
東北福祉大学

　　学　長　  殿 学籍番号 T

氏　　名 印

　 今般、下記のとおり住所等（現住所・勤務先・本籍地・保証人住所）を変更しました

のでお届けいたします。

―記―

1.	 現住所・連絡先変更
新住所（変更のあった箇所のみ記入） 変更日　20　　年　　月　　日

〒　　　－ 電　　話 　	（　　		）　　	－　　　　

Ｆ Ａ Ｘ 　	（　　		）　　	－　　　　

携帯電話 　	（　　		）　　	－　　　　

旧 住 所

2.	 勤務先変更
新勤務先（変更のあった箇所のみ記入） 変更日　20　　年　　月　　日

名　　称

住　　所
〒　　　－ 電　　話 　	（　　		）　　	－　　　　

4.	 保証人住所変更
新住所 変更日　20　　年　　月　　日
ふりがな

名　　称

住　　所
〒　　　－ 電　　話 　	（　　		）　　	－　　　　

受　付 確　認 Ｏ　Ｃ

3.	 本籍地（都道府県のみ）変更 都 道
府 県 変更日　20　　年　　月　　日

学生の現住所・勤務先　保証人の住所等変更届

20　　年　　　月　　　日

〔原本のためコピーして使用してください〕
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20　　年　　　月　　　日

　下記のとおり休学いたしたく許可願います。

1.  休学期間　　 4月生 ： 20　　年　 4 月　 1 日　～　20　　年　 3 月　31日

　　　　　　　　10月生 ： 20　　年　10月　 1 日　～　20　　年　 9 月　30日

2.  休学事由

   

   

   

3.  過去に休学があれば記載してください。

事　　　　　由 年　　月　　日

休学　　　年次
自 20  　年　　月　　日
至 20  　年　　月　　日

休学　　　年次
自 20  　年　　月　　日
至 20  　年　　月　　日

休学　　　年次
自 20  　年　　月　　日
至 20  　年　　月　　日

東北福祉大学

　　学　長　  殿

休　学　許　可　願

学籍番号 T 氏　　名 印

住　　所 〒　　　－

電話番号 （　　　）　　　－

総合福祉学部　通信教育部　　　　　　　学科　　　　　　　　（20　　年　　月入学）

―記―

受　付 請　求 確　認 Ｏ　Ｃ

〔原本のためコピーして使用してください〕

情報08様式-1C-四[139-144].indd   140 2019/03/01   10:09:19



20　　年　　　月　　　日
東北福祉大学　通信教育部長　殿
（必ず郵送または持参してください。FAX不可）

学籍番号 T

氏　名  印

TFUオンデマンド
パスワード・認証コード再発行申請書

　下記の事由により、TFUオンデマンド　パスワード・認証コードの再発行をお願いい

たします。また、定額小為替証書500円および本人確認書類として学生証のコピーを同

封いたします。

　■事　　由

　　 

　　 

　　 

（注意）

・ 本人確認のため、学生証のコピーを添付してください。窓口で申請する場合、学生

証を提示いただければ、コピーは不要です。

・ 卒業・修了以降、及び退学・除籍された場合（学籍異動承認後）は利用できませ

ん。

・返信用封筒は不要です（登録住所以外への送付はできません）。

・ 再発行時には新しいパスワードおよび認証コードが付与されます。

・再発行には、 1週間程度お時間をいただきます。

受　付 確　認 発　送 

〔原本のためコピーして使用してください〕
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東北福祉大学　通信教育部　行
（郵送・FAX・同一内容をメールでも可）

学籍番号 T

氏　　名

【再入学者】
　私は通信教育部に再入学し、今年度下記の科目について履修登録しました。
　旧学籍時に同じ科目を履修登録していたため、教科書が配本されませんでしたが、以前に配本されていた教科
書から下記の教科書に変更になっているため、最新の教科書の配本を希望します。
※	再入学後に再度「履修登録」された科目に対して配本を行っています。そのため、再入学後に「単位認定」
された科目については教科書を配本することができません。

【個別単位認定者】
　私は通信教育部の入学時に、単位の個別認定をうけたため、配本されない教科書が生じましたので、下記の
教科書の配本を希望します。
※	セット履修科目を履修登録した際に、教科書の配本対象となっている科目が単位認定されている場合におい
て、配本対象になっていない科目に対して配本を行っています。そのため、「単位認定」された科目につい
ては教科書を配本することができません。

※太枠内のみ記入してください
科目コード 科目名 教科書名 確認欄

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

受　付 発　送 

教科書特例配本希望届（無料） 

20　　年　　  月  　　日

【社会福祉学科・科目等履修生】
　私は今年度「心理学実験ⅠA」「心理学実験Ⅰ・Ⅱ」「心理学研究法Ⅰ・Ⅱ」のいずれかを履修登録したため、
下記の教科書の配本を希望します。
※配本希望欄に○をつけてください。

配本希望欄 教科書名 確認欄
福祉心理学科スタディ・ガイド　第 3版
心理学研究法－心を見つめる科学のまなざし―補訂版

【「精神保健福祉論Ⅲ」履修登録者】※配本を希望する際は□に大きくチェックを入れてください。
　　　	私は今年度「精神保健福祉論Ⅲ」を履修登録しましたが、「福祉法学」で配本される教科書 1）『更生保

護制度』の配本を受けていないので配本を希望します。
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東北福祉大学　通信教育部　行 20　　年　　　月　　　日
（郵送 or 持参してください。FAX不可）

教 材 購 入 申 込 書
注意 　新入生は購入の必要はありません。履修登録をすれば教科書が配本されます。

下記教材を購入したく、合計金額の定額小為替　　　　　円を添えて、申込みます。

住　　所　　〒　　　　－

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

学籍番号 T

希望する教科書の「申込欄」に○を付け、合計金額の定額小為替を同封してください。

【2019年度変更分】
対象 科　目　名 科目コード 書　　　名 出版社名 販売価格 申込欄

全学生 睡眠改善学 AK1040 基礎講座　睡眠改善学　第 2版 ゆまに書房 1,700

全学生 社会保障論 CA4107 社会福祉士シリーズ12　社会保障　第 6版 弘文堂 2,300

全学生 公的扶助論 CA4108
社会福祉士シリーズ16　低所得者に対する支援
と生活保護制度　第 5版

弘文堂 2,300

全学生 福祉法学
CB3063・
CB3102

更生保護制度　改訂新版 南窓社 3,100

全学生 福祉心理学
CC2103・
CC2149

現代と未来をつなぐ実践的見地からの心理学
改訂版

八千代出版 2,800

全学生 障害者福祉論 CD2118
新・社会福祉士養成講座14　障害者に対する支
援と障害者自立支援制度　第 6版　

中央法規出版 2,000

全学生 高齢者福祉論
CL2064・
CL2117

新・社会福祉士養成講座13　高齢者に対する支
援と介護保険制度　第 6版

中央法規出版 2,400

全学生 児童・家庭福祉論
CL2066・
CL2116

社会福祉士シリーズ15　児童や家庭に対する支
援と児童・家庭福祉制度 　第 3版

弘文堂 2,300

全学生 精神医学 CQ4140
新・精神保健福祉士養成講座 1　精神疾患とそ
の治療　第 2版

中央法規出版 2,500

全学生 公衆衛生学 DF3110 シンプル衛生公衆衛生学　2019 南江堂 2,200

全学生 医療・福祉経済論 DF3147 国民衛生の動向　2018/2019
厚生労働統計協
会

2,100

～2017 心理療法 FF3520
心理学的支援法
カウンセリングと心理療法の基礎

誠信書房 2,000

～2017＝2017年度以前入学者履修可　全学生＝全学生履修可 合　計 円

・教科書が変更された科目についても、昨年度までの教科書に
　もとづいて学習することができます。
・新教科書の購入の義務はありません。
・この用紙は保管し、コピーして使用してください。

受　付 入　金 発　送
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学籍番号 T 受　付 入　金 発　送

氏　名

［コピーしてご利用ください］

希望する教科書の「申込欄」に○を付け、合計金額の定額小為替を同封してください。

【2018年度変更分】
対象 科　目　名 科目コード 書　　　名 出版社名 販売価格 申込欄

全学生 統計情報を見る眼
AB1146・
DA3146

社会調査のための統計学
―生きた実例で理解する―

技術評論社 1,800

～2017 法の基礎（日本国憲法を含む） AH1007 福祉ライブラリ　福祉法学 建帛社 2,600

全学生 地域福祉論 CA3105
福祉ライブラリ　地域福祉の理論と実際
第 2版

建帛社 2,200

全学生 障害者福祉論 CD2118
社会福祉士シリーズ14　障害者に対する支援と
障害者自立支援制度　第 4版

弘文堂 2,300

～2017 人格心理学 FF2511
社会福祉士シリーズ 2
心理学理論と心理的支援　第 3版

弘文堂 2,300

～2017 認知心理学
FH3510・
FH3530

認知心理学 有斐閣 3,200

～2017 学習心理学 FH3512 グラフィック 学習心理学 サイエンス社 2,300

～2017＝2017年度以前入学者履修可　全学生＝全学生履修可 合　計 円
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