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〒753-0841 山口市吉田 1677-1 

（山口大学吉田キャンパス大学会館 1Ｆ） 

T E L ： 083-928-2501 

F A X ： 083-928-2503 

E - m a i l ： yamasc35@ouj.ac.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaguchi/ 

学習センターの利用時間 

◆通常期            9:00～17:30 

◆単位認定試験期間  9:00～19:00 

2020年 4～6月の閉所日 

◆毎週月曜日、祝日 

 

 

＜ 機関紙「とっくりがま」の由来 ＞ 

明治 14年、小野田セメント製造会社（現・太平洋セメント株式会社）が創立

され、明治 16 年から焼成炉 4 基の窯によって生産が始まりました。高さ 9.6

ｍ、煉瓦を積み上げて作った立窯で、徳利に似ていることから「徳利窯」と呼

ばれるようになりました。日本近代の洋式セメント製造法を伝える唯一の遺構

で、重要文化財に指定されています。 

山口学習センターが生涯学習の中核として、ますます発展することを願い、

この「徳利窯」にあやかり、機関紙名を『とっくりがま』と命名しました。 
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『 新型コロナウイルス感染症対応について 』 

山口学習センター所長 岡村 康夫 

 

ご存じのように、新型コロナウイルス感染症対応のため、放送大学な

らびに各学習センターにおいては、2020 年 3 月はやむを得ず卒業式や

公開講座等を中止あるいは自粛せざるをえませんでした。特に卒業な

らびに修了されるみなさんの晴れの姿を見ることができなかったこと

は極めて残念でした。また、新型コロナウイルスの感染状況は、現 3月

の時点では、いまだ終息の目途が立っていません。一時も早くこの事態

が収まり、元通りの日常生活が取り戻されることを願うばかりです。 

さて、今後もこの事態の終息が見えない限り、おそらく新年度の面接授業や公開講座等

の実施にも影響を及ぼすことが考えられます。実際、面接授業に関しましては、4 月は中

止の判断が下されました。今後も状況の変化に応じて、その時々の判断・処置が実施され

ることになると思います。放送大学のホームページ等のお知らせを注視してください。そ

れから、センター独自に行っている公開講座に関しましては、特に不特定多数の外部の人

も参加されますので、今後事態が好転しない限り中止せざるをえないと考えています。た

だ、本学学生さんの学習に関する個別の相談や支援体制は、綿密な対策を講じながら、こ

れまで以上に強化していかなければならないと考えています。お困りのことがあれば、い

つでもまずは電話等で問い合わせをしてください。 

ところで、放送大学の授業は大半がテレビ、ラジオさらにはインターネットによって実

施されており、その意味では通学制の大学とは違って、このような状況下でも、ある意味

で優位な学習体制を持続できるということができます。ただ、このような事態を受けて、

改めて学習センターの果たす役割・意義が再確認されなければなりません。以前から申し

上げていますように、「学び」の現場は「人と人との出会い」の場でもあります。その意味

でも、今後も学習センターの役割を自覚し、みなさんの「学び」の支援体制を充実して参

りたいと思います。ぜひ、このような事態を鑑み、忌憚のないご意見をお寄せ下さい。今

後も職員一同みなさんの「学び」の支援の充実のため一層努力していく所存です。 

2020年 3月  
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『 とても楽しい二年間でした 』 

山口学習センター客員教授 村上 林造 

 

平成 30年度と 31年度（令和元年度）の二年間だけでしたが、山口

学習センターの皆さんにはとてもお世話になりました。客員教授の主

な仕事は、面接授業（年二回）、公開講座（月一回）、学習相談（週一

回）等ですが、どの時間にも小説や詩を皆さんと一緒に読み、皆で自

由に感想を話し合うという楽しい時間を過ごさせていただきました。 

平成 31 年度の面接授業は、前期は村上春樹の短編小説から「パン

屋再襲撃」「青が消える」「踊る小人」「レキシントンの幽霊」等を読み、後期は岡村康夫先生

と二人で夏目漱石の長編小説から『三四郎』と『明暗』を取り上げました。また、毎月の公

開講座ではなるべくよく知られた短編小説を選ぶように心がけ、中島敦「山月記」や漱石「夢

十夜」等を読みました。どの授業でもたくさんの方々が積極的に発言してくださり、活発な

議論が行われたおかげで教室全体で授業をつくる雰囲気になり、本当に嬉しく思いました。 

また、毎週土曜日の学習相談の時間には、有志の方々といっしょにいろいろな小説や詩を

読みました。そこではなるべく広い範囲から作品を選ぶことを心がけ、芥川龍之介、井伏鱒

二、宮沢賢治、太宰治、魯迅等を取り上げましたが、その中で二か月にわたって金子みすゞ

の詩を読み続けたこともありました。親密な読書クラブのような温かい雰囲気の中で、皆さ

んの日常経験やさまざまな思いをお聞きすることができましたが、一人一人の発言からは皆

さんがこれまで過ごしてこられた人生の重みが伝わってきて、私自身とても多くのことを教

えられました。それらのご意見と小説の登場人物の行動や考え方を重ねあわせながら作品の

読みを作っていくのは、とても充実した幸せな時間であったと思います。そして、作品の解

釈は読者の数だけあって、決して簡単に優劣や正誤を決めることはできないし、まして一つ

の「正解」にまとめられるものではないということを改めて強く感じました。 

私はこれまで中高大で国語教師をしてきた人間ですが、教師生活の最後の二年間を放送大

学で皆さんと一緒に過ごすことができたのは、本当に幸運であったと思います。お別れに当

たり、改めて心からのお礼を申し上げるとともに、今後もどうぞお元気でお過ごしください

ますよう、切にお祈り申し上げます。さようなら。  
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おめでとうございます 

2019年度第 2学期は大学院 3名の方が修了、教養学部 22名の方が卒業されました。 

■ 大学院 

生活健康科学プログラム･･･1名 人間発達科学プログラム･･･2名 

■ 教養学部 

生活と福祉コース･･･5名 心理と教育コース･･･9名 社会と産業コース･･･2名 

人間と文化コース･･･1名 情報コース･････････2名 自然と環境コース･･･3名 

 

 

修了生・卒業生のメッセージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

私は 2018年、精神科看護師のストレスについて研究したくて入学しました。大学院の 2年間は指導教員

の戸ヶ里先生や TAの先生方、ゼミの皆様から励まされ、厳しい指導もありましたが、無事に修士論文を

完成することができました。岡村所長をはじめ、客員の先生方、事務職員の方々に励まされました。あり

がとうございました。 

生活環境プログラム 40代  

私が放送大学に入学した動機は、『学歴コンプレックス』があったからでした。しかし、いつからか、学

習できることの充実感を感じるようになりました。「生活と福祉コース」を専攻していましたが、今まで

興味をもちつつも改めて学習することがなかった社会福祉や貧困問題等も学べ、そこで得た知識が日常

の仕事の場面でも役立ち、物事の考え方に幅を持つことが出来るようになったと思います。在学中、学生

同士のコミュニケーションはありませんでしたが、試験で学習センターに行く度に、いろんな世代の学生

がおられることを知り、励まされました。学び得た知識は糧になります。ありがとうございました。 

生活と福祉コース 40代  

卒業式を迎えいろいろ準備し中止になったのはとても残念ですが、現在世界中に於いて十数年～百年単

位での未知の新型コロナウイルスの猛威にさらされ、世界的流行は「未知の領域」に突入し、経済・生活

機能不全に陥っています。人類への警告に思えます。この際に環境を見直し、今出来ることを各人が工夫

し、共助していくことが重要だと思います。相手は目に見えない微生物で対処は困難で不安と恐怖ばかり

が蔓延しています。現状を正しく理解し標準予防対策を徹底して早く収束することを願うばかりです。 

生活と福祉コース 60代  

入学時は 4年で卒業を目標においたものの、早く卒業しては勿体ない思いが強くなり（本当は能力不足）、

6年で卒業できました。今年は仕上げの学芸員取得が待っています。 

人間と文化コース 60代  
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『意志があれば道は開ける』どんな困難な道でもそれをやり遂げて意志さえあれば道は開けるという意

味で、足を踏み出すことをためらっている時、困難にぶつかって折れかけている時、勇気が湧いてくる言

葉です。仕事との両立は大変でしたが、意志があり、足を踏み出せば達成することができました。これか

らも一層精進し社会で活躍できる人材育成に頑張りたいと思います。 

生活と福祉コース 50代  

仕事と大学の試験、勉強の両立は大変でしたが、無事に卒業できて良かったです。 

生活と福祉コース 20代  

よく頑張ったね！まだまだ学べるよ。 

心理と教育コース 70代  

6年半かけて持病とたたかいながら、無事に放送大学を卒業できることを心から嬉しく思います。家族を

はじめ、お世話になった先生方、学習センターの方々に感謝の気持ちを伝えたいです。 

心理と教育コース 20代  

私は、生活と福祉コースに所属し、卒業要件の最後の 2単位は「公衆衛生」で満たすことが出来ました。

「感染症と生体防御」も学びました。偶然にも今、世界中で新型コロナウイルス感染拡大で深刻な事態に

学ぶことの大切さを実感しております。私にとって格別な思いの卒業となりました。 

生活と福祉コース 80代  

放送大学で勉強することによって、目標と生きがいを得ました。面接授業の九州会場はすべて制覇しまし

た。継続入学してまだまだ続けます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

心理と教育コース 60代  

放送大学に入学し、通信制でゆっくり学ぶということとし、年が経つにつれ CPから学ぶことを多くする

ことができ、勉強に苦労することが少なくなり学ぶことが面白くなり、卒業しては再入学し卒業しては再

入学してきました。そして、これで 6コース全てを卒業することができ、自分の実力と自信になります。 

心理と教育コース 30代  

還暦を機に八十八か所歩き遍路に挑戦し、四国の山々を同行二人の旅をしました。それから空海が歩んだ

時代の世界に興味を持ち、授業科目「仏教と儒教」を第一歩に、宇宙・太陽系・生命科学と間口を広げ、

面接授業では先生方に直接、今現在進行中の先端知識を学ぶことができました。女房に感謝!! 

自然と環境コース 70代  
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 新型コロナウイルス感染症の対応について（2020年 3月 27日現在） 

2020年度第 1学期の新型コロナウイルス感染症の対応については、下記のとおり取り扱うこととなりまし

た。皆さまの感染リスクを最小限に抑えるため、また急激な感染の拡大を防止するためにご理解ください

ますよう、よろしくお願いします。 

 

☆ 面接授業 

4月および 5月 1日（金）・2日（土）開講の授業については、全国一律閉講（中止）します。 

※日程変更（延期）は行いません。 

5月 7日（木）以降の授業を開講するか否かは、今後の状況に応じて、逐次お知らせします。 

4月 18日（土）12時に予定していた面接授業空席発表及び 4月 24日（金）に予定していた追加登録

の受け付けは当分の間、延期します。 

 

☆ 学生の教育活動等 

学習センターが主催する学生対象の教育活動及び学生のサークル活動等について 4月は中止といたし

ます。5月以降については、今後の状況に応じてお知らせします。 

 

 

 システム WAKABAについて 

システム WAKABA等の不正利用を防ぐため、パスワードの変更をお願いいたします。 

 

◇ 入学生の方･･･入学許可書が届いたら必ずパスワードを変更してください。一定期間経過すると初期パ

スワードは使用できなくなります。 

✵ QRコード 

✵ https://sso.ouj.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

✵ システム WAKABAログイン後、トップ画面の「パスワード変更」 

のいずれかから変更操作を行ってください。 

 

◇ 在学生の方･･･初期パスワードのまま変更されていない方はシステム WAKABAを利用できません。 

利用を再開したい場合やパスワードを忘れてしまった場合は、 

✵ 山口学習センターへ来所（対面のみ対応） 

✵ 学生サポートセンターへ電話（TEL：043-276-5111） 

✵ 教務課教務係へメール（e-mail：kyomuka@ouj.ac.jp） 

のいずれかの方法でご連絡ください。 

本人確認の上、初期パスワードに設定いたしますので、速やかにシステム WAKABA にログインの上、パ

スワードの変更を行ってください。なお、翌朝 6時までにパスワードを変更しなかった場合、再度シス

テムが利用できなくなりますのでご注意ください。  

 事務室からのお知らせ 

重要 

重要 
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 学生証について 

学生証は、単位認定試験や図書・視聴学習室の利用、面接授業の追加登録等で必要となります。以下の方

は、学習センター窓口で学生証の交付を受けてください。 

◇ 入学生の方･･･『入学許可書』・『旧学生証（継続入学生）』をお持ちください。本人確認のうえ、学生

証をお渡しします。継続入学の方は新しい学生証と交換します。 

※注意 顔写真が未登録の方は発行できませんので、システム WAKABA で直接登録または写真票を大

学本部学生課入学・履修係に郵送（発行までに約 2 週間～3 週間）で、手続きを行ってください。 

◇ 在学生の方･･･『有効期限の切れた学生証』をお持ちください。新しい学生証と交換します。 

 

 

 

 

 

※氏名等の変更をした場合は学生証の再発行手続きを行ってください。（手数料：500円） 

〔詳細は、「学生生活の栞」学部 P18～P20、大学院 P24～P28をご参照ください。〕 

 

 各種変更手続きについて 

各種変更手続きにはそれぞれ提出期限があります。郵送またはシステム WAKABA で手続きをお願いします。 

様式は学生生活の栞の巻末にあります。システム WAKABA「キャンパスライフ→各種届出・申請様式」から

ダウンロードも可能です。 
 

  

手続内容 

提出期限 提出先（郵送で提出する場合） 学生生活の栞 

備考 
郵送 

システム 

WAKABA 
学部 

修士選科生 

修士科目生 

修士全科生 

博士全科生 
学部 大学院 

所属コース・ 

専攻変更 

カリキュラム移行 

2020年度第 2学期から変更 
本部学生課 

入学・履修係 
－ P86 － 

学期途中の変更はでき

ません。 
4月 20日（月）9：00～ 

6月 7日（日）24:00（必着） 

所属 

学習センター 

変更 

2020年度第 2学期から変更 
本部学生課 

入学・履修係 

本部教務課 

大学院 

研究指導係 

P87 
P79 

P83 

学期途中の変更はでき

ません。 
4月 20日（月）9：00～ 

8月 10日（月）24:00（必着） 

単位認定試験 

受験センター 

変更 

2020年度第 1学期から変更 

本部学生課単位認定試験係 P71～P73 P68～P70  
4月 1日（水）～ 

5月 25日（月） 

（必着） 

4月 1日（水） 

9：00～ 

6月 1日（月） 

24：00 

氏名等変更 
在学中 随時 

（変更後速やかに） 

本部学生課 

入学・履修係 

本部教務課 

大学院 

研究指導係 

P88 
P80 

P83 

学生証の再発行手続き

も行ってください。 

（手数料：500円） 

住所等変更 
在学中 随時 

（変更後速やかに） 

山口 

学習センター 

本部学生課 

入学・履修係 

本部教務課 

大学院 

研究指導係 

P88 
P80 

P84 

最寄りの郵便局に『転

居届』もご提出くださ

い。 

職業等変更 
在学中 随時 

（変更後速やかに） 

本部学生課 

入学・履修係 

本部教務課 

大学院 

研究指導係 

P89 
P81・P82 

P84・P85 
 

休学願 

復学願 

退学願 

2020年度第 2学期から変更 
本部学生課 

入学・履修係 

本部教務課 

大学院 

研究指導係 

P90～P92 P86～P88  4月 20日（月）9：00～ 

9月 30日（水）24:00（必着） 

有効期限をご確認ください。 

平成 32年（令和 2年）3月 31日

またはそれ以前になっている場

合は更新が必要です。 
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 各種証明書の発行について 

各種証明書の発行は山口学習センターで行っています。なお、発行に 2 週間程度かかる証明書（学部：様

式 10 大学院：様式 9）もありますので、十分余裕を持ってご請求ください。 

郵便で請求する場合は 

①手数料分（1通につき 200円）の郵便定額小為替証書 

※手数料相当額の郵便切手は認められませんのでご注意ください。 

②諸証明書交付願 

様式は学生生活の栞の巻末、またはシステム 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 

③返信用封筒【宛先明記】 

封筒の種類・・・1～2通：長形 3号、3通以上：角型 2号 

切手・・・・・・1通：84円、2通：94円、3通以上：140円 

        ※速達をご希望の場合は 290円の切手を追加 

を同封の上、山口学習センターへご送付ください。 

〔詳細は、「学生生活の栞」学部 P103～P105、大学院 P91～P93をご参照ください。〕 

 

 無線 LAN（Wi-Fi）の利用について 

山口学習センターでは Wi-Fi 環境の整備を行い、接続エリアが拡大されました。個人のノートパソコン・

タブレット・スマートフォンでも授業を視聴することができます。 

 

＜利用方法＞ 

① 学園が指定する eラーニングのサイバーセキュリティ研修（放送大学自己学習サイト

の「情報セキュリティ研修（学生用）」）を受講して、小テストに合格すると発行され

る『修了証』を印刷するかスマートフォン等の画面に保存します。 

② 事務室窓口にて『無線 LAN利用申請書』に必要事項を記入して『修了証』と一緒に提出します。 

③ 交付された『無線 LAN利用許可書』に記載の ID及びパスワードでインターネットに接続します。 

 

 学生教育研究災害傷害保険（｢学研災｣）について 

「学研災」は、加入者が在籍する大学の教育研究活動中に被る事故に対する補償を目的とした保険で、全

ての種類の学生が加入することができます。 

保険金の支払い対象は、面接授業中や学校行事に参加している間、大学が認めた学生団体活動中、その他

大学の施設内にいる間に被った事故等です。加入は任意ですが、面接授業の中には加入者を対象とする科

目もありますので、ご確認ください。〔面接授業時間割表の授業概要【その他（特記事項）】参照〕 

各学習センターで加入することができますが、保険の効力は加入した日の翌日からとなりますので、ご注

意ください。 

〔詳細は、「学生生活の栞」学部 P130～P131、大学院 P116～P117をご参照ください。〕  
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 通信指導について 

通信指導問題は必ず提出期間内に放送大学本部に到着するように提出してください。通信指導問題の答案

を提出し、合格しないと単位認定試験を受験することができません。 
 

◎ 問題の送付時期 

通信指導問題は、印刷教材と一緒に送付されます。（一部の科目については別に送付する場合がありま

す。）5月 1日（金）までにお手元に届かない場合は、大学本部（TEL:043-276-5111）にご連絡くださ

い。 

 

◎ 提出方法 

郵送によるもののほか、インターネット上で通信指導問題の提出・解説の閲覧ができる「Web通信指導」

があります。「Web通信指導」で通信指導問題の提出（送信）を行った場合には、郵送は不要です。 

詳細については、システム WAKABA「キャンパスライフ→学習案内」をご覧ください。 
 

◎ 提出期間 

〔詳細は、「学生生活の栞」学部 P67～P70、大学院 P64～P67をご参照ください。〕 

 

 心理系の資格取得を目指している方へ～申請の時に慌てないために～ 

認定心理士の資格取得をするには、日本心理学会に申請する必要があります。申請手続き時に慌てないよ

う準備をしましょう。放送大学のホームページに入力システムがありますので、ご活用ください。 

❋ 履修科目のシラバス・資料・ノート・レポートなどを保管しておきましょう。 

❋ 不足している科目がないか、定期的にチェックしましょう。 

 

 サークル活動の紹介 

山口学習センターでは下記のサークルが活動しています。 

 パソコン同好会 

 心理サークル 

 卒論・修論研究サークル 

 読書会（2020年度新規設立予定） 

山口学習センターで行われていたセミナー『土曜読書会』が放送大学学生団体サークルとして活動しま

す。ただし、活動内容は、以前のセミナーと同様です。世話人は渡辺優さんです。 

 

サークル活動に興味のある方は事務室までご連絡ください。  

郵送による提出 5月 15日（金）～ 5月 29日（金） 本部必着 

Web通信指導による提出 

（一部科目を除く） 

5月 8日（金）10:00 ～ 5月 29日（金）17:00 

※利用するパソコン及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。 
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 客員教員の紹介 

6名の客員教員が学習の方法、学習の進め方等の相談や放送授業科目の学習支援等に応じます。また、各専

門分野でのセミナーや公開講座も開催します。相談日等の詳しい日程・内容については決まり次第、山口

学習センターホームページや掲示板でお知らせします。 

 

客員教員 専門分野 学習相談日等 

 

千々和 一豊 

（山口大学名誉教授） 
地質学 

火曜日 

9:30～12：30 

 

坪郷 英彦 

（山口大学名誉教授） 
民俗学・文化人類学 

水曜日 

13:00～16:00 

 

春日 由美 

（山口大学教育学部准教授） 
心理学 

木曜日 

13:00～16:00 

 

塩田 正俊 

（山口大学名誉教授） 
スポーツ運動科学 

金曜日 

9:30～12：30 

 

山内 直樹 

（山口大学名誉教授） 
園芸利用学 

土曜日 

9:30～12：30 

 

金谷 匡人 

（前山口県文書館副館長） 
歴史学・地域史 

隔週日曜日 

10:00～14:30 

 

 卒業研究・大学院入学希望者ガイダンスのお知らせ（2020年 3月 27日現在） 

2021年度「卒業研究」の履修、「大学院（修士全科生）」の入学を希望される方や興味・関心がある方を対

象に、ガイダンスを開催する予定です。詳しい日程については山口学習センターホームページ及び掲示等

でお知らせいたします。 

 

開催日：2020年 6月中旬 

（卒業研究）13:00～14:00 （大学院）14:00～15:00 

会 場：山口学習センター小講義室 
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 駐車場について 

山口学習センター利用の際は、山口大学の駐車場が

利用できます。入構の際に停車を求められた場合は、

学生証を提示して放送大学利用の意思表示をしてく

ださい。 

構内は一方通行となっていますので、標識にしたが

って通行してください。 

① 仮設駐車場 

② 正門駐車場（土日のみ） 

③ 事務局 2号館裏駐車場（土日のみ） 

 

 

 

 

 学生ラウンジについて 

休憩・懇談・飲食等にご利用下さい。また、室内にはテレビ、湯茶、新聞および図書・書籍が備え付けてあ

ります。 

✤ コインロッカー･･･100円必要ですが、使用後に戻ります。貴重品は、必ず身につけておいてください。 

なお、長期間の使用はご遠慮ください。 

✤ 飲食･････････････電子レンジが設置してあります。お弁当等の温めにご利用ください。 

お茶・コーヒー・紅茶のご利用は、1杯 20円程度お願いします。 

紙コップは、お 1人 1個の使用でお願いします。 

図書・視聴学習室への持込はご遠慮ください。 

✤ 体重計 血圧計･･･コインロッカー前に設置しています。ご自由にお使いください。 

 

 

 

2015年度から事務長として大役を仰せつかり、何とか職務を全うすることができたことは喜びに堪

えません。これは学習センタースタッフや幕張本部職員の協力やご指導の賜物ですが、それにも増し

て、学生の皆様方が学修に向き合っておられる姿を拝見し、大いに刺激を受けたからにほかなりませ

ん。皆様方と接することでこれまで自分が見過ごしてきた大切な何かを見つけることができました。 

この 5 年の間には、開所時間の変更、放送教材や図書の本部貸出の集約化など、センターをご利用

されている学生の皆様方にはご不便をおかけしましたが、一方では学友同窓会との連携を深化させる

仕組みづくりや皆様方に利用しやすい環境づくりを提供することを目標に励んできました。皆様には

今後も大いに学習センターを利活用していただきたいと思います。 

『一方は「これで十分だ」と考えるが、もう一方は「まだ足りないかもしれない」と考える。そうし

たいわば紙一枚の差が、大きな成果の違いを生む。』（松下幸之助（パナソニック創業者 / 1894～1989） 

大変お世話になりました。 

山口学習センター 事務長 藪 達己  

退任のご挨拶 
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（2020年 3月 27日現在） 
４月 

  1日 放送授業開始 

  3日 オンライン授業開始 

13日 教員免許更新講習生受付開始（～5月 18日） 

18日 面接授業空席発表（12:00） 

24日 面接授業科目追加登録受付開始（～7月 19日） 

29日 閉所日（昭和の日） 

 

 
 

５月 
  1日 集中科目履修生（司書教諭）出願受付開始 

（～6月 7日） 

  3日 閉所日（憲法記念日） 

  4日 閉所日（みどりの日） 

  5日 閉所日（こどもの日） 

 6日 閉所日（振替休日） 

8日 通信指導【Web】受付開始（～5月 29日） 

18日 教員免許更新講習生受付締切 

15日 通信指導【郵送】受付開始（～5月 29日） 

29日 通信指導提出期限【必着（Web～17:00）】 

【面接授業】 

☆ 9･10日 

☆16･17日 

☆23･24日 

☆30･31日 

「心理学実験 1」 

「光合成から始まるエネルギー社会」 

「萩藩領の村と町」 

「微分積分と差分和分」 

 

６月 
7日 集中科目履修生（司書教諭）出願受付締切【必着】 

10日 第 2学期【第 1回】学生募集出願受付開始 

（～8月 31日） 

【面接授業】 

☆ 6･ 7日 

☆13･14日 

☆20･21日 

☆27･28日 

「身近な地学を学ぶ」 

「心理社会的発達と適応」 

「環境と産業」 

「新・初歩からのパソコン」 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

  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    

       

【面接授業】 

☆18･19日 

☆25･26日 

「生活環境情報学」 

「レポート・論文の書き方」 

月 火 水 木 金 土 日 

    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 

       

月 火 水 木 金 土 日 

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      

 
閉所日  面接授業 

今年は新型コロナウイルス感染症が蔓延している状況で、面接授業等の中止で大変ご迷惑をおか

けしております。今後の対応についてはホームページ等でお知らせしますので、ご確認をよろしく

お願いします。 

皆さまが有意義に学生生活を送れますよう、職員一同サポートしてまいります。 

最後に、ご多用の中寄稿くださった方々に心より御礼申し上げます。 

編集 
後記 


