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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う各種対応について 

 

前略 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、大学の方針により、8 月 31 日までのスクーリングおよび科

目修了試験等について、会場での実施を中止しております。 

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までお問い合わせください。         草々 

 

▼中止の会場スクーリング・科目修了試験等およびその代替方法について 

・別紙①をご参照ください。 

・申込が終了したスクーリングには、【終】と記載しております。 

 

▼追加履修登録の期間延長について【 ～7/31 まで】 

・今期の追加履修登録は、申込受付を 6/20 までとしておりますが（機関誌『With』143 号 p.36）、本紙

でのスクーリング代替方法の連絡により学習計画を変更される方に対して 7/31 まで延長いたします。 

・別紙①でお知らせした代替方法で、受講を希望される科目の履修登録をしていない方は、スクーリン

グ申込締切日までに追加履修登録をお願いいたします(申込用紙：機関誌『With』143 号巻末)。 

注１：今回に限り、すでに「2020 年度 履修希望科目登録用紙（5～6 月）」をご提出いただいた方も、

書面（様式自由：メール・FAX・郵送）で追加履修希望科目をご連絡いただければ、再度の追加

履修登録を可能とします。 

注２：追加履修登録にあたって、超過履修費や追加授業料が必要な方の納入期限は 8 月 15 日となり

ます。納入まで教科書が発送されず、スクーリングの受講もできません。 

・7/15 発行予定の機関誌『With』144 号でもご案内いたします。 

 

▼中止の会場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、取り消しさせていただきます。 

・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。 

 

【裏面もご覧ください】 

  

会場でのスクーリングや科目修了試験等の実施は、各地域からの移動を伴うこともあり感染リスクを

高めることが懸念されます。そのため、会場での各行事の実施は、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。 

下記は 6 月 25 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。急な変更や  

9 月以降のスクーリング等も含め、最新情報は本学通信教育部ホームページでお知らせいたします。 



 

▼中止の会場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。 

・今回中止の会場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、手数料を引かずに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。 

 

▼社会福祉士・精神保健福祉士の実習について 

実習は国家試験の受験資格に係わるため、実習の指導教員を含めて慎重に検討を重ねております。 

今後の状況を踏まえ、方向性が決まり次第、改めてご連絡いたします。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

▼仙台駅東口キャンパスの入構禁止および対応時間の短縮等について 

皆様からのお問い合わせに対して、次のとおり対応させていただきます。 

また、限られた人数の出勤者で対応いたしますので、回答にお時間をいただく場合がございます。 

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。 

 

● 仙台駅東口キャンパス入構禁止 

（期間）4 月 4 日～7 月 5 日 

※今後延長される可能性があります。最新情報は本学通信教育部ＨＰでご確認ください。 

 

● 対応時間  

（電 話） 9：00～17：00（水曜日を除く） 

   （メール） 9：00～17：00 

 

● 事務室休業日 

（期間）7 月 23 日～26 日 

※『試験・スクーリング情報ブック 2020』p.13 をご参照ください。 

 

● 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。 

 

注）図書館など他キャンパスについては、本学ホームページでご確認ください。 

  本学図書館 https://www.tfu.ac.jp/libr/ 「今後の図書館サービスについて」参照 

 

東北福祉大学 通信教育部事務室 

 〒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 

 

※急な変更や 9月以降のスクーリング等を含め最新情報は、本学

通信教育部ホームページでお知らせいたします。 

https://www.tfu.ac.jp/libr/
mailto:uc@tfu-mail.tfu.ac.jp


【別紙①】 会場実施を中止したスクーリング等の代替方法について（お知らせ）
※「スクーリング」「科目修了試験」「演習・実習指導・国家試験対策講義」の3つに分けて記載しております。

3月　期日 開講地 科目名 代替方法　　[＊]：特例措置（今回のように会場でのスクーリングが見込めない場合に限り実施）

3/20～22 札幌 児童・家庭福祉論（～2008児童福祉論）
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)
※後期：追加開講10～11月の実施を予定します。

4月　期日 開講地 科目名 代替方法　　[＊]：特例措置（今回のように会場でのスクーリングが見込めない場合に限り実施）

4/4・5 札幌 福祉行財政と福祉計画（～2008福祉計画法）VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

4/4・5 東京 福祉行財政と福祉計画（～2008福祉計画法）VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

4/11・12 仙台 発達心理学（～2017生涯発達心理学）
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

4/17～19 盛岡 社会保障論 
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

4/18・19 仙台 社会調査の基礎（～2008社会福祉援助技術論Ⅱ）
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

4/18・19 東京 保健医療サービス論
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

4/25・26 仙台 基礎演習 中止（7/4･5中止,別日程11/7･8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場合もあります）

4/24～26 長岡 児童・家庭福祉論（～2008児童福祉論）
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)
※後期：追加開講10～11月の実施を予定します。

4/18・19＋7/18・19 仙台 ～2011精神保健福祉援助技術総論 オンデマンド･スクーリング準備中（10～11月配信予定）

4/18・19 仙台 2012～精神保健福祉援助技術総論Ⅰ オンデマンド･スクーリング(追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)

5月　期日 開講地 科目名 代替方法　　[＊]：特例措置（今回のように会場でのスクーリングが見込めない場合に限り実施）

5/2～4 東京 社会福祉援助技術総論 VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/4～6 仙台 社会福祉援助技術総論
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/5・6 盛岡 社会調査の基礎（～2008社会福祉援助技術論Ⅱ） VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/9・10 仙台 福祉心理学
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/16・17 仙台 社会福祉学入門（社会福祉の基礎）
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例①]：申込締切4/20 受講開始4/30 試験提出締切5/29，
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/23・24 新潟 福祉行財政と福祉計画（～2008福祉計画法）
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例②]：申込締切5/18 受講開始5/28 試験提出締切6/26,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/23・24 仙台 福祉経営論（～2008福祉施設管理論）
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例②]：申込締切5/18 受講開始5/28 試験提出締切6/26,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/23・24 札幌 福祉経営論（～2008福祉施設管理論） 
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例②]：申込締切5/18 受講開始5/28 試験提出締切6/26,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/23・24 仙台 高齢者福祉論
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/23・24 東京 2009～介護概論
【終】オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド6：申込締切6/8 受講開始6/18 試験提出締切7/17,
　　　既存の他日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/23・24 仙台 心理学研究法A（～2017心理学研究法Ⅰ）
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例②]：申込締切5/18 受講開始5/28 試験提出締切6/26,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/30・31 仙台 公的扶助論
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例②]：申込締切5/18 受講開始5/28 試験提出締切6/26,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/30・31 仙台 福祉法学
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/30・31 札幌 福祉心理学 VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/30・31 新潟 福祉経営論（～2008福祉施設管理論） VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例②]：申込締切5/18 受講開始5/28 試験提出締切6/26,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/30・31 東京 公的扶助論
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例②]：申込締切5/18 受講開始5/28 試験提出締切6/26,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

5/2～4 仙台 情報処理の基礎 オンデマンド･スクーリング[＊]準備中（8～9月配信予定）

5/2～5 仙台 ～2017心理学実験Ⅰ オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)

5/2・3 仙台 2018～心理学実験ⅠA オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)

5/4・5 仙台 2018～心理学実験ⅠB オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)

5/22～24 仙台 精神医学
オンデマンド化を検討中（オンデマンド化が可能となった場合でも12月～1月の配信予定となります。今年度中の単位修得が必要な方
は、履修方法Ｒでの単位修得をご検討ください。単位を修得した後でも、スクーリング受講は可能です(申込は必要）。

5/22～24 仙台 精神疾患とその治療Ⅰ（2018～福祉心理学科）
オンデマンド化を検討中（オンデマンド化が可能となった場合でも12月～1月の配信予定となります。今年度中の単位修得が必要な方
は、履修方法Ｒでの単位修得をご検討ください。単位を修得した後でも、スクーリング受講は可能です(申込は必要）。

6月　期日 開講地 科目名 代替方法　　[＊]：特例措置（今回のように会場でのスクーリングが見込めない場合に限り実施）

6/6・7 仙台 知覚・認知心理学（～2017認知心理学）
【終】オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド7：申込締切6/22 受講開始7/2 試験提出締切7/31,
　　　既存の他日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/6・7 仙台 精神保健福祉の理論（～2011精神保健福祉論Ⅰ）
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/6・7・13 札幌 社会福祉援助技術総論 VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/13・14 盛岡 福祉心理学 VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/13・14 仙台 保健医療サービス論
【終】オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド7：申込締切6/22 受講開始7/2 試験提出締切7/31,
　　　既存の他日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/13・14 新潟 福祉法学 VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/13・14 東京 高齢者福祉論 
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/19～21 札幌 障害者福祉論
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/20・21 仙台 社会・集団・家族心理学A（～2017社会心理学）
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド8：申込締切7/6 受講開始7/16 試験提出締切8/17(申込方法等5/20発行『With』143
号参照),既存の他日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/27・28 新潟 福祉心理学 VTR
【終】オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例③]：申込締切6/15 受講開始6/25 試験提出締切7/24,
　　　既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

6/20～22 東京 児童・家庭福祉論（～2008児童福祉論）
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)
※後期：追加開講10～11月の実施を予定します。

6/6・7 仙台 禅のこころ オンデマンド･スクーリング(追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)

6/13・14 仙台 知的障害者福祉論
オンデマンド化を検討中（オンデマンド化が可能となった場合でも12月～1月の配信予定となります。今年度中の単位修得が必要な方
は、履修方法Ｒでの単位修得をご検討ください。単位を修得した後でも、スクーリング受講は可能です(申込は必要）。

スクーリング
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6月　期日 開講地 科目名 代替方法　　[＊]：特例措置（今回のように会場でのスクーリングが見込めない場合に限り実施）

6/27・28 仙台 教育の歴史と思想（人間と教育） オンデマンド･スクーリング準備中（8～9月配信予定）

6/27・28 仙台 心理学統計法 オンデマンド･スクーリング[＊]準備中（8～9月配信予定）

7月　期日 開講地 科目名 代替方法　　[＊]：特例措置（今回のように会場でのスクーリングが見込めない場合に限り実施）

7/4・5 仙台 精神保健福祉のサービス（～2011精神保健福祉論Ⅱ）
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

7/4・5 仙台 司法・犯罪心理学
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

7/10～12 仙台 精神科リハビリテーション学
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

7/11・12 東京 福祉心理学 VTR
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド9：申込締切7/20 受講開始7/30 試験提出締切8/28(申込方法等5/20発行『With』143
号参照),既存の他日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

7/11・12a 仙台 社会福祉援助技術論A
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

7/12b・13 仙台 社会福祉援助技術論B
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

7/18・19 新潟 2009～介護概論 VTR
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

7/18・19 盛岡 2009～介護概論
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

7/18・19 仙台 就労支援サービス論
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

7/4・5 仙台 基礎演習 中止（別日程11/7･8を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場合もあります）

7/18・19 仙台 乳児保育 中止（別日程2021.1/9･10の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場合もあります）

4/18・19＋7/18・19 仙台 ～2011精神保健福祉援助技術総論 オンデマンド･スクーリング準備中（10～11月配信予定）

7/18・19 仙台 2012～精神保健福祉援助技術総論Ⅱ オンデマンド･スクーリング準備中（10～11月配信予定）

7/11・12 仙台 科学的な見方・考え方 オンデマンド･スクーリング準備中（8～9月配信予定）

7/18・19 仙台 カウンセリングⅠ オンデマンド･スクーリング(追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)

8月　期日 開講地 科目名 代替方法　　[＊]：特例措置（今回のように会場でのスクーリングが見込めない場合に限り実施）

8/15・16a 札幌 社会福祉援助技術論A
オンデマンド･スクーリング　追加開講[特例④]：申込締切7/27 受講開始8/6 試験提出締切9/4(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照

8/16b・17 札幌 社会福祉援助技術論B
オンデマンド･スクーリング(追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照)

8/15～17 仙台 障害者福祉論 
オンデマンド･スクーリング(追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照)

8/21～23 新潟 社会福祉援助技術総論 VTR
オンデマンド･スクーリング(追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照)

8/21～23 盛岡 社会福祉原論(職業指導を含む)VTR
オンデマンド･スクーリング(追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照)

8/29・30 仙台 ボランティア論
オンデマンド･スクーリング(追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照)

8/29～31 新潟 障害者福祉論
オンデマンド･スクーリング(追加開講[特例⑤]：申込締切8/17 受講開始8/27 試験提出締切9/25(申込方法等は別紙②参照)，
既存日程での受講も可『情報ブック』p.57～59参照)

8/22・23＋8/29・30 仙台 ～2017心理学実験Ⅱ オンデマンド･スクーリング[＊]準備中（8月末配信予定）

8/29・30 仙台 2018～心理学実験ⅡA オンデマンド･スクーリング[＊]準備中（8月末配信予定）

8/22・23 仙台 2018～心理学実験ⅡB オンデマンド･スクーリング[＊]準備中（8月末配信予定）

8/15・16 仙台 カウンセリング演習Ⅱ オンデマンド･スクーリング[＊]準備中（配信時期未定）

8/22・23 仙台 人権と福祉 オンデマンド･スクーリング[＊]準備中（11～12月配信予定）

8/29・30 仙台 精神保健福祉援助技術各論 オンデマンド･スクーリング準備中（配信時期未定）

期日 開講地 科目名 代替方法　　[＊]：特例措置（今回のように会場でのスクーリングが見込めない場合に限り実施）

5/16・17
すべての
受験地

第1回科目修了試験 【終】在宅での受験実施

7/4・5
すべての
受験地

第2回科目修了試験 在宅での受験に変更します（申込終了）。ご登録住所に試験問題が送付され、解答後、答案用紙を通信教育部事務室に返送。

期日 開講地 科目名 代替方法　　[＊]：特例措置（今回のように会場でのスクーリングが見込めない場合に限り実施）

6～7月
すべての
受講地

社会福祉援助技術演習A（～2008演習Ⅰ） オンデマンド･スクーリング[＊]　※詳細は演習・実習係から連絡いたします。

5～6月
仙台
新潟

社会福祉援助技術演習B（～2008演習Ⅱ） オンデマンド･スクーリング[＊]　※詳細は演習・実習係から文書にてご案内済です。

8/15・16 仙台 社会福祉援助技術演習C（実習免除者用） オンデマンド･スクーリング[＊]　※詳細は演習・実習係から連絡いたします。

4/4 仙台 社会福祉援助技術実習指導A（科目等履修生用） 【終】オンデマンド･スクーリング[＊]

4～5月
すべての
受講地

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） 【終】オンデマンド･スクーリング[＊]

6/6・7
すべての
受講地

社会福祉援助技術実習指導B(B-2)（～2008事前指導②） 【終】オンデマンド･スクーリング[＊]

8/29・30 仙台 社会福祉援助技術実習指導B(B-3)+演習C(C-2)(～2008事後指導） オンデマンド･スクーリング[＊]　※詳細は演習・実習係から連絡いたします。

6月 仙台 2012～精神保健福祉援助演習A（～2011演習） オンデマンド･スクーリング[＊]　※詳細は演習・実習係から連絡いたします。

6/6・7 仙台 2012～精神保健福祉援助演習C(実習免除者用) オンデマンド･スクーリング[＊]　※詳細は演習・実習係から連絡いたします。

8/22・23
9/5・6

仙台 2012～精神保健福祉援助演習B(B-1)+精保実習指導A(A-1) 検討中　※演習・実習係から連絡いたします。

5月 仙台 精神保健福祉援助演習C（C-1）+精保実習指導B（B-1） オンデマンド･スクーリング[＊]　※詳細は演習・実習係から連絡いたします。

4/12・4/29
東京･札幌･
仙台

第1回国家試験対策講義 【終】オンデマンド･スクーリング[＊]

6/20・21 仙台 第2回国家試験対策講義 オンデマンド･スクーリング[＊]ほか　※詳細は対象者へ案内文書を送付済です。

8/22・23 仙台 第3回国家試験対策講義 検討中（おって、通信教育部ホームページ及び通知文書でお知らせします）

演習・実習指導・国家試験対策講義

科目修了試験
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【別紙 ②】 

 

【特例４～５】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、下記の日程で【特例４～５】オンデマンド・スクーリング

を追加開講します。 

※ 『With』１４３号「５部 オンデマンド・スクーリングのご案内」にてご案内しているオンデマンド・

スクーリング 7期～9期の科目についても予定通り開講いたします。 

※ 特例４～５期の網掛け部分につきましては、前回の通知から追加で開講が決定した科目になります。 

※ すでに TFUオンデマンドの「各種申込」から特例４～５期を申込済みで、追加開講科目の受講を希望

される場合は、学籍番号・氏名と受講を希望する開講期・科目名をご記入の上、下記メールアドレス

までご連絡ください。 

オンデマンド・スクーリング係：uod@tfu-mail.tfu.ac.jp 

 

●特例４～５ オンデマンド・スクーリング 

 

【裏面もご参照ください】 

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 

通常 

オンデ 7 
５月２０日発行の『With』１４３号 

「５部 オンデマンド・スクーリングのご案内」にて

ご確認ください 

6/22 7/2 7/12 7/31  

通常 

オンデ 8 
7/6 7/16 7/26 8/17  

通常 

オンデ 9 
7/20 7/30 8/9 8/28  

特例 4 

（注４） 

2009～ 介護概論 

 

 

 

 

7/27 

 

 

 

 

8/6 

 

 

 

 

8/16 

 

 

 

 

9/4 

5,000 円 

2009～ 社会福祉援助技術論 A 5,000 円 

全学生 就労支援サービス論 7,000 円 

全学生 精神科リハビリテーション学 10,000 円 

2012～ 精神保健福祉のサービス 5,000 円 

～2011 精神保健福祉論Ⅱ 5,000 円 

全学生 司法・犯罪心理学 7,000 円 

2009～ 児童・家庭福祉論 

    

10,000 円 

～2008 児童福祉論 10,000 円 

2018～ 心理学実験ⅠA 5,000 円 

2018～ 心理学実験ⅠB 5,000 円 

～2017 心理学実験Ⅰ 10,000 円 

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


 

（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）９月卒業希望者は、卒業判定に影響する可能性があるため、オンデマンド８以降の受講は 

推奨しません。 

 

その他の項目【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】等の詳細については『With』１４３号「５部 オンデマンド・スクーリングのご案内」 

ｐ．２６～２９をご確認願います。 

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 5 

（注４） 

全学生 ボランティア論 （注２） 

8/17 8/27 9/6 9/25 

5,000 円 

全学生 
社会福祉原論 

（職業指導を含む） （注２） 
10,000 円 

全学生 障害者福祉論 （注３） 10,000 円 

2009～ 社会福祉援助技術総論 10,000 円 

2009～ 社会福祉援助技術論 B 5,000 円 

2009～ 精神保健福祉援助技術総論Ⅰ 5,000 円 

全学生 禅のこころ 7,000 円 

全学生 カウンセリングⅠ 7,000 円 


