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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
〒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

◇◆

〈縁〉をおもしろがる
客員教員 木村 直弘
岩手大学教授（人文社会科学部担当）
（専門分野：美学・藝術学）

皆さん、日頃〈縁〉を意識することはありますか？ そう、「何事もご縁」という時のあの〈縁〉
です。なんでこんなところでこんな人と?!といった想定外の遭遇や、初対面の人と共通の知人
がいたり共通事項があったり等々、それらは往々にして、「偶然」以上の意味づけはなされな
いままではないでしょうか。
小生は、これまで不思議なご縁を感じさせられる機会がとても多く、そうした〈縁〉をおもしろ
がるようになりました。この客員教員のお話をいただいた時も、すでにセンター教職員の中に
旧知の方がたくさんいらっしゃるという事実について、まあ岩手大学内の狭い世界だし偶然
でしょといった見方をするのではなく、これもご縁と捉えるといった具合。もちろん、ゼミ等で
の学生の皆さんとの出会いも有り難いご縁で、この３月に開催した人文社会科学部創立40
周年記念国際シンポジウムと宮澤賢治卒業100年記念フォーラムには、どちらも長時間のイ
ヴェントであったにもかかわらず、放送大学の学生さんにもたくさんご参加いただけて幸いで
した。
小生の場合、こうした〈縁〉をおもしろがるというスタンスは、実は、研究対象についても言
えます。大学で音楽美学を専攻しようと考えた小生は、美学科で学ぶことを選択したのです
が、そこでは、自分の専門に限らず、古今東西の、美学、美術史学、映画学、演劇学等々広
く学んで当然という雰囲気で、自然と藝術全般やそれに関する思想的言説についても興味を
持つことになりました。そこは学部・大学院を通して「研究はお好きにどうぞ」的放任主義だっ
たのですが、唯一いろいろな先生方から判を押したように訊かれたのは、「それ、おもろいん
か？」ということでした。この問いには、自身の研究の「おもろさ」を自覚しかつ他者に伝えら
れないなら続けても無駄やでという実は結構シビアな含意があり、自身の研究＆能力に今ひ
とつ自信のもてなかった自分の心の底に燻り続けます。
ところが、ご縁があって岩手大学で専任職を得て、藝術にとどまらず多様な専門分野の同
僚たちからそれぞれの専門の話を聞いて興味を惹かれる機会が増えたこともあり、思い切っ
て「縁をおもしろがる」スタンスを人だけでなく研究対象にまで拡げてみたところ、それまで全
く興味のなかった宮澤賢治や平泉関係、あるいは中国の哭き女といったテーマとの縁が生ま
れ、また、それらのテーマ中にまだ小生しか気づいていない（いろいろな意味での）〈縁〉がた
くさんあることに、それこそ気づかされることが多くなりました。そうした、これはあれと実は繋
がっていたんだ！といった〈縁〉（あるいは因果関係）の「おもしろさ」には、タコツボ的な専門
家でないからこそ気づくこともあるのです。
まさに放送大学とは、そうしたさまざまな分野・テーマ間のリンク＝〈縁〉に気づき、自分なり
に興味を深めることができる場に他なりません。皆さんとのご縁の中に、少しでもこうした
〈縁〉へのきっかけがあることを願っています。
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２０１７年度第２学期、岩手学習センターからは
教養学部３１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。

【社会経営科学プログラム】１名
大学院

計 １名

【生活と福祉コース】 １４名
【心理と教育コース】

７名

【社会と産業コース】

２名

【人間と文化コース】

５名

【自然と環境コース】

１名

【 情 報 コース】

２名

学 部

～教養学部 卒業生～

計 ３１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、２０１７年度第２学期卒業の方々
を含めて、卒業生９３３名・修了生３８名となりました。

２０１７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２４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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佐々木 秋男 さん －生活と福祉コース－
通信制の履修は今更述べるまでもなく、大変な苦労を伴うもので、そんな現実の中で１２４単位を取得して卒業
することは、社会教育、生涯教育、生涯学習という国の政策のもとで授与される光栄極まるものであると思います。
それと同時に皆が仕事上におけるキャリアアップを図るために各種資格取得することを私はおすすめします。

菊池 輝夫 さん －生活と福祉コース－

嶋田 百合子 さん
－生活と福祉コース－

私は定年退職後、さらに嘱託職員として１０年間にわたり勤
務してからの放送大学への入学で、高齢者は限られた方々だ

３年前に放送大学３年生に編入しました。

けでしたが、老人の仲間に入り刺激をもらいながら、面接授業、

子育てが一段落し、以前からの他大学の

研修旅行、学友祭、忘年会、ボーリング大会、英語スピーチ大

通信教育を再開しましたが、思うように進

会など毎年参加し楽しく過ごすことができました。なお、放送授

められずの編入でした。放送大学ではわ

業の方は放送大学教養教育理念のとおり、人生のいろいろな

からないことはすぐ教えていただき、勉強

面で直面する問題をより良く考え、より良く理解し、より良く生き

を進めやすかったです。家族の協力もあり、

る能力の育成で、まさにそのとおりで専門的な知識、分析方法、

本日卒業することができました。ありがとう

思考方法を身につけられたと感じられる有意義な学習生活でし

ございました。

た。今後は保健医療、福祉等の学びを組織や地域社会にいく
らかでも貢献出来ればと思います。
最後になりますが、センター所長さんを初め各教職員、学友

佐藤 幸子 さん

の皆さん方には大変お世話になり有難うございます。

－生活と福祉コース－
大卒看護師を目指し、８年前に放送大学
に入学致しました。東日本大震災の年は一
時学習の意欲を失いかけましたが、事務
局から「こんな時こそ」と励ましていただき、
奮起し卒業を目指しました。入学時はゴー

ルが見えませんでしたが、卒業にあたり今
思うことは卒業はゴールではなく新しいス
タートであると言うことでした。在校生の皆
さん、希望に向かって頑張って下さい。
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菅原 美江 さん －心理と教育コース－
平成１６年、私は息子の大学進学と同時に放送大学に選科履修生として入学した。選科生で５年を過ごし平成
２１年に全科履修生となった。在学中の楽しみはなんといっても面接授業だ。仕事の都合で土日の休みは取りに
くい。休みがもらえず一日だけ受講して泣く泣く帰ったことがある。娘が在学中の大学の先生がおこなう授業も
あった。その先生は現在、宮城学習センターで客員教員となられているので、娘と時々話題にあげる。
それから、テレビくんとアンテナさんにもお礼を言いたい。私は卒業するまでに、２回のべ２年ほど休学した。そ
の休学中もふたりにはずいぶん励まされた。ふたりは趣味も多様で、勉強しながらどこへでも出掛けるすごい行
動力の持ち主、敬服する。でも、私の一番のお気に入りは、ふたりが夏に涼しい座敷で、不覚にも寝入ってしまう
姿だ。しかも、単位認定試験がある７月号に。
本日は、楽しい授与式を開いていただいてありがとうございました。これまでのお礼をこめて。

ハヤチネノボル さん

岩井澤 伸 さん －人間と文化コース－
－心理と教育コース－

平成１８年に入学し、卒業までに１２年かかりました

心理と教育コースで２年間お世話になりありがとう

が、無事にこの日を迎えることができ、ホッとしており

ございました。この２年間の学習の成果として認定心

ます。面接授業は本当に有意義な時間で「学ぶ楽し

理士の資格をとることができました。この後も継続入

さ」を学んだ思いがしております。

学する予定ですが、これまでに培った事を社会貢献
に活かしていきたいと思います。今後ともご指導よろ
しくお願いします。

菊池 正則 さん －社会と産業コース－
今回は２回目の卒業になります。１回目の卒業研

Ｋ.Ｎ さん

究では月１回の東京でのゼミがあり、物心ともに大変
でしたが、今回は地元岩手大学の教授に指導教官と

学んだら、わからないことがふえたので再入学する

なっていただいたので、メールでの指導が多かったで

ことにしました《笑》

す。
お陰様で卒業研究の醍醐味と達成感を味わうこと
ができました。３回目に挑戦です。
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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 ◆

〈Web〉

通信指導の解答・提出・解説の閲覧ができる『Web通信

5月17日（木）10時～6月７日（木）17時

指導』が利用可能です。またはWeb通信指導のみの科目

〈郵送〉

もあります。詳しくはシステムＷＡＫＡＢＡをご覧ください。

5月2４日（木）～ 6月７日（木）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、２０１７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、２０１７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
【単位認定試験受験センター変更願】

【住所等変更届】

所属学習センター以外で「２０１８年度第1学期

現住所、電話番号等に変更があった時は、すみ

単位認定試験」の受験を希望する方は、システム

やかにシステムWAKABAにて手続きを行うか、所

ＷＡＫＡＢＡにて手続きを行うか、放送大学本部学

属学習センター（大学院生は放送大学本部）へ『住

生課単位認定試験係へ『単位認定試験受験セン

所等変更届』を提出するとともに、現住所の変更に

ター変更願』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

〈受付期間〉

ださい。『住所変更届』は随時受け付けています。

４月１日（日）～５月２５日（金）本部必着
※システムWAKABAによる手続きは６月１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。
-５-

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（火）～ ６月７日（木） 〈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・・・２００３年４月１日以前に生まれた方
○出願期間・・・５月１日（火）～ ５月３１日（木） 〈郵送：放送大学本部（千葉県）必着〉
５月１日（火）９時 ～ ６月１日（金）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７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。
*2018年４月より、必要な就業経験が「10年以上」から「７年以上」に短縮されました。
※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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２０１８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」２６～２７ページでご確認ください。
※対象者は２０１８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階の教務掲示板やシステムＷＡＫＡ
ＢＡ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『２０１８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。

～２０１７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-

システムＷＡＫＡＢＡが新しくなりました！
○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、パスワードは入学
許可書に記載しています。

アンテナさん

Ｗｅｂ通信指導
オンライン授業
放送授業の
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配信

単位認定試験
問題・解答等

学生カルテ
変更・異動手続

学習交流会のご案内です♪

☆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』

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

日時：６月２日（土）10時30分～12時
場所：岩手学習センター 会議室（4階）

ていただきます。新入学者はもちろん、在学生の方
申込は学習センター事務室まで
（お電話でも可）

もぜひ参加してください。

-８-

「Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ」
第１４号 発売中

学割証の発行について
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・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」に必要事項を記入の上、

「Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ（放送大学大学院教

申請してください。郵便で申請する場合は、返信

育研究成果報告書）」第１４号が発行されま

用封筒（サイズ長３、切手貼付、宛名明記）を同

した。本冊子は、２０１６年度放送大学大学

封してください。なお、利用目的は下記の場合に

院修士課程修了生の修士論文が掲載された

限られ、個人的用務、社会体育参加、サークル活

「学生論文集」です。岩手学習センターでは

動等には利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、詳しくは学生生活

また、放送大学の学生であれば658円で購

の栞（学部：P127～129）をご覧ください。

入できます（一般販売価格は823円）。ご希

学割証の利用が認められる範囲

望の方は事務室までお申し出ください。第2

◆面接授業の受講及び単位認定試験の受験

～4号・第9～11号につきましても、学生の

◆学習センター・放送大学本部への通学

方には742円、第1・5号～8号は658円で

◆オリエンテーション及び学習相談への出席

販売中です。《創刊号（第1号）・第2・第3

◆大学が主催する学校行事への参加

号は在庫わずかのため、センターでは販売し

◆卒業研究の調査・研究指導のために指導教

ておりません。詳しくは学習センターまでお

員の指示により旅行する場合

問い合わせください。》

◆その他大学が必要と認める場合

教養学部
全科履修生
対象

★２０１９年度卒業研究の履修申請について★

下記の履修申請条件を満たす全科履修生は、卒業研究を履修することができます。
学習センター事務室にて２０１９年度履修用の「卒業研究履修の手引」及び「卒業研究申請書」
を６月上旬から配布いたします。（申請期間：２０１８年８月下旬）

《履修申請の条件》

特例者

２年以上在学し、６２単位以上を修得した者

２０１６年度第２学期第１年次入学者
及び
２０１７年度第２学期第２年次編入学者

２０１８年度第１学期末において在学期間を
満たし、かつ、６２単位以上の単位を修得見
込みの方

大学本部の先生と事務職員の方をお招きして、卒業研究についての概要説明を行うガイダンスを
開催します。履修開始までの手続きについての説明のほか、皆さんからの質問にもお答えいたします。
２０１９年度の卒業研究履修希望者を主な対象としていますが、その他卒業研究に興味をお持ちの
方もぜひご参加ください。参加を希望する場合、岩手学習センター事務室へ来所、またはお電話にて
お申し込みください。
● 日時：６月３０日（土）１３：３０～
● 会場：放送大学岩手学習センター ４階 大講義室
● 定員：３０名（先着順）
-９-

視聴学習室におけるＷｉ－Ｆｉ利用について
視聴学習室では、Ｗｉ－Ｆｉに接続し、個人のパソコン・タブレット・スマートフォン等で放送授業の視聴がで
きるようになりました。
利用を希望される方は下記の手順により、手続きを行ってください。
① セキュリティ研修
放送授業「遠隔学習のためのパソコン活用（’１７）」の「第５回セキュリティと情報倫理」を視聴することで、
研修を受講したものとします。
申請前に、自宅又は視聴学習室で視聴してください。（科目登録をしていない方でもシステムＷＡＫＡＢＡ
から視聴できます。）
② 個人のパソコン、タブレット、スマートフォン等の「ＯＳ、バージョン」の確認
利用するパソコン、タブレット、スマートフォンのＯＳとバージョンを確認してください。
※ＯＳ：Windows７、Windows１０、iOS、Android 等
※バージョン：設定画面で確認できます
③ ウイルス対策ソフトのインストール
パソコンを利用する場合は、ウイルス対策ソフトがインストールされていることが必要です。
ウイルス対策ソフトの「名称、バージョン、有効期限」を確認してください。
※ウイルス対策ソフトの名称：（例）ウィルスバスタークラウド、ノートン、ＺＥＲＯスーパーセキュリティ等
※バージョン及び有効期限：ウイルス対策ソフトの画面から確認できます
④ 「利用申請書」の提出
視聴学習室の受付カウンターにて「利用申請書」に必要事項を記入し、提出してください。（郵送やＦＡＸに
よる交付・受付は不可）
⑤ 「利用許可書」の交付と接続
「利用申請書」の内容を確認後、「利用許可書」を交付します。
許可書に記載されているＩＤ及びパスワードを各自入力して、インターネットに接続してください。
《Ｗｉ－Ｆｉ利用上の注意》
Ｗｉ－Ｆｉを利用するにあたり「放送大学情報セキュリティガイドライン利用者用（学生用）」を遵守してくださ
い。違反等があった場合、Ｗｉ－Ｆｉの利用を停止させていただくことがありますのでご注意ください。

～職員のご紹介～
岩手学習センターで職員の異動がありました。
学生の皆さんのお役に立てるよう職員一同サポートさせていただきますので、引き続きどうぞ
よろしくお願いいたします。
所
長
事 務 長
学
務
教
務
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務
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橋 本
佐々木
木 村
菅 川
北 田
及 川
澤 村
星
宮 平

良
吉
葉
恵
由
裕
政
朋
智

二
彦
子
梨
梨
子
子
子
子
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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（火）

５月
月 火 水 木 金 土 日
7

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

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（木）まで本部必着＞
＜Web ：６月１日（金）２４時まで＞
学校図書館司書教諭講習
＜郵送：６月７日（木）まで本部必着＞
◇ １７日（木） （Ｗｅｂ）通信指導 提出開始
＜６月７日（木）１７時まで＞
◇ ２４日（木） （郵送）通信指導 提出開始
＜６月７日（木）まで（本部必着）＞
５月の面接授業
●１２日（土）・１３日（日） 「ロシア語の基礎」
「縄文文化論」
●１９日（土）・２０日（日） 「臨床心理学実習」
「ドイツ文学」
「パソコンで学ぶデータ分析」
●２６日（土）・２７日（日） 「北東北諸藩の森林・環境史」
「サウンドスケープ・デザイン」

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

６月
月 火 水 木 金 土 日
4

5

6

7

1

2

8

9 10

◇ ７日（木） 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（金） （郵送）２０１８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（金）まで・第２回９月２０日（木）まで＞
２０１９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

● ２日（土）･ ３日（日） 「比較・国際教育学」
「人と野生動物」
● ９日（土）・１０日（日） 「心理学実験１」
「会社法入門」
「まちづくりと震災復興」
●１６日（土）・１７日（日） 「運動と筋の生理学」
「共生の生物学」
●２３日（土）・２４日（日） 「高齢者の健康と生活」
「日本産業革命－江戸から明治へ」
●３０日（土）
「身近な化学物質と環境」

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

７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

◆ 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が対象
通信指導添削結果、単位認定試験受験票 送付
◇２７日（金）、２８日（土） 大学院 単位認定試験
◇２９日（日）、３１日（火）～８月５日（日） 教養学部 単位認定試験 〈８月３日（金）は休所日〉
７月の面接授業
● １日（日）
「身近な化学物質と環境」
● ７日（土）・ ８日（日） 「服飾表現にみる時代性」
「精神保健」

30 31
【編集後記】
新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。在学生の皆さまは新学期を迎え、気持ちも新たに
スタートされたことと思います。今年度も皆さまの学びやすい環境作りに取り組んでまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。（及川）
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