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放送大学 岩手学習センター
〒020－8550 岩手県盛岡市上田３－１８－８
（岩手大学構内）
TEL：019（653）7414
FAX：019（653）7410
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
水沢校：水沢地区センター１階（旧 水沢公民館）
〒023-0063 奥州市水沢区字聖天８５－２
TEL：0197（23）3165
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

◇◆

地域を創るとは
客員教員 杭田 俊之
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）

北国にもようやく桜の季節がやってきました。これから新緑の季節を迎えると思うと何か新しい
ことに取り組んでみようという気持ちになっているかたも多いのではないでしょうか。
春は私にとって、「今年も沿岸に通うのですか？」とたびたび尋ねられる時期でもあります。「復興
支援はまだ続くの？」と問われているようにも聞こえます。現地との温度感の違いもあるのでしょう
が、復興の局面が進みかかわり方が変わり、地域のより根深い問題に直面しているということのよ
うにも思われます。行政取り組みでは今年度から第３期復興実施段階に入り、「三陸創造プロジェ
クト」など前向きの展開期を迎えています。確かに復興公営住宅が立ち上がり、新しい街並みの姿
も現れてきています。防潮堤も含め臨部や漁港の整備も進んだと言えるでしょう。それだけに地域
に眼を向けると、なおのことこれから海ひとの暮らしをどうやってそこに盛り込んでいくのかますま
す気になってきます。
従来から若者を地元に受け止めることが難しかった地域で、震災復興を駆け抜けながらの地域
づくりという大きな課題を私たちは抱えています。人口、所得移転、資源と都市部は地方からエネ
ルギーを吸い上げて発展してきました。そして、都市部が右肩上がりの時代の余裕を失ったなか、
地方は高齢化と人口減少局面でなかば自力の地域づくりに直面させられています。
先日、復興途上の被災地で地域の暮らしを底上げするにはというテーマをいただき大船渡で講
演させてもらいました。私としては形としての復興とその内実にギャップを感じていたところから、復
興に関わる三つの壁を指摘しました。一つ目は『現状把握の壁』。例えば人手不足など表面上の
問題は見えていても、その問題背景となる地域の暮らし、その広がりや奥深さはなかなか捉え難
いものがあります。残念ながら研究者にも、行政にも地域の細部や全体像が十分見えているとは
言えません。それはかかわりの中で見えてくるものですが、向かう先には地域のなかでひととひと
のつながりを生みながら、暮らしの生きづらさを解消していくことがポイントと思われます。次に現
れるのが『つながりの壁』と『ひとづくりの壁』。昨今は盛んに観光・インバウンド、交流人口の拡大、
IUターンの移住促進など取り組まれています。地域の魅力発信など外部とのかかわりは重要です。
それは同時に地域が受け皿としていかに充実するかという問題につながります。地域づくりを域内
主導の「かかわりづくり」と考えれば、産業・福祉・教育・交通など、地域内で分野を渡るつながりづ
くりに踏み出すことになります。またひとはかかわることによって、学び変わっていきます。この取り
組みには若者に限らず「ひとづくり」が必須です。
地域づくりは一歩踏み出すひとづくり、かかわりづくりだと思います。ひとづくりを使命とする放送
大学での学びのなかにもそのような可能性があるのではないでしょうか。
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平成２８年度第２学期、岩手学習センターからは
教養学部３８名、大学院修士課程１名が卒業・修了されました。
教職員一同心よりお祝い申し上げます。

～大学院 修了生～

【臨床心理学プログラム】１名

大学院 計 １

名

～教養学部 卒業生～

【生活と福祉コース】 １０名

【自然と環境コース】

３名

【心理と教育コース】 １５名

【 情 報 コース】

１名

【社会と産業コース】

５名

【人間と文化コース】

４名

学部 計 ３８ 名

３～４ページに、卒業生・修了生の方々からいただいたメッセージを掲載しています。
岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、平成２８年度第２学期卒業の方々
を含めて、卒業生８８１名・修了生３７名となりました。

平成２８年度

放送大学学位記授与式が執り行われました

放送大学では、毎年学位記授与式を挙行しております。昨年度の学位記授与式は３月２５日（土）に
ＮＨＫホールで開催されました。こちらは、センター主催の学位記授与式とは異なる日程で行われ、卒
業された方々が全国から一堂に集まります。岩手学習センター所属の卒業生も何名か出席し、皆さん
非常に感激した様子でした。卒業を目指している皆さんも、無事卒業を迎えた暁にはご出席されること
をお勧めします！
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晴山 那緒子 さん －臨床心理学プログラム－
２年間濃密な学びの時間を過ごさせて頂きました。全国各地から集まったクラスメイトたちと大学本部のセミナーハウス
に泊まり込んで心理療法・心理検査の演習に励んだ面接授業、そして精神科病院での約３週間の実習や寝る間を惜し
んで取り組んだ研究。大学院生活で学んだことを生かし、また、これからも学び続け、社会に恩返ししていきたいと思って
います。

柴刈 見穂子 さん －生活と福祉コース－

秋田 篤美 さん －生活と福祉コース－

お蔭様で二つ目のコースを終えることが出来ました。一回目の入

私にとって学びに終わりはありません。もち

学の時は、１０年での卒業を目指していましたが、全部のコースを卒

ろん、節目としての卒業はありますが知的好

業してみたいと欲が出て年齢と相談しながら自分にハッパを掛けま

奇心の探究は永遠に続けます。今後も学部

した。年々記憶力が薄れていくのを感じていますが、何とか全コース

を変え放送大学で学びを継続していく所存で

卒業できるよう来年度も頑張ります。先生方、事務室の皆様、学生

あります。

の皆様これからも宜敷くお願い致します。

吉田 晃乃美 さん －生活と福祉コース－

吉田 実 さん

かつての自分の目標であった「大学卒業」を叶えるために、２年前に大
学３年次編入という形で入学した際は、卒業というゴールがとてつもなく遠

－心理と教育コース－
「地道に努力」で頑張ったかなとい

く感じ、１人での勉学が孤独で不安でもありましたが、職場の方々をはじめ、

う思いです。認定心理士取得などにつ

周りの様々な方に支えられて、なんとか卒業を迎えられました。勉学と仕

いて学習センターの職員皆さんにはア

事の両立は容易なものではなく、時に犠牲にするものも多かったですが、

ドバイスを頂きました。

卒業を迎えた今はそれ以上に得られたものが多く、晴れ晴れしい気持ち

本当にお世話になりました。有り難うご

でいっぱいです。この２年間は自分にとって忘れられない宝物になりまし

ざいました。

たし、ここを新たな人生のスタートラインとして、自分を支えてくれた全ての
方々に恩返しできるよう、精一杯努めていきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

Ｐ．Ｎ さん
仕事と家庭・・・両立できたか不安で

中原 まゆみ さん －心理と教育コース－

すが、色々な方に協力してもらいなが
ら何とか卒業を迎えることができまし

入学の時は右も左もわからず、皆様のおかげで今日の日をむかえる事
ができました。四階からの岩手山、大学の木々の上を軽やかに飛ぶ鳥の
群、面接授業や試験に集う学生の方々との交流、思い出はつきません。
在学中、お世話になりました皆様、たいへん楽しい時間を過ごさせて頂き
ありがとうございました。
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た。これからも学び続けていきたいと
思ってます。
みなさんも夢をもってがんばりま
しょー！大丈夫。がんばれます！

米澤 弥志夫 さん －心理と教育コース－

ブタママ さん

あっという間の４年間でした。当初５年間で卒業を考え

やっと卒業することができました。時間がかかったって

ていたのに、１年短くすることで、一回の学期で学ぶ教

感じです。そのなかで、たくさんのことを学び、一緒に学

科が多くなり期末の試験のときは、一日で３教科を受験

ぶ学友ができました。

するということになりました。途中、職場が変わったり、

講師の先生方、事務センターのみな様、ありがとうござ

脳内出血で入院したりしましたが、子どもより先に大学

いました。

を卒業することができました。皆様に感謝です。

佐々木 優 さん －社会と産業コース－
三浦 昭雄 さん －心理と教育コース－
放送大学では、好奇心の幅、教養の幅を広げることが
２年前に「生活と福祉」を卒業し、今回「心理と教育」

でき、自分のライフプラン、キャリアプランを変えるきっ

を卒業することになりました。

かけになりました。

印象に残っている科目は「錯覚の科学」です。無意識

大学卒業という区切りはつきましたが、今後も“学ぶこ

に生じる錯覚は、精神的な健康を維持する上で必要で

と”を忘れず、こころがけていきたいと思います。

あり、人間の不思議さ奥深さを知りました。今でも時々
ページを開くことがあります。

千葉

私はあと１週間ほどで７６才になりますが、知りたいこ
と、学びたいことがたくさんあります。慢性腎臓病という

幸子 さん －人間と文化コース－

入学時の目標は、２年間で卒業する事でした。その為

病とつきあいながら更に学び続けるために「人間と文

には年間の取得単位を考え、受講しました。１年目は手

化」コースに再入学しました。教養を身につけることが、

さぐり状態でしたが、２年目にはコツを覚え、又、システ

生きる上での心のよりどころにつながると信じています。

ムも少し理解でき評価も伸びた気がします。私の場合、

この年になっても学ぶ機会をあたえてくれた放送大学

ノート作りに力を入れた気がします。知らない事を学ぶ

に感謝します。

ことは楽しかったです。

Ｍ．Ｋ さん

上田 勉 さん －自然と環境コース－

お蔭様で卒業をむかえる事ができました。何事も長続

指導教官である松岡勝美先生の叱咤激励に耐えて、

きしないたちで、最後までやりとげられるか心配でした

卒業論文を書きあげたことが、１番の思い出です。齋藤

が、自分に自信を持つ事ができそうです。最初に教科

前所長の鵜住居地区や松岡先生の陸前高田市の現地

書を手にした時は、憲法文を読んだ時の様に「日本語

での面接授業が印象に残っています。職員の方々にも

で書いてよ！」と思いましたが、いつの間にか辞書なし

いろいろと助けていただきました。

でも読める様になっていて驚きました。
まだまだ勉強したい事が沢山あるので、いつの日かま

小野寺 忠 さん －自然と環境コース－

た入学したいと思います。先生方、職員の方々、大変お
世話になりました。ありがとうございました。

自分では“学び”には好奇心と継続性が大切であると
考えています。まだまだ学びたい事柄が多々あります
ので生涯教育を実践すべく、新学期からは“生活と福祉
コース”に再入学し、学び続けてゆきます。

-４-

通信指導の提出について
通信指導に合格しなければ単位認定試験が受けられませんので、試験の受験を希望する方は期日まで
に必ず答案を提出してください。

◆

※提出については、一部の科目を除き、インターネット上で

提出期間 ◆

通信指導の解答・提出・解説の閲覧ができる『Web通信

〈Web〉

指導』が利用可能です。またはWeb通信指導のみの科目

5月17日（水）10時～6月７日（水）17時

もあります。詳しくはキャンパス・ネットワーク・ホームペー

〈郵送〉

ジをご覧ください。

5月2４日（水）～6月７日（水）必着

※提出期限を過ぎて到着したものは受理できません。

通信指導は、印刷教材と一緒に発送されます（新規開設科目については別に送付します）。
なお、平成2８年度第2学期に登録した科目で、すでに通信指導を提出して合格したが、試験のみ不合
格だった科目については、今回、通信指導は送付されません。自動的に再試験を受験することができます。
一方、平成2８年度第2学期に登録した科目で、通信指導を未提出または不合格だった科目については、
今回再び通信指導が送付されますので、是非、答案を提出して試験に挑戦してください。

各種届（願）出について
【住所等変更届】

【単位認定試験受験センター変更願】
所属学習センター以外で「平成２９年度第1学期単

現住所、電話番号等に変更があった時は、すみ

位認定試験」の受験を希望する方は、システムＷＡＫ

やかにシステムWAKABAにて手続きを行うか、所

ＡＢＡにて手続きを行うか、放送大学本部学生課単位

属学習センター（大学院生は放送大学本部）へ『住

認定試験係へ『単位認定試験受験センター変更願』

所等変更届』を提出するとともに、現住所の変更に

を提出してください。

ついては、最寄りの郵便局にも転居届を提出してく
ださい。『住所変更届』は随時受け付けています。

〈受付期間〉
４月１日（土）～５月２６日（金）本部必着
システムWAKABAによる手続きは６月２日（金）２４時まで

学生証の受け取りはお済みですか？
学生証は、写真票を提出していただき、システムＷＡＫＡＢＡに
登録された上で、学習センターから発行されます。
写真が未提出の方は、システムＷＡＫＡＢＡの「学生カルテ」から直接顔写真を登録するか、「学生
生活の栞」の巻末についている写真票（システムＷＡＫＡＢＡからダウンロードすることもできます）
でお早めに本部学生課入学履修係へ提出願います。試験期間中は事務室が大変混み合いますので、早め
の手続きをお願いします。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。学生証は、学習センター利用時・単位認定試験時に必携となります。
学生証の受け渡しは、入学許可証の提示、または古い学生証との交換になりますのでご持参ください。
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放送大学では、下記の日程において夏季集中科目履修生（「学校図書館司書教諭講習」及び「看護師
資格取得に資する科目」の受講生）への出願を受付しています。
募集要項をご希望の方は、放送大学本部または学習センターまでご請求ください。

《学校図書館司書教諭講習》
○受講資格・・・以下の①、②どちらかに当てはまる方
①教育職員免許法に定める小学校・中学校・高等学校・特別支援学校（養護教諭、
栄養教諭もしくは幼稚園を除く）の教諭の免許状を有する方。
②大学に２年以上在学し６２単位以上を修得している現在在学中の学生の方。
注１：司書教諭としての職務に就くには、教諭であることが必要です。
注２：司書教諭の資格は、図書館司書の資格とは異なります。
○出願期間・・・５月１日（月）～ ６月７日（水） 〈郵送：放送大学本部（千葉県）必着〉
※放送大学在学生も、改めて科目登録をすることにより「学校図書館司書教諭講習」
を受講できますが、この講習科目の単位は本学の卒業単位として算入されません。

《 看 護 師 資 格 取 得 に 資 す る 科 目 （夏季集中型） 》
○受講資格・・・平成１４年４月１日以前に生まれた方
○出願期間・・・５月１日（月）～ ５月３１日（水） 〈郵送：放送大学本部（千葉県）必着〉
５月１日（月）９時 ～ ６月１日（木）２４時 〈インターネット〉
准看護師の方が看護師国家試験の受験資格を得る方法の一つとして、准看護師として１０
年以上の就業経験を有したうえで、看護師学校養成所２年課程（通信制）に入学し６５単位
を修得して、卒業する方法があります。放送大学では「看護師学校養成所２年課程（通信
制）の教育内容に対応可能な授業科目」を開設しており、本学で修得した単位は、各看護師
学校養成所の判断により、最大３２単位まで当該養成所において履修したものとして認定を
受けることが可能です。
※放送大学は養成所ではないため、放送大学の学習だけでは、仮に放送大学を
卒業しても看護師国家試験の受験資格を得ることはできません。養成所に入
学し卒業する必要があります。
※放送大学在学生も「看護師資格取得に資する科目」を受講でき、本科目の単
位を修得した場合は、２学期の卒業単位算入となります。

「学校図書館司書教諭講習」と「看護師資格取得に資する科目」との二重出願・科目登録はできません。
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教養
学部

平成２９年度第１学期

追加登録できる期間は、それぞれの科目の開講日の１週間前までとなります。なお、授業準備
の関係で追加登録を１週間前まで受け付けられない科目もありますのでご了承ください。
※追加登録の手続き方法は、「利用の手引」３０～３１ページでご確認ください。
※対象者は平成２９年度第１学期に教養学部に在籍する全ての学生（特別聴講生は除く）です。
※各科目の空席数・追加登録受付期限日は岩手学習センター３階の教務掲示板やキャンパス・ネッ
トワーク・ホームページで確認、または事務室へお問い合わせください。
※授業日時、授業会場等詳細は、『平成２９年度第１学期面接授業時間割表』をご覧ください。時
間割表をお持ちでない方は岩手学習センターへご請求ください。

～平成２８年度第２学期の面接授業の様子です～

『共修生』制度のご案内
―“放送大学”で大学の授業を体験してみませんか―
面接授業は、本来教養学部に在籍し科目登録を行った学生だけが受講できるものですが、
生涯学習環境のさらなる充実を図るため、正規に科目登録した学生以外＝「共修生」にも
聴講の機会を拡げることとなりました。定員に余裕のある科目に限り受け付けますので、
対象科目および募集期間・申請方法等の詳細は事務室へお問い合わせください。
●「共修生」として聴講できる方

→本学学生（正規登録者以外の教養学部生、および大学院生）
教養学部生は「共修生」として、以前受講した科目を再受講することも
可能です。但し、単位の修得はできません。

→本学の学籍を持たない一般の方 ぜひ、ご家族や友人、知人にご紹介ください。
●受講料は５，５００円／１科目です。
●受講の際は、８回全ての時限に出席することを原則とします。また、大学・講師の指示に
従い、遅刻や途中退席などの授業の妨げとなる行為はないようにしてください。
●単位の修得、認定証等の発行はできません。また、試験・レポートへの参加もできません。

教養学部生で単位修得を希望される方は、追加登録にてお申し込みください。
-７-

放送大学ホームページ、
キャンパス・ネットワーク・ホームページを
ご利用ください！

○キャンパス・ネットワーク・ホームページ
○システムＷＡＫＡＢＡ
○メールはこちらからご利用いただけます。
※ログインＩＤ、パスワードは入学許可書に記載しています。

ヘルプ
学習生活全般についてよく
ある質問とその回答や、この
システムのマニュアルを見る
ことができます。

資料室
学習室
学習に必要な情報（放送授
業の放送日程、単位認定試験
の日程など）を科目別に見る
ことができます。

公開されているすべての

事務室
学習案内（放送授業、面接

科目のインターネット配信、

授業、卒業研究など）、各種

単位認定試験問題・解答など

手続き、学生生活や附属施設

を見ることができます。

の情報を見ることができます。

学習交流会のご案内です♪
卒業生・ベテラン在学生（学友会）に分野、科目
別に失敗談や成功談をまじえて、ためになる話をし
ていただきます。新入学者はもちろん、在学生の方
もぜひ参加してください。
-８-

☆新入学者のための学習交流会☆
『単位認定試験への準備・対策』
日時：６月３日（土）10時30分～12時
場所：岩手学習センター 講義室（4階）
申込は学習センター事務室まで
（お電話でも可）

学割証の発行について

「Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ」
第１３号 発売中

学割証（学生旅客運賃割引証）は、教養学部
全科履修生、及び大学院修士・博士全科生に学
習センター事務室にて発行します。学習セン
ターに備えてある「学割証発行願」に必要事項

「Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ（放送大学大学院

を記入の上、申請してください。郵便で申請す
る場合は、返信用封筒（サイズ長３、切手貼付、

教育研究成果報告書）」第１３号が発行され

宛名明記）を同封してください。

ました。本冊子は、平成２７年度放送大学大

なお、利用目的は下記の場合に限られ、個人

学院修士課程修了生の修士論文が掲載された

的用務、社会体育参加、サークル活動等には利

「学生論文集」です。岩手学習センターでは

用できませんのでご注意ください。

視聴学習室に配架していますので、興味のあ
る方は是非ご覧ください。

また、学割証の有効期限等、詳しくは学生生

また、放送大学の学生であれば６５８円で

活の栞（学部：P124～126）をご覧ください。

購入できます（一般販売価格は８２３円）。
学割証の利用が認められる範囲

ご希望の方は事務室までお申し出ください。

◆面接授業の受講及び単位認定試験の受験

第２～４号・第９～１１号につきましても、

◆学習センター・放送大学本部への通学

学生の方には７４２円、第１・５号～８号は

◆オリエンテーション及び学習相談への出席

６５８円で販売中です。

◆大学が主催する学校行事への参加

《創刊号（第１号）・第２・第３号は在庫

◆卒業研究の調査・研究指導のために指導教

わずかのため、センターでは販売しておりま

員の指示により旅行する場合

せん。詳しくは学習センターまでお問い合わ

◆その他大学が必要と認める場合

せください。》

郵送による放送教材の貸出について
岩手学習センターでは、地理的、時間的な要因により、岩手学習センターやセンター外視聴施設に来
所して放送教材等を借りることが困難な学生への利便的向上を図るため、放送教材の郵送による室外貸
出しを実施しています。詳細については『岩手学習センター利用の手引』Ｐ１８～１９をご覧ください。

放送教材の種類と本数

片道
郵送料金

ＣＤ（またはＤＶＤ）×１

１５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。

ＣＤ（またはＤＶＤ）×２
２５円
ＣＤ（またはＤＶＤ）×３

「文部科学省認可通信教育」第四種郵便
の料金は概ね左の通りです。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、教材を貸出する際にご案内します。
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４月から新たに６名の先生をお迎えしました。

菊池 和子

齋藤 博次

先生

先生

（専門分野 ： アメリカ文学・アメリカ文化）

（専門分野：基礎看護学・がん看護学）

病院での看護師の経験、母校の看護

２９年度から放送大学岩手学習セン

教員を経て、岩手県立大学看護学部で勤務し、現在は特

ターの客員教員をつとめることになりました。過去３年ほ

任教授として勤めています。米国看護大学での短期研修

ど、面接授業を通して放送大学で学ぶ学生の方と接し

の経験が現在の活動に活かされています。皆様の学習の

てきました。どの受講生もとても熱心で、教師として楽し

支援ができるように務めますのでよろしくお願いします。

い経験を持てました。今年度も趣向を変えて面接授業を
します。とても楽しみです。

山口 浩

木村 直弘

先生

先生

（専門分野：美学・藝術学）

（専門分野 ：実験心理学・臨床心理学）

阪神大震災で被災後の春に岩大に赴

この４月から岩手学習センター客員
教員になりました、山口浩です。専門は心理生理学・臨

任しはや２２年。「何事もご縁」というのが座右の銘で、専

床心理学です。心理学の基礎領域と臨床心理学領域と

門の美学・藝術学（主に音楽学）以外に、いつのまにか平

の橋渡しができればいいなと考えております。様々な社

泉や賢治研究にも携わるようになりました。岩手に根ざし

会経験を積まれた受講生の方々と共に、心の現場を学

た皆さんと共に学び合えるのを楽しみにしております。

びましょう。

江本 理恵

先生

馬場 智子

（専門分野 ：
教育工学・教育システム情報学）

先生

（専門分野 ：比較教育学・教育法方学）

この度赴任いたしました馬場と申し

私は、放送大学のような遠隔教育

ます。タイの人権教育や道徳教育の中で仏教の内容が

なども対象に含んだ教育工学という分野を専門として

どのように生かされているのかについて研究してきまし

います。学生のみなさんのパソコンの利活用やオンライ

た。本学でも、地域の文化を教育内容に生かしていく方

ン授業の受講を支援できればと考えています。 色々と

法について皆さんと考えていきたいと思っています。どう

一緒に学んでいきましょう。よろしくお願いします。

ぞよろしくお願いいたします。

富樫 由紀子

（会計担当）

この春より、岩手学習センターのスタッフとして働かせて頂くことになりました富
樫と申します。経理を担当させて頂きます。学生の皆さまの学ぶ意欲をサポート
できるよう、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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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日（月）

５月
月 火 水 木 金 土 日
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６月
月 火 水 木 金 土 日
5

6

7
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７月
月 火 水 木 金 土 日
3

4

5

6

7

1

2

8

9

夏季集中科目履修生 出願受付開始
看護師資格取得に資する科目 ＜郵送：５月３１日（水）まで本部必着＞
＜Web ：６月１日（木）２４時まで＞
学校図書館司書教諭講習
＜郵送：６月７日（水）まで本部必着＞
◇ １７日（水） （Ｗｅｂ）通信指導 提出開始
＜６月７日（水）１７時まで＞
◇ ２４日（水） （郵送）通信指導 提出開始
＜６月７日（水）まで（本部必着）＞
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」

＜菊池ゼミ＞
６日（土）

◇ ７日（水） 通信指導 提出締切 ＜本部必着＞ ＜Webは１７時まで＞
◆ 上 旬： 卒業研究履修の手引 配布開始
◇１５日（木） （郵送）平成２９年度第２学期教養学部生・修士選科生・修士科目生
出願受付開始 ＜第１回８月３１日（木）まで・第２回９月２０日（水）まで＞
◇１５日（木） 平成３０年度修士・博士全科生入学者募集要項配布開始
◆ 中 旬： 入学時既修得単位認定通知 送付
６月の面接授業
● ３日（土）･ ４日（日） 「最先端物質科学への誘い」
「生活の中の洗浄科学」
「大学で学ぶためのパソコン基礎」
●１７日（土）・１８日（日） 「安全で元気に楽しく生きる知恵」
●２４日（土）・２５日（日） 「椅子の社会経済学」
「天然由来の医薬品とノーベル賞」

６月のゼミ
＜菊池ゼミ＞
１０日（土）

◇１４日（金）～７月３０日（日） 視聴学習室 室外貸出停止※教養学部生は１６日（日）から停止
◆ 中 旬： 次学期科目登録申請要項 送付 ※次学期も学籍のある方対象
◆ 中 旬： 通信指導添削結果、単位認定試験受験票 送付
◇２１日（金）、２２日（土）
大学院 単位認定試験
◇２３日（日）、２５日（火）～７月３０日（日） 教養学部 単位認定試験
◇２８日（金） 休所日

10 11 12 13 14 15 16

７月の面接授業

17 18 19 20 21 22 23

● １日（土）･ ２日（日） 「憲法から考える現代社会」
「犯罪の社会心理学」
●１５日（土）・１６日（日） 「精神生理学」
「消滅の危機に瀕した言語・文化」

24 25 26 27 28 29 30

５月のゼミ

31

【編集後記】
草花が、自信に満ち溢れているように、時間ごとぐんぐん様子を変えていきます。そこからパワー
をもらい、何か始めるにはいい季節となりました。新入生、在校生の皆様、今年度もゆっくりと、で
もしっかりと目標に向かって進んでいきたいものですね。（中島）
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