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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：
https://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

◇◆

在宅で療養なさる方の生活を支える
ボランティア活動
客員教員 菊池 和子
岩手県立大学特任教授(看護学部担当)
〔専門分野：基礎看護学・がん看護学〕

要介護状態となっても医師の往診や訪問看護、介護を受けながら住み慣れた地域で人生の

最期まで自分らしい生活ができるよう団塊の世代が75歳以上となる2025年度をめどに、地域包
括ケアシステムの構築に向けて、さまざまな取り組みがなされています。
私は米国の在宅でターミナルケアを行うホスピスの研修で、病状が思わしくなく回復の見込み
のない方への訪問看護に同行する機会がありました。そのホスピスでは、ボランティアの登録者
が80名程で、庭の手入れや食事を届ける等、さまざまな形のボランティア活動がなされ、その活
動を調整する役割をホスピスの職員が行っていました。
米国と日本の文化の違いはありますが、ボランティアは在宅療養をしている方にとって社会の
風を吹き込む存在となります。
岩手県内の訪問看護師の方々の在宅で療養なさるがん患者さんのターミナルケアの状況に
ついて、私が行いました訪問看護ステーションへのアンケート調査のなかで、ボランティアの結
果についてご紹介します。ボランティアの方がいらっしゃるかどうかについて質問をしたところ
2003年の調査では「0」でした。同様のアンケート調査を2013年に行い、県内の全ての訪問看護
ステーション74箇所へ配布し36箇所からの回答（回収率48.6％）でしたがボランティアがいらっし
ゃるのは「１」箇所のみでした。
ボランティアの導入には調整役が必要です。今年の5月3日の岩手日報に県内の訪問看護ス
テーションが『10年で1.5倍 91事業所 小規模多く対応に課題』について掲載されています。訪
問看護ステーションは常勤看護師2.5人以上で開設が可能のため小規模の訪問看護ステーショ

ンが多く、少ない職員数の訪問看護ステーションではボランティアの調整役の確保が難しいこと
もボランティア導入が少ない理由のひとつとして考えられます。
今後、地域でボランティアの調整役を果す人がいて専門職者と住民の方々と協働し、在宅で
療養なさる方の生活を豊かにしていくことも望まれると考えます。

-１-

諸証明書発行について

学生証の交付について
学生証は所属学習センターにて交付します。下記に該

成績・単位修得証明書など、証明書（１通

当される方は、所属学習センターにて手続きを行ってくだ

につき２００円手数料がかかります）の発行

さい。 （学生証はシステムＷＡＫＡＢＡに顔写真を登録し

を希望する方は、「諸証明書交付願」を事務

た上で発行になります。）

室へ提出してください（教員免許状申請用証
明書など、発行までに１週間ほど時間を要す

岩手学習センター事務室に来所し、入学許可証または

るものもあります）。

有効期限が切れた学生証を提示してください。
※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）

※ 郵送で申請される方は、「諸証明書交付

②入学許可証のコピー ③顔写真付の身分証明書の

願」の他に、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）と、返

コピーを同封し送付してください。

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。手数料を現金で

●平成２９年度第２学期に新規入学・継続入学される方

郵送される方は、現金書留で郵送してくださ

《第１回出願期間に出願された方》
・・・１０月 １日（日）（入学者の集い参加の方）

い。

・・・１０月 ３日（火）以降（入学者の集いに参加されない方）

※ 学期末・学期開始直後は、教員免許状に

《第２回出願期間に出願された方》

関わらない証明書であっても学籍状態により、

・・・１０月２０日（金）１３時以降

発行までに時間を要する場合があります。

●現在お持ちの学生証の有効期限が「平成２９年９月

※ 「諸証明書交付願」の様式は、「学生生活

末」 となっている全科履修生・修士全科生の方

の栞」の巻末に綴られています。また、キャン

・・・１０月 ３日（火）以降

パス･ネットワーク･ホームページで ダウン
ロードすることもできます。

学割証の発行について

※詳細：「学生生活の栞」

教養学部 １２４～１２６ページ
大 学 院 １０７～１０９ページ

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・博士全科生対象に学習センター
事務室にて発行します。「学割証発行願」に必要事項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、宛名明記）を同封してください。
なお、利用目的は下記の場合に限られ、個人的用務、社会体育参加、サークル活動等には利用できません
のでご注意ください。
◆面接授業の受講及び単位認定試験の受験

◆学習センター・放送大学本部への通学

◆オリエンテーション及び学習相談への出席

◆大学が主催する学校行事への参加

◆卒業研究の調査・研究指導のために指導教員の指示により旅行する場合 ◆その他大学が必要と認める場合
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教養
学部

平成２９年度 第２学期 面接授業科目の

追加登録について

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」３１ページの様式をA4サイズ
に拡大コピーし、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２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 ： １０月１４日（土）１２時開始 ※対象科目は１１月 ４日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。１０月２０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２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 ：１０月１４日（土）～ １０月１９日（木）１８時まで

【１０月１６日（月）は休所日】

・・・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 ：１０月２０日（金）～ １０月２９日（日）１７時半まで 【１０月２３日（月）は休所日】

【追加登録 事前申請期間後に申請した場合】
・・・２０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、１０月３１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。申請と同時に
「授業料」を納付してください。（詳細は「利用の手引」３０ページ）

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。
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＊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
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。

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。

キャンパス・ネットワーク・ホームページ
◆ 資料室

◆ 学習室

あんてな さん

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。

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。

◆ 談話室

◆ ヘルプ

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。）

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

◆ メール（Ｇmail）

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。

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。

◆ 放送授業の
インターネット配信

◆ システムＷＡＫＡＢＡ
◆ オンライン授業

◆ Ｗｅｂ通信指導
◆ 面接授業案内

◆ 単位認定試験
問題解答

システムＷＡＫＡＢＡ

◆ 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。
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◆ 各種行事のご案内 ◆
参加ご希望の方は事務室へ直接、または電話にてお申し込みください。
皆さまのご参加をお待ちしています。

学位記授与式
平成２９年度第１学期 学位記授与式
【日 時】１０月１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
※ 卒業生・入学生の皆さまには別途ご案内をお送りいたします。
※ １０月１日（日）は、在学生の方は岩手学習センターを利用することはできません。

入学者の集い
学位記授与式終了後、卒業生・修了生や在学生の皆さまと、新入生の歓迎・交流を兼ねて、
「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達と交流できる
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ので、参加ご希望の方は事務室へお申し込みください。

【 日 時 】１０月１日（日）１１時１０分開始
【 会 場 】岩手学習センター４階 大講義室
【 申 込 】９月２４日（日）17時30分までに直接、
または お電話にて事務室へお申し込
みください。
平成２９年度第１学期の入学者の集いの様子

《学友会からのお知らせ①》

～ 卒業を祝う会のご案内 ～

学友会は、岩手学習センター主催の「学位記授与式」「入学者の集い」終了後に、学位記を授与さ
れた方々の「卒業を祝う会」を開催します。この度、晴れて卒業される方々を祝し、恩師、学友、そ
して新しく入学した学生と共に、楽しいひと時を過ごしましょう。
【 日 時 】１０月１日（日）１３時～１５時
【 会 場 】岩手学習センター４階 大講義室
【 申 込 】９月２４日（日） 17時30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。
※午前中の行事に引き続いて開催します。
※軽食を用意して、皆様のご参加をお待ちしております。
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参加申込み
受付中です！

学生研修旅行
今年も恒例の岩手学習センター学生研修旅行（日帰りバス旅行）を実施します。
今回は芸術の秋をテーマに、ふたつの美術館を中心に十和田方面をめぐります。
そしてこの時期は、木々の葉も色づき始める季節でもあるので、車中からも秋
の彩りを堪能しましょう。
在学生の方々はもちろん、新入生の皆さまもぜひご参加ください。
【 日 程 】 １０月１８日（水）《雨天決行》

バス乗車地をお選びください

８：００ 盛岡駅西口マリオス１Ｆ正面玄関前集合・出発
８：１０ 放送大学岩手学習センター前（岩手大学図書館前）集合・出発
－移動（Ｒ４）－
９：００ 石神の丘美術館 《施設見学》９：４０まで
－移動（Ｒ４）－
１２：００ 十和田富士屋ホテル《昼食・休憩》 １２：４５まで

メニューは、十和田名物
“バラ焼定食”です！

－移動－
１２：５０ 十和田市現代美術館《施設見学》１４：００まで
－移動（焼山通過）－
１４：４５ 奥入瀬渓流（白糸の滝～銚子大滝）《散策》１５：１５まで
散策しやすい服装で
お越しください。

－移動（休屋通過） －
１５：４０ 発荷峠展望台《散策》１５：５０まで
－移動（十和田ＩＣ～（岩手山ＳＡ 休憩）～盛岡ＩＣ）－
１７：５０ 放送大学岩手学習センター前
１８：１０ 盛岡駅西口マリオス１Ｆ正面玄関前

【参加費】 ３，０００円（入館料・昼食代・旅行保険料・集合写真代を含む）
※１０月 ４日（水）までに事務室にてお支払いください。
※１０月 ４日（水）までの来所が困難な方は事前に事務室へご連絡ください。
※バスの中での飲み物は各自でご用意ください。
【 定 員 】 ３1名（先着順。定員に達し次第締め切ります。）
平成２９年度第２学期に放送大学に在籍中の方が対象です。
【参加申込】 １０月 ４日（水）１７：３０まで
直接、または電話にて事務室へお申し込みください。
【学生教育研究災害傷害保険】
未加入の方は、１０月 ４日（水）までに事務室で加入手続きをお取りください。
※１０月 ４日（水）までの来所が困難な方は、事前に事務室へご連絡ください。
芸術の秋！皆さん一緒
に楽しい一日を過ごしま
しょう！！

◆上記の発着時刻は予定であり、道
路事情によって変更が生じる場合があ
ります。また、天候により行程が変更
になる場合があります。

-６-

岩手学習センター外視聴施設のご案内
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」がセン
ター外視聴施設として開設されています。お近くにお住まいの方はどうぞご利用ください。
なお、センター外視聴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。
センター外視聴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水沢校◆

◆放送大学岩手学習センター釜石校◆

所在地：奥州市水沢区字聖天８５－２

所在地：釜石市鈴子町１５－２

水沢地区センター（旧水沢公民館）１階

釜石市教育センター５階

電話：0197-23-3165

電話：0193-22-8835

利用時間：月曜日～日曜日

利用時間：月曜日～金曜日

（水沢地区センターの休館日を除く）

（祝日を除く）

月～土･･･８：３０～２１：００

８：３０～１７：００

日 ･･･８：３０～１７：００

◆放送大学岩手学習センター二戸校◆
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。

所在地：二戸市石切所字狼穴１－１
二戸市立図書館３階
電話：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

☆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。）

-７-

＊放送大学プロジェクト＊ 『まちづくりリーダー育成のための学びとネットワークづくり』

沿岸地域の大槌町及び山田町で震災復興後のまちづくりを進めている放送大学学生による講演会・
交流会・現地説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。
※ どなたでも無料でご参加いただけます。ご家族・お知り合いの方々にもお声かけください！
※ お申込みは岩手学習センター事務室まで（お電話でも可 019-653-7414）。

★ 放送大学プロジェクト ★

学友会
共催

「まちづくりリーダー育成のための学びとネットワークづくり」
講演会

『 新たなまちづくりに取り組む（仮称）』
講 師 ： 石井 満 氏
復興まちづくり大槌株式会社取締役
経営企画部長
放送大学「社会と産業」在学

【会 場】 大槌町中央公民館 安渡分館
（上閉伊郡大槌町安渡2-１１-１）

【時 間】 13：00～

現地説明会

（講演会終了後山田町へバスで移動）

※ 当日は会場に直接おいでになるか、

『山田町の復興について（仮称）』

岩手学習センターからの送迎バスをご利
用ください。ただし送迎バスは放送大学

講 師 ： 伊藤 尚生 氏
山田町役場職員
放送大学「社会と産業」在学

に在学中の方のみです。
9：30 センター出発

【会 場】 山田町内をバスで巡ります。

12：00 大槌町中央公民館安渡分館 着

【時 間】 14：00～15：00

12：00～13：00 昼食
※大槌町内の飲食店で昼食を予定して
います（飲食代は各自負担）

【日 時】 １１月 １９日（日）１３：００～１５：００
【定 員】 ３５名（先着順）

17：30 センター着 （予定）

【申込締切】１０月２７日（金）１８：００
【学生教育研究災害傷害保険】 未加入の方は事務室で加入手続きをお取りください。

平成２９年度第２学期

ゼミ

のご案内

第１弾

岩手学習センター所長の橋本先生がゼミ（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）。
所長ゼミ

「生態学の基礎をいっしょに
学びましょう」
講師 ： 橋本

良二

先生

放送大学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 １０月２７日（金） 「生態系（１）循環」
第２回 １１月２５日（土） 「生態系（２）エネルギー」
第３回 １２月１６日（土） 「生物群集（１）多様性」
第４回 ２月１６日（金） 「生物群集（２）時間」
第５回 ３月２３日（金） 「環境保全」

【時 間】
【会 場】
【定 員】
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１０：００～１２：００
岩手学習センター小講義室
２４名

学費の振込はお済ですか？
在学生の方へ
平成２９年度第２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。
※ 学費払い込みの締切は９月末日ですが、９月１２日（火）までにお振込みいただければ、学期開
始（１０月１日）までに印刷教材をお届けできます。
※ ９月１4日（木）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（TEL043276-5111（総合受付））まで必ず連絡してください。
新規入学・継続入学の方へ
平成２９年度第２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、９月１５日（金）までに学費をお振込みください。原則として学期
開始（１０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、１０月５日（木）までに学費をお振込みください。９月１６日
（土）以降に学費を納入した場合、印刷教材の到着は１０月１日以降となります。

学友会からのお知らせ②

★

出店日 ： １０月２１日（土）１１：００～１５：００
２２日（日）１０：００～１３：００
場 所 ： 岩手大学図書館正面玄関に向かって左側の「上田の鐘」付近
岩手大学開催の大学祭に合わせ、放送大学岩手学習センターの学友祭を学習センターとの共催で開催
します。学友会では、コーヒー、ケーキ、わたがしの販売やバザー、似顔絵コーナー及びサークル活動
発表などを計画しています。
共に学ぶ放送大学学生の親睦と交流及び放送大学の認知度向上を図りたい
と思いますので、多数のご参加をお待ちしています。
☆ボランティアスタッフ募集・・・ご協力いただける方は学習センター
事務室までご連絡、若しくは出店３０分前に会場にお越しください。
☆バザー用断捨離用品がありましたらご提供お願いします。バザー出物は、
日用品等“断捨離”対象の物品で構いません。売上金は学友会への協力金
とさせていただき、販売できなかった品は福祉バンク盛岡に無料提供します。
ご協力いただける方は、学習センターへお持ちください。
～ 昨年の様子です ～
-９-

実習室のパソコンを
ご活用ください

学生控室の忘れ物コーナーを
ご確認ください

岩手学習センター４階実習室に、パソコン

岩手学習センター４階学生控室に、忘れ物

（Windows7・ノート型）１９台と、プリンタ（白黒印

コーナーを設置しています。

刷）を設置しています。放送大学生であれば誰で

平成２９年度第１学期単位認定試験の試験

も自由に利用できますので、ぜひご活用ください。

会場や自習室にあった忘れ物もありますの

ご利用の際は、事務室で使用簿にご記入の上、

で、来所の際にご確認ください。

学生証を預けてください。

なお、１年を経過した忘れ物は処分いたし

インターネットへも繋がっておりますので、キャン

ますのでご注意ください。

パス・ネットワーク・ホームページやシステム

これから面接授業などで学習センターを利

WAKABAへログインして各種サービスを利用する

用する方も、忘れ物には

ことができます。

注意の上、ご利用ください。

９月～１０月の岩手学習センター休所日
９月の休所日

１０月の休所日

◎ 毎週月曜日
◎ ９月９日（土）・１９（火）９：３０～１３：００（停電のため）
（１３時以降は通常通り利用できます）
◎ ９月２３日（土） 秋分の日

◎毎週月曜日
◎ １０月１日（日）は「学位記授与式」及び「入学者の集い」
のため、在学生は岩手学習センターを利用することが
できません

岩手学習センター利用時間のお知らせ
期 間

通 常
期 間

岩手学習センター
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

曜 日

-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
◇ ２日（土） 公開講演会「やさしく学ぶお天気の科学」

９月

◇ ５日（火）～１３日（水） エレベータ改修工事により使用不可

月 火 水 木 金 土 日
4

5

6

7

1

2

3

8

9 10

◇ ９日（土） ９：３０～１３：００休所（停電のため）※１３：００以降は通常通り利用できます
◇１９日（火） １０：００～１３：００休所（停電のため）※１３：００以降は通常通り利用できます
◇２３日（土） 休所日（秋分の日）
◇２９日（金）・３０日（土） 看護師資格取得に資する科目（夏季集中型） 単位認定試験

11 12 13 14 15 16 17

エレベータ使用停止
のお知らせ

18 19 20 21 22 23 24

9/5（火）～9/13（水）
改修工事のため、上記の期
間はエレベータの使用がで
きません。

25 26 27 28 29 30

１０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

１１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 29 30

停電のお知らせ
9/9（土）・9/19（火）
停電のため、両日とも
１３：００からの開所になり
ます。

９月のゼミ
＜山口ゼミ＞

３日（日）

◇ １日（日） 学位記授与式・入学者の集い ※在学生のセンター利用はできません
学部・大学院放送授業開始＜１月２０日（土）まで＞
◇ ７日（土） 修士全科生・博士全科生 平成３０年度入学者筆記試験
◇１４日（土） 面接授業空席発表 ※抽選は２０日（金）
◇１８日（水） 学生研修旅行
◇２１日（土）～２２日（日） 学友祭
◇２０日（金）～面接授業追加登録受付開始
１０月の面接授業
●１４日（土）･１５日（日） 「精神保健学」
「カウンセリング実習」
●２１日（土）･２２日（日） 「ヒトの脳を探究する」
「戦後日本経済の歩み」
●２８日（土）・２９日（日） 「神経活動の役者たち」
「動物絵本の世界」

１０月のゼミ
＜所長ゼミ＞
２７日（金）

◇ ３日（金） 休所日（文化の日）
◇ ９日（木） （Ｗｅｂ）通信指導 提出開始 ＜１１月３０日（木）１７：００まで＞
◇１６日（木） （郵送）通信指導 提出開始 ＜１１月３０日（木）まで（本部必着）＞
◇１２日（日） 博士全科生 平成３０年度入学者第２次選考（面接諮問）
◇１８日（土）～１９日（日） 修士全科生 平成３０年度入学者第２次選考（面接試問）
◇２３日（木） 休所日（勤労感謝の日）
１１月の面接授業
● ４日（土）・ ５日（日） 「アメリカ６０年代の対抗文化」
●１１日（土）･１２日（日） 「実感する身のまわりの化学」
●１８日（土）・１９日（日） 「教育評価・測定法」
「環境保全と経済発展」
●２５日（土）・２６日（日） 「レイトレーシング入門」
「地震と活断層」

１１月のゼミ
＜所長ゼミ＞
２５日（土）

【編集後記】
この夏はお天気に恵まれず、これからの季節に期待したい（中）ですが、皆さまはいかがお過ごしで
しょうか。本紙にも掲載しておりますが、様々な行事が企画されていますのでどうぞご参加お待ちして
おります。そして気持ちもまた新たに新学期へ突入、スタッフ一同皆様をサポートいたします、どうぞ
よろしくお願いいたします。 （中島）
-１１-

