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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 15報） 

 

前略 

 このたび、新型コロナウイルスの感染者数が全国的に減少傾向にあるため、大学の方針により、一部の科

目を除き 1 月に実施予定のスクーリングを開講することとなりました。開講する科目については、別紙①の

「会場で開講する科目」をご参照ください。 

ただし、このたびの開講はあくまでも予定であり、新型コロナウイルスの全国の感染状況によって中止と

なる場合がありますので、予めご了承ください。その際は通信教育部ホームページでご案内いたします。 

一部の科目については、同時双方向やオンデマンド・スクーリングに代替いたします（別紙①の「オンデ

マンド･スクーリングへ代替する科目」参照）。 

今後も通信教育部では全国の感染状況など様々な状況を鑑み、会場で行うスクーリングや科目修了試験の

実施について、慎重に判断して参ります。ご理解いただきますよう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 

 

▼ 1月のスクーリング開講について 

 「別紙①」をご参照ください。 

※これまで未定だった科目の最新情報も記載しております。 

 

▼ 会場スクーリングの申込方法等について 

 「別紙②」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 19～24期 ＞＞『With』152号（11月 11日発行）参照 

 

▼ 社会福祉士・精神保健福祉士の実習について 

令和 4 年度の実習につきましては、申し込みが受理された方につきまして、順次、実習依頼を行ってお

ります。 

その中で、確認事項がある場合にはお電話いたしますので、通信教育部からの着信（022-292-8011）が

あった際には、早めの折り返しにご協力いただきますようお願いいたします。 

また、決定事項や変更など新たなご連絡がありましたら、個別に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。また、『With』の資格のページも毎号ご確認をお願いい

たします。 

 

 

【裏面もご一読ください】 



 

▼ 卒業について 

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

※再提出レポート提出締切日：来年 2月 20日 

 

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、該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、1月の科目修了試験で受験。 

・申込は『With』152号巻末「1月科目修了試験申込みハガキ」を郵送（12/15締切）。 

・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) 予約による対面での学習相談及び自習室使用を実施しております。 

・詳細は、本学通信教育部 HPや『With』152号 p.4～6をご参照ください。 

2) 全国の感染状況により入構禁止となる場合がありますので、予めご了承ください。 

3) 入構の状況については、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/ 

 

▼ 年末年始の休業について 

   通信教育部事務室：12 月 27 日（月）正午～1 月 5 日（水）迄 

 

 

 

 

 

 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①】1月の会場スクーリングについて（令和3年12月10日現在）

【会場で開講する科目】

開講日 開講地 科　目　名 申込手続き等

1/8～10 仙台 コミュニケーション英語

1/8～10 仙台 地域福祉論

1/9・10 仙台 臨床心理学概論Ⅰ（～2017臨床心理学）

1/7～10 仙台 心理学概論（～2017）

1/7・8 仙台 心理学概論A（2018～）

1/9・10 仙台 心理学概論B（2018～）

1/22・23 仙台 発達障害者の理解と支援

1/22・23 東京 カウンセリングⅠ

1/28～30 東京 社会保障論 

1/29・30 仙台 特講・社会福祉学１（介護保険と社会福祉士の課題）

1/22・23 仙台 社会福祉援助技術演習A（～2008演習Ⅰ） 11/30で申込終了（9/17発行『With』151号）※受講方法等は、受講許可証にて個別に通知しています。

1/22・23 仙台 精神保健福祉援助演習B(B-2)+精保実習指導A(A-2) 受講対象者に個別に通知します。

【オンデマンド・スクーリングへ代替する科目】

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）

1/15・16 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21に追加：申込締切1/10,受講開始1/20,
試験提出締切2/11（申込方法等は11/11発行『With』152号 参照）

1/29・30 仙台 カウンセリング演習Ⅰ
［＊］オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド22に追加：申込締切1/17,受講開始1/27,
試験提出締切2/18（申込方法等は11/11発行『With』152号 参照）

【これまでオンデマンド・スクーリングが未定だった科目】

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）

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　開講期オンデマンド21に追加：申込締切1/10,受講開始1/20,
試験提出締切2/11（申込方法等は11/11発行『With』152号 参照）

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　開講期オンデマンド24に追加：申込締切1/31,受講開始2/10,
試験提出締切3/4（申込方法等は11/11発行『With』152号 参照）

10/2・3 仙台 発達臨床心理学
［＊］オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド22に追加：申込締切1/17,受講開始1/27,
試験提出締切2/18（申込方法等は11/11発行『With』152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）
※旧科目「ACT」

オンデマンド･スクーリング　開講期オンデマンド23に追加：申込締切1/24,受講開始2/3,試験提出締切2/25
（申込方法等は11/11発行『With』152号 参照）

受講申込み等の詳細は、別紙②をご参照ください。
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【別紙②】１～４ページ 

 
●会場スクーリング受講申込み 

 

該当のスクーリングを下記要領で受付します。 

開講時期 申込締切 納入依頼書到着予定 納入期限 成績通知 

1／7(金)～ 
1／30(日) 

12／21(火) 
必着 

1／5(水) 
(1／6 までに届かない場合
は 1／7までにご連絡くだ
さい) 

受講前日まで 
（納入依頼書には一律で 1／6と
記載されますが、受講前日まで
で大丈夫です） 

各自 Web 上で 
ご確認くださ
い 

（注）申込について 
①感染予防のため定員制で実施します（各科目の定員数はｐ.2～4 参照）。 

②受講者が一定数に達しなかった場合は中止となります。 

③申込数が定員を超えた場合、事務室で無作為に抽選を行います。 

④申込締切日の 17：00までの受付とします。 

④ｐ.1の「受講上の留意事項」にご協力いただける場合に申込みをお願いします。 

 

【申込方法】 
「TFU オンデマンド」（『学習の手引き』５章１節または１０章参照）から、又は同封の申込用紙の提出。 

 

【申込・受講にあたって】 
下記の「受講上の留意事項」、『学習の手引き』４章３節または８章および『試験・スクーリング情報ブック

2021』ｐ．68～69「スクーリング申込・受講上の留意点」をご一読ください。 

  ※仙台駅東口キャンパスは全面禁煙です。 

 

【新型コロナウイルス感染防止における受講上の留意事項】 
 

受講前 

１．発熱・咳等の症状がある場合は、予め医療機関で受診し、適切な治療を受けてください。 

２．７日前から起床後に体温測定を行い、体調の変化の有無を確認してください。 

３．感染が流行している地域への移動は控えてください。 

４．いつ・どこで・誰と会ったか自身の行動を把握するようにしてください。 

 

受講当日 

１．当日発熱・咳等の症状が見られるなど体調が万全ではない場合は、入構できません。 

２．指定された受付時間に入構してください。 

   ※初日の受付時間（10：00）までキャンパスへの入構はできません。 

３．感染拡大防止の観点から、受講生以外の入構はできません。 

４．入構時（スクーリング開始前）に、必ず「学生証」「受講許可証」「当日チェックリスト」をご提示いた

だくと共に、検温及びマスク着用を職員が確認します。 

５．当日の朝、「当日チェックリスト」に記入し（体調や海外および他県等への移動について等）、持参して

ください（「当日チェックリスト」）は受講許可証に同封し郵送します）。 

６．発熱（体温 37.5度以上）がある方や体調不良の方は入構できません。 

   ※体調不良の自覚がある否かに関わらず、発熱時は入構できません。 

７．マスク（不織布）を持参し、常に正しく着用してください。 

８．昼食中は他の受講者との会話をお控えください（黙食の徹底）。 

９．昼食は持参し、自席で食事をとってください。 

10．可能な限り人との距離を確保してください。 

11．手洗いと指先消毒は、こまめに行うよう徹底してください。 

12．会場内は換気のため、窓の開放等を行います。 

※防寒のため、ひざ掛けや厚手の上着などご自身でご準備ください。 

13．学内の標示に従い、行動してください。 

14．スクーリング終了後は、速やかにご退構ください。 

15．その他、今後の連絡や当日教職員からのご案内・ご注意等にご協力ください。 
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●会場スクーリング 開講科目一覧 
 

1/7(金) 

・8(土) 

・9(日) 

・10(月) 

 

仙台 

１年以上 
心理学概論 柴田 理瑛・平泉 拓 

～2017 

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 

※「心理学概論 A・B」と合同開講のた

め、2 科目分の定員となります。 

1/7･8  ①｢心理学概論｣+②｢心理学概論 A｣＝ 

1/9･10 ①｢心理学概論｣+②｢心理学概論 B｣＝ 

80 名 

1／7 10：30～17：40 

1／8 ９：10～16：20 

1／9 10：30～17：40 

1／10 ９：10～16：20 

コマ数：16 

S 単位：2 

10,000円 

【講義概要】『レポート課題集 C 2021』ｐ．34 定員 80名 

1/7(金) 

・8(土) 

 

仙台 

１年以上 
心理学概論Ａ 柴田 理瑛 

2018～ 

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 

※「心理学概論」と合同開講のため、 

2 科目分の定員となります。 

①｢心理学概論｣+②｢心理学概論 A｣＝ 

80 名 

1／7 10：30～17：40 

1／8 ９：10～16：20 

コマ数：8 

S 単位：1 

5,000 円 

【講義概要】『レポート課題集 C 2021』ｐ．25 定員 80名 

1/9(日) 

・10(月) 

 

仙台 

１年以上 
心理学概論Ｂ 平泉 拓 

2018～ 

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 

※「心理学概論」と合同開講のため、 

2 科目分の定員となります。 

①｢心理学概論｣+②｢心理学概論 B｣＝ 

80 名 

1／9 10：30～17：40 

1／10 ９：10～16：20 

コマ数：8 

S 単位：1 

5,000 円 

【講義概要】『レポート課題集 C 2021』ｐ．30 定員 80名 

1/8(土) 

・9(日) 

・10(月) 

 

仙台 

１年以上 
コミュニケーション英語 シュミット・ケネス 

全 

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 

※受講条件があります(『レポート課   

題集 B 2021』p.94参照)。 

1／8 10：30～17：40 

1／9 ８：50～17：40 

1／10 ８：50～14：20 

コマ数：12 

S 単位：1 

10,000円 

【講義概要】『レポート課題集 B 2021』ｐ．91 定員 20名 
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●会場スクーリング 開講科目一覧 

 

1/8(土) 

・9(日) 

・10(月) 

 

仙台 

２年以上 
地域福祉論 都築 光一 

2021改正不可 

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 

1／8 10：30～17：40 

1／9 ８：50～17：40 

1／10 ８：50～14：20 

コマ数：12 

S 単位：2 

10,000円 

【講義概要】『レポート課題集 A 2021』ｐ．28 定員 80名 

1/9(日) 

・10(月) 

 

仙台 

２年以上 臨床心理学概論Ⅰ 

（～2017 臨床心理学） 
清水 めぐみ 

全 

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 
1／9 10：30～17：40 

1／10 ９：10～16：20 

コマ数：8 

S 単位：1 

7,000 円 

【講義概要】『レポート課題集 C 2021』ｐ．212 定員 60名 

1/22(土) 

・23(日) 

 

仙台 

２年以上 
発達障害者の理解と支援 黄 淵煕 

全 

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 
1／22 10：30～17：40 

1／23 ９：10～16：20 

コマ数：8 

S 単位：1 

7,000 円 

【講義概要】『レポート課題集 B 2021』ｐ．120 定員 60名 

1/29(土) 

・30(日) 

 

仙台 

１年以上 特講・社会福祉学１ 

（介護保険と社会福祉士の課題） 
佐々木 裕彦 

全 

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 
1／29 10：30～17：40 

1／30 ９：10～16：20 

コマ数：8 

S 単位：1 

7,000 円 

【講義概要】『レポート課題集 B 2021』ｐ．190 定員 60名 
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●会場スクーリング 開講科目一覧 〔東京会場〕 

 

1/22(土) 

・23(日) 

 

東京 

１年以上 
カウンセリングⅠ 渡部 純夫 

全 

ビジョンセンター日本橋 

※会場の詳細は『試験・スクーリング情   

報ブック 2021』ｐ．99 参照。 

1／22 10：30～17：40 

1／23 ９：30～16：40 

コマ数：8 

S 単位：1 

7,000 円 

【講義概要】『レポート課題集 C 2021』ｐ．267 定員 30名 

1/28(金) 

・29(土) 

・30(日) 

 

東京 

３年以上 
社会保障論 阿部 裕二 

全 

ビジョンセンター日本橋 

※会場の詳細は『試験・スクーリング情   

報ブック 2021』ｐ．99 参照。 

1／28 10：30～17：40 

1／29 ９：30～16：40 

1／30  ９：30～16：40 

コマ数：12 

S 単位：2 

10,000円 

【講義概要】『レポート課題集 A 2021』ｐ．38 定員 30名 

 

 

 

●社会福祉士を希望する方へ 

1/22・23「社会福祉援助技術演習 A」のスクーリング申込は、11/30で終了いたしました。 

受講にあたってくわしくは、受講申込者に個別に通知します。 

 

●精神保健福祉士を希望する方へ 

1/22・23「精神保健福祉援助演習 B（B-2）+精神保健福祉援助実習 A（A-2）」のスクーリングは、

受講対象者に個別に通知します。 



 文部科学省認可通信教育  

 提出期限：12 月 21日（同封の【別紙②】を参照） 
 

 

1 月開講 スクーリング受講申込書 
 

学籍番号 

氏名バーコードシール 

貼付欄 

  Ｔ     

氏名 

 

 

 会場でのスクーリング受講を希望する方は、【別紙②】の【新型コロナウイルス感染防止における受講上の

留意事項】の内容をご了承いただく必要がございます。 

内容をご確認のうえ、下記の□に「✓」を入れてください。「✓」がない場合、申込みは受理できませんの

で予めご了承ください。 

 

□ 【別紙②】の【新型コロナウイルス感染防止における受講上の留意事項】について了承しますので、 

下記の会場スクーリングを申込みます。 

 

 

※ 申込みを希望する科目の「申込欄」に〇をつけてください。 

※ 同日程の科目、未履修の科目、すでに合格済の科目は受講できません。 

※ 受講条件のある科目は、申込締切日までに受講条件の達成が必要です。 

 
受講対象 

入学年度 
科目名 開講日 開講地 申込欄 受講料 

～2017 心理学概論 
 1/7(金)・8(土) 
 ・9(日)・10(月) 

仙台駅東口キャンパス ◌ 10,000円 

2018～ 心理学概論Ａ  1/7(金)・8(土) 仙台駅東口キャンパス ◌ 5,000円 

2018～ 心理学概論Ｂ  1/9(日)・10(月) 仙台駅東口キャンパス ◌ 5,000円 

全学生 コミュニケーション英語 
 1/8(土)・9(日) 
・10(月) 

仙台駅東口キャンパス ◌ 10,000円 

2021改正不可 地域福祉論 
 1/8(土)・9(日) 
・10(月) 

仙台駅東口キャンパス ◌ 10,000円 

全学生 
臨床心理学概論Ⅰ 
（～2017 臨床心理学） 

 1/9(日)・10(月) 仙台駅東口キャンパス ◌ 7,000円 

全学生 発達障害者の理解と支援  1/22(土)・23(日) 仙台駅東口キャンパス ◌ 7,000円 

全学生 
特講・社会福祉学１ 
（介護保険と社会福祉士の課題） 

 1/29(土)・30(日) 仙台駅東口キャンパス ◌ 7,000円 

全学生 カウンセリングⅠ  1/22(土)・23(日) 
東 
京 

ビジョンセンター 
日本橋 ◌ 7,000円 

全学生 社会保障論 
 1/28(金)・29(土) 
 ・30(日) 

東 
京 

ビジョンセンター 
日本橋 ◌ 10,000円 

 
【社会福祉士を希望する方へ】 

1/22・23「社会福祉援助技術演習 A」のスクーリング申込は、11/30 で終了いたしました。受講にあたっ

てくわしくは、受講申込者に個別に通知します。 
 
【精神保健福祉士を希望する方へ】 

1/22・23「精神保健福祉援助演習 B（B-2）+精神保健福祉援助実習 A（A-2）」のスクーリングは、受講対

象者に個別に通知します。 


