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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 

2021年 10～12月の閉所日 

◆毎週月曜日、祝日 

◆特別閉所日：10 月 24 日（日） 

12 月 26 日（日） 

12 月 28 日（火）～12 月 31 日（金） 

 

＜ 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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『暑い夏の日の思い出』と『吉田キャンパスの“大地”のつくり』 

山口学習センター客員教員 千々和 一豊 

 

2021年暑い夏、コロナウィルス感染拡大第 5波の真っ只中にある東京で

は、パラリンピックの熱戦が繰り広げられています。障害をもつアスリー

ト達が、ここまでやれるのか！驚きと感動の連続で、つい競技に見入って

しまう自分がいます。暑い夏というと、高校 1年の時の「100km行軍」を思

い出します。私の出身高校は、旧制中学の流れを引き継いでいるためか、

【質実剛健】が校風にあり、毎年 7月の一学期終業式の日の午後から「100km

行軍」が企画されていました。参加者は希望者のみ（健脚の先生も数名参加）で、ほぼ 1日か

けて県内の路 100km近くを踏破します。新聞の地方版にも「○○高校、今年も 100km行進」（行

軍でなく行進となっているところに注目！）という記事が掲載されました。参加者は 1年から

3年の男子学生約 200名で、校門を出発した後は、1時間歩いて 10分間休憩、それを繰り返し

ます。初日は遅れる者もほとんど無く、“隊列”は維持されていましたが、夜中に大きな神社の

境内の砂利の上で 2時間ほど仮眠を取った後の 2日目は、次第に“隊列”は乱れていき、最終

的には個人個人バラバラで母校を目指すことになりました。それまで長時間歩くことの経験が

なく、その体への負荷を殆ど理解せず、体育で使う運動服とズックという（今から思えば有り

得ない）出で立ちで参加してしまった私は、足の裏の大部分は肉刺（まめ）に覆われ（足の小

指と親指は全体が水ぶくれの状態！）、まともに歩ける状態ではなかったものの、なんとかゴー

ルである母校にたどり着くことができました。足を引きずり、誠に痛々しい歩き方をしたラス

トウォークを PTAの方々が暖かい拍手で迎えてくれました。汗が結晶化するほどの炎天下、何

とかやり遂げた充実感とともに、見苦しい姿を見せなければならない恥ずかしさが入り交じっ

て、忘れられない思い出の夏となりました。自然の中を歩くことが好きで参加した「100km 行

軍」は、その後、大学（院）で地質学を専攻し、自然の中を歩きながら、自然のつくりと成り

立ちを考究する地質屋になった私の原点と言えるかもしれません。 

 

放送大学山口学習センターがある吉田キャンパス周辺の大地について概観してみようと思い

ます。当地域は、時代の古いものから古生代の周防変成岩、中生代白亜紀の関門層群・周南層

群・石英斑岩の岩脈および第四紀の洪積層と沖積層からできています（図 1)。周防変成岩は主

に片理（構造）が発達した結晶片岩(図 2)からなり、ところによって蛇紋岩を含みます。古生

代後半の岩石が中生代三畳紀（約 2.2億年前）に広域変成作用を受けてできました。当時の日

本列島がﾌﾟﾚｰﾄの収束境界（海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界）にあったことを

示しています。三畳紀以降は陸域の状態が続きます。白亜紀の前半は主に砂・泥岩からなる湖

成堆積物が堆積した後、激烈な火成活動（マグマの活動）の時期になり、中性ないし酸性の各

種火山噴出岩からなる周南層群が堆積しました。湖成堆積物からなる関門層群の分布は小規模

で分散しており、周南層群中の捕獲岩体と見なされます。白亜紀後期の広島花崗岩に関連する

と思われる石英斑岩の岩脈が周防変成岩や関門層群・周南層群を貫いて分布し、そのうち最も

大きい岩体は山大に北接する姫山山塊を形成しています。第四紀洪積世には、砂礫層からなる
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堆積物が九田川およびその支流の排水盆地を埋積しながら堆積し、現在の丘陵部を形成してい

ます。円磨のよい砂礫層からなる洪積層が平井の日吉神社へ登る階段付近に好露出していまし

たが、現在は工事によって露頭が失われてしまいました。 

現在、学校教育の理科分野では、地層のでき方や大地のつくりを学習します。その中で野外

における露頭観察の重要性が指摘されています。学校の近くにわかりやすい地層が観察できる

露頭があれば良いのですが、平川地域は変成岩や火山噴出岩が主体を占めているため、子ども

たちの観察対象としては、高度過ぎるのが一寸残念です。  

図 1 平川地域の地質図 

図 2 片理の発達した泥質結晶片岩（平井の日吉神社境内） 
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おめでとうございます 

 

2021年度第 1学期は教養学部 21名の方が卒業されました。 

■ 教養学部 

生活と福祉コース･･･4名 心理と教育コース･･･11名 社会と産業コース･･･3名 

人間と文化コース･･･0名 情報コース･････････ 2名 自然と環境コース･･･1名 

 

 

卒業生のメッセージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おめでとうございます 

 

卒業生のメッセージ 

学習センターの皆様のおかげで、2度目の卒業を迎えることができました。ありがとうございました。

40代で入学し仕事と両立できない時もありましたが、辞めるという選択肢はありませんでした。今は 60

代となりこの度 3 度目の入学申請をしたところです。学ぶ楽しさを、まだまだ味わっていたいと思いま

す。 

【生活と福祉コース 60代】 

「青山元不動 白雲自去来（せいざんもとふどう はくうんおのずからきょらいす）」《五灯会元》禅語 

抑制する心、泰然の心、変化を受け入れる心が身につくように、日々精進したいです。 

【心理と教育コース 60代】 

子供たちが一人立ちしたのを機会に放送大学への入学を思い立ちました。若い頃に比べると色々とハ

ンディを抱えてしまいましたが、学習に対する意欲は数倍にも大きくなり、充実した時間を過ごすことが

できました。卒業にあたり、色々と助けてくれた家族に感謝を伝えたいです。 

【心理と教育コース 50代】 

期待していた家族の理解や援護射撃もないなか、孤軍奮闘し、10 年かかりましたが青息吐息で卒業で

きました。学習センターの方々、本当にお世話になりました。 

【生活と福祉コース 50代】 

2018 年度から編入学し、全科履修生として勉強してきました。はじめて学ぶことも多く色々な事を学

ぶことにワクワクしました。今後は大学院に進み、心理と教育についてもっと学び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 40代】 

いろいろお世話になりました。これからも自分のペースで幅広く学んでいきたいと思います。 

【心理と教育コース 50代】 

https://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3243.html
https://4.bp.blogspot.com/-cLDlcfS1BBc/UVV9GlHC2PI/AAAAAAAAPHA/E93pdLNX59w/s1600/smallflower_ppink.png
https://1.bp.blogspot.com/-mYP30oKmNuM/UVV9F72GQ5I/AAAAAAAAPGw/3x_PGzWNoow/s1600/smallflower_pbluegreen.png
https://2.bp.blogspot.com/-A3Zl0YLxPyI/UVV9FdKVo3I/AAAAAAAAPGg/Z8vEtjF0yGQ/s1600/smallflower_pblue.png
https://4.bp.blogspot.com/-O4AEezqpb1k/UVV9HGiaJYI/AAAAAAAAPHU/-pmED65wYA0/s1600/smallflower_pskyblue.png
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単位試験や面接授業の日に急な仕事が入り単位を逃したり、希望する講義を受けられなかったりと思

い返すと仕事との両立は大変な時期もありました。又、昨年からは新型コロナウイルス感染拡大の影響に

より、面接授業の閉講や試験の方法が大きく変化していきました。今後も継続し学ぶ事を選択し、以前よ

りはペースはゆっくりと自分らしく学びを続けていきたいと思っています。 

【心理と教育コース 50代】 

放送大学で継続的に勉強していくことは難しかったですが、この度卒業することができ達成感でいっ

ぱいです。ありがとうございました。 

【心理と教育コース 30代】 

放送大学で知識を深め学ぶことができ考え方の幅が広がった気がします。卒業後も継続して在籍して

学びつづけたいと思います。 

【心理と教育コース 50代】 

センターの方々には単位取得について、相談にのって頂き、おかげで認定心理士免許を取得することが

できました。いつも親身になって調べて頂き嬉しかったです。本当に有難うございました。次期は生活コ

ースを学びます！ 

【心理と教育コース 60代】 

仕事と学業の両立で大変でしたが、無事卒業する事が出来て嬉しく思っています。お世話になりまし

た。 

【心理と教育コース 30代】 

退職後なにげなく始めた、放送大学での授業、初め数年は勉強しませんでしたが、次第に認識しはじめ

勉強を始めました。すばらしい内容等にひかれ、多忙ではありましたが、長年かかって卒業できました。

新しい知識や教養が少しは身に付いたかなと思っています。楽しかったのは面接授業と社会見学でした。

関係者の皆様に感謝致します。大変ありがとうございました。 

【社会と産業コース 70代】 

再々入学し、20 年かけて卒業しました。放送大学は過去に取得した単位が全て有効なので自分のペー

スでゆっくり時間をかけて卒業することができました。 

【社会と産業コース 30代】 

コロナ禍の中の 1年半、面接授業の中止、諸行事のとり止め等、諸先生方、職員の皆様には大変な御苦

労をされた事と思います。諸先生方、学友の皆さんと語り合う事の大切さを実感いたしました。 

これから先“ウィズコロナ”で違う世の中になるかも知れませんが、人と人との触れ合い繋がりを大切に

したいものです。 

【自然と環境コース 60代】 
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 新型コロナウイルス感染症の対応について（2021年 9月 30日現在） 

2021年度第 2学期の新型コロナウイルス感染症の対応については、以下のとおりです。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。 

今後、新型コロナウイルス感染拡大状況に伴い変更等が生じた場合は、山口学習センターホームページや

システム WAKABAの『学習センターからのお知らせ』に掲載しますので、ご確認ください。 

 

◎ 山口学習センターの利用 

・事務室窓口業務   9:30～17:00 

・図書・視聴学習室  午前（9:30～12:00）と午後（13:00～16:00）のどちらかのみの利用です。 

ヘッドホンは各自ご持参ください。 

室内では、マスクの着用をお願いします。 

 

◎ 2021年度第 2学期単位認定試験の実施 

2021年度第 2学期単位認定試験も、引き続き代替措置による自宅受験方式にて実施いたします。 

単位認定試験期間は事前に周知している日程と異なります。2021年度第 2学期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。 

変更後の単位認定試験期間 2022年 1月 14日（金）～1月 21日（金）消印有効 

 

 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場合はシステム 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、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～P19、大学院 P24～P28をご参照ください。〕 

 

 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。）11月 4日（木）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 P66～P70、大学院 P63～P67をご参照ください。〕  

郵送による提出 11月 16日（火）～ 11月 30日（火） 本部必着 

Web通信指導による提出 

（一部科目を除く） 

11月 9日（火）10:00 ～ 11月 30日（火）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。 

有効期限をご確認ください！ 

令和 3年 9月 30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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 2021年度第 2学期 面接授業について 

面接授業とは、学習センター等で直接講師から指導を受ける授業です。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 21日以前に開講する科目は追加登録できません。） 

 

◆ 追加登録の流れ     空席発表日：10月 15日（金）12：00 

 

 

 

 

 

 

 

追加登録期間：10月 21日（木）～各科目の追加登録受付期限まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 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 21日（木）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 21日（木）以前に届いたものについては、21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 

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 21日（木）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、事前にお問い合

わせください。 

 

原則として開講日の 1 週間前まで受付します。（2 月開講の授業については 1

月 16日（日）まで）。追加登録完了後の科目変更・取り消しはできません。  

 

受講が決定したら（科目登録決定通知書を受け取ったら）、当日実施会場へお

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。 
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･･･ 2021年度第 2学期 山口学習センター開講科目一覧 ･･･ 

※『江戸時代の暮らしとその舞台』、『考古学からみた大型陶器と社会』、『暮らしとエネルギー』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。そのほか、科目によって当日持参するものもありますの

で、シラバスをご確認ください。 

★面接授業情報は、ホームページをご覧ください。 

 

・追加登録申請書がダウンロードできます。 

・授業概要や変更等のお知らせを見ることができます。  

区分 科目名 定員 日程 講師 

専門科目 

人間と文化 

古文書から探る 

中世防長の世界 
20 

10月 16日（土）1～4時限 

10月 17日（日）1～4時限 

近藤 成一 

（放送大学・教授） 

専門科目 

生活と福祉 
食生活を考える 20 

10月 30日（土）1～4時限 

10月 31日（日）1～4時限 

園田 純子 

（山口県立大学・准教授） 

専門科目 

情報 

健康データ計測と 

分析技術 
15 

10月 30日（土）1～4時限 

10月 31日（日）1～4時限 

江 鍾偉 

（山口大学大学院・教授） 

導入科目 

人間と文化 

江戸時代の暮らしと 

その舞台 
20 

11月 6日（土）1～4時限 

11月 7日（日）1～4時限 

金谷 匡人 

（放送大学山口学習センター・ 

客員准教授） 

基盤科目 
実践的データ分析の 

統計学入門 
15 

11月 13日（土）1～4時限 

11月 14日（日）1～4時限 

北本 卓也 

（山口大学・教授） 

専門科目 

自然と環境 
香りと生きものたち 20 

11月 13日（土）1～4時限 

11月 14日（日）1～4時限 

松井 健二 

（山口大学大学院・教授） 

専門科目 

心理と教育 
人間関係の理解と支援 20 

11月 20日（土）1～4時限 

11月 21日（日）1～4時限 

春日 由美 

（山口大学・准教授） 

導入科目 

社会と産業 
地域福祉社会学 20 

11月 27日（土）1～4時限 

11月 28日（日）1～4時限 

鍋山 祥子 

（山口大学・教授） 

導入科目 

情報 
情報処理概論 15 

11月 27日（土）1～4時限 

11月 28日（日）1～4時限 

野村 厚志 

（山口大学・教授） 

導入科目 

心理と教育 
わらべうた遊びの可能性 20 

12月 4日（土）1～4時限 

12月 5日（日）1～4時限 

河北 邦子 

（山口学芸大学・教授） 

専門科目 

心理と教育 
心理検査法基礎実習 14 

12月 4日（土）1～4時限 

12月 5日（日）1～4時限 

細川 理香 

（公認心理師） 

導入科目 

生活と福祉 
歩行を考える 20 

12月 11日（土）1～4時限 

12月 12日（日）1～4時限 

日置 智子 

（山口短期大学・准教授） 

基盤科目 
健康づくりのための 

運動生理学 
20 

12月 18日（土）1～4時限 

12月 19日（日）1～4時限 

塩田 正俊 

（放送大学山口学習センター・ 

客員教授） 

導入科目 

社会と産業 

考古学からみた 

大型陶器と社会 
20 

12月 18日（土）1～4時限 

12月 19日（日）1～4時限 

田畑 直彦 

（山口大学・助教） 

専門科目 

自然と環境 
暮らしとエネルギー 20 

1月 8日（土）1～4時限 

1月 9日（日）1～4時限 

重松 宏武 

（山口大学・教授） 

2021 年度第 2学期 面接授業 

https://mensetsu-cnh.ouj.ac.jp/2/ 

閉講 

閉講 

閉講 
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 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。〕 

 

 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 

2022年度第 1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。 
10月 20日（水）9：00～ 

12月 7日（火）24:00（必着） 

所属 

学習センター 

変更 

2022年度第 1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。 
10月 20日（水）9：00～ 

2月 8日（火）24:00（必着） 

単位認定試験 

受験センター 

変更 

2021年度第 2学期から変更 

本部学生課単位認定試験係 P71～P73 P68～P70  
10月 1日（金）～ 

11月 24日（水） 

（必着） 

10月 1日（金） 

9：00～ 

11月 30日（火） 

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 

P84 
 

休学願 

復学願 

退学願 

2022年度第 1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  
10月 20日（水）～

3月 25日（金） 

（必着） 

10月 20日（火） 

9：00～ 

3月 31日（木） 

24：00 
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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①～③を同封の上、山口学習センターへご送付ください。 

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 260円の切手を追加 

 

〔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、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。 

 

 客員教員おすすめの本について 

年に一度、客員教員より本を推薦していただいています。今年度は 43冊の本を図書室に配架しました。貸

出はできませんが、図書室内での閲覧は可能です。ぜひ、ご利用ください。 

 

 山口学友同窓会からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、『センターまつり』および山口学友同窓会機関紙「はばたき 35

号」にてお知らせしていました『紅葉狩り』は、誠に残念ではありますが、昨年度に引き続き中止すること

といたしました。  
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（2021年 9月 30日現在） 

 

 
10月 

1日 放送授業開始 
2日 大学院修士・博士全科生第一次選考試験 
3日 山口学習センター学位記授与式 
5日 オンライン授業開始 
15日 面接授業空席発表（12:00） 
21日 面接授業科目追加登録受付開始（～1月 16日） 
24日 閉所日（特別） 
25日 教員免許更新講習生受付開始（～11月 22日） 

 

 
 

11月 
3日 閉所日（文化の日） 
9日 通信指導【Web】受付開始（～11月 30日） 
16日 通信指導【郵送】受付開始（～11月 30日） 
22日 教員免許更新講習生受付締切 
23日 閉所日（勤労感謝の日） 
26日 2022年度第 1学期学生募集出願受付開始 

（～3月 15日） 
30日 通信指導提出期限【必着（Web～17:00）】 

【面接授業】 

☆ 6･ 7日 

☆13･14日 

☆13･14日 

☆20･21日 

☆27･28日 

☆27･28日 

「江戸時代の暮らしとその舞台」 

「実践的データ分析の統計学入門」 

「香りと生きものたち」 

「人間関係の理解と支援」 

「地域福祉社会学」 

「情報処理概論」 

 

12月 
26日 閉所日（特別） 

28日 閉所日（特別） 

29日 閉所日（年末） 

30日 閉所日（年末） 

31日 閉所日（年末） 

【面接授業】 

☆ 4･ 5日 

☆ 4･ 5日 

☆11･12日 

☆18･19日 

☆18･19日 

「わらべうた遊びの可能性」 

「心理検査法基礎実習」 

「歩行を考える」 

「健康づくりのための運動生理学」 

「考古学からみた大型陶器と社会」 

 

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 

       

【面接授業】 10月はすべて閉講 

☆16･17日 

☆30･31日 

☆30･31日 

「古文書から探る中世防長の世界」 

「食生活を考える」 

「健康データ計測と分析技術」 

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      

       

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   

 
閉所日  面接授業 

暑い夏が終わり、秋の訪れとともに 2学期が始まりました。新入生の皆さま、ご入学おめでとう

ございます。放送大学山口学習センターで、楽しく有意義な学生生活が送られますよう教職員一同

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 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、スケジュール等変更となる場合があります。変更が生じた場合は、
山口学習センターのホームページに掲載しますのでご確認ください。 

https://4.bp.blogspot.com/-6-qQplqxTjU/VD3SRCM1eVI/AAAAAAAAoRE/G2FIwZv3vbk/s800/ochiba2.png
https://2.bp.blogspot.com/-9oBSS70g7Eo/W7WcbfIdafI/AAAAAAABPSU/ov5D2yFQMTIwU3aMY_fdWMrTJHTD7bjnQCLcBGAs/s800/halloween_mark_pumpkin.png
https://1.bp.blogspot.com/-jbtKhqWSI6A/VIKm8h63uAI/AAAAAAAApaI/ldtiaSSV104/s800/christmas_mark4_tree.png

