
‘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。
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私の研究の1つの柱は、「腎臓病について」です。

皆さんは健康なとき、「腎臓」について考えることは殆どないと思います。でも、体の中の不要な物を

排泄し重要な物を吸収して体内の「内部環境」を一定に保つ働きを１秒たりとも休まず続けているのは

「腎臓」です。ここの働きが弱ってしまうと、私達は健康で良質な生活を続けることは出来なくなります。

最終的には透析や腎移植によってのみ、生命の維持が可能な状態となります。

この腎臓の病気には大きく分けると２つのパターンがあり、急激に腎機能が悪化して適切な治療が

施されないと死に至るタイプの「急性腎障害」と、少しずつゆっくり進んでいくタイプの「慢性腎臓病」に

分かれます。急性腎障害は原因を除去して適切なタイミングで治療が行われれば腎機能は回復しま

すが、慢性腎臓病は徐々に腎臓の病態が進行し、腎機能が低下して末期腎不全という状態に陥りま

す。どちらかというと一方通行の病気で、すっかり回復させることは出来ない病気です。この慢性腎臓

病になっている人は、日本でも世界でも大変多くいらっしゃいます。そこで国を挙げて、早期に発見し

て専門医の指導を受け、なるべく進行しないように治療をしてゆこうという取り組みがなされています。

また、慢性腎臓病のリスクを有している予備軍として「ハイリスク群」というグループがいて、これには

糖尿病、高血圧やメタボリックシンドロームの人、尿石症の人などが含まれます。尿石症を除いて腎臓

病とはあまり関係のなさそうな病気が含まれているので驚かれる方も多いと思いますが、実はいろい

ろな点でこれらの病気は深く腎臓病と関連しています。逆に考えると、これらの病気は腎臓病を含めて

心臓病など多くの病気の要因となっており、いわゆる「万病のもと」になっているようです。したがって、

腎臓や心臓の病気を発症する前に、適切な食生活と生活様式に変更することによって生活習慣病を

克服することが重要であると思われます。

腎臓が色々な原因によって「傷」を受けた時、どうやって生体はこれを克服するのか？それは、私達

が傷を負ったときに現れる変化と同じです。指を切ったとします。血が出ますがやがて固まり、膿が出

てカサブタができ、それが取れるときには傷がふさがっています。つまり血が固まり、一方で好中球や

マクロファージが浸潤し、体内で糊の役目を果たすタンパクが産生され、カサブタを作る細胞も増える

という現象が起こっているのです。慢性腎臓病でも加えられる傷害に対して炎症や細胞浸潤、糊の役

目を果たす細胞外マトリックスの増加が起こり、それによって微小循環障害が起こり、腎機能を担うネ

フロンが減少して機能低下が進行します。つまり、傷を治そうとすることによって、最終的には機能す

るネフロン数が徐々に減ってしまうというわけです。

人でも動物でも慢性腎臓病の進行の仕方は似ています。どちらも早期の「気づき」が必要です。「ハ

イリスク群」のうちに適切な生活改善を実施して、病気が進行しないようにすることが重要です。

◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

客員教員 佐藤 れえ子
岩手大学教授（農学部担当）
［専門分野：獣医内科学・獣医腎泌尿器学］

「腎臓のはなし」



“入学者の集い”のご案内

学位記授与式終了後、卒業生・修了生のお祝いと新入生の歓迎を兼ねて、「入学者の集

い」を開催します。「集い」は、客員教員の先生方や、共に学ぶ仲間たちと交流できる、

またとない機会です。在学生の皆さまもご参加いただけます。

参加をご希望の方は、学習センター事務室までお申込みください。

【 日 時 】３月２６日（日） １１時１０分開始

【 会 場 】放送大学岩手学習センター４階 大講義室

【 申 込 】３月１８日（土） １８時００分までに直接、またはお電話にて事務室へお申込みください。

【岩手学習センター主催】

学位記授与式・入学者の集いを開催します

岩手学習センター主催による学位記授与式・入学者の集いを下記の日程で行います。

詳細については、該当される方に別途ご案内をお送りします。

※当日、在学生の方は学習センターを利用することはできません。

＊ 平成２８年度第２学期 学位記授与式 ＊

【日時】３月２６日（日）９時５０分～１０時４０分
【会場】岩手学習センター４階 会議室

＊ 平成２９年度第１学期 入学者の集い ＊

【日時】３月２６日（日）１１時１０分～１２時３０分
【会場】岩手学習センター４階 大講義室

＊新入生・卒業生・在学生が、所長・
客員の先生方と懇談を行います。

-２-

参加申込受付
中です！

平成２８年度第２学期の入学者の集いの様子

平成２８年度第１学期学位記授与式

《学友会からのお知らせ①》 ～ 卒業を祝う会のご案内 ～

【 日 時 】 平成２９年３月２６日（日） １３時～１５時

【 場 所 】盛岡市上田公民館 喫茶ひだまり 【 会 費 】２，０００円

【 申 込 】３月１８日（土） １８時００分までに直接、またはお電話にて事務室へお申込みください。

※在学生の皆さまも参加いただけます。



岩手学習センター休所日・利用時間について

学生証の交付について

学生証は所属学習センター事務室にて交付します。

下記に該当される方は、所属学習センター事務室へ来所または郵送により学生証の受取をお願いし

ます。（学生証はシステムWAKABAに顔写真を登録した上で発行になります。）

受取の際は入学許可証または有効期限の切れた学生証をお持ちください。

 第１回募集期間（平成２８年１２月１日～平成２９年２月２８日）に出願された方は、４月１日

（土）１３時以降お渡し可能です。

 第２回募集期間（平成２９年３月１日～３月２０日）に出願された方は、４月２０日（木）１３時

以降お渡し可能です。

 郵送をご希望の方は、岩手学習センター宛に、①返信用封筒（住所・氏名を明記、８２円切手貼付）、

②入学許可証のコピー、③顔写真付の身分証明書のコピーを同封し送付してください。

 ４月１日（土）１３時以降お渡し可能です。

 郵送をご希望の方は、岩手学習センター宛に、①返信用封筒（住所・氏名を明記、８２円切手貼

付）、②有効期限の切れた学生証を同封し送付してください。

平成２９年度第１学期に新規入学・継続入学される方

現在お持ちの学生証の有効期限が「H2９年03月末」となっている全科履修生・修士全科生の方

期 間 曜 日 学習センター開所時間 視聴学習室利用時間

平成２９年度第１学期
試験期間前

４月１日（土）～７月２０日（木）

火～金 １０：００～１８：３０ １０：００～１８：００

土・日 ９：３０～１８：００ ９：３０～１７：３０

平成２９年度第１学期
試験期間中

７月２１日（金）～７月３０日（日）
火～日 ８：３０～１９：００ ８：４５～１８：４５

◆毎週月曜日

◆１２日（日）［岩手大学個別学力検査の

ため］

◆２６日（日）［学位記授与式・入学者の

集いのため、在学生のセン

ター利用はできません］

◆毎週月曜日

◆２９日（土）［昭和の日］

◆毎週月曜日

◆３日（水）［憲法記念日］

◆４日（木）［みどりの日］

◆５日（金）［こどもの日］

３月の休所日 ５月の休所日４月の休所日

-３-



週末は面接授業で使用するため、実習室を利用できない場

合があります。利用できるかどうか、事前に岩手学習セン

ター事務室までお問い合わせください。

また、単位認定試験問題・解答やオンライン授業の資料を

実習室で印刷することはできません。

注意！

パソコン実習室の利用について

岩手学習センター４階実習室に、パソコン（Windows7・ノート型）１９台と、プリンタ（白黒印

刷）を設置しています。放送大学生であれば誰でも自由に利用できますので、ぜひご活用ください。

ご利用の際は、事務室で使用簿にご記入の上、学生証を預けてください。

インターネットへも繋がっておりますので、キャンパス・ネットワーク・ホームページやシステム

WAKABAへログインして各種サービスを利用することができます。

学費の振込はお済ですか？

平成２９年度第１学期の科目登録申請を行った方は、大学本部から送付される「学費払込取扱票」

で学費を払い込んでください。学費納入期限内に学費が納入されない場合は、申請科目の受講はでき

ません。

※面接授業の申請をした方は、必ず当落を確認し、登録科目数分だけ授業料をお支払いください。

※学費振込み期限は３月末日ですが、３月１３日（月）までにお振込みいただければ、学期開始

（４月 １日）までに印刷教材をお届けできます。

※３月１４日（火）になっても通知が届かない場合は、大学本部学生サポートセンター（TEL043-

276-5111（総合受付））まで必ず連絡してください。

平成２９年度第１学期の出願を行った方は、大学本部から送付される「学費払込取扱票」で学費を

払い込んでください。学費納入期限内に学費が納入されない場合は、申請科目の受講はできません。

※第１回募集で出願した方で面接授業の申請をした方は、必ず当落を確認し、登録科目数分だけ授

業料をお支払いください。

※第１回募集で出願した方は、３月１６日（木）までに学費をお振込みください。原則として学期

開始（４月 １日）までに印刷教材が届きます。

※第２回募集で出願した方は、４月６日（木）までに学費をお振込みください。

３月１７日（金）以降に学費を納入した場合、印刷教材の到着は４月 １日（土）以降となります。

在学生の方へ

新規入学・継続入学の方へ

-４-



放送教材の

郵送貸出について

視聴学習室の利用について
放送教材・図書資料の入替え作業を行うため、学期末・学期始めの視聴学習室の利用可能日や

利用時間が変則的になります。来所の際はご注意願います。

なお、新入生の方は４月１日（土）から視聴学習室の利用が可能となります。

◆ ３月６日（月）～４月２日（日）までの視聴学習室カレンダー ◆

月 火 水 木 金 土 日

３月６日

休所日

７日

室内・室外

貸出可能

８日

室内・室外

貸出可能

９日

室内・室外

貸出可能

１０日

室内・室外

貸出可能

１１日

室内・室外

貸出可能

１２日

休所日

１３日

休所日

１４日

室内貸出

のみ可能

１５日

室内貸出

のみ可能

１６日

室内貸出

のみ可能

１７日

室内貸出

のみ可能

１８日

室内貸出

のみ可能

１９日

室内貸出

のみ可能

２０日

休所日

２１日

閉 室

２２日

閉 室

２３日

閉 室

２４日

閉 室

２５日

閉 室

２６日

閉 室
学位記授与式
入学者の集い

２７日

休所日

２８日

閉 室

２９日

閉 室

３０日

閉 室

３１日

閉 室

4/1日

室内・室外

貸出可能

2日

室内・室外

貸出可能

◆ 視聴学習室利用時間 ◆

曜 日 利 用 時 間

火～金 １０：００～１８：００

土・日 ９：３０～１７：３０

４月１日（土）より、平成２９年度第１学期開

設科目の放送教材を順次配架致します。

科目によっては、配架が遅くなる科目もござ

いますので、ご了承ください。

放送教材の種類と本数
片道

郵送料金

ＣＤ（またはＤＶＤ）×１本 １５円

ＣＤ（またはＤＶＤ）×２本・３本 ２５円

★１回の貸出につき３本まで申込みできます。

★貸出期間は発送に要する期間を含めて９日間です。

★郵送の送料は貸出時、返却時ともに申込者負担となります。

★申込時に放送教材が貸出中の場合は返却待ちとなります。

第１巻から借りる方が多いので、印刷教材をよく見て可

能であれば他の巻から借りるのも一つの方法です。

「文部科学省認可通信教育」第四種郵便の料金は概ね上
記の通りです。重量によって料金が異なりますので、実
際負担する郵送料は、教材を貸出す際にご案内します。

申込書には借りたい教材を第４希望まで記入することができます。一度に借りられる教材は３本まで
ですが、第１～第３希望の中で既に貸出中のものが１本あった場合には、第４希望を貸出します。第４
希望までのうち２本（または３本）が貸出中の場合は、３本とも借りられるようになるまで待つか、電
話で相談するかを選ぶようになっていますので、チェック欄にチェックを記入してください。

岩手学習センターでは、放送大学教材を郵送でも貸

出しています。『学習センターやセンター外視聴施設

が遠い』、『教材を借りに行く時間がない』という方

はどうぞご利用ください。

-５-
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平成２９年度第１学期 ゼミ のご案内

菊池ゼミ「健康教室」

新規開設科目やテレビ科目（ＤＶＤ）の配架までには数ヶ月を要する場合もありますので、

遅くても４月下旬までには申し込んでください（配架は６月になる予定です）。配架される

までの間は、岩手学習センターからの郵送貸出をご利用されることをお勧めします。

★センター外視聴施設に配架されている科目の一覧表を

配布しています。

ご希望の方は、岩手学習センター事務室へご連絡く

ださい。一覧表を差し上げます。

★センター外視聴施設への放送教材配架の希望を随時

受付しています。

毎学期１人２科目まで受付します。詳しくは、岩手学

習センターへ直接お問い合わせください。

（※水沢校・釜石校・二戸校窓口では受付できません。）

◆放送大学岩手学習センター 水沢校◆

所在地：奥州市水沢区字聖天８５－２

水沢地区センター１階（旧 水沢公民館）

ＴＥＬ：0197-23-3165

利用時間：月曜日～日曜日

（水沢地区センターの休館日を除く）

月～土･･･８：３０～２１：００

日 ･･･８：３０～１７：００

◆放送大学岩手学習センター 釜石校◆

所在地：釜石市鈴子町１５－２

釜石市教育センター５階

ＴＥＬ：0193-22-8835

利用時間：月曜日～金曜日

（祝日を除く）

８：３０～１７：００

各市及び市教育委員会のご協力により、奥州市に「水沢校」、釜石市に「釜石校」、二戸市に「二戸校」が

開設されています。お近くにお住まいの方はどうぞご利用ください。

なお、各施設ではスペースの関係上、全ての放送教材を配架することができないため、登録人数の多い科

目や配架希望のあった科目の放送教材を優先的に配架しています。岩手学習センター視聴学習室と同様、

放送教材の視聴や室外貸出の利用が可能です。

各施設には放送大学職員はおらず、学生の皆さまにその利用をお任せしています。

マナーを心掛けてのご利用をお願いします。

◆放送大学岩手学習センター 二戸校◆

所在地：二戸市石切所字狼穴１－１

二戸市立図書館３階

ＴＥＬ：0195-23-3447

利用時間：火曜日～日曜日

火～金 ･･･ ９：００～１７：００

土・日・祝･･･１０：００～１７：００

※二戸校は、放送大学学生に限らず、どなたでもご利用できます

センター外視聴施設のご案内

講師 ： 菊池 和子 先生
岩手県立大学教授
（新年度より岩手学習センター客員教授）
専門分野：基礎看護学・がん看護学

第１回 ４月２２日（土） 「高血圧とのつきあい方」

第２回 ５月 ６日（土） 「スウェーデンの高齢者福祉から学ぶ」

第３回 ６月１０日（土） 「いきがいと健康」

【会 場】 岩手学習センター小講義室

【定 員】 ２４名

【時 間】 １３：００～１５：００

４月から着任される客員教員の先生がゼミ（勉強会）を開講します。学生・一般問わずどなたでも参加できます。

受講料は不要です。 ※事務室にて先着順で申込みを受付します（お電話でも可）。

第１弾



面接授業とは？

◆教員の授業を直接受ける授業であり、授業会場は主に学習センターの講義室です。１科目につき、２日間にわたって

１時間２５分の授業を計８回実施します。講義形式や実験・実習形式の授業、外部施設を利用しての授業など、形式は

様々です。

◆岩手学習センターで開設される面接授業だけではなく、他学習センター・サテライトスペースの面接授業も受講できます。

◆面接授業の成績評価は、授業で課したレポート（または試験）等の成績や出席状況、学習状況を総合的に判断され、合

格すると１科目につき１単位修得できます。

平成２９年度 第１学期 面接授業科目の

追加登録について
教養
学部

科目登録の結果、定員に空席がある科目については、各科目を開設する学習センターにおいて追加

登録を受付けます。岩手学習センターでは下記のとおり実施します。

◆追加登録を希望される方へ◆

① 追加登録をご希望の方は、「岩手学習センター利用の手引」（３月下旬～４月上旬送付予定）

３１ページの様式を拡大コピーし、申請期間内に来所または郵送＜必着＞により申請してく

ださい。

② 他学習センター・サテライトスペース開設の面接授業の追加登録申請については、岩手学習

センターでは受理できません。申請にあたっては当該学習センターへお問い合わせ願います。

③ 各面接授業の授業日程や授業概要は、冊子『面接授業時間割表』またはキャンパス･ネット

ワーク･ホームページにて確認できます。時間割表冊子をお持ちでない方には差し上げま

すので、事務室までご連絡ください。

対 象 者：平成２９年度第１学期に教養学部に在籍する全ての学生 ※特別聴講学生は除きます

空席発表：４月１５日（土）１２時開始 ※対象科目は５月６日（土）以降に開講する科目

・・・空席状況は、岩手学習センター３階教務掲示板やキャンパス・ネットワーク・ホームペー

ジにてお知らせします。４月２１日（金）１５時以降はシステムＷＡＫＡＢＡで空席状

況をリアルタイムで確認することができます。（詳細：『平成２９年度第１学期面接授業時

間割表（北海道・東北ブロック版）』４ページ）

【追加登録 事前申請の場合】

申 請 期 間 ： ４月１５日（土）～ ４月２０日（木）１８時まで

・・・事前申請は来所又は郵送・ＦＡＸにて岩手学習センターに申請してください。

追加登録期間： ４月２１日（金）～ ４月３０日 （日）１７時３０分まで

【４月２４日（月）・２９日（土）は休所日】

【追加登録 事前申請期間後に申請した場合】

・・・４月２１日（金）午前１０時に事前申請分の抽選を行い、その結果なお空席がある科目に

ついては、先着順で追加登録を受付けます。（追加登録受付期間はそれぞれの科目によっ

て異なります。）事前申請者の入金状況によっては、５月２日（火）以降空席状況に変更

がある場合もありますので、最新の空席状況を事務室にてご確認ください。

-７-



-８-

放送大学ではインターネットを使用した各種システムを提供し
ています。学生ＩＤとパスワードでログインし、学生であればどな
たでも利用することができます。

◆ 面接授業案内

◆ システムＷＡＫＡＢＡ

◆ ラジオ授業科目

キャンパス・ネットワーク・ホームページ
◆ 学習室

学習に必要な情報を科目別に見
ることができます。質問箱から担当
の先生に質問することもできます。

◆ 資料室
印刷教材の正誤表、テレビ・ラジオ

授業ネット配信、単位認定試験問題
・解答、卒業研究資料を見ることがで
きます。

◆ ヘルプ
よくある質問と回答や、キャンパス

・ネットワーク・ホームページのマニュ
アルを見ることができます。

◆ 事務室
学生生活、学習全般、各種手続

き、セミナーハウス等の附属施設に
関する情報を見ることができます。

◆ メール（Ｇmail）
学生専用のメール画面を表示しま

す。未読のメールがある場合、「ＮＥ
Ｗ」マークが表示されます。

システムＷＡＫＡＢＡ

＊放送大学ホームページを開き、

在学生の方へ から利用するシステムを

選択します。

＊ログインＩＤ及び初期パスワードは入学

許可証に記載されています。

◆ 談話室
科目別に先生とコミュニケーション

できます。（一部の科目について試
行的に運用しています。）

◆ テレビ授業科目

◆ Ｗｅｂ通信指導

◆ 単位認定試験
問題解答

◆ 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。

◆ 継続入学申請
継続入学を希望の方はこちらからも出願できます。

メール（Gmail）

「学生メール」は、Ｗｅｂブラウザを利用したメールシステムです。
学生全員にメールアドレスが割り振られておりますので、自由に利
用することができます。
※学籍がなくなると使用できなくなりますので注意してください。

◆ オンライン授業

◆ 自己学習サイト



岩手大学図書館利用証の更新手続きについて

「岩手大学図書館利用証」は年度毎に更新手続きを行う必要があります。

平成２８年度の「利用証」有効期限は平成２９年３月３１日（金）までとなっています。

４月以降も利用を希望される方は、平成２９年４月１日（土）以降に、岩手学習センター視聴学習

室へ現在お持ちの「利用証」を提出してください。

なお、更新には２～４日ほど日数を要しますので、あらかじめご了承願います。新規利用申込みも

４月１日（土）から岩手学習センター視聴学習室で受付けします。（新規利用申込みの場合も、「利

用証」受渡しには２～４日ほど日数を要します。

各種証明書の発行について

各種証明書（１通につき２００円）の発行を希望される方は、「諸証明書交付願」を学習センター

へ提出してください。

郵送で請求する場合は、手数料（証明書１通につき２００円。現金または郵便定額小為替証書にて

送付）と返信用封筒（長形３号で住所・宛名を明記、切手貼付）を同封してください。

手数料を現金で郵送される方は、『現金書留』にて送付してください。

詳細は、「学生生活の栞」に掲載しています。

※学期末・学期始めは、学籍状態によって発行までに時間を要する場合がありますので、事務室へお

問い合わせください。

※「諸証明書交付願」は、「学生生活の栞」の巻末に綴られています。また、キャンパス・ネット

ワーク・ホームページから様式を印刷することもできます。

-９-

岩手大学

図書館利用証

《学友会からのお知らせ②》 ～ 観桜会のご案内 ～

毎年恒例の観桜会を開催します。

共に学ぶ学生と、センター所長をはじめ教職員との交流の場です。

【 日 時 】 平成２９年４月３０日（日） １５時（予定）～１７時

【 場 所 】 岩手大学図書館前芝生地内

【 会 費 】 １，０００円（飲食費として） 《申込み時または当日徴収》

【申込方法】 来所または、電話にて岩手学習センター事務室へお申込みください。

【申込期限】 ４月２１日（金）１７時まで

※放送大学の学生であれば、どなたでも参加できます。

※当日の１４時から１５時の時間帯に「学友会総会」を開催し、その後に「観桜会」を開催する予定です。

桜散るかもしれないけど、面接授業が
ない週末なんだよね。春の宴で話の花
も満開にね。
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今まで放送大学岩手学習センターの客員教員として勤務されていた、田沢先生、松林先生、織田先生、室井先生

が平成２８年度をもって退任されます。先生方から学生の皆さんへ退任のメッセージを頂きました。

退任のご挨拶 松林 城弘 先生

生態学者で登山家の今西錦司さんは、1552座もの山に登った。何故そんなに山に登るのか。福
岡伸一さんは、「一生懸命、勉強してある地点に達する。するとそこからしか見えない新たな視
界が開けてくる。人はその視界の向こうにあるものを目指して、また次の一歩を踏み出す」(朝日
新聞 2016.10.6)と表現し、山に登ることは学び続けることの本質と似ていると言っています。

放送大学での学びも同じことが言えるような気がします。語学、人文科学、社会科学、自然科
学、生命や医学など、多くの峰があります。一生懸命に一つの峰に登れば、そこからしか見えな
い景色があります。また次の峰に登り新しい景色に出会う。こうして次々に登っていくうちに、
教養という知的な裾野がどんどん広がります。何歳になっても「次はあの山に登ろう」という気
持ちはお互い持ち続けたいものですね。最後になりましたが、５年間ありがとうございました。

織田 信男 先生客員教員の任務を終えて

平成24年から平成29年までの5年間、齋藤・橋本所長先生をはじめ、同僚の先生方、事務職員の皆
様、そして学生の皆様から多大なるご厚意を賜り、厚くお礼申し上げます。思い起こせば、この5年
間は平成23年の東日本大震災後の活動でしたので、自分自身が過覚醒状態になっていないかを確認
しながら、勤務をさせていただきました。勤務内容には、専門授業の担当、他の授業を担当してい
ただく先生方の推薦、学習相談、「イーハトーブ」への寄稿、そしてゼミ等がありました。印象深
い点は、「イーハトーブ」の寄稿内容が4回中3回もオリンピックとの関連があり、スポーツとの不
思議な縁を改めて感じました。また、「ゼミ」では、受講生の方々から「悩みに対するいろいろな
対応を学ぶことができました」等の感想を賜り、大変感動させていただきました。今後、皆様の声
を励みにして一層頑張っていきたいと思います。いろいろお世話になり、ありがとうございました。

室井 麗子 先生自由に学ぶ
university（大学）の語源であるラテン語のuniversitas(ウニヴェルシタス)は、「宇宙、全体、共同体、

組合」といった意味を持ちます。学びたい学生たちが集まり共に学び、自由に学ぶ権利を守るために
作った組合・共同体が大学の起源とされます。自らが学びたいから学ぶ、自由に学ぶ。学びを豊かで
深いものにするために不可欠なこれらの要件を守るために創設されたのが大学でした。このような大
学の根本精神は、今日、放送大学において最も保持されているといえるのではないでしょうか。学び
たい人は誰でも入学できる、学びたい学生たちが集まって、（もちろんカリキュラムはありますが）
学びたいことを、自由に、それぞれのペースで学ぶ。古(いにしえ)のuniversitas(ウニヴェルシタス)の姿
を今に留める放送大学で、自由に大いに学び、実り多き学生生活を謳歌してください。

田沢 光正 先生客員教員退任にあたって
5年間の客員教員の任期を終え退任いたします。役割は、客員教員ゼミ、面接授業、面接授業カ

リキュラム作成の支援、学習相談、試験監督等でした。また学位授与式・交流会、学友会主催の観
桜会、研修旅行、忘年会にも参加させていただきました。学生の皆さんと接する機会は多くはなく、
また限られた数の皆さんでしたが、「こんなにも意欲的に、目的をもって学習する学生がいるん
だ！」というのが、1年目に受けた強烈な印象です。1年目だけではなく最後まで同じ印象を持ち続
けました。このことは、私自身の仕事に対する心構えはもちろん、今後の生き方にも影響を与えて
くれたように思います。そして、私の場合以上に学生の皆さんこそが、世代を超えた交流の中で、
お互い影響し合ってほしいと願っています。貴重な5年間となりました。機会を得た幸運と優しく
支援してくれた職員、学生の皆さんに深く感謝申し上げます。



 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

月 火 水 木 金 土 日

 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

４月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

５月

◇ １日（土） 平成２９年度第1学期放送授業 放送開始
視聴学習室 室外貸出開始
集中科目履修生 学生募集要項配布開始
（学校図書館司書教諭講習・看護師資格取得に資する科目）

◇１５日（土） 面接授業 空席発表
◇２１日（金） 面接授業 追加登録受付開始（事前申請者は４月３０日（日）までに登録）
◇２９日（土） 休所日（昭和の日）

４月の面接授業
●１５日（土）・１６日（日） 「持続可能社会とエネルギー」
●２２日（土）・２３日（日） 「三陸復興・地域の産業と社会」

◇ １日（月） 集中科目履修生 出願受付開始
看護師資格取得に資する科目・・・５月３１日（水）本部必着
学校図書館司書教諭講習 ・・・６月 ７日（水）本部必着

◇ ３日（水）～５日（金） 岩手学習センター休所日
（憲法記念日・みどりの日・こどもの日）

５月の面接授業
● ６日（土）・ ７日（日） 「暮らし方と健康」
●１３日（土）・１４日（日） 「ようこそ。フランスへ」

「地域医療計画を考える」
●２０日（土）・２１日（日） 「心理学実験２」

「阿弖流為の戦いとその歴史的意義」
●２７日（土）・２８日（日） 「学校教育の現状と課題」

「ヒューマンインタフェース」
「日本と世界のアグリビジネス」
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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）

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

３月

◇ １日（水） 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。

【編集後記】

日ごとに春の訪れを感じる此の頃です。今学期ご卒業・修了の皆さま、誠におめでとうございま

す。それぞれに新しい目標を持って進んでいかれることを応援しています。 また４人の客員の先生

方が今学期で退任されます。いままで本当にお世話になりました。私は今号をもってイーハトーブ

の編集から離れることになります。今まで本当にありがとうございました。（木村）

４月のゼミ

＜菊池ゼミ＞
２２日（土）

５月のゼミ

＜菊池ゼミ＞
６日（土）


