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新型コロナウイルス感染防止に伴う各種対応について（第 12報） 

 

前略 

 このたび、新型コロナウイルスの感染が全国的に急拡大していることを鑑み、大学の方針により、10 月の

会場スクーリングを中止とし、また 11 月の科目修了試験は在宅試験に変更いたします。 

今後も通信教育部では、全国の感染状況によって会場で行うスクーリングおよび科目修了試験の実施につ

いて、慎重に判断して参ります。 

ご迷惑をおかけいたしますが、ご賢察のうえ、何卒よろしくお願い申し上げます。 

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 

▼ 9・10月会場スクーリングの代替方法について 

 「別紙」をご参照ください。 

 

▼ オンデマンド・スクーリング申込や留意事項について 

開講期 13～18期 ＞＞『With』151号（9/17発行）参照 

開講期 19～24期 ＞＞『With』152号（11/11発行）参照 

 

▼ 社会福祉士・精神保健福祉士の実習について 

令和 3 年度の実習の実施方法につきましては、新型コロナウイルスの状況を鑑みて、対象者へ個別に通

知（メール・書面）しております。 

今後も、決定事項等がありましたら、通知いたしますので、通信教育部からのメールや郵便物は必ずご

確認をお願いします。 

 

▼ 卒業について 

1) 〈重要〉来年 3月に卒業を希望する場合のレポート提出締切日：来年 1月 15日 

・再提出レポート:来年 2/20締切 

 

2) 卒業に必要なスクーリング単位を修得 

・1年次入学：30単位以上、2年次編入学：22単位以上、3年次編入学：15単位以上。 

・スクーリング試験の合格だけでは付与されず、当科目のレポートすべてに合格すること。 

・詳細は『学習の手引き』（巻末の索引で「スクーリング単位」を検索）で確認。 

 

3) 卒業試験(合格)又は卒業研究(合格)も必要 

・卒業試験は、9月～1月の科目修了試験で受験。 

・申込は『With』巻末「科目修了試験申込みハガキ」を郵送。 

・詳細は『学習の手引き』（巻末の索引で「卒業試験」を検索）で確認。 



 

4) 「卒業申込み」や「卒業までの学習計画」等は『試験・スクーリング情報ブック 2021』p.40を必読。 

 

5) 卒業要件の単位数等は、『学習の手引き』（巻末の索引で「卒業要件」を検索）で確認。 

 

▼ 仙台駅東口キャンパスの入構について 

1) 宮城県の緊急事態宣言発令期限である 9/12まで、入構を禁止いたします。 

2) 状況により延長される場合がありますので、予めご了承ください。 

3) 入構については、本学通信教育部ホームページでご確認ください。 

 

▼ ご協力のお願い 

1) レポート提出、証明書や科目修了試験などの申込については、郵送での提出にご協力ください。 

2) 引き続き、電話･メール･郵送でのご質問･ご相談にご協力ください。 

3) 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/ 

 

お問い合わせ先 

東北福祉大学 通信教育事務部（対応時間：9：00～17：00） 

〒983-8511 仙台市宮城野区榴岡 2-5-26 

電話：022-292-8011 (毎週水曜日対応休止)  FAX：022-292-8012 

Email：uc@tfu-mail.tfu.ac.jp 

URL：https://www.tfu.ac.jp/tushin/index.html 

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


【別紙】会場スクーリング中止科目及びその代替方法について（令和3年9月1日現在）

[9月] 会場スクーリングを予定し中止となった科目

元の開講日 元の開講地 科　目　名 代　替　方　法

9/4・5 仙台
特講・社会福祉学21
（コミュニティ・ソーシャルワークⅢ）

2022年2月5日(土)・6日(日)に延期

9/11・12 仙台
特講・福祉心理学5
（自分さがしの心理学）

2021年12月18日(土)・19日(日)に延期

9/18・19 仙台 障害者福祉（2021年4月1年次入学者用） オンデマンド･スクーリング準備中　開講期未定（決まり次第、ホームページ等でお知らせします）

9/25・26 仙台 児童・家庭福祉（2021年4月1年次入学者用） オンデマンド･スクーリング準備中　開講期未定（決まり次第、ホームページ等でお知らせします）

9/19・9/26 仙台 福祉心理学演習 リモート開講

[9月] 代替方法が未定だった科目＋基礎演習

元の開講日 元の開講地 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開講）

9/18～19a 札幌 心理学実験ⅠA
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド15に追加：申込締切10/25,受講開始11/4,試験提出締切11/26
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

9/19b～20 札幌 心理学実験ⅠB
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド15に追加：申込締切10/25,受講開始11/4,試験提出締切11/26
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

9/18～20 札幌 心理学実験Ⅰ
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド15に追加：申込締切10/25,受講開始11/4,試験提出締切11/26
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

9/19・20 東京 臨床心理学概論Ⅰ（臨床心理学）
オンデマンド･スクーリング[＊]開講期オンデマンド20に追加：申込締切12/13,受講開始12/23,試験提出締切1/14
（申込方法等は11/11発行予定『With』152号 参照）

9/25・26 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　開講期オンデマンド14に追加：申込締切10/11,受講開始10/21,試験提出締切11/12
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

4/24・25
7/3・4

仙台 基礎演習
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド14に追加：申込締切10/11,受講開始10/21,試験提出締切11/12
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）
※12/13申込の開講期オンデマンド20でも開講(11/11発行予定『With』152号で案内）

[10月] 講義科目

元の開講日 元の開講地 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開講）

10/2・3 仙台 発達臨床心理学 オンデマンド･スクーリング[＊]準備中　開講期未定（決まり次第、ホームページ等でお知らせします）

10/9･10 東京 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　開講期オンデマンド14：申込締切10/11,受講開始10/21,試験提出締切11/12
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

10/9・10 仙台 高齢者福祉論
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド14：申込締切10/11,受講開始10/21,試験提出締切11/12
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

10/9～11 札幌 地域福祉論
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド14：申込締切10/11,受講開始10/21,試験提出締切11/12
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

10/9～11 東京 地域福祉論
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド14：申込締切10/11,受講開始10/21,試験提出締切11/12
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

10/9～11 仙台 社会保障論
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド14：申込締切10/11,受講開始10/21,試験提出締切11/12
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

10/16・17 仙台 精神保健学
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド15：申込締切10/25,受講開始11/4,試験提出締切11/26
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

10/16・17 仙台 ケアマネジメント論 オンデマンド･スクーリング準備中　開講期未定（決まり次第、ホームページ等でお知らせします）

10/16・17 仙台 特講・福祉心理学8(ストレスとつきあう心理学) 2022年2月12日(土)・13日(日)に延期

10/23・24 仙台 歴史を読み解く
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド15：申込締切10/25,受講開始11/4,試験提出締切11/26
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

10/23・24 東京 福祉法学
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド15：申込締切10/25,受講開始11/4,試験提出締切11/26
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

10/23・24 仙台
特講・社会福祉学22（精神科多職種アウトリーチ支援）
※旧（ACT）

オンデマンド･スクーリング[＊]準備中　開講期未定（決まり次第、ホームページ等でお知らせします）

10/23・24 新潟 臨床心理学概論Ⅰ（臨床心理学）
オンデマンド･スクーリング[＊]開講期オンデマンド20に追加：申込締切12/13,受講開始12/23,試験提出締切1/14
（申込方法等は11/11発行予定『With』152号 参照）

10/29～31 仙台 社会福祉援助技術総論 VTR
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド16：申込締切11/1,受講開始11/11,試験提出締切12/3
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

10/30・31 仙台 特講（地域と生活） 2021年12月11日(土)・12日(日)に延期

10/30・31 仙台 障害者・障害児心理学
オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド16に追加：申込締切11/1,受講開始11/11,試験提出締切12/3
（申込方法等は9/17発行予定『With』151号 参照）

[10月] 演習・実習指導科目

元の開講日 元の開講地 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開講）

10/2・3 東京 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＋リモート[＊]　※受講予定者に個別に通知します。

10/2・3 仙台 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＋リモート[＊]　※受講予定者に個別に通知します。

10/2・3 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＋リモート[＊]　※受講予定者に個別に通知します。

10/9・10 仙台 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＋リモート[＊]　※受講予定者に個別に通知します。

10/23・24 新潟 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[＊]　※受講予定者に個別に通知します。

10/23・24 盛岡 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＋リモート[＊]　※受講予定者に個別に通知します。

10/30・31 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＋リモート[＊]　※受講予定者に個別に通知します。


