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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

◇◆

パソコンが他人に乗っ取られた
（実は乗っ取ってもらった）

経験
客員教員 山口 浩
岩手大学教授（人文社会科学部担当）
専門分野＝実験心理学・臨床心理学
先日、自分のパソコンを「他人に乗っ取ってもらう」経験をした。乗っ取ってもらう、という表現
は何か変だと思われた方も多いと思う。実は自分の科学研究費（以下、科研費）の研究を進め
る上での出来事であった。
私の科研費研究は、脳波に関わるバイオフィードバック(以下、BF)訓練（脳波を測定し、それ
を音やアニメーションの変化として実験参加者にフィードバックし、その結果、自分の内的な状
態と脳波反応の対応に気がつき、突き合わせの訓練を重ねることによって自分で自分の脳波
を意識的にコントロールできるようになるセルフコントロールの訓練：ニューロフィードバックとも
いう）をテーマにした研究である。欧米では、心理療法の一つとして臨床的な実用も図られてい
るところである。
さて、私も、カナダ製のBF訓練装置を購入し、パソコンとつないで訓練を行ってみようとしたの
だが、ソフトウェア(以下ソフト)がなかなか複雑でほとんど使いこなすレベルに達しない。またソ
フトに関する様々な疑問や質問が浮かんできた。日本の代理店に援助を頼んだが、技術援助
は難しいとのことで困り果てた。科研費研究が進まない。そこで直接カナダの会社にメールで技
術的な質問を送ったのだが、通常サービスの範囲を越えるとのことで答えてもらえなかった。し
かし、最新ソフトについてのオンライン講義のコースが開設されていて、有料（1時間100ドル！）
だが、カナダに勉強に来るよりは安いだろうとのことで受講を勧められた。さて、英語での講義
理解やこちらの質問をぱっと伝えられるかの自信はなく、英語の達者な大学院生に通訳を頼む
ことにし、覚悟してオンライン講義を受けることにした。1.5時間×4回シリーズで、現地時間は
9:00-10:00だが、日本時間では深夜23:00-0:30の講義であった（眠い！）。紆余曲折があるのだ
が、やりとりの中（GoToMeetingというネット会議システムを使用）で、こちらの許可の下、私の研
究室の机に載っている目の前のパソコンの「カーソル」が、あれよあれよという間に、カナダの
会社の技術者によって自由に動き回り、こちらの要求する条件を満たすソフトウェアの改良が
目の前で行われた。私のパソコンが他人に乗っ取られたのである。しかもカナダから。もちろん
ソフトは（ある程度）満足のいくものとなり私のパソコンに保存されたわけである。時代の恩恵を
感じるとともに一種の恐ろしさも感じたところである。先日見たNHKスペシャル「家電がのっとら
れる！？ 新たなインターネット犯罪」はこの恩恵の負の側面の話しだろう。時代のスピードに
ついていくために現況をよくよく学び、理解しておくこと、その意欲・姿勢を持
ち続けることの大切さを感じたところである。
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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・プリンター
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１９日（金）～２８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、

◆室外貸出停止期間◆

利用時間は８時３０分～１８時までです。なお、単

大学院
１月１２日（金）～２８日（日）
教養学部 １月１６日（火）～２８日（日）

位認定試験期間中、実習室は「自習室」として利

• 期間中は、郵送による室外貸出も停止します。

ターの使用はできません。印刷したい方は、ＵＳ

停止
開始

大学院
学 部

用できます。また試験期間中は、実習室のプリン

Ｂメモリなどデータを事務室に持参してください。

１月１０日（水）
１月１２日（金）

• 期間中も室内貸出は利用可能です。

※ 単位認定試験の過去問題を印刷すること

• 室外貸出は１月３１日（水）から再開します。

はできませんのでご注意願います。

• 単位認定試験後から２月２８日（水）まで室外

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

貸出できる科目は、『禁帯出』表示のものを除

内で閲覧することは可能です。

いた全ての教材（学部・大学院問わず）です。

ただし、コピーはできません。

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ある科目の放送教材
をご利用ください。

１月～３月の岩手学習センター休所日
【１月】
◎毎週月曜日

【２月】

◎ １日（月）～ ３日（水）

◎毎週月曜日

◎１３日（土）～１４日（日）

◎１１日（日）［建国記念の日］

［大学入試センター試験のため］

◎２６日（金）

◎３０日（火）

【３月】
◎毎週月曜日

◎２５日（日）［岩手大学個別学力検査のため］

◎２１日（水）［春分の日］

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１９日（金）・２０日（土）
教養学部：１月２１日（日）～２８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１９日（金）
※１月２２日（月）・２６日（金）・２９日（月）・３０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５日（金）まで、
記述式科目は１月１６日（火）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12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、ＨＢの黒鉛筆を使用してください。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、必ず受験票でご確認ください。
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
に余裕をもって、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ができます。
また、岩手大学の学生食堂も利用することができます（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

試験結果は、２月下旬送付の
「成績通知書」にてお知らせ

Ｄ
Ｅ

５９～５０点
４９～ ０点

不
合
格

します。

再 試 験 シ ス テ ム
平成２9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（一部オンライン授業は除く・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２９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。）
-４-

試験期間中、
学習センター内では

忘れ物・落し物が
目立ちます！

★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(水)【第１回募集】

申
請
期

３月１日(木)～３月２０日(火)【第２回募集】

送》

２月１３日(火)
～２月２７日(火)
大学本部必着

《システムＷＡＫＡＢＡ》２４時まで
現在受付中 ～ ２月２８日(水)【第１回募集】
３月１日(木)～３月２０日(火)【第２回募集】

間

《システムＷＡＫＡＢＡ》
２月１３日(火)９時

※ 面接 授業登録 をご希望 の方は 下記 「面接 授業

～２月２８日(水)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(火)９時～
２月２８日(水)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。

きます。
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。

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。

注
意
事
項

 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３０年度第１学期学生募集要

る場合は『平成３０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２９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」Ｐ９０～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

１０単位

※オンライン授業のなかには、
“授業形態を問わない単位数”
として取り扱われるものもあり
ます。

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、ホームページ等でご確認の上、手続きを
行うようにしてください。

-６-

＊

平成２９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。
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。

『藝術家の宮澤賢治作品受容①
～ 前衛書家・井上有一の場合 ～』
講 師 ： 木村 直弘 先生
岩手大学教授（人文社会科学部担当）
専門分野：美学・藝術学

宮澤賢治の作品は、多様なジャンルの藝術家たちに大きな影響を
与えてきました。このゼミでは、その受容の諸相を、みなさんと一緒
にたどります。初回の今年度は、賢治より２０歳下の世界的に有名
な前衛書家・井上有一を取り上げます。

《日 程・時 間》
第１回 ２月１７日（土）
１３：００～１５：００
第２回 ２月１８日（日）
１０：００～１２：００
第３回 ２月１８日（日）
１３：００～１５：００

『岩手の沿岸漁業、漁村を知る』
《日 程・時 間》

講 師 ： 杭田 俊之 先生

第１回

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

２月 ３日（土）

１３：００～１５：００
第２回

岩手県の沿岸漁業、漁村の様子、昨今の取り組みを題材にして
学習しましょう。

２月 ４日（日）
１０：００～１２：００

第３回

２月 ４日（日）
１３：００～１５：００

『外国にルーツを持つ子どもの教育と共生』
《日 程・時 間》

講 師 ： 馬場 智子 先生

第１回

岩手大学准教授（教育学部担当）
専門分野：比較教育学・教育方法学

２月 ４日（日）

１０：００～１２：００

現在日本では、海外から仕事や学びのために来る人が増えています。
それにともなって家族とやってくる子ども、日本で生まれる海外にルー
ツを持つ子どもの教育について一緒に学んでいきましょう。
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第２回

２月 ４日（日）
１３：００～１５：００

第３回

２月２４日（土）
１０：００～１２：００

＊

★★江本先生のやさしいパソコン教室★★

～放送大学の授業をパソコンで視聴してみよう～
この春から、学習センターでの放送授業の再視聴方法が、イン
ターネットによる視聴に少しずつ変わっていきます。この機会にパソ
コンを用いて放送授業を視聴する方法をマスターしましょう。パソコ

講 師 江本 理恵 先生
岩手大学准教授（教育推進機構担当）
専門分野：教育工学・教育システム情報学

ン初心者を対象に、放送大学のホームページから放送授業を視聴
する手順を一緒に確認します。
各回同じ内容です。

《会 場》 岩手学習センター実習室
《定 員》 各回１６名（対象：放送大学学生）
《受講生が準備すること》
システムＷＡＫＡＢＡのログインＩＤとパスワードが
必要な場合がありますので、事前に確認してください。

《日 程・時 間》 希望する回にお申し込みください。
第１回 ３月２３日（金） １３：００～１５：００
第２回 ３月２４日（土） １０：００～１２：００
第３回 ３月２４日（土） １３：００～１５：００

＊

岩手学習センター

公開講演会のご案内

＊

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）

明治天皇が
見た岩手
講師：熊谷

常正

先生

盛岡大学文学部教授
専門分野：日本先史考古学・博物館学

日時：２月２４日（土）

１３：３０～１５：００

会場：放送大学岩手学習センター４階
（盛岡市上田３－１８－８

大講義室

岩手大学図書館４階）

定員：７０名（先着順・入場無料・事前の申込が必要です。）
対象：一般
明治天皇が、1876年 (明治9) の夏に、東北地方を巡幸
されましたが、その際の岩手の人々に対する視線を中心に
岩手の近代化を検討いたします。
-８-

オンライン授業への
川向 吉彦さん
誘い
全科履修生

放送大学で開講する授業形態には、放送授業、面接授業、オンライン授業
の３つがあります。今回、まだ開講されて間もないオンライン授業について、
実際受講中の方からレポートをいただきました。今後どんどん科目も充実の
予定ですので、科目登録のきっかけにしていただけたらと思います。

私は今学期、オンライン授業の「Javaプログラミングの基礎(’16)」を受講していま
す。オンライン授業は２０１５年度から始まった授業形態で、まだ経験したことのない
方も多いのではないでしょうか。そこで、受講してみた感想を皆さんにご紹介しながら、
オンライン授業へお誘いしたいと思います。そして、できれば、共に学び、共に語る機
会となればいいなと願っております。
オンライン授業のよさは、パソコンのネット環境さえあればいつでもどこでも気楽に
取り組むことができるということです。カリキュラムは、８回に分かれており、各回が
テキスト２、動画２本（約７分）、小テストにより構成され、テキストを読み、動画を
見て、小テストを解きながら、一つずつ進めていくようになっています。私が受講して
いるJavaプログラミングでは、それにプログラムを実際に動かしてみるということが加
わり、知識だけでなくプログラムスキルも身につくようになっています。なお、通常の
単位認定試験はなく、成績判定はオンライン上での小テスト、中間テスト、最終テスト
によって行います。ただ、科目により違いもあるかと思いますので、詳しくは放送大学
のＨＰをご覧ください。
次の利点は、交流フォーラムが開設されており、学習へのサポートが充実しているこ
とです。事前の知識や年齢による抵抗感を持つ必要など全くありません。間違いそうな
ところや疑問と思われるところは、講師が丁寧に解説を掲載してくれています。受講者
からの照会やそれに対する先生の回答も非常に参考になります。また、交流フォーラム
は、同僚との楽しい交流の場ともなっており、お互いの進み具合など、いろいろ情報交
換を行うことができます。
最後に、一つだけ注意点を言うならば、分からないことは気楽に聞くということが大
事です。尋ねるという少しの勇気があれば、後は素晴らしい未来が開けます。正直、こ
んなに勉強して１単位（注：科目によっては２単位）だけかという思いもありますが、
心地よい疲労感と、充実した勉強という価値は何事にも代えがたい気持ちです。そうで
す、心を動かせば、プログラムは動くのです。そして「ビルド成功」という文字が、
はっきりと画面に現れるのです。

～ 当日の様子です ～
◆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。
申請期間 2月13日(火)9時～2月28日(木)24時

◆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。
29年度第２学期試験結果の公表 2月14日～

◆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。
申請期間

＊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、パスワードは入学許可証に記載されています。
-９-

第1回募集:現在受付中 ～ 2月28日(水) 24時
第2回募集:3月1日(木)～3月20日(火) 24時

※面接授業登録を希望の場合は
2月13日(火)9時～2月28日(木)24時

学位記授与式の開催日・会場について
平成２９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２９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２９年度第１学期に既に卒業されている方は、３月２４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。
平成２９年度第２学期
岩手学習センター主催学位記授与式

平成２９年度
放送大学本部主催
開催日：３月２４日（土）
会場：ＮＨＫホール（東京都渋谷区）

開催日：３月３１日（土）
会場：放送大学岩手学習センター

学友会
共催！

ボウリング大会

所長杯
【日 時】３月８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

【保 険】学生教育研究災害傷害保険（100円）

【対 象】放送大学に在学中の方

住所：盛岡市上堂1-2-38

未加入の方は３月７日（水）までに

℡.019-647-7070

事務室で加入手続きをしてください。

※現地集合です。当日は各自、会場内の

【申込締切】３月１日（木）１８：００

ボウリング場カウンター前へ１３：３０までに

【定 員】２０名（先着順）

お集まりください。

★お申込みは岩手学習センター事務室まで（お電話でも可）。

センター外視聴施設をご利用の方へ
～配架リクエストはお早めに～
平成３０年度からの学習センター視聴変更に伴い、センター外視聴施設への全ての教材配架作業が、
放送大学本部からとなり、配架まで日数を要することが考えられます（利用方法に変更はありません）。
次学期履修科目のうち、まだ配架されていない科目は、学費納入後、配架リクエストも早めに学習セン
ター宛行ってください。

◇◆職員より退職のご挨拶◆◇
富樫 由紀子
平成29年度より経理担当として勤務をさせて頂きました。仕事は物品調達、消耗品・備品・光熱費の支払業務、
謝金や旅費の支給が主な内容でした。学習センターは、平常は静かで穏やかな勉強の場ですが、面接授業や単
位認定試験になると学ぶ意欲旺盛な方々が集まり、熱のある場と変わりました。学びと共に前を向いて歩いて行
くような姿勢を感じて、学生の皆さまとの関わりは僅かでしたが、私も確かな時間を過ごさせて頂きました。短い間
ですがお世話になり、ありがとうございました。
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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月
月 火 水 木 金 土 日
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

◇～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
◆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
◇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

15 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
5

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

１月の面接授業
●６日（土）・７日（日） 「労働法入門」
「野菜園芸学」

◇１１日（日）
休所日（建国記念の日）
◇１３日（火）～２７日（火） 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（水）24:00まで
◆下旬
成績通知書 送付
◇２４日（土）
公開講演会「明治天皇が見た岩手」
◇２５日（日）
休所日（岩手大学個別学力検査のため）
◇２７日（火）
《郵送》次学期科目登録申請締切＜放送大学本部必着＞
◇２８日（水）
《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）
視聴学習室

19 20 21 22 23 24 25

室外貸出期間 について

26 27 28

教材整理に伴い、貸出
可能期間は２月２８日
（水）までとなります。

２月のゼミ
＜所長ゼミ＞ １６日（金）
＜木村ゼミ＞ １７日（土） 、１８日（日）
＜杭田ゼミ＞ ３日（土） 、 ４日（日）
＜馬場ゼミ＞ ４日（日） 、２４日（土）

◇ １日（木）

３月
月 火 水 木 金 土 日
5

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

平成３０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）
◇ １日（木）～
視聴学習室 室外貸出停止
◇ ３日（土）～ ４日（日） 教員免許更新講習修了認定試験
◇ ８日（木）
所長杯 ボウリング大会
◇２０日（火）
教養学部生・修士選科生・修士科目生出願受付締切（第２回）
◇２０日（火）～３１日（金） 視聴学習室 利用停止
◇２１日（水）
休所日（春分の日）
◇２４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》）
◇３１日（土）
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。
講習会「江本先生のやさしいパソコン教室」
①２３日（金）、② ・③ ２４日（土）

３月のゼミ
＜所長ゼミ＞ ２３日（金）

【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、お正月はいかがお過ごしでしたで
しょうか。テレビくん、アンテナさんは何やら念入りに祈願してる様子です。平穏な１年に、嬉し
いことがひとつでも多く訪れますようにと願います。本年もよろしくお願いいたします。（中島）
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