修旅行面接授業（同日開講）○土16

面接授業（同日開講）○日17
月曜閉所日月18

○火19
○水20
○木21
○金22
面接授業○土23
面接授業○日24
月曜閉所日月25

○火26
○水27
○木28
○金29

面接授業（同日開講）○土30

７　月
事　　項図書

貸出曜日
面接授業（同日開講）○日1
月曜閉所日月2

○火3
○水4
○木5
○金6

合同ガイダンス（修士全科生向
け，看護学学位取得，卒業研究）面接授業○土7

面接授業○日8
月曜閉所日月9

○火10
○水11
○木12
○金13
○土14
○日15

月曜閉所日・海の日月16
図書の室外貸出停止
（7／17～8／5）×火17

×水18
×木19
×金20

放送授業終了×土21
夏季集中科目放送
授業開始（～8／5）×日22

月曜閉所日月23
×火24
×水25
×木26

大学院・単位認定試験×金27
大学院・単位認定試験×土28
学部・単位認定試験×日29
月曜閉所日月30
学部・単位認定試験×火31

第１学期においては、６月から９月にかけて市民講座及び出張市民講座を開催予定です。
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・中旬：教員免許更新講習成績認定、下旬：修了証明書発送

９　月
事　　項図書

貸出曜日
第2回出願受付開始
（～9月中旬）○土1

○日2
月曜閉所日月3

○火4
○水5
○木6
○金7

学生研修旅行○土8
○日9
月曜閉所日月10

○火11
○水12
○木13
○金14
○土15
○日16

月曜閉所日・敬老の日月17
○火18
○水19
○木20
○金21
○土22
秋分の日日23
月曜閉所日・振替休日月24

○火25
○水26
○木27

夏季集中科目履修生
看護単位認定試験○金28
夏季集中科目履修生
看護単位認定試験○土29

図書・視聴室閉室学位記授与式・入学者の集い
（学習センター講義室）×日30

８　月
事　　項図書

貸出曜日
学部・単位認定試験×水1
学部・単位認定試験×木2
開所しない日金3
学部・単位認定試験×土4
学部・単位認定試験×日5
月曜閉所日月6
開所しない日火7
図書の室外貸出再開○水8

○木9
○金10
山の日土11
図書・視聴室夏期休室
により閉室（8／12～16）×日12

夏季集中科目履修生（看護・
司書教諭）通信指導提出期限月曜閉所日月13

×火14
第2学期科目登録申請【郵送】
～8／30，【Web】～8／31×水15

×木16
○金17
○土18
○日19
月曜閉所日月20

○火21
○水22
○木23
○金24

教員免許更新講習
修了認定試験○土25
教員免許更新講習
修了認定試験○日26
月曜閉所日月27

○火28
○水29
○木30

第1学期オンライン授業終了○金31
・中旬：修士全科生、博士全科生出願受付開始〔～8月下旬〕
・中旬：2019年度卒業研究履修申請
・下旬：成績通知
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・上旬：教員免許更新講習講習生受付開始〔～11月下旬〕 ・上旬：2018年度卒業研究報告書提出期限
・上旬：夏季集中科目履修生看護成績通知

10　月
事　　項図書

貸出曜日
第2学期放送授業開始月曜閉所日月1

○火2
○水3
○木4

第2学期オンライン授業開始○金5
修士全科生・博士全科生
入学試験（第1次選考筆記）○土6

○日7
月曜閉所日・体育の日月8

○火9
○水10
○木11

夏季集中科目履修生司書教諭
単位認定試験課題提出期限○金12

○土13
○日14
月曜閉所日月15

○火16
面接授業空席発表○水17

○木18
○金19
面接授業○土20
面接授業○日21
月曜閉所日月22

○火23
面接授業追加登録開始○水24

○木25
○金26

面接授業（同日開講）○土27
面接授業（同日開講）○日28
月曜閉所日月29

○火30
○水31

11　月
事　　項図書

貸出曜日
○木1
○金2
文化の日土3

○日4
月曜閉所日月5

○火6
○水7
○木8

【Web】通信指導提出
期間（～11／30）○金9

面接授業（同日開講）○土10
博士全科生第2次選考（面接）面接授業（同日開講）○日11

月曜閉所日月12
○火13
○水14
○木15

【郵送】通信指導提
出期間（～11／30）○金16
修士全科生
第2次選考（面接）面接授業（同日開講）○土17
修士全科生
第2次選考（面接）面接授業（同日開講）○日18

月曜閉所日月19
○火20
○水21
○木22
勤労感謝の日金23
面接授業○土24
面接授業○日25
月曜閉所日月26

○火27
○水28
○木29

通信指導提出期限○金30

 第２学期（10／１〜３／31）
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第２学期においては、12月から3月上旬にかけて市民講座、出張市民講座・公開講演会及び教養
講座「やまがた夜話」を開催予定です。

・上旬：夏季集中科目履修生司書教諭成績通知
・中旬：既修得単位認定通知発送  

・中旬：通信指導結果返送、受験票発送
・中旬：第1学期科目登録申請要項発送

１　月
事　　項図書

貸出曜日
年始閉所・元日火1
年始閉所水2
年始閉所木3

○金4
○土5
○日6
月曜閉所日月7

○火8
○水9
○木10
○金11

面接授業（同日開講）○土12
図書の室外貸出停止
（1／13～2／4）面接授業（同日開講）×日13

月曜閉所日・成人の日月14
×火15
×水16
×木17
×金18
面接授業×土19
面接授業×日20
月曜閉所日月21

×火22
×水23

夏季集中科目履修生看護
単位認定試験（再試験）大学院・単位認定試験×木24

学部：単位認定試験×金25
大学院・単位認定試験×土26
学部・単位認定試験×日27
月曜閉所日月28
学部・単位認定試験×火29
学部・単位認定試験×水30
学部・単位認定試験×木31

12　月
事　　項図書

貸出曜日
第1学期募集要項配布・第1
回出願受付開始（～2／28）面接授業（同日開講）○土1

面接授業（同日開講）○日2
月曜閉所日月3

○火4
○水5
○木6
○金7

面接授業（同日開講）○土8
面接授業（同日開講）○日9
月曜閉所日月10

○火11
○水12
○木13
○金14
面接授業○土15

○日16
月曜閉所日月17

○火18
○水19
○木20
○金21
○土22
天皇誕生日日23
月曜閉所日・振替休日月24

○火25
○水26
○木27
○金28
年末閉所土29
年末閉所日30
年末閉所月31
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・教員免許更新講習インターネット配信〔2月上旬‐3月上旬〕・放
送〔2月上旬‐3月中旬〕開始

・中旬：夏季集中科目履修生司書教諭修了証書発送
・下旬：教員免許更新講習成績判定・4月上旬：修了証明書発送

２　月
事　　項図書

貸出曜日
開所しない日金1
学部・単位認定試験×土2
開所しない日日3
月曜閉所日月4
図書の室外貸出開始○火5

○水6
○木7
○金8
○土9
○日10

月曜閉所日・建国記念日月11
○火12

第1学期科目登録申請～
2／27【郵送】，～2／28【Web】○水13

○木14
○金15
○土16
○日17
月曜閉所日月18

○火19
○水20
○木21
○金22
○土23
○日24
月曜閉所日月25

○火26
○水27

オンライン授業終了○木28

３　月
事　　項図書

貸出曜日
第2回出願受付開始
（～3月中旬）○金1

教員免許更新講習
修了認定試験○土2
教員免許更新講習
修了認定試験○日3
月曜閉所日月4

○火5
○水6
○木7
○金8
○土9
○日10
月曜閉所日月11

○火12
○水13
○木14
○金15
○土16
○日17
月曜閉所日月18

○火19
○水20
春分の日木21

新
学
期
準
備
の
た
め
の
図
書
・
視
聴
室
閉
室

新学期準備のための図
書室閉室（3／22～31）×金22
【本部】学位記授与式（予定）×土23

×日24
月曜閉所日月25

×火26
×水27
×木28
×金29

学位記授与式・入学者の集
い（学習センター講義室）×土30

×日31
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2018（平成30）年度第1学期 学部単位認定試験時間割

＊青字は2017年度末閉講科目
＊太ゴシック文字は2018年度第1学期新規開講科目

　　　　看護師養成所で概ね必修科目
　　　　オンライン授業科目

30日

月

閉　
　

所　
　

日

7月31日

火
日常生活のデジタルメディア（'14）1234170
安全・安心と地域マネジメント（'14）1847457
グローバル化と日本のものづくり（'15）1639390
生活における地理空間情報の活用（'16）1710087
ソーシャルシティ（'17）1519077
疾病の回復を促進する薬（'17）1710052
日常生活のデジタルメディア（'18）1750011
レジリエンスの諸相（'18）1910035

デジタル情報の処理と認識（'12）1554573
仏教と儒教（'13）1554654
心理学研究法（'14）1528947
移動と定住の社会学（'16）1639420
刑事法（'16）1639471
比較認知科学（'17）1529188
日本仏教を捉え直す（'18）1554972
デジタル情報の処理と認識（'18）1570293
教育史入門（'12）1118056
計算事始め（'13）1234145
国際法（'14）1639307
日本語概説（'15）1554824
カリキュラムと学習過程（'16）1529072
遠隔学習のためのパソコン活用（'17）1170023
戦後日本教育史（'18）1720040

食と健康（'12）1518828
数学の歴史（'13）1562673
情報化社会と教育（'14）1570145
映像コンテンツの制作技術（'16）1570200
コンピュータの動作と管理（'17）1570234
子ども・青年の文化と教育（'17）1529170
食と健康（'18食と健康（'18））15191515191588

記号論理学（'14）1570064
地域と都市の防災（'16）1639404
社会福祉と法（'16）1910019
心理統計法（'17）1529196
雇用社会と法（'17）1639498
看護管理と医療安全（'18）1519123

日本文学概論（'12）1118080
人格心理学（'15）1118153
Walking　with　Writers（'16）1420011
微分方程式（'17）1562819
現代の内部監査（'17）1639536
マーケティング論（'17）1639544
日本文学における古典と近代（'18）1740075
初歩からの数学（'12）1234030
生活者のための不動産学入門（'13）1128302
ドイツ哲学の系譜（'14）1554735
今日のメンタルヘルス（'15）1518950
データの分析と知識発見（'16）1570188
危機の心理学（'17）1529099
初歩からの数学（'18）1160028
生活者のための不動産学への招待（'18）1710095
東南アジアの歴史（'18）1554980
フランス語入門Ⅱ（'12）1333550
博物館資料保存論（'12）1554620
運動と健康（'13）1234099
ドイツ語Ⅱ（'15）1324047
環境の可視化（'15）1639412
生活経済学（'16）1710010
運動と健康（'18）1140027
フランス語Ⅱ（'18）1440020

7月29日 曜日

時限 日
現代の国際政治（'13）1639250

１
9：15
 
10：05

世界の中の日本（'15）1847554
生活環境と情報認知（'15）1518941
学校と法（'16）1529064
パレスチナ問題（'16）1639447
権力の館を考える（'16）1930010
現代の国際政治（'18）1639617

国際理解のために（'13）1128299

２
10：25
 
11：15

地域福祉の展開（'14）1518925
南北アメリカの歴史（'14）1554743
アグリビジネスと日本農業（'14）1639331
英語で読む科学（'15）1314742
社会福祉の国際比較（'15）1519000
フードシステムと日本農業（'18）1639676
哲学・思想を今考える（'18）1740067
地域社会の教育的再編（'12）1528831

３
11：35
 
12：25

事例から学ぶ日本国憲法（'13）1128329
ヨーロッパ文学の読み方－古典篇（'14）1554760
看護学概説（'16）1519034
化学反応論－分子の変化と機能（'17）1562800
地域コミュニティと教育（'18）1529242

認知神経科学（'12）1528874

４
13：15
 
14：05

分子分光学（'15）1562746
韓国朝鮮の歴史（'15）1554794
西洋哲学の起源（'16）1740016
日本美術史の近代とその外部（'18）1555022
生理心理学（'18）1529269

大学マネジメント論（'14）1639340

５
14：25
 
15：15

市民自治の知識と実践（'15）1234269
ヨーロッパの歴史Ⅱ（'15）1554808
政治学へのいざない（'16）1730029
現代社会の児童生徒指導（'17）1529161
化学結合論－分子の構造と機能（'17）1760076

日本政治外交史（'13）1639188

６
15：35
 
16：25

生活と化学（'14）1562690
太陽系の科学（'14）1562703
ユーザ調査法（'16）1570218
小学校外国語教育教授基礎論（'17）5140013
現代を生きるための化学（'18）1562860
太陽と太陽系の科学（'18）1562878
問題解決の進め方（'12）【期間延長】1128221

７
16：45
 
17：35

国際ボランティアの世紀（'14）1847473
ヨーロッパの歴史Ⅰ（'15）1118170
新しい時代の技術者倫理（'15）1234277
ロシアの政治と外交（'15）1639382
文学批評への招待（'18）1555006

社会と銀行（'14）1639285

８
17：55
 
18：45

教育学入門（'15）1118137
日本の近現代（'15）1118161
非ユークリッド幾何と時空（'15）1562770
日本政治思想史（'17）1639501
地域福祉の現状と課題（'18）1519140

8月1日

水
「ひと学」への招待（'12）1118030
労働経済（'12）1639137
博物館情報・メディア論（'13）1554700
社会調査の基礎（'15）1128345
高齢期の生活と福祉（'15）1519018
社会学入門（'16）1730010
現代フランス哲学に学ぶ（'17）1554905
博物館情報・メディア論（'18）1555014
総合人類学としてのヒト学（'18）1740083
日本近世史（'13）1554670
心理臨床の基礎（'14）1528980
文化人類学（'14）1554778
著作権法概論（'14）1639315
教育の社会学（'15）1118145
自然言語処理（'15）1570153
著作権法（'18）1639641

入門線型代数（'14）1234218
錯覚の科学（'14）1528939
日本語とコミュニケーション（'15）1234307
生物環境の科学（'16）1760017
データベース（'17）1570269
リスクコミュニケーションの現在（'18）1519085

通信概論（'14）1570129
少子社会の子ども家庭福祉（'15）1518992
暮らしに役立つバイオサイエンス（'15）1847503
西洋芸術の歴史と理論（'16）1554867
精神分析とユング心理学（'17）1529226
地球温暖化と社会イノベーション（'18）1639684

市民社会と法（'12）1128264
思春期・青年期の心理臨床（'13）1528912
情報社会の法と倫理（'14）1234196
証券市場と私たちの経済（'15）1847546
色と形を探究する（'17）1920014
法学入門（'18）1730070
情報・メディアと法（'18）1750020

初歩からの化学（'12）1234021
認知心理学（'13）1528904
はじめての気象学（'15）1234285
基礎看護学（'16）1519042
日本文学の名作を読む（'17）1554930
ファイナンス入門（'17）1639552
初歩からの化学（'18）1760106
リスク社会のライフデザイン（'14）1518887
エネルギーと社会（'15）1847511
財政と現代の経済社会（'15）1639366
健康長寿のためのスポートロジー（'15）1518976
博物館展示論（'16）1554875
乳幼児・児童の心理臨床（'17）1529218

解析入門（'14）1234200
管理会計（'14）1639323
植物の科学（'15）1562738
上田秋成の文学（'16）1554816
CGと画像合成の基礎（'16）1570196
物質・材料工学と社会（'17）1639560
健康と社会（'17）1710036
解析入門（'18）1562886
管理会計（'18）1639650
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3日

金

閉　
　

所　
　

日

8月4日

土
デジタル情報と符号の理論（'13）1234153
感染症と生体防御（'14）1518917
日本の教育改革（'15）1528998
博物館教育論（'16）1554883
現代会計（'16）1730037
感染症と生体防御（'18感染症と生体防御（'18））17101117101177

場と時間空間の物理（'14）1562681
死生学入門（'14）1847481
特別支援教育基礎論（'15）1529021
現代日本の教師－仕事と役割－（'15）1529129
海からみた産業と日本（'16）1930028
発達心理学概論（'17）1720023

社会統計学入門（'12）1128256
博物館資料論（'12）1554590
食安全性学（'14）1518879
心理カウンセリング序説（'15）1529056
問題解決の数理（'17）1570242
民法（'17）1639706
考古学（'18）1554921
社会統計学入門（'18）1730061
産業とデザイン（'12）1548450
『古事記』と『万葉集』（'15）1118188
自然科学はじめの一歩（'15）1234293
現代の行政と公共政策（'16）1639455
日本の古代中世（'17）1554913
疾病の成立と回復促進（'17）1710044
住まいの環境デザイン（'18）1639692

経営学入門（'12）1128280
市民のための健康情報学入門（'13）1234102
災害看護学・国際看護学（'14）1518909
進化する情報社会（'15）1847562
現代日本の政治（'15）1639374
発達科学の先人たち（'16）1720015
線型代数学（'17）1562827
経営学概論（'18）1730088
アジアの社会福祉と国際協力（'14）1518933
技術マネジメントの法システム（'14）1847490
貧困と社会（'15）1128337
初級簿記（'16）1639463
交通心理学（'17）1529234
物理の世界（'17）1760068
社会福祉実践の理論と実際（'18）1519131
近代哲学の人間像（'12）1118072
市民生活と裁判（'12）1639153
歴史からみる中国（'13）1554662
特別支援教育総論（'15）1529030
公衆衛生（'15）1518984
幼児教育の指導法（'15）1529137
市民生活と裁判（'18）1639625

統計学（'13）1562665
初歩からの生物学（'14）1234234
認知行動療法（'14）1528963
ダイナミックな地球（'16）1760033
日本語アカデミックライティング（'17）1150022
舞台芸術の魅力（'17）1554891
初歩からの生物学（'18）1760092

8月2日 曜日

時限 木
心理と教育を学ぶために（'12）1118021

１
9：15
 
10：05

グローバル化時代の人文地理学（'12）1118099
社会技術概論（'12）1548441
西洋音楽史（'13）1554646
ソフトウェアのしくみ（'14）1570099
心理臨床と身体の病（'16）1529110
都市と農山村からみる身近な経済（'18）1639587
現代人文地理学（'18）1740091

日本経済史（'12）1639129

２
10：25
 
11：15

生命分子と細胞の科学（'13）1562622
学力と学習支援の心理学（'14）1528890
情報社会のユニバーサルデザイン（'14）1570072
入門微分積分（'16）1760041
障害を知り共生社会を生きる（'17）1519107
グローバル経済史（'18）1639609
死生学のフィールド（'18）1910027
中国語Ⅰ（'14）1356950

３
11：35
 
12：25

ドイツ語Ⅰ（'15）1324039
英語で描いた日本（'15）1314734
韓国語Ⅱ（'16）1480022
初歩のイタリア語（'17）1490010
中国語Ⅰ（'18）1460013

臨床家族社会学（'14）1518895

４
13：15
 
14：05

コンピュータのしくみ（'14）1570102
グローバル化と私たちの社会（'15）1234250
エントロピーからはじめる熱力学（'16）1562789
生物の進化と多様化の科学（'17）1562851
睡眠と健康（'17）1710060
コンピュータとソフトウェア（'18）1570285
心理と教育へのいざない（'18）1720058
身近な統計（'12）1234048

５
14：25
 
15：15

心理学概論（'12）1118064
博物館経営論（'13）1554719
都市・建築の環境とエネルギー（'14）1639358
情報学へのとびら（'16）1170015
教育のためのICT活用（'17）1570250
身近な統計（'18）1160010
心理学概論（'18）1720066
経済学入門（'13）1128310

６
15：35
 
16：25

力と運動の物理（'13）1562630
中高年の心理臨床（'14）1528971
日本語リテラシー（'16）1150014
社会福祉への招待（'16）1710028
人口減少社会の構想（'17）1519069

ケースで学ぶ現代経営学（'12）1548433

７
16：45
 
17：35

情報ネットワーク（'14）1234188
動物の科学（'15）1562720
乳幼児の保育・教育（'15）1529005
Webのしくみと応用（'15）1570110
社会保険のしくみと改革課題（'16）1519050
環境問題のとらえ方と解決方法（'17）1730045
コンピュータと人間の接点（'18）1570307

人体の構造と機能（'12人体の構造と機能（'12））12340812340800

８
17：55
 
18：45

途上国を考える（'14）1847465
東アジアの政治社会と国際関係（'16）1639439
身近なネットワークサービス（'16）1570226
家族と高齢社会の法（'17）1639579
技術経営の考え方（'17）1730053
人体の構造と機能（'18人体の構造と機能（'18））17101017101099

8月5日

日
国際経営（'13）1639269
量子と統計の物理（'15）1562754
宇宙とその進化（'15）1562762
認知症と生きる（'15）1518968
世界文学への招待（'16）1740024
初歩からの物理（'16）1760025

行政法（'12）1639161
リハビリテーション（'13）1518852
社会心理学（'14）1528955
アルゴリズムとプログラミング（'16）1570161
音を追究する（'16）1940015
メディア論（'18）1570315
行政法（'18）1639633

数値の処理と数値解析（'14）1570137
環境と社会（'15）1847538
多様なキャリアを考える（'15）1847520
乳幼児心理学（'16）1529080
NPOマネジメント（'17）1639528
初歩からの宇宙の科学（'17）1760084

都市社会の社会学（'12）1639145
現代経済学（'13）1639218
教育心理学概論（'14）1118129
情報のセキュリティと倫理（'14）1570080
経験論から言語哲学へ（'16）1554859
アジア産業論（'17）1639510
情報セキュリティと情報倫理（'18）1570323
都市と地域の社会学（'18）1639595
英語の軌跡をたどる旅（'13）1314726
哲学への誘い（'14）1234242
肢体不自由児の教育（'14）1528920
道徳教育の方法（'15）1529013
幼児理解の理論及び方法（'15）1529153
初歩のスペイン語（'17）1470019
中国語Ⅱ（'18）1460021
現代の危機と哲学（'18）1554964
データ構造とプログラミング（'13）1570048
歴史と人間（'14）1234226
和歌文学の世界（'14）1554751
心理臨床とイメージ（'16）1529102
英語事始め（'17）1420020
『方丈記』と『徒然草』（'18）1554999
データ構造とプログラミング（'18）1570277
博物館概論（'11）1117815
家庭教育論（'12）1528866
知的障害教育総論（'15）1529048
教育課程の意義及び編成の方法（'15）1529145
在宅看護論（'17）1519093
現代の家庭教育（'18）1529250

フランス語入門Ⅰ（'12）1333542
文学のエコロジー（'13）1847449
中国語Ⅱ（'14）1356968
韓国語Ⅰ（'16）1480014
ラテン語の世界（'16）1740032
フランス語Ⅰ（'18）1440012
耳から学ぶ英語（'18）1420038
新しい言語学（'18）1740040

＊青字は2017年度末閉講科目
＊太ゴシック文字は2018年度第1学期新規開講科目

　　　　看護師養成所で概ね必修科目
　　　　オンライン授業科目
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2018（平成30）年度第2学期 学部単位認定試験時間割
１月25日 曜日

時限 金
問題解決の進め方（'12）【期間延長】1128221

１
9：15
 
10：05

国際ボランティアの世紀（'14）1847473

ヨーロッパの歴史Ⅰ（'15）1118170

新しい時代の技術者倫理（'15）1234277

ロシアの政治と外交（'15）1639382

文学批評への招待（'18）1555006

社会と銀行（'14）1639285

２
10：25
 
11：15

教育学入門（'15）1118137

日本の近現代（'15）1118161

非ユークリッド幾何と時空（'15）1562770

日本政治思想史（'17）1639501

地域福祉の現状と課題（'18）1519140

世界の中の日本（'15）1847554

３
11：35
 
12：25

生活環境と情報認知（'15）1518941

学校と法（'16）1529064

パレスチナ問題（'16）1639447

権力の館を考える（'16）1930010

現代の国際政治（'18）1639617

国際理解のために（'13）1128299

４
13：15
 
14：05

南北アメリカの歴史（'14）1554743

英語で読む科学（'15）1314742

社会福祉の国際比較（'15）1519000

フードシステムと日本農業（'18）1639676

哲学・思想を今考える（'18）1740067

事例から学ぶ日本国憲法（'13）1128329

５
14：25
 
15：15

ヨーロッパ文学の読み方－古典篇（'14）1554760

看護学概説（'16）1519034

化学反応論－分子の変化と機能（'17）1562800

地域コミュニティと教育（'18）1529242

分子分光学（'15）1562746

６
15：35
 
16：25

韓国朝鮮の歴史（'15）1554794

西洋哲学の起源（'16）1740016

日本美術史の近代とその外部（'18）1555022

生理心理学（'18）1529269

大学マネジメント論（'14）1639340

７
16：45
 
17：35

市民自治の知識と実践（'15）1234269

ヨーロッパの歴史Ⅱ（'15）1554808

政治学へのいざない（'16）1730029

現代社会の児童生徒指導（'17）1529161

化学結合論－分子の構造と機能（'17）1760076

今日のメンタルヘルス（'15）1518950

８
17：55
 
18：45

データの分析と知識発見（'16）1570188

危機の心理学（'17）1529099

初歩からの数学（'18）1160028

生活者のための不動産学への招待（'18）1710095

東南アジアの歴史（'18）1554980

26日

土

閉　
　

所　
　

日

１月27日

日
歴史からみる中国（'13）1554662

特別支援教育総論（'15）1529030

公衆衛生（'15公衆衛生（'15））15189815189844

幼児教育の指導法（'15）1529137

市民生活と裁判（'18）1639625

日本政治外交史（'13）1639188

ユーザ調査法（'16）1570218

小学校外国語教育教授基礎論（'17）5140013

現代を生きるための化学（'18）1562860

太陽と太陽系の科学（'18）1562878

統計学（'13）1562665

認知行動療法（'14）1528963

ダイナミックな地球（'16）1760033

日本語アカデミックライティング（'17）1150022

舞台芸術の魅力（'17）1554891

初歩からの生物学（'18）1760092

場と時間空間の物理（'14）1562681

特別支援教育基礎論（'15）1529021

現代日本の教師－仕事と役割－（'15）1529129

海からみた産業と日本（'16）1930028

発達心理学概論（'17）1720023

デジタル情報と符号の理論（'13）1234153

日本の教育改革（'15）1528998

博物館教育論（'16）1554883

現代会計（'16）1730037

感染症と生体防御（'18感染症と生体防御（'18））17101117101177

食安全性学（'14）1518879

心理カウンセリング序説（'15）1529056

問題解決の数理（'17）1570242

民法（'17）1639706

考古学（'18）1554921

社会統計学入門（'18）1730061

『古事記』と『万葉集』（'15）1118188

自然科学はじめの一歩（'15）1234293

現代の行政と公共政策（'16）1639455

日本の古代中世（'17）1554913

疾病の成立と回復促進（'17）1710044

住まいの環境デザイン（'18）1639692

市民のための健康情報学入門（'13）1234102

災害看護学・国際看護学（'14）1518909

進化する情報社会（'15）1847562

現代日本の政治（'15）1639374

発達科学の先人たち（'16）1720015

線型代数学（'17）1562827

経営学概論（'18）1730088

１月29日

火
技術マネジメントの法システム（'14）1847490

貧困と社会（'15）1128337

初級簿記（'16）1639463

交通心理学（'17）1529234

物理の世界（'17）1760068

社会福祉実践の理論と実際（'18）1519131

ケースで学ぶ現代経営学（'12）1548433

動物の科学（'15）1562720

乳幼児の保育・教育（'15）1529005

Webのしくみと応用（'15）1570110

社会保険のしくみと改革課題（'16）1519050

環境問題のとらえ方と解決方法（'17）1730045

コンピュータと人間の接点（'18）1570307

西洋音楽史（'13）1554646

心理臨床と身体の病（'16）1529110

都市と農山村からみる身近な経済（'18）1639587

現代人文地理学（'18）1740091

生命分子と細胞の科学（'13）1562622

学力と学習支援の心理学（'14）1528890

情報社会のユニバーサルデザイン（'14）1570072

入門微分積分（'16）1760041

障害を知り共生社会を生きる（'17）1519107

グローバル経済史（'18）1639609

死生学のフィールド（'18）1910027

臨床家族社会学（'14）1518895

グローバル化と私たちの社会（'15）1234250

エントロピーからはじめる熱力学（'16）1562789

生物の進化と多様化の科学（'17）1562851

睡眠と健康（'17）1710060

コンピュータとソフトウェア（'18）1570285

心理と教育へのいざない（'18）1720058

博物館経営論（'13）1554719

都市・建築の環境とエネルギー（'14）1639358

情報学へのとびら（'16）1170015

教育のためのICT活用（'17）1570250

身近な統計（'18）1160010

心理学概論（'18）1720066

現代経済学（'13）1639218

教育心理学概論（'14）1118129

経験論から言語哲学へ（'16）1554859

アジア産業論（'17）1639510

情報セキュリティと情報倫理（'18）1570323

都市と地域の社会学（'18）1639595

経済学入門（'13）1128310

力と運動の物理（'13）1562630

中高年の心理臨床（'14）1528971

日本語リテラシー（'16）1150014

社会福祉への招待（'16）1710028

人口減少社会の構想（'17）1519069

28日

月

閉　
　

所　
　

日

＊青字は2017年度末閉講科目
＊太ゴシック文字は2018年度第1学期新規開講科目

　　　　看護師養成所で概ね必修科目
　　　　オンライン授業科目
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１月31日

木
入門線型代数（'14）1234218

錯覚の科学（'14）1528939

日本語とコミュニケーション（'15）1234307

生物環境の科学（'16）1760017

データベース（'17）1570269

リスクコミュニケーションの現在（'18）1519085

通信概論（'14）1570129

少子社会の子ども家庭福祉（'15）1518992

暮らしに役立つバイオサイエンス（'15）1847503

西洋芸術の歴史と理論（'16）1554867

精神分析とユング心理学（'17）1529226

地球温暖化と社会イノベーション（'18）1639684

思春期・青年期の心理臨床（'13）1528912

証券市場と私たちの経済（'15）1847546

色と形を探究する（'17）1920014

法学入門（'18）1730070

情報・メディアと法（'18）1750020

認知心理学（'13）1528904

はじめての気象学（'15）1234285

基礎看護学（'16）1519042

日本文学の名作を読む（'17）1554930

ファイナンス入門（'17）1639552

初歩からの化学（'18）1760106

リスク社会のライフデザイン（'14）1518887

エネルギーと社会（'15）1847511

財政と現代の経済社会（'15）1639366

健康長寿のためのスポートロジー（'15）1518976

博物館展示論（'16）1554875

乳幼児・児童の心理臨床（'17）1529218

植物の科学（'15）1562738

上田秋成の文学（'16）1554816

CGと画像合成の基礎（'16）1570196

物質・材料工学と社会（'17）1639560

健康と社会（'17）1710036

解析入門（'18）1562886

管理会計（'18）1639650

社会調査の基礎（'15）1128345

高齢期の生活と福祉（'15）1519018

社会学入門（'16）1730010

現代フランス哲学に学ぶ（'17）1554905

博物館情報・メディア論（'18）1555014

総合人類学としてのヒト学（'18）1740083

日本近世史（'13）1554670

心理臨床の基礎（'14）1528980

文化人類学（'14）1554778

教育の社会学（'15）1118145

自然言語処理（'15）1570153

著作権法（'18）1639641

１月30日 曜日

時限 水
博物館資料保存論（'12）1554620

１
9：15
 
10：05

ドイツ語Ⅱ（'15）1324047

環境の可視化（'15）1639412

生活経済学（'16）1710010

運動と健康（'18）1140027

フランス語Ⅱ（'18）1440020

計算事始め（'13）1234145

２
10：25
 
11：15

国際法（'14）1639307

日本語概説（'15）1554824

カリキュラムと学習過程（'16）1529072

遠隔学習のためのパソコン活用（'17）1170023

戦後日本教育史（'18）1720040

グローバル化と日本のものづくり（'15）1639390

３
11：35
 
12：25

生活における地理空間情報の活用（'16）1710087

ソーシャルシティ（'17）1519077

疾病の回復を促進する薬（'17）1710052

日常生活のデジタルメディア（'18）1750011

レジリエンスの諸相（'18）1910035

心理学研究法（'14）1528947

４
13：15
 
14：05

移動と定住の社会学（'16）1639420

刑事法（'16）1639471

比較認知科学（'17）1529188

日本仏教を捉え直す（'18）1554972

デジタル情報の処理と認識（'18）1570293

文学のエコロジー（'13）1847449

５
14：25
 
15：15

韓国語Ⅰ（'16）1480014

ラテン語の世界（'16）1740032

フランス語Ⅰ（'18）1440012

耳から学ぶ英語（'18）1420038

新しい言語学（'18）1740040

数学の歴史（'13）1562673

６
15：35
 
16：25

情報化社会と教育（'14）1570145

映像コンテンツの制作技術（'16）1570200

コンピュータの動作と管理（'17）1570234

子ども・青年の文化と教育（'17）1529170

食と健康（'18食と健康（'18））15191515191588

記号論理学（'14）1570064

７
16：45
 
17：35

地域と都市の防災（'16）1639404

社会福祉と法（'16）1910019

心理統計法（'17）1529196

雇用社会と法（'17）1639498

看護管理と医療安全（'18）1519123

人格心理学（'15）1118153

８
17：55
 
18：45

Walking with Writers（'16）1420011

微分方程式（'17）1562819

現代の内部監査（'17）1639536

マーケティング論（'17）1639544

日本文学における古典と近代（'18）1740075

2月1日

金

閉　
　

所　
　

日

2月2日

土
博物館概論（'11）1117815

知的障害教育総論（'15）1529048

教育課程の意義及び編成の方法（'15）1529145

在宅看護論（'17）1519093

現代の家庭教育（'18）1529250

ドイツ語Ⅰ（'15）1324039

英語で描いた日本（'15）1314734

韓国語Ⅱ（'16）1480022

初歩のイタリア語（'17）1490010

中国語Ⅰ（'18）1460013

途上国を考える（'14）1847465

東アジアの政治社会と国際関係（'16）1639439

身近なネットワークサービス（'16）1570226

家族と高齢社会の法（'17）1639579

技術経営の考え方（'17）1730053

人体の構造と機能（'18人体の構造と機能（'18））17101017101099

国際経営（'13）1639269

量子と統計の物理（'15）1562754

宇宙とその進化（'15）1562762

認知症と生きる（'15）1518968

世界文学への招待（'16）1740024

初歩からの物理（'16）1760025

リハビリテーション（'13）1518852

社会心理学（'14）1528955

アルゴリズムとプログラミング（'16）1570161

音を追究する（'16）1940015

メディア論（'18）1570315

行政法（'18）1639633

数値の処理と数値解析（'14）1570137

環境と社会（'15）1847538

多様なキャリアを考える（'15）1847520

乳幼児心理学（'16）1529080

NPOマネジメント（'17）1639528

初歩からの宇宙の科学（'17）1760084

肢体不自由児の教育（'14）1528920

道徳教育の方法（'15）1529013

幼児理解の理論及び方法（'15）1529153

初歩のスペイン語（'17）1470019

中国語Ⅱ（'18）1460021

現代の危機と哲学（'18）1554964

歴史と人間（'14）1234226

心理臨床とイメージ（'16）1529102

英語事始め（'17）1420020

『方丈記』と『徒然草』（'18）1554999

データ構造とプログラミング（'18）1570277

＊青字は2017年度末閉講科目
＊太ゴシック文字は2018年度第1学期新規開講科目

　　　　看護師養成所で概ね必修科目
　　　　オンライン授業科目
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2018（平成30）年度第1学期　大学院単位認定試験時間割

＊青字は2017年度末閉講科目
＊太ゴシック文字は2018年度第1学期新規開講科目

　　　　看護師養成所で概ね必修科目
　　　　オンライン授業科目

7月27日 曜日

時限 金
生活健康科学　自然環境科学食健康科学（'15）8910677

１
9：15
 
10：05

人間発達科学　臨床心理学現代社会心理学特論（'15）8920680

人間発達科学道徳教育の理念と実践（'16）8920710

情報学データベースと情報管理（'16）8970092

情報学情報学の新展開（'12）8970025

２
10：25
 
11：15

社会経営科学　自然環境科学環境工学（'13）8930643

生活健康科学生活支援の社会福祉（'14）8910642

人文学国文学研究法（'15）8980012

生活健康科学生活変動と社会福祉（'18）8910731

情報学情報学の技術（'18）8970130

自然環境科学現代物理科学の論理と方法（'13）8960577

３
11：35
 
12：25

生活健康科学福祉政策の課題（'14）8910634

人文学中世・ルネサンス文学（'14）8940614

情報学音楽・情報・脳（'17）8970114

生活健康科学福祉政策の課題（'18）8910740

情報学ソフトウェア工学（'13）8970041

４
13：15
 
14：05

社会経営科学社会的協力論（'14）8930678

生活健康科学スポーツ・健康医科学（'15）8910693

臨床心理学心理臨床における法と倫理（'17）8950628

臨床心理学　人間発達科学発達心理学特論（'15）8920672

５
14：25
 
15：15

自然環境科学計算論（'16）8960631

生活健康科学生活リスクマネジメント（'17）8910715

社会経営科学公共政策（'17）8930724

臨床心理学臨床心理学研究法特論（'12）8950547

６
15：35
 
16：25

自然環境科学現代生物科学（'14）8960585

人間発達科学教育文化の社会学（'17）8920737

社会経営科学現代訴訟法（'17）8930732

臨床心理学臨床心理学研究法特論（'18）8950636

臨床心理学臨床心理面接特論（'13）8950555

７
16：45
 
17：35

情報学21世紀メディア論（'14）8970068

人間発達科学成人発達心理学（'17）8920745

社会経営科学公共哲学（'17）8930708

人文学アフリカ世界の歴史と文化（'13）8940592

８
17：55
 
18：45

人間発達科学人間発達論特論（'15）8920699

情報学　自然環境科学コンピューティング（'15）8970084

臨床心理学臨床心理学特論（'17）8950610

7月28日

土
自然環境科学宇宙・自然システムと人類（'14）8960607

人間発達科学海外の教育改革（'15）8920664

生活健康科学　臨床心理学精神医学特論（'16）8910707

社会経営科学経済政策（'17）8930694

臨床心理学家族心理学特論（'14）8950571

自然環境科学物質環境科学（'14）8960593

社会経営科学地域の発展と産業（'15）8930686

人間発達科学教育行政と学校経営（'16）8920702

生活健康科学ヘルスリサーチの方法論（'13）8910626

社会経営科学人的資源管理（'14）8930660

人文学日本史史料論（'15）8980004

臨床心理学投影査定心理学特論（'15）8950580

社会経営科学人的資源管理（'18）8930775

臨床心理学　人間発達科学学校臨床心理学・地域援助特論（'15）8950601

人間発達科学新時代の社会教育（'15）8920656

生活健康科学健康・スポーツ科学研究（'17）8910723

人文学東アジア近世近代史研究（'17）8980039

人間発達科学生涯学習の新たな動向と課題（'18）8920753

自然環境科学数理科学（'15）8960623

人間発達科学　臨床心理学心理・教育統計法特論（'15）8950598

人文学道を極める－日本人の心の歴史（'16）8980020

社会経営科学パーソナル・ネットワーク論（'12）8930619

生活健康科学健康科学（'15）8910685

人文学人類文化の現在：人類学研究　（'16）8980047

人間発達科学カリキュラム編成論（'17）8920729

社会経営科学都市社会構造論（'18）8930767

臨床心理学障害児・障害者心理学特論（'13）8950563

情報学知的創造サイクルの法システム（'14）8970076

生活健康科学生活ガバナンス研究（'15）8910650

人文学異言語との出会い（'17）8980055

人間発達科学　臨床心理学教育心理学特論（'12）8920630

人文学美学・芸術学研究（'13）8940584

生活健康科学家族生活研究（'15）8910669

自然環境科学地球史を読み解く（'16）8960615

人間発達科学　臨床心理学教育心理学特論（'18）8920761
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2018（平成30）年度第2学期　大学院単位認定試験時間割
1月24日 曜日

時限 木
人文学美学・芸術学研究（'13）8940584

１
9：15
 
10：05

生活健康科学家族生活研究（'15）8910669

自然環境科学地球史を読み解く（'16）8960615

人間発達科学　臨床心理学教育心理学特論（'18）8920761

人間発達科学海外の教育改革（'15）8920664

２
10：25
 
11：15

生活健康科学　臨床心理学精神医学特論（'16）8910707

社会経営科学経済政策（'17）8930694

臨床心理学家族心理学特論（'14）8950571

３
11：35
 
12：25

社会経営科学地域の発展と産業（'15）8930686

人間発達科学教育行政と学校経営（'16）8920702

生活健康科学ヘルスリサーチの方法論（'13）8910626

４
13：15
 
14：05

人文学日本史史料論（'15）8980004

臨床心理学投影査定心理学特論（'15）8950580

社会経営科学人的資源管理（'18）8930775

臨床心理学　人間発達科学学校臨床心理学・地域援助特論（'15）8950601

５
14：25
 
15：15

生活健康科学健康・スポーツ科学研究（'17）8910723

人文学東アジア近世近代史研究（'17）8980039

人間発達科学生涯学習の新たな動向と課題（'18）8920753

自然環境科学数理科学（'15）8960623

６
15：35
 
16：25

人間発達科学　臨床心理学心理・教育統計法特論（'15）8950598

人文学道を極める－日本人の心の歴史（'16）8980020

生活健康科学健康科学（'15）8910685

７
16：45
 
17：35

人文学人類文化の現在：人類学研究　（'16）8980047

人間発達科学カリキュラム編成論（'17）8920729

社会経営科学都市社会構造論（'18）8930767

臨床心理学障害児・障害者心理学特論（'13）8950563

８
17：55
 
18：45

情報学知的創造サイクルの法システム（'14）8970076

生活健康科学生活ガバナンス研究（'15）8910650

人文学異言語との出会い（'17）8980055

1月26日

木
人文学アフリカ世界の歴史と文化（'13）8940592

人間発達科学人間発達論特論（'15）8920699

情報学　自然環境科学コンピューティング（'15）8970084

臨床心理学臨床心理学特論（'17）8950610

生活健康科学　自然環境科学食健康科学（'15）8910677

人間発達科学　臨床心理学現代社会心理学特論（'15）8920680

人間発達科学道徳教育の理念と実践（'16）8920710

情報学データベースと情報管理（'16）8970092

社会経営科学　自然環境科学環境工学（'13）8930643

人文学国文学研究法（'15）8980012

生活健康科学生活変動と社会福祉（'18）8910731

情報学情報学の技術（'18）8970130

自然環境科学現代物理科学の論理と方法（'13）8960577

人文学中世・ルネサンス文学（'14）8940614

情報学音楽・情報・脳（'17）8970114

生活健康科学福祉政策の課題（'18）8910740

情報学ソフトウェア工学（'13）8970041

社会経営科学社会的協力論（'14）8930678

生活健康科学スポーツ・健康医科学（'15）8910693

臨床心理学心理臨床における法と倫理（'17）8950628

臨床心理学　人間発達科学発達心理学特論（'15）8920672

自然環境科学計算論（'16）8960631

生活健康科学生活リスクマネジメント（'17）8910715

社会経営科学公共政策（'17）8930724

人間発達科学教育文化の社会学（'17）8920737

社会経営科学現代訴訟法（'17）8930732

臨床心理学臨床心理学研究法特論（'18）8950636

臨床心理学臨床心理面接特論（'13）8950555

人間発達科学成人発達心理学（'17）8920745

社会経営科学公共哲学（'17）8930708

＊青字は2017年度末閉講科目
＊太ゴシック文字は2018年度第1学期新規開講科目

　　　　看護師養成所で概ね必修科目
　　　　オンライン授業科目
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　みゆき公園は、蔵王を望む風光明媚な公園で、ソメイヨシノやヤエザクラなど約200
本の桜の古木が並び、毎年４月下旬頃に満開となります。
　園内には、『斎藤茂吉記念館』があり、平成30年４月27日（金）にリニューアルオー
プン予定。茂吉の業績や生活に関する充実した資料・書画などが展示されます。
　写真中央が蔵王山（日本百名山）の最高峰：熊野岳（標高1,841m）です。写真左の
鞍部に見える建物が蔵王ロープウェイの山頂駅で、周辺には毎年冬、美しい樹氷の景
観が広がります。
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