
◎ 山口学習センター開設科目の追加登録 

定員に余裕のある科目（空席のある科目）については、面接授業の追加登録が出来ます。空席発表日

や追加登録期間は、以下のとおり予定しています。（10 月 25 日以前に開講する科目は追加登録でき

ません。） 

 

 空席発表･･･10月 19日（土）12:00  

 放送大学ホームページおよび学習センター内の掲示でお知らせします。 

 10月 25日（金）15:00以降は、「システム WAKABA」で空席状況をリアルタイム

で確認できます。 

 

 追加登録の受付は、その科目を開設している学習センター・サテライトスペー

スで行います。各センターで受付方法が異なりますので事前にお問合せくださ

い。 

 

 

 追加登録期間･･･10月 25日（金）～ 各科目の追加登録受付期限日まで  

 原則として開講日の 1週間前まで受付。 

（2月開講の授業については 1月 19日（日）まで） 

 追加登録完了後の科目変更・取消はできません。 

 

 

 受講が決定したら（科目登録決定通知書を受け取ったら）、当日直接会場へお越

しください。 

 指定の教科書、保険（学研災）の加入等については、面接授業時間割表や「シ

ステム WAKABA」で必ず事前にご確認ください。 

 

◎ 山口学習センター開設科目の登録方法 

窓口での申請 

・10 月 25 日（金）の 9:00～10:00 までに来所の方を対象に抽選を行い、登録申請の

順番を決定します。それ以降は先着順となります。 

・申請に必要なもの（代理人による申請も可） 

① 学生証 

② 授業料（1科目あたり 5,500円） 

郵送による申請 

・①～④を同封して現金書留にて山口学習センターまでお送りください。 

① 追加登録申請書（面接授業時間割表巻末／ホームページからダウンロードも可） 

② 学生証のコピー（申請書に貼付） 

③ 授業料（1科目あたり 5,500円） 

④ 返信用封筒（宛先明記／定形サイズ（長形３号）／84円切手貼付） 

 

・来所の方を優先しますので、到着日の最後の受付とさせていただきます。 

（10月 25日（金）以前に届いたものについては、25日到着分と同じ取扱いです。） 

→登録できた場合：「科目登録決定通知書」を送付します。 

→登録できなかった場合：授業料から返送に係る費用を引いた金額を返金します。 

空席状況の確認 

受付方法の確認 

追加登録申請 

（授業料納入） 

面接授業受講 



･･･ 2019年度第 2学期 山口学習センター開講科目一覧 ･･･ 

※『再発見！身近な現象から学ぶ科学』は授業料のほかに学生教育研究災害傷害保険加入が必要です。 

区分 科目名 定員 日程 講師 
追加登録 
受付期限 

専門科目 

人間と文化 
16・17 世紀の日本と欧州 40 

10 月 19 日（土） 

10 月 20 日（日） 

杉森 哲也 

（放送大学・教授） 
－ 

導入科目 

生活と福祉 
健康情報と身体活動 30 

11 月 16 日（土） 

11 月 17 日（日） 

塩田 正俊 

（放送大学山口学習センター・ 

客員教授） 

11 月 9 日(土) 

導入科目 

自然と環境 

再発見！ 

身近な現象から学ぶ科学 
24 

11 月 16 日（土） 

11 月 17 日（日） 

和泉 研二 

（山口大学・教授） 
11 月 9 日(土) 

基盤科目 新・初歩からのパソコン 15 
11 月 30 日（土） 

12 月 1 日（日） 

北本 卓也 

（山口大学・教授） 
11月 22日(金) 

専門科目 

心理と教育 
人間関係の心理学 30 

11 月 30 日（土） 

12 月 1 日（日） 

春日 由美 

（山口大学・准教授） 
11月 22日(金) 

基盤科目 

外国語 
中国語－文字と発音 30 

12 月 7 日（土） 

12 月 8 日（日） 

更科 慎一 

（山口大学・准教授） 
11月 30日(土) 

導入科目 

自然と環境 

果実の発育と 

成熟のサイエンス 
40 

12 月 7 日（土） 

12 月 8 日（日） 

山内 直樹 

（放送大学山口学習センター・ 

客員教授） 

11月 30日(土) 

専門科目 

人間と文化 
生活文化論 40 

12 月 14 日（土） 

12 月 15 日（日） 

坪郷 英彦 

（放送大学山口学習センター・ 

客員教授） 

12 月 7 日(土) 

導入科目 

情報 

ソフトウェア開発・ 

はじめの一歩 
30 

12 月 21 日（土） 

12 月 22 日（日） 

中谷 多哉子 

（放送大学・教授） 
12月 14日(土) 

専門科目 

社会と産業 
経営と会計 30 

12 月 21 日（土） 

12 月 22 日（日） 

齋藤 正章 

（放送大学・准教授） 
12月 14日(土) 

専門科目 

心理と教育 
心理検査法基礎実習 30 

1 月 11 日（土） 

 1 月 12 日（日） 

木谷 秀勝 

（山口大学・教授） 
12月 26日(木) 

専門科目 

人間と文化 
漱石を読む 40 

1 月 11 日（土） 

 1 月 12 日（日） 

村上 林造 

（放送大学山口学習センター・ 

客員教授） 

岡村 康夫 

（放送大学山口学習センター・ 

所長，特任教授） 

12月 26日(木) 


