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岩手学習センターホームページ：
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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
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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。
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高校の頃から詩を読むのが好きだった。最初にハマったのは中原中也で、勉強の合間を縫っ

て、古本屋で買った文庫本の詩集を繰り返し読んだ。その後、萩原朔太郎、高村光太郎、中野重

治、金子光晴と、次々と好きな詩人が増えていった。

大学受験に失敗して1年間浪人生活を送ったときは、予備校には行かず、近くの図書館で勉強

をすることにした。しかし、どうも受験勉強というものには身が入らない。図書館の棚にはたくさん

の小説や詩集があったので、それらの本につい手が伸びてしまう。おかげで受験勉強の成果は

上がらなかったが、たくさんの小説と詩を読むことができた。思うに、とても贅沢な一年だった。詩

への関心は戦後詩に傾き、田村隆一、吉本隆明、鮎川信夫、黒田三郎などに傾倒した。いわゆ

る「荒地」派の詩人である。

「荒地」という名称は、イギリスの詩人であるT. S. エリオットの詩「荒地」(The Waste Land) に由

来している。エリオットの「荒地」は1922年に発表され、モダニズム詩の最高傑作と言われている。

大学に入ったらぜひ読みたいと思っていた。

僕が入った大学には現代詩を専門とする先生がいなかった。そこで、詩が好きな仲間と一緒に

「エリオット研究会」という研究会（実際は研究よりも酒を飲むことの方が多かった）をでっち上げ、

エリオットの詩を原文で読むことにした。「荒地」は神話、伝承、聖書、古典文学を下敷きにして書

かれていて、理解するには膨大な知識を必要とする。しかも、各スタンザが相互に脈絡を欠いた

「断片」として書かれているので、全体の見取り図が分からない。数多くの研究者が、ああでもな

い、こうでもないと論争してきた詩である。素人が読んですぐに分かる詩ではなかった。

しかし、僕はこの「荒地」という詩にたちどころに魅了された。それは、荒廃と不毛、生命力の喪

失感に満ち満ちた詩、救いのない世界でもがく現代人の絶望を暗いイメージで描いた詩だった。

たぶん、「荒地」は、当時の僕の心境にフィットする詩だったのだろう。毎日、夜寝る前に「荒地」の

ページを紐解きながら、僕は眠りについた。

「荒地」は今でも好きな詩の一つではあるが、かつての呪縛力はもはや持っていない。結婚し、

家庭を築き、子どもを育ててきた。大学教員として学生にアメリカ文学や文化を教え、研究者とし

て論文を書いてきた。「荒地」は僕の心の奥底に静かに眠っている。しかし、ときどき、眠っている

はずの「荒地」が声を上げることがある。疲れたり落ち込んだりしたとき、「4月は最も残酷な季節

である」(April is the cruellest month)で始まる「荒地」の詩行が不意に蘇るのである。

◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

客員教員 齋藤 博次
岩手大学教授（人文社会科学部担当）
［専門分野：アメリカ文学・アメリカ文化］
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T. S. エリオットのこと
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去る１０月１日（日）、岩手学習センターにて「平成２９年度第１学期学位

記授与式」が行われ、岩手学習センターからは２１名の方々が卒業されました。

平成２９年度第１学期

岩手学習センター卒業生

【生活と福祉コース】 ７名

【心理と教育コース】 ２名

【社会と産業コース】 ５名

【人間と文化コース】 ４名

【自然と環境コース】 ３名

計 ２１名

放送大学全体で平成２９年度第１学期の卒業者数・修了者数は、卒業生：２，１２２名、

修了生：８名です。

～学位記授与式に出席された卒業生の方々～

岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、卒業生９０２名・修了生３７名

となりました。

ご卒業おめでとうございます

学位記授与式に出席された卒業生の皆さまから
のメッセージを、３～４ページに掲載しています。
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咲山 久 さん

－生活と福祉コース－

卒業まで長い年数がかかりましたが、沢

山の事を学ばせて頂き、視野が広がり生活

にもメリハリがつきました。これからも学

びを続けたいと思います。皆様には大変お

世話になりありがとうございました。

畑 幸江 さん

－生活と福祉コース－

働きながらの勉強と面接授業やテストの

日程を合わせるのは大変でしたが、面接授

業がとてもおもしろかったです。自分の知

らない世界を見る事が出来ました。また新

たに別の科目で頑張りたいと思います。

ワッコ さん

１０年で卒業することを目標に、のんび

りした気持ちでスタートしましたが、思い

がけず６年での卒業となりました。振り返

れば入学した時に病気が発覚、抗ガン剤で

副作用との戦い、苦しいときも卒業を目標

にこれまでやってこられた事を大変うれし

く思います。これもひとえにセンター長さ

ん始め皆様の支援があったからと感謝して

おります。本当に有難うございました。再

入学しますのでこれからも宜しくお願い致

します。

伊藤 久敏 さん

－社会と産業コース－

初めは卒業を目指してはいませんでした。

長い間かかりましたが一つの区切りとして

卒業することができました。とにかく続け

ることが大切だと思います。これからも放

送大学での学びを続けます。

田中 幸雄 さん －生活と福祉コース－

今までの社会生活の中で抱いてきた“知りたいこと”を少しでも多く学びたく、「学び」を優先

に過ごしてきた大学生活。本日、晴れて卒業式を迎えることになりました。職業人から一転、学

生の身分で暮らすことに不安もありました。しかし、在学期間中には、足繁く学習センターに通

学することもでき、観桜会や研修旅行などの行事にも参加できました。さらに通学生との交流や

所長を始め職員の方々にも快く対応していただき学習を継続することができました。本当にあり

がとうございました。

今後は、「人間と文化コース」に再入学し、新発見や再発見を楽しみに学びを続けていきたい

と思っております。



沖島 英史 さん

－社会と産業コース－

機関紙「イーハトーブ」は以前は学生団体活

動内容の紹介や各地の学習センター訪問記等

「学生からの自発的投稿」を受理、掲載してい

た。現在、同紙がそのような投稿を拒絶してい

るのは「学生の言論の機会の抑圧」である。

「学生からのセンター内外での活動の報告」を

認めない編集方針に強く抗議する。

松島 哲夫 さん －社会と産業コース－

今から丁度２年前の平成２７年９月に本大学を７年半かけて卒業しました。その時に本当の学びは、

これからと捉え再入学し、時間に余裕ができたこともあり２年間で卒業となりました。

意思決定し再入学し学んだことは私の人生を成長させ、豊かにできたと実感しております。勉強の

傍ら写真活動にも注力し海外への撮影、また二科展などに応募し実績を積むなどし、多忙な日々でし

たが充実できた２年間でした。また学生生活の中で人を知り得たことも大きな財産でした。今回は生

活と福祉に再入学しましたので宜しくお願いいたします。ご指導いただいた先生方、事務担当の皆様

大変お世話になりました。
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石井 敏子 さん

－人間と文化コース－

７年前の春の入学式で、卒業生の院生の

先輩のおっしゃったお言葉「放送大学は中

退しても何のハクも付かない。きちんと卒

業してこそ意味のある学校です。この学校

は老人の方々のカルチャー教室でもない。

れっきとした大学（院）です。誇りを持っ

て学んで下さい。」

時間やふところが厳しかった時期もあり

ましたが、決してあきらめる事なく卒業式

を迎えることが出来ました。入学の際に

賜ったこのお言葉を今度は私から新入生・

在学生のみなさんにお贈りしたいと思いま

す。私は放送大学が最終学歴に出来たこと

を誇りに思います。最後にお世話になった

先生方、事務局のみなさま方に感謝いたし

ます。ありがとうございました。

堀合 公三郎 さん

－人間と文化コース－

３学部を卒業まで１４年を要しました。特に

今回の「人間と文化コース」では、自身の２度

の入院、家族の避難に伴う改築（福島県から盛

岡の自宅へ）孫たちの転校など、身辺の諸事に

追われ、回り道したと思います。

一方目指したものの単位未修得の科目もあり

４学部目の挑戦に至りました。

漸く落ち着きましたので、暫くご無沙汰の学

友会行事にも出席し、交流を楽しみたいと思っ

ております。
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通信指導について

通信指導は、印刷教材と一緒に届けられます。通信指導が１１月６日（月）までに届かない場合、放送

大学本部までご連絡願います。［電話（総合受付）043-276-5111］

提出については、一部の科目を除き、インターネット上で通信指導の回答・提出・解説の閲覧ができる

『Web通信指導』が利用可能です。詳しくはキャンパス・ネットワーク・ホームページをご覧ください。

※記述式解答が含まれる科目はWeb通信指導に対応していませんので、ご注意ください。

◆通信指導を提出して合格しなければ、単位認定試験を受験できません。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。（※提出期限を過ぎて到着したものは受理できません。）

◆平成２９年度第１学期に登録した科目で、通信指導を未提出・不合格だった科目は、今回再び通信

指導が送付されます。ぜひ答案を提出して単位認定試験に挑戦してください。通信指導に合格し、試験

のみ不合格だった方には通信指導は送付されません。自動的に第２学期に試験を受験できます。

［詳細］・・・『学生生活の栞』 教養学部：Ｐ６４～６７ 大学院：Ｐ５９～６２

答案提出期間 《Ｗｅｂ》 １１月 ９日（木）～１１月３０日（木） 〈１７：００まで〉
《郵送》 １１月１６日（木）～１１月３０日（木） 〈本部必着〉

前学期から引き続き在籍している方へ

各種変更願（変更届）について

◆「単位認定試験受験センター変更願」

平成２９年度第２学期単位認定試験の受験会場を変更したい方は、次により受験会場の変更手

続きをしてください。

●《システムＷＡＫＡＢＡで入力の場合》

１２月１日（金）まで受付可能

●《『学生生活の栞』巻末の様式を提出の場合》

１１月２４日（金）［必着］までに放送大学本部学生課単位認定試験係へ提出

◆「住所等変更届」

現住所や電話番号等に変更があったときは、システムＷＡＫＡＢＡまたは『学生生活の栞』巻末の

様式にて、すみやかに下記へ提出してください。住所変更された方は、最寄りの郵便局にも転居届

を提出してください。

●様式の提出先・・・教養学部→所属学習センター

大学院→放送大学本部

※ 他の各種変更願（変更届）については『学生生活の栞』をご参照ください。
※ 様式は、キャンパス・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。



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、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性向上を図るため、放送教材の郵送による室外貸出

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

ＣＤ（またはＤＶＤ）×２
２５円

ＣＤ（またはＤＶＤ）×３

★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。

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。

「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。

放送授業科目 インターネット配信中！

テレビ科目 ラジオ科目

Web通信指導は
こちらから！

岩手学習センターの４階実習室に、ノートパソ

コン（Windows7）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。

※面接授業等で使用できない場合もありますので、

事前に事務室へご確認ください。

自習室のパソコンをご利用ください
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放送授業（テレビ科目、ラジオ科目）は、パソコンやス

マートフォンなどを利用して、開設期間中ならいつでも

視聴することができます。視聴方法や各機器推奨環境

をホームページで確認のうえ、ご活用ください。

※ログインするためのログインＩＤ及びパスワードは入

学許可書に記載されています。

※スマートフォン・タブレット視聴には専用アプリケー

ション「ネット配信」のインストールが必須です。Google 

Play、または App Store から無料ダウンロードすること

ができます。課金されることはありません。

《パソコンで視聴する場合の画面》
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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

面接授業科目の追加登録の結果、なお定員に空席がある科目については、それぞれの科目の

開講日の１週間前まで追加登録を受け付けます。ぜひ、興味のある科目がありましたら、空席

状況を岩手学習センターまでお問い合わせください。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。

●追加登録を希望する方は、「岩手学習センター利用の手引」30～31ページをご覧ください。

手続方法や申請書が掲載されています。

●対象者は平成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階の教務掲示板やシステム

ＷＡＫＡＢＡで確認、または事務室へお問い合わせください。

～平成２９年度第１学期面接授業の様子～

重要!
平成３０年度から

視聴学習室利用変更・室外貸出廃止のお知らせ
平成３０（2018）年４月から放送大学は、学習センターでの再視聴方法が下記のようになります。

● 室内貸出について●

今後、新規開設科目CD・DVDが学習センターに配架されなくなります。よって、該当科目は

インターネットによる視聴に変わります。それに対応し、視聴学習室では、wi-fi環境を整え、室

内視聴専用パソコンを数台貸出します。

※教養学部に限り、移行時期のため、２０１８年度開設科目はCD・DVDを１セットずつ配架い

たします。すでに配架しているCD・DVDは、閉講科目となるまでは視聴することができます。

● 室外貸出について ●

室外貸出用として配架していたCD・DVDは全て放送大学本部に返却することになり（３月

を予定）、４月以降に自宅等でのCD・DVD視聴を希望する場合は、放送大学本部への申し込

み（郵送・FAX・web）で、宅配による貸出のみになります。

※教材整理のため、室外貸出可能日が２月２８日までとなりました、ご了承ください。

視聴学習室の利用方法が大きく変わり、戸惑うこともあるかと思いますがスタッフ一同サ

ポートいたしますので、お気軽にご相談ください。学習センターとしても不明な点がございま

すが、情報が入りましたら、学習センター掲示板等で随時お知らせいたします。



今年の研修旅行は、１０月１８日（水）芸術の秋をテーマに二つの美術

館鑑賞を中心に国道４号線沿いの紅葉を車窓から眺めながら、観光バスに

依る日帰りでの十和田方面巡りでした。

先ずは、岩手町の「石神の丘美術館」です。屋外にディスプレイされた

美術館は、緩やか坂道で本日のウォーミングアップも兼ねました。初めに

目に飛び込んだのは、童女の頭上にちょこんとフクロウが鎮座した彫刻で

した。二つ目の美術館に向かう車中ではバスガイドさんの興味深いお話し

ばかりでした。例えば、南部町のサクランボは、リンゴの生育を守る為の

防風林の役割から栽培が始まったこと。菊の花「阿房宮」や「もってのほ

か」の命名の事。盛岡市の偉人、新渡戸稲造の祖父や父が十和田市出身の

こと。盛岡城を築いた南部信直の基盤が八戸市周辺とのこと等々知識も豊

富になりました。そして、楽しみにしていた昼食にも満足し、十和田市の

官庁街通りに位置する「現代美術館」は、夢のある彫刻の数々で回り切れ

ない程でした。面白かったのはアザラシの顔に対面できたことでした。馬

が花々で彫刻表現されるなど、想像力の素晴らしさを感じました。

帰路の奥入瀬渓谷では、森林浴散策でリフレッシュ。続いて、発荷峠展望

台に登り十和田湖の広大さに目を奪われ、数人のヒメマス釣り人も見かけ

ました。

最後になりましたが、所長始め、事務長、職員の皆様、そして、ご学友

の皆様に今年もお世話になりありがとうございました。たくさんの学びに

魅了され、心に残る楽しい研修旅行でした。

-８-

学生研修旅行 ～芸術・紅葉・食欲の秋を堪能してきました～

去る１０月１８日（水）、学生研修旅行が実施され、大変有意義で楽しい１日を過ごすことができました。

岩手学習センター出発 【行程】
→岩手町～十和田市

石神の丘美術館
十和田市現代美術館
奥入瀬渓流
発荷峠展望台

→岩手学習センター帰着

◆◇ 学生研修旅行に参加した方からご寄稿いただきました ◇◆

学生研修旅行に参加して
伊藤 るみ子 さん（全科履修生）

～十和田市現代美術館にて記念撮影～
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《日 時》１２月２３日（土）
午後２時 ～ ５時

《会 場》じょ居（じょい）
盛岡市盛岡駅前通り1６-6

（019-625-6665）

〔JR盛岡駅と開運橋の間の道路北側〕

《参加申込》現在受付中です。

※１２月１２日（火）１８時までに、

学習センター事務室へ来所または

お電話にてお申込みください。

★学友会主催の忘年会を開催します。おいしい料理と楽しいお酒で１年の疲れを取

り、共に学ぶ仲間たちと親睦を深めましょう。岩手学習センター所属生であればどな

たでも参加できます。皆様のご参加お待ちしています。

《会 費》３，０００円（料理・飲み物）

※会費はお申込み時、または当日会場にて

お支払いください。

★定員50名（先着順）

※ 当日は会場に直接お越しください。

「放送大学学友会」と申し込んでいます。

放送大学学友会主催 「忘年会」のご案内

★ 大学説明会・相談会を開催します ★

平成３０年度第１学期の学生募集が１２月１日（金）から始まります（第１回出願：２月２８日（水）

必着、第２回出願：３月２０日（火）必着）。岩手学習センターでは、入学希望の方・ちょっとでも

興味のある方に向けて、放送大学の学習システムや入学手続きから卒業までの単位の取り方などにつ

いて、下記の通り「説明会・相談会」を開催します。

※ 事前のお申込みは不要です。

ご家族やお知り合いの皆様にご案内をお願いします！

★ 北上会場 ★

12/16（土） 13：00～14：30
会場：

さくらホール
2階 会議室 １・２

★ 釜石会場 ★

1/12（金） 13：30～15：00
会場： 釜石市教育センター

5階 岩手大学釜石教室

★二戸会場 ★

2/3（土） 13：30～15：00
会場：二戸市立図書館

3階 視聴覚室

★ 盛岡会場 ★

12/10（日）、1/6（土）、 1/7（日） 、
2/16（金）、2/17日（土）、 2/18（日） 、
3/11（日） 各回ともに10：00～11：30

会場：岩手学習センター
４階 講義室

北上市文化交流センター

★花巻会場 ★

2/4（日） 13：30～15：00
会場：花巻市文化会館

1階 第１会議室
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１１月～１月の
岩手学習センター休所日

《１１月の休所日》
◎毎週月曜日

◎１１月 ３日（金） ［文化の日］

◎１１月２３日（木） ［勤労感謝の日］

《１２月の休所日》

◎毎週月曜日

◎１２月２３日（土） ［天皇誕生日］

◎１２月２９日（金）～１２月３１日（日）

《１月の休所日》

◎毎週月曜日

◎１月１日（月）～１月３日（水）

◎１月１３日（土）～１月１４日（日）

◎１月２６日（金）

◎１月３０日（火）

大学入試センター試験に伴う
休所のご案内

大学入試センター試験が岩手大学を会場に

行われるため、岩手大学は入構規制が実施さ

れます。よって、下記の日程は、岩手学習セ

ンターを休所としますのでご注意願います。

単位認定試験間近で、皆さまにご不便おかけ

しますがご了承ください。

大学入試センター試験に伴う休所：

平成３０年１月１３日（土）～１４日（日）

岩手学習センターの利用時間について

下記のとおり、時期により岩手学習センターの利用時間が異なりますのでご注意ください。

期 間 曜 日
岩手学習センター

開所時間
視聴学習室
利用時間

通常期間
火～金 １０：００～１８：３０ １０：００～１８：００

土・日 ９：３０～１８：００ ９：３０～１７：３０

試験期間 火～日 ８：３０～１９：００ ８：４５～１８：４５

学割証について

学割証（学生旅客運賃割引証）は、教養学部全科履修生、及び大学院修士全科生・博士全科生

の方に発行できます。事務室にて５分ほどで発行できます。郵送で申請する場合は、発行願（「利

用の手引」巻末の様式）と返信用封筒（切手貼付、宛名明記）を送付してください。

ただし、学割証の発行が可能になるのは、自宅から学習センターや本部に通学する場合や、研

究活動、学校行事に参加するといった場合に限られます。

「詳細」・・・「学生生活の栞」 教養学部：P１２４～１２６ 大学院：P１０７～１０９



【編集後記】

岩手山もふわっと雪化粧をまといました。そろそろ街も紅葉色から雪景色に変わる頃でしょうか。

これからのおいしいものを沢山いただき、栄養をつけて、厳しい冬を乗り越えていきましょう。（中島）

 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 31

12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

1月

-１１-

◇ １日（金） 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２月２８日（水）まで・第２回募集３月２０日（火）まで＞

◇１６日（土） 修士全科生（２年次） 修士論文提出期限
◆中旬 入学時既修得単位認定通知 送付（全科履修生対象者）
◇２３日（土） 休所日（天皇誕生日）
◇２９日（金）～１月３日（水） 休所日

１２月の面接授業
● ２日（土）・ ３日（日） 「『坂の上の雲』を読む」

「昆虫のふしぎ」

● ９日（土）･１０日（日） 「日本の家族の変化とこれから」
「人格心理学」

●１６日（土）・１7日（日） 「旅の美術史」

１月の面接授業
●６日（土）・７日（日） 「労働法入門」

「野菜園芸学」

◇～３日（水） 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
◆中旬 通信指導添削結果、単位認定試験受験票 送付
◇１３日（土）～１４日（日） 休所日（大学入試センター試験）
◇１９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
◇１９日（金）～２０日（土） 大学院 単位認定試験
◇２１日（日）～２８日（日） 教養学部 単位認定試験
◇２６日（金）・３０日（火） 休所日

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」

◇ 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）＞
◇２３日（木） 休所日（勤労感謝の日）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

１１月

１１月のゼミ

＜所長ゼミ＞

２５日（土）

１２月のゼミ

＜所長ゼミ＞

１６日（土）


