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4 月～5月 10 日スクーリング・入学オリエンテーション【中止】のお知らせ 

前略 

 昨今の新型コロナウイルスを取り巻く状況を鑑みまして、大学の方針により感染リスクを回避するため、 

4 月～5月 10日のスクーリングおよび新入生を対象とした入学オリエンテーションをすべて中止することと

いたしました。 

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察の上ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。 

 詳細は、下記にお知らせいたしますので、ご一読ください。 

 なお、ご不明な点は、本学通信教育部事務室（臨時休業日 4/29､5/2～6）までお問い合わせください。 

草々 

 

 

 

 

 

▼今回中止するスクーリング申込の取り消しについて 

・該当スクーリングの申込みは、取り消しとなります。 

・代替スクーリングの申込みに、振り替えることはできません。 

 

▼今回中止するスクーリングの受講料を納入済みの方へ ※手続きがお済みの方にもご案内しております。 

・今回中止のスクーリングについて、返金の手続きをお願いいたします。 

・返金の手続きは、『With』または『学習の手引き』巻末の「スクーリング受講科目取消確認書」に必要事項

を記入し、本学通信教育部事務室にお送りください。 

・該当スクーリング受講料は、全額ご返金いたします。 

・該当スクーリング受講料を代替スクーリング受講料に、振り替えることはできません。 

 

▼今回の中止に伴う代替等について 

・別紙①をご参照ください。 

 

▼中止するスクーリング・入学オリエンテーションは、下記のとおりとなります。【裏面もご覧ください】 

【4 月】 

期 日 開講地 開講内容 目 的 

4/4・5 札幌 福祉行財政と福祉計画（～2008 福祉計画法）VTR スクーリング 

4/4・5 東京 福祉行財政と福祉計画（～2008 福祉計画法）VTR スクーリング 

4/4 仙台 社会福祉援助技術実習指導 A（科目等履修生用） スクーリング 

5 月 11 日以降については、今後の感染症の状況により開講中止等の場合、通信教育部ホー

ムページ及び書面通知でお知らせいたします。また、会場でのスクーリングは、非常に困難

な状況にあることをご理解いただきたく、お願い申し上げます。 



期 日 開講地 開講内容 目 的 

4/4・5 仙台 
社会福祉援助技術実習指導 B(B-1)+演習 C(C-1) 

(～2008事前指導①） 
スクーリング 

4/11 札幌･東京 入学オリエンテーション 新入生対象 

4/11・12 仙台 発達心理学（生涯発達心理学） スクーリング 

4/11・12 仙台 
社会福祉援助技術実習指導 B(B-1)+演習 C(C-1) 

(～2008事前指導①） 
スクーリング 

4/12 札幌･東京 第１回国家試験対策講義 4年生対象 

4/17～19 盛岡 社会保障論  スクーリング 

4/18・19 仙台 社会調査の基礎（～2008社会福祉援助技術論Ⅱ） スクーリング 

4/18・19 東京 保健医療サービス論 スクーリング 

4/18・19 仙台 
精神保健福祉援助技術総論Ⅰ 

（～2011精神保健福祉援助技術総論） 
スクーリング 

4/18 仙台 入学オリエンテーション 新入生対象 

4/24～26 長岡 児童・家庭福祉論（～2008児童福祉論） スクーリング 

4/25・26 仙台 基礎演習 スクーリング 

4/25・26 東京 
社会福祉援助技術実習指導 B(B-1)+演習 C(C-1) 

(～2008事前指導①） 
スクーリング 

4/25・26 新潟 
社会福祉援助技術実習指導 B(B-1)+演習 C(C-1) 

(～2008事前指導①） 
スクーリング 

4/29 仙台 第１回国家試験対策講義 4年生対象 

 

【5 月】 

期 日 開講地 開講内容 目 的 

5/2～4 仙台 情報処理の基礎 スクーリング 

5/2～4 東京 社会福祉援助技術総論 VTR スクーリング 

5/2～5 仙台 心理学実験Ⅰ スクーリング 

5/2・3 仙台 心理学実験ⅠA スクーリング 

5/2・3 仙台 精神保健福祉援助演習 C(C-1)+精保実習指導 B(B-1) スクーリング 

5/4・5 仙台 心理学実験ⅠB スクーリング 

5/4～6 仙台 社会福祉援助技術総論 スクーリング 

5/5・6 盛岡 社会調査の基礎（◆社会福祉援助技術論Ⅱ） VTR  スクーリング 

5/9・10 仙台 福祉心理学 スクーリング 

5/9・10 札幌 
社会福祉援助技術実習指導 B(B-1)+演習 C(C-1) 

(～2008事前指導①） 
スクーリング 

5/9・10 東京 
社会福祉援助技術実習指導 B(B-1)+演習 C(C-1) 

(～2008事前指導①） 
スクーリング 

5/9・10 仙台 精神保健福祉援助演習 C(C-1)+精保実習指導 B(B-1) スクーリング 

 



別紙①　4月～5月10日の中止となるスクーリング等の代替方法について（お知らせ）

※会場でのスクーリング開講は、非常に困難な状況です。

　期　日 開講地 開講内容 代　替　方　法

4/4・5 札幌 福祉行財政と福祉計画（～2008福祉計画法）VTR オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

4/4・5 東京 福祉行財政と福祉計画（～2008福祉計画法）VTR オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

4/11・12 仙台 発達心理学（生涯発達心理学） オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

4/17～19 盛岡 社会保障論 オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

4/18・19 仙台 社会調査の基礎（～2008社会福祉援助技術論Ⅱ） オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

4/18・19 東京 保健医療サービス論 オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

5/2～4 東京 社会福祉援助技術総論 VTR オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

5/4～6 仙台 社会福祉援助技術総論 オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

5/5・6 盛岡 社会調査の基礎（◆社会福祉援助技術論Ⅱ） VTR オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

5/9・10 仙台 福祉心理学 オンデマンド・スクーリング／uodメールに申込み、新たな期間で配信し、期限までに試験提出（手続きについては、裏面の別紙②をご参照ください）

4/12 札幌･東京 第１回国家試験対策講義 オンデマンドで配信を予定

4/29 仙台 第１回国家試験対策講義 オンデマンドで配信を予定

4/18・19 仙台 精神保健福祉援助技術総論Ⅰ（～2011精神保健福祉援助技術総論） 検討中　（おって、通信教育部ホームページ及び通知書面でお知らせします。お待ちください）

4/24～26 長岡 児童・家庭福祉論（～2008児童福祉論） 検討中　（おって、通信教育部ホームページ及び通知書面でお知らせします。お待ちください）

5/2～4 仙台 情報処理の基礎 検討中　（おって、通信教育部ホームページ及び通知書面でお知らせします。お待ちください）

5/2～5 仙台 心理学実験Ⅰ 検討中　（おって、通信教育部ホームページ及び通知書面でお知らせします。お待ちください）

5/2・3 仙台 心理学実験ⅠA 検討中　（おって、通信教育部ホームページ及び通知書面でお知らせします。お待ちください）

5/4・5 仙台 心理学実験ⅠB 検討中　（おって、通信教育部ホームページ及び通知書面でお知らせします。お待ちください）

4/25・26 仙台 基礎演習 中止　（別日程の7月4・5日､11月7・8日で、改めて申込みをお願いします。ただし、今後の状況によって中止になる可能性もございます）

4/11 札幌･東京 入学オリエンテーション 中止

4/18 仙台 入学オリエンテーション 中止

4/4 仙台 社会福祉援助技術実習指導A（科目等履修生用） 検討中　（おって、通信教育部ホームページ及び通知書面でお知らせします。お待ちください）

社会福祉援助技術実習指導B(B-1)+演習C(C-1)(～2008事前指導①） 検討中　（おって、通信教育部ホームページ及び通知書面でお知らせします。お待ちください）

精神保健福祉援助演習C（C-1）+精保実習指導B（B-1） 検討中　（おって、通信教育部ホームページ及び通知書面でお知らせします。お待ちください）

※演習・実習指導は、日程に係わらず科目として代替の方法を検討中でございます。
　 実習係からの連絡をお待ちください。



別紙② 

【特例】オンデマンド・スクーリング申込について 

 

通常のオンデマンド・スクーリングに加えまして、下記の日程で【特例】オンデマンド・スクーリング

を追加開講します。 

※ 『With』１４２号「５部 オンデマンド・スクーリングのご案内」「２ オンデマンド・スクーリン

グ申込」でご案内している、オンデマンド・スクーリング１期～６期も予定通り開講いたしますの

で、ご自身の都合にあわせて選択してください。 

 

●特例 オンデマンド・スクーリング 

（注１）入学年度により受講できる科目が異なります。 

（注２）資料は受講開始日以降、ご自身でダウンロードしてください。 

（注３）資料の一部は受講開始日以降、ご自身でダウンロードしてください。 

（注４）オンデマンド・スクーリングの講義概要や講義の進め方はレポート課題集に記載のものと異な

ります。詳細は『With』１４２号「５部 オンデマンド・スクーリングのご案内」ｐ．４２～

４３にてご確認ください。 

 

※ その他、『With』１４２号「５部 オンデマンド・スクーリングのご案内」ｐ．３９～４３にて【申

込・受講にあたって】、【申込方法】、【受講にあたっての送付・連絡物】、【スクーリング試験結果】、

【「発達心理学／生涯発達心理学」について】等のご確認願います。 

 

 

 

期 

入学年度別 

対象学生 

（注１） 

科目名 
申込 

締切 

受講 

開始 

受講料 

納入期限 

スクーリング 

試験提出締切 

（正午） 

受講料 

特例 

2009～ 福祉行財政と福祉計画 

4/20 4/30 5/10 5/29 

5,000 円 

～2008 福祉計画法 5,000 円 

2009～ 社会福祉援助技術総論 10,000 円 

全学生 福祉心理学 5,000 円 

2018～ 発達心理学（注３・注４） 7,000 円 

～2017 生涯発達心理学（注３・注４） 7,000 円 

全学生 社会保障論（注２） 10,000 円 

2009～ 社会調査の基礎 5,000 円 

2009～ 保健医療サービス論 5,000 円 



文部科学省認可通信教育 

令和 2 年 4 月 6 日 

 

追記：学生の皆様へ 

 

東北福祉大学 通信教育部 

部 長  三 浦  剛 

 

前略 

新型コロナウイルス感染が拡大するなか、大学の方針により、急遽下記のとおり「仙台駅東口キャン

パス等の入構禁止」及び「スクーリング等中止の期間延長(5 月 17 日まで）」となりました。 

ただし、下記は 4 月 6 日現在のもので、今後の状況により随時変更となる可能性があります。最新情

報はホームページにてご確認をお願いいたします。 

 皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。  草々 

 

１．仙台駅東口キャンパス他の入構禁止について 

【入構禁止となるキャンパス・期間】 

● 仙台駅東口キャンパス 

（期間）4 月 4 日～5 月 6 日 

※「通信教育部事務室」「自習室」「学食 Olive」など全館。 

● 国見キャンパス、ステーションキャンパス館 

（期間）4 月 4 日～5 月 6 日の土・日・祝日 

※図書館（国見キャンパス）は 4 月 6 日～5 月 6 日閉館。 

※学習ホール等（両キャンパス）は平日も閉鎖。 

● ご協力のお願い 

・レポートの提出、各種証明書の申込等については、郵送での提出にご協力ください。 

・ご質問、ご相談については、電話・E-mail・FAX・郵送での対応にご協力ください。 

 

２．スクーリング等中止の期間延長について 

同封の別紙「4月～5月 10日スクーリング・入学オリエンテーション【中止】のお知らせ」にて、 

5 月 10 日までの中止をお知らせしておりましたが、急遽 5 月 17 日まで延長することになりました。 

 

【中止するスクーリング等】 

● 5/16・17 「社会福祉学入門（社会福祉の基礎）」 仙台 

  （代替方法） 

・オンデマンド・スクーリングを追加開講（裏面参照）。 

・既定の 1期～6期での受講も可能ですので、ご自身の都合にあわせて選択してください。 

 

裏面もご覧ください 

 



・オンデマンド･スクーリング追加開講 

期 
入学年度別 

科目名 
申込 受講 受講料 スクーリング 

受講料 
対象学生（注１） 締切 開始 納入期限 試験提出締切（正午） 

特例 全学生 
社会福祉学入門/ 

社会福祉の基礎 
4 月 20 日 4 月 30 日 5 月 10 日 5 月 29 日 5,000 円 

（注 1）入学年度により受講できる科目が異なる。 

 

（申込方法等） 

  ・該当スクーリングの申込はすべて取り消しとなります（受講料を納入済みの方は『With』また

は『学習の手引き』巻末の「スクーリング受講科目取消確認書」を郵送。全額返金致します）。 

  ・オンデマンド･スクーリングを受講する場合は、改めて申込みが必要となります。 

・申込み等は、『With』142 号｢5 部オンデマンド・スクーリングのご案内｣ｐ.39～43 と同様です。 

 

● 5/16･17 「第 1回科目修了試験」 すべての受験地 

  （代替方法） 

    ・在宅での受験に変更いたします。 

    ・ご登録の住所に試験問題を送付し、受験生は、解答後、答案用紙を通信教育部事務室に返送。 

  （申込方法） 

    ・通常どおり『With』142 号巻末のハガキを通信教育部事務室に送付願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

 

 

東北福祉大学 通信教育部事務室 ※臨時休業日 4/29・5/2～6 

 〒983-8511 仙台市宮城野区榴岡 2-5-26 

 電 話：022-233-2211 (毎週水曜日対応休止) 

 F A X：022-233-2212  Email：uc@tfu-mail.tfu.ac.jp 

5 月 18 日以降については、今後の感染症の状況により開講中止等の場合、通信教育部ホー

ムページ及び書面通知でお知らせいたします。また、会場でのスクーリング・科目修了試験

は、非常に困難な状況にあることをご理解いただきたく、お願い申し上げます。 

mailto:uc@tfu-mail.tfu.ac.jp

