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（岩手大学構内）
TEL：019（653）7414
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ホームページ：http://www.ouj.ac.jp
岩手学習センターホームページ：
http://www.sc.ouj.ac.jp/center/iwate
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釜石校：釜石市教育センター ５階
〒026-0031 釜石市鈴子町１５－２
TEL：0193（22）8835
二戸校：二戸市立図書館 ３階
〒028-6103 二戸市石切所字狼穴１－１
TEL：0195（23）3447

‘イーハトーブ’とは、宮沢賢治による造語であり、岩手のことをエスペラント語風に美しく名詞化したものです。
賢治の考えるイーハトーブとは、田園の風と光に満ちたドリームランドで、不思議な楽しい国土として賢治の
心象中に実在し、そこから詩や童話としての心象スケッチが生み出されました。
このようなドリームランドを当学習センターでも実現させたいと思い、機関紙の名称を｢イーハトーブ｣と命名しました。

◆◇ 岩手学習センター客員教員から

◇◆

国民医療費抑制と健康長寿
～幅広い「教養」が不可欠～
客員教員 田沢 光正
（専門分野＝公衆衛生学・口腔衛生学・健康づくり）

国民医療費が増大し続けています。2014年度は40兆円、一人平均では30万円、65歳以上に限ってみると
72万円、75歳以上では91万円です。少子高齢化が進んでいく中で、医療保障を含む社会保障は持ちこたえ
ることができるのか。喫緊の国家的課題となっています。
自らの健康長寿を思う時、私たちは社会に暮らす一人としてこの難問に直面していることを認識すること
が求められているのではないでしょうか。
現在、「健康増進法」や「高齢者医療確保法」により生活習慣病を中心とした健康長寿を目指す対策がす

すめられていますが、病気を減らすことで医療費を抑制しようという目的も含まれています。例えば 「一に
運動、二に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」 は、よく知られている生活習慣病対策の国民向けのキャッチ
フレーズですが、「最後にクスリ」は安易に医療に頼るなということでしょう。
この二つの法律には、国の責任ばかりではなく、「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解
を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」（健
康増進法第2条）、「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して
常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。」（高齢
者医療確保法第１条）、と国民の責任が明記されています。
また、憲法には第25条で、健康は国民の権利であり、国にはこれを守る義務があることを述べていますが、

一方で、第12条では、この権利は「国民の不断の努力」によって保持しなければならないこと、又、この権利
を国民は濫用してはならず、公共の福祉のためにこれを利用する責任があることを述べています。
健康ブームと言われ健康志向が高まっている昨今ですが、多種多様な玉石混交の健康機器、ダイエット
食品、サプリメント等の商品や関連する健康情報が氾濫しています。このような社会環境の下で私たちの生
活習慣をコントロールしていくことは容易ではありませんが、専門分化した医療の専門家の指導以上に、一
人ひとりの幅広い教養を最も必要としているのではないかと思います。
国には国民の生活習慣病予防が実現しやすい社会環境（制度、民間企業の誘導など）をつくる責任があ
ります。「禁煙」を可能にする環境づくりはすすんできましたが、運動や食事についてはまだまだの状況です
し、クスリの過剰処方などの医療に関する改善ほとんどみられないように思います。背景には、経済優先の
政治と行政があり、これを私たちの政治や行政への関わりの中で、健康最優先のものへと転換していく必
要があるのではないかと思います。一人ひとりの幅広い教養がここでも不可欠であるのではないでしょうか。
私たちの学習が自らの健康長寿と国家的危機を救うことを願っています。
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視聴学習室
室外貸出停止期間について

試験期間中
実習室パソコン及びプリンター
の使用について

単位認定試験に伴い、下記期間内は放送教材
及び図書の室外貸出を停止（郵送による室外貸

単位認定試験期間中【１月２０日（金）～２９日

出も停止）します。

（日）】は、実習室パソコンは７台のみ設置となり、利
◆室外貸出停止期間◆
大学院

用時間は８時３０分～１８時までです。なお、単位認定

１月１３日（金）～２９日（日）

試験期間中、実習室は「自習室」として利用できます

教養学部 １月１７日（火）～２９日（日）

（試験会場として使用する場合は除く）。また試験期間
中は、実習室のプリンターの使用はできません。印刷

※ なお、１月１４日（土）～１６日（月）、２７日（金）、

したい方は、ＵＳＢメモリなどにデータを持参して事務

３０日（月）～３１日（火）は岩手学習センター休

室にお持ちください。

所日です。
• 期間中は、郵送による室外貸出も停止します。
停止
開始

大学院
学 部

※ 単位認定試験の過去問題を印刷することは
できませんのでご注意願います。
なお、現在公表している単位認定試験問題
等は、試験期間中でも視聴学習室内で閲覧
することは可能です。
ただし、コピーはできません。

１月１１日（水）
１月１３日（金）

• 期間中も室内貸出は利用可能です。
• 室外貸出は２月１日（水）から再開します。
• 単位認定試験後から３月１１日（土）まで室外
貸出できる科目は、『禁帯出』表示のものを除

いた全ての教材（学部・大学院問わず）です。
科目登録の参考に、または次学期の準備とし
て、この期間にぜひ興味のある科目の放送教
材を視聴してみてください。

岩手学習センター利用時間のお知らせ
～下記の通り、時期によって利用時間が異なりますのでご注意ください。～

期 間

曜 日

学習センター開所時間

視聴学習室利用時間

火～金

１０：００～１８：３０

１０：００～１８：００

土・日

９：３０～１８：００

９：３０～１７：３０

火～日

８：３０～１９：００

８：４５～１８：４５

通常期間

単位認定試験期間
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単位認定試験について

重要
単位認定試験実施期間

大 学 院 ：１月２０日（金）・２１日（土）
教養学部：１月２２日（日）～２９日（日）
※集中科目履修生（看護師資格取得に資する科目）再試験は１月２０日（金）
※１月２３日（月）・２７日（金）・３０日（月）・３１日（火）は休所日です。

通信指導添削結果
通信指導の添削結果は、１月上～中旬に１科目ごとに返送されます。択一式科目は１月６日（金）まで、
記述式科目は１月１６日（月）までに届かない場合は、放送大学本部へ連絡してください。
〈電話（総合受付）043-276-5111〉
なお、“受験票”と“通信指導添削結果”は別便で送付されますので、“通信指導添削結果”よりも先に
“受験票”が届く場合もあります。

試験問題について
試験問題を持ち帰ることはできません。
ただし、全ての試験問題と主任講師の了承があった科目の解答は、キャンパス・ネットワーク・ホーム
ページに掲載されるとともに学習センターで公表します。解答を公表しない科目については、解答のポイン
ト等（公表しない理由となる場合もあります）が公表されます。試験問題は２月の上旬、解答は２月の下旬
頃に閲覧が可能になる予定です。閲覧期間は約１年間です。
学習センターでのコピーや、実習室からの印刷はできません。ただし、自習室のパソコンからUSBメモリ
等の外部記憶装置に複製することや、視聴学習室で公開されている試験問題をデジカメで撮影することは可
能です。ご自宅では、パソコンからの印刷も可能です。

持

ち

物
① 単位認定試験通知（受験票）

受験票

受験票は、試験日の約１週間前までに送付されます。１月１３日（金）になっても届
かない場合や紛失した場合、放送大学本部へ連絡してください。
〈電話（総合受付）043-276-5111〉

② 学生証
岩手学習センターでの学生証の受け取りが済んでいない方は、事前に事務室で手続
きを行ってください。なお、試験当日は混み合いますので、できるだけ試験期間前に
手続きを行ってください。郵送をご希望の方や、遠方にお住まいの方は岩手学習セン
ターまでお問い合わせください。

③ 筆記用具
解答には、必ずＨＢの黒鉛筆を使用してください（シャープペンシルは不可）。ＨＢ
の黒鉛筆以外を使用すると、解答が読み取れず正確な採点が出来ない場合があります。

④ 持込み許可物品
科目によっては印刷教材等の持込が認められます。また、単位認定試験の解答形式は
択一式、記述式、両者併用式のいずれかで、科目によって異なります。
それぞれ、学習センター教務掲示板とキャンパス・ネットワーク・ホームページにて
現在公開中です。また、受験票送付の際にも併せてお知らせします。
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試験会場・受付
試験会場は、岩手学習センター４階の大講義室などです。受験科目・時限ごとに異
なりますので、必ず受験票で確認してください。
受付は試験開始20分前から試験会場にて行います。受付の係員に受験票と学生証を
提示し、受験する科目名を伝えて試験問題を受け取ってください。

駐

車

場
岩手学習センターには、専用の駐車場がありません。岩手大学から借りている
スペースは数台分です。スペースが無い場合は駐車できませんし、近隣にも駐車
場はありませんので注意してください。
試験では、開始20分以降は入室できません。学習成果が発揮されるよう、時間
的余裕をもって、できるだけ公共交通機関により来所してください。

飲 食 に つ い て
岩手学習センター４階にある「学生控室」にて休憩・飲食することができます。
その他の場所での飲食は禁止となっています。学生控室には紙コップ式自動販売機
があり、コーヒー・お茶・ジュースなどを購入することもできます。
また、岩手大学の学生食堂を利用することもできます（日曜日は休み）。

自習室について
試験当日は、視聴学習室が大変混み合います。退室する際は必ず荷物を持ち出
し、他の方に席をお譲りください。放送教材を視聴せず自習のみ行う方は、自習
室として開放している他の部屋をご利用ください。常時利用可能なのは、実習
室・小講義室・多目的室（試験会場として使用する場合は除く）です。
なお、自習室として利用できる部屋のドアには、利用可能時間を掲示していま
す。誤って試験会場に入室しないよう、必ず確認してください。

手荷物はロッカーへ
試験会場は非常に狭いため、試験に必要のない手荷物は通路に置かずに、３階のロッ
カー室を利用してください。
ロッカーは１００円を入れると鍵がかかり、使用後は１００円が返却されます。
視聴学習室を利用の際も同様に、貴重品以外の手荷物はロッカーに入れてください。

単 位 認 定 試 験 成 績 評 価
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ

100～90点
89～80点
79～70点
69～60点

合 格

Ｄ
Ｅ

59～50点
49～ 0点

不合格

試験結果は、２月下旬
送付の「成績通知書」
にてお知らせします。

再試験システム
平成２８年度第２学期に登録した科目で、【通信指導…未提出・不合格】または【単位認定試験･･･未受
験・不合格】だった科目については、次学期に学籍があれば、科目登録をしなくても再試験を受験することが
できます（再試験に係わる授業料は不要）。なお、【通信指導…未提出・不合格】だった科目は、次学期にあ
らためて送付される通信指導を提出して合格すれば再試験が受けられます。
（平成２８年度第２学期末で学籍が切れる方が再試験を受験するためには、「継続入学手続き」により学籍を
継続する必要があります。詳しくは学生生活の栞、学生募集要項を確認してください。）
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★学生種別などによって、必要な手続きが異なりますのでご注意ください。
★ご不明な点は岩手学習センター事務室までお問い合わせください。

今学期（３月末）で学籍が切れる方

次学期も学籍が続く方

継 続 入 学

科目登録申請

《郵 送》大学本部必着

《郵

現在受付中 ～ ２月２８日(火)【第１回募集】

申
請
期

３月１日(水)～３月２０日(月)【第２回募集】

送》

２月１３日(月)
～２月２７日(月)

大学本部必着

《システムＷＡＫＡＢＡ》２４時まで
現在受付中 ～ ２月２８日(火)【第１回募集】

３月１日(水)～３月２０日(月)【第２回募集】

間
※ 面接 授業登録 をご希望 の方は 下記 「面接 授業

《システムＷＡＫＡＢＡ》
２月１３日(月)９時
～２月２８日(火)２４時

（教養学部生）」をご確認ください。

継続入学生で面接授業を登録したい方は、

教養学部生は放送授業・面接授業の登録がで

在学生の科目登録期間中［２月１３日(月)９時～
２月２８日(火)２４時］にシステムＷＡＫＡＢＡ

面
接
授
業
（
教
養
学
部
生
）

にて出願してください。

意
事
項

面接授業を登録したい方は面接授業の申請を
併せて行ってください。

※ 面接授業の登録のみでの入学はできません。
※ 上記期間外に出願された場合、学期当初から面
接授業を登録することができません。
※ 共済組合を利用した方はシステムＷＡＫＡＢＡ
からは登録できません。対象者（登録申請が可
能な方）へは２月中旬に登録方法を別途ご案内
します。

注

きます。

面接授業科目は、受講定員を上回る申請があった場合、抽選となりますので、
あらかじめご了承ください。

 出願は「郵送」または「システムＷＡＫＡＢ

 申請は「郵送」または「システムＷＡＫＡＢ

Ａ」いずれか１つの方法をお選びください。

Ａ」いずれか１つの方法をお選びください。

重複出願はできません。

重複申請はできません。

 選科・科目履修生が全科履修生への出願をす

 誤って『平成２９年度第１学期学生募集要

る場合は『平成２９年度第１学期学生募集要

項』の出願票で申請してしまうと、申請は無

項』を学習センターへ請求し、出願してくだ

効になりますのでご注意ください。
 科目登録申請開始８日前になっても申請要項

さい。
 集団入学や共済組合を利用して入学された方
及び自主退学者には継続入学用出願票は送付
されません。

等が届かない場合は、大学本部学生課入学・
履修係へ問い合わせてください。
〈電話（総合受付）043-276-5111〉
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《教養学部》
卒業見込みの全科履修生の皆さまへ
平成２８年度第２学期での卒業が見込まれる全科履修生は、２月下旬に送付される「成績通知書」
または「システムＷＡＫＡＢＡ」により卒業となるかならないか確認した上で必要に応じて以下の
手続きを行ってください。

提出期限間際に通知が届く予定ですので、速やかに対応してください。
卒業とならない方

・・・卒業にならず次学期も学籍が続く方は、通常通りの科目登録手続きを
行ってください。

卒業となる方
学籍が切れる方

・・・卒業後に再入学を希望する方や、今学期卒業にならず学籍が切れる方で
引き続き在学を希望される方は、継続入学の手続きを行ってください。

※「学生生活の栞」Ｐ９４～を必ずご参照ください。

教養学部 全科履修生

卒業に必要な単位

放送大学を卒業するためには、全科履修生として４年（第２年次編入者にあたっては３年、第３年
次編入者にあたっては２年）以上在学し、以下の表に記載する単位数を修得することが必要です。
≪ 科目区分にかかる卒業要件 ≫
【新カリキュラム】 （2016年度～）
科目区分

【旧カリキュラム】 （2009～2015年度）

修得すべき最低単位数（計１２４単位）
１４単位

基盤科目

修得すべき最低単位数（計１２４単位）

科目区分
基礎科目

８単位

外国語科目

外国語科目
２単位

共通科目
コ

導入科目

｜

ス
科
目

専門科目
総合科目
計

７６単位

自コース開設
３４単位

専
門
科
目

３４単位

６単位
８単位

所属コース

総合科目

１２４単位

計

３４単位

３０単位
６０単位

他コース

他コース開設
４単位

３０単位

４単位
１２４単位

※旧専攻（～2008年度）に所属している方は上記の卒業要件とは異なります。

≪ 授業形態にかかる卒業要件 ≫
修得すべき最低単位数
授業形態

授業形態を問わ
ない単位数

放送授業

９４単位

面接授業又はオンライン授業

２０単位

計

※２０１５年開設のオンライン授業
２科目は、授業形態を問わな
ない単位数として取り扱われ
ます。

１０単位
１２４単位

旧カリキュラムの在学生で次学期から新カリキュラムへの移行を希望する方は、旧カリキュラムと
新カリキュラムの違いを十分に理解し、送付されています「カリキュラム改正について」またはホー
ムページをご確認の上、手続きを行うようにしてください。

-６-

＊

平成２８年度第２学期ゼミのご案内

＊

各ゼミいずれも定員１５名です。
１月１０日（火）１０時より、事務室にて先着順で申込みを受け付けます（お電話でも可）。在学生だけでなく
一般の方も受講できますので、ご家族やお知り合いの方々をお誘いあわせの上ぜひご参加ください。
★ 会場は岩手学習センター４階講義室です。当日掲示にてご案内いたします。
★ 受講料は不要です。

少人数で行う勉強会です。
ぜひご参加ください！

★指定教科書はありません。

★ ゼミは面接授業とは異なり、受講しても単位は付与されません。

★ 開催日程・会場は都合により変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
★ 欠席する場合は、必ず事務室までご連絡ください。
★受講希望者が少数の場合、閉講にさせていただくことがあります。

『オンライン授業での学びについて』
《日 程・時 間》

講 師 ： 橋本 良二 先生
岩手学習センター所長
専門分野：環境樹木学・森林環境造成学

第１回 ３月１８日（土）
１０：００～１２：００
第２回 ３月１８日（土）
１３：００～１５：００

放送大学では、今後、オンライン授業科目が増えてきます。どのような学修を求めているのか、考えてみましょう。

『釜石の地域経済について』
《日 程・時 間》 第１回

２月１２日（日）

１０：００～１２：００

講 師 ： 杭田 俊之 先生
岩手大学准教授（人文社会科学部担当）
専門分野：進化経済学・経済理論

第２回

２月１２日（日）

１４：００～１６：００

「鉄と魚とラグビーのまち」を標榜する釜石の地域経済について学習します。製鉄業と盛衰を共にした釜石の産業と
水産業の現状について学びます。

『「道徳性」ってなんだろう？』
講 師 ： 室井 麗子 先生
岩手大学准教授（教育学部担当）
専門分野：教育思想・教育哲学

《日

程》

《時

間》

第１回 ２月１９日（日）
第２回 ３月１１日（土）
１３：００～１５：００

「道徳性」とは？その起源は？動物にも「道徳性」はあるのか？ ドゥ・ヴァール『道徳性の起源―ボノボが
教えてくれること』（紀伊国屋書店、2014年）を読みながら、以上の問いについて考えます。

-７-

『「健康長寿の公衆衛生学」
～食・歯口腔・心・宇宙～』
講 師 ： 田沢 光正 先生（歯科医師）
専門分野：公衆衛生学・口腔衛生学・健康づくり
「健康長寿」を幅広く全人的な観点から、講師（歯科医師・健康づく

《日

程》

《時

間》

第１回 ２月１２日（日）
第２回 ２月１９日（日）
１０：００～１２：００

り総合アドバイザー・ヨーガ講師）と共に学習してみましょう。

『子どものことばの獲得について考える』
講

師 ： 松林 城弘 先生
岩手大学教授（人文社会科学部担当）
専門分野：応用言語学・英語教育学

《日 程・時 間》 第１回 ３月１１日（土）
１０：００～１２：００
第２回 ３月１１日（土）

こどもはどのようにしてことばを獲得するのか。主に下記に注目して考えます。
①喃語期から文法獲得初期の過程まで

１３：００～１５：００

②ことばと脳の関係

◆学生カルテ
学籍情報、住所、履修情報、単位修
得情報などを確認できます。

◆各種願（届出）
住所変更や所属コース・学習セン
ターの変更、休学・復学の申請等が
可能です。

◆科目登録申請
科目登録期間中に科目の登録及び変
更ができます。

◆履修成績照会
過去の成績や、通信指導の受理確認もでき
ます。

システムＷＡＫＡＢＡの利用方法
＊放送大学ホームページを開き、
「在学生の方へ」からシステムＷＡＫＡＢＡ
を選択します。
＊ログインＩＤ及びパスワードは入学許可証に
記載されています。

◆継続入学申請
継続入学を希望の方はこちらから出願でき
ます。

-８-

＊

公開講演会のご案内 ＊

岩手学習センター

お申込みは岩手学習センター事務室まで（お電話でも可）。 ※ 定員になり次第締め切ります。
どなたでも無料でご参加いただけます。（放送大学学生以外の方もご参加可能です）

『考古学から見た奥州平泉文化
ー 奥州藤原氏が私たちに遺したもの ー』
【講 師】

伊藤 博幸 先生

（岩手大学 平泉文化研究センター客員教授）

【日 時】 ２月１８日（土） １３：３０～１５：００
【会 場】 放送大学岩手学習センター４階 大講義室
【定 員】 ５０名（先着順）
平泉文化といえば、金色堂に象徴される黄金文化をイメージしますが、一
方、発掘によって地下から多くの「宝物」が発見されています。その１つひ
とつを見ていくと、奥州藤原氏が私たちに遺したメッセージを読み取ること
ができます。講演では、その具体的なすがたを考古学から見ていきます。

『異文化講座 － メキシコを知ろう －』
【講 師】

セサール・Ｅ・ガルシア 先生

【講 師】

三浦 勲夫 先生

（英語教室講師）

（岩手大学名誉教授）

【日 時】 ３月１１日（土） １３：３０～１５：００
【会 場】 放送大学岩手学習センター４階 大講義室
【定 員】 ５０名（先着順）

メキシコ出身の方を講師にお迎えして、メキシコの民族やその習慣と言語・歴史と文化・地理や気
候などをやさしい英語と日本語を交えてお話ししていただきます。いままでの異文化交流を、今回は
講義形式にして定員を増やしました。お知り合いやご家族も誘ってどうぞご参加ください。

所長杯

ボウリング大会

学友会
共催！

【日

時】

３月９日（木）１３：３０～１５：３０

【参加費】

５００円（当日お支払いください）

【会

場】

盛岡マッハランド

【対

現在、放送大学に在学中の方

住所：盛岡市上堂1-2-38

℡.019-647-7070

象】

【保 険】

※現地集合です。当日は各自、盛岡マッハランド内

未加入の方は３月８日（水）までに事務室

のボウリング場カウンター前へ１３：３０までに
お集まりください。

学生教育研究災害傷害保険（100円）に
で加入手続きをしてください。

【申込締切】３月２日（木）１８：００
【定

員】

★お申込みは岩手学習センター事務室まで（お電話でも可）。
-９-

２０名（先着順）

学位記授与式の開催日・会場について
平成２８年度の学位記授与式の開催日・会場は下記のとおりです。
平成２８年度第２学期に卒業（修了）される方は、下記の両方の学位記授与式に出席可能です。
平成２８年度第１学期に既に卒業されている方は、３月２５日（土）開催の「放送大学本部主催による
学位記授与式」にのみ出席可能です。
詳細については、該当される方に後日改めてご案内をお送りします。

※ 今年度の学位記授与式は、本部授与式の翌日が学習センター授与式となっております。
日程上ご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
放送大学本部主催による平成２８年度学位記授与式
開催日：３月２５日（土）

会場：ＮＨＫホール（東京都渋谷区）

岩手学習センター主催による平成２８年度第２学期学位記授与式
開催日：３月２６日（日）

会場：放送大学岩手学習センター（岩手県盛岡市）

１月～３月の
岩手学習センター休所日

各種証明書の発行について
成績・単位修得証明書など、証明書（１通につき

【１月の休所日】

２００円手数料がかかります）の発行を希望する方

◎毎週月曜日

は、「諸証明書交付願」を事務室へ提出してくださ

◎ １日（日）～ ３日（火）

い（教員免許状申請用証明書など、発行までに１

◎１４日（土）～１５日（日）

週間ほど時間を要するものもあります）。

［大学入試センター試験のため］

郵送で申請される方は、「諸証明書交付願」の他

◎２７日（金）

に、手数料（証明書１通につき２００円。現金または

◎３１日（火）

郵便定額小為替証書）と、返信用封筒（長形３号で
住所・氏名を明記、切手貼付）を同封してください。

【２月の休所日】

手数料を現金で郵送される方は、現金書留で郵送

◎毎週月曜日

してください。

◎１１日（土）［建国記念の日］
◎２５日（土）

※ 学期末・学期開始直後は、教員免許状に関わ

［岩手大学個別学力検査のため］

らない証明書であっても学籍状態により、発行
までに時間を要する場合があります。

【３月の休所日】
※ 「諸証明書交付願」の様式は、「学生生活の栞」

◎毎週月曜日

の巻末に綴られています。また、キャンパス・

◎１２日（日）

ネッ トワーク・ホームページでダウンロードする

［岩手大学個別学力検査のため］

こともできます。
-１０-

休所日
面接授業
単位認定試験期間
休所日
面接授業
単位認定試験期間
休所日
面接授業
単位認定試験期間

1月
月 火 水 木 金 土 日
1
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

◇～３日（火）
休所日
◆中旬
次学期科目登録申請要項 送付 ※次学期も学籍がある方対象
◆上旬～下旬
修士全科生（２年次） 修士論文等審査（口頭試問を含む）
◆中旬
通信指導添削結果、単位認定試験受験票 送付
◇１４日（土）～１５日（日） 休所日（大学入試センター試験）
◇２０日（金）
集中科目履修生（看護師資格取得に資する科目）再試験
◇２０日（金）～２１日（土） 大学院 単位認定試験
◇２２日（日）～２９日（日） 教養学部 単位認定試験
◇２７日（金）・３１日（火） 休所日

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

２月
月 火 水 木 金 土 日
6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

１月の面接授業
●７日（土）・８日（日） 「命名学に基づく日英語対照入門」
「心理検査法基礎実習」

◇１１日（土）
休所日（建国記念の日）
◇１３日（土）～２７日（月） 次学期科目登録申請期間＜放送大学本部必着＞
システムWAKABAによる申請は２月２８日（火）24:00まで
◆中旬
成績通知書 送付（博士全科生のみ下旬）
◇１８日（土）
公開講演会（奥州平泉文化）（岩手学習センター講義室）
◇２５日（木）
休所日（岩手大学個別学力検査のため）
◇２６日（日）
英語バイアスロン
◇２７日（月）
《郵送》次学期科目登録申請締切＜放送大学本部必着＞
◇２８日（火）
《システムWAKABA》次学期科目登録申請締切＜24:00まで＞
教養学部生・修士選科生・修士科目生出願受付締切（第１回）

２月の面接授業
●４日（土）・５日（日） 「おばけ絵本の世界」

２月のゼミ
＜杭田ゼミ＞ １２日（日）
＜田沢ゼミ＞ １２日（日）、１９日（日）
＜室井ゼミ＞ １９日（日）

◇ １日（水）

３月
月 火 水 木 金 土 日
6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

平成２９年度第１学期教養学部生・修士選科生・修士科目生
第２回出願受付開始 （３月２０日まで）
◇ ４日（土）～ ５日（日） 教員免許更新講習修了認定試験
◇１１日（土）
公開講演会（異文化講座）（岩手学習センター講義室）
◇１２日（日）
休所日（岩手大学個別学力検査のため）
◇１４日（火）～３１日（金） 視聴学習室 室外貸出停止
◇２０日（月）
教養学部生・修士選科生・修士科目生出願受付締切（第２回）
◇２１日（火）～３１日（金） 視聴学習室 利用停止
◇２５日（土）
学位記授与式（放送大学本部主催、会場：NHKホール《東京都》）
◇２６日（日）
学位記授与式・入学者の集い（岩手学習センター主催）
※当日は、在学生のセンター利用はできません。

27 28 29 30 31

３月のゼミ
＜松林ゼミ＞ １１日（土）
＜室井ゼミ＞ １１日（土）
＜所長ゼミ＞ １８日（土）

【編集後記】
新年明けましておめでとうございます。寒い日が続きますが、皆さまお正月はいかがお過ごしで
したか。単位認定試験もいよいよ差し迫ってきました。試験後には公開講演会、ゼミ、ボウリング
大会など様々な行事がありますので、お気軽にご参加ください。本年もどうぞよろしくお願いいた
します。（木村）
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