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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

「カーニバル」

◇◆

客員教員 江本理恵
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］

みなさん、「カーニバル」と聞いて何を思い浮かべますか？「リオのカーニバル」に代表されるような、
サンバのリズムにのった華やかな衣装のマスカレーダーたちによるパレードを思い浮かべるのではな
いでしょうか。
「カーニバル」の起源については色々な説がありますが、よく知られているのは、キリスト教の「灰の
水曜日」の前に行われる「お祭り」です。キリスト教では、イースターの46日前の「灰の水曜日」から前
日までの期間を「四旬節」とし、この期間には食事（特にお肉）の節制と祝宴の自粛が行われます。と
いうことで、その直前に、ごちそうを食べ、お酒を飲み、仮面をつけたり仮装したりして無礼講で街中を
練り歩く、のです。もともとはヨーロッパの風習でしたが、欧州諸国による植民地支配に伴い、中南米
諸国にも伝わり、さらにそれぞれの文化や風習と混ざり合って、各地で個性豊かな「カーニバル」が開
催されています。
さて、なぜ私は「カーニバル」の話をしているのでしょうか。実は、大きな声では言えませんが、先日、
休暇をいただいて、ドミニカ国のカーニバルに行ってきたのです。
「ドミニカ国」。南北アメリカ大陸の間、カリブ海上に小さな島が連なっている場所を地図で探してくだ
さい。その島の１つが「ドミニカ国」です。奄美大島程度の大きさの島ですが、独立国家です。昨夏のハ
リケーンで壊滅的な被害を受けたと聞いていましたが、カーニバルが開催できるまで復興していること
を聞き、東北人としては応援したくなったのです。実際、山の木々は葉っぱがもがれて丸裸状態ですし、
屋根が吹き飛ばされてしまった家もたくさんあり、残された家も屋根をブルーシートで覆っているような
状態．．．ですが、人々はカーニバルを開催できる喜びにあふれていました。
このカーニバルには、華やかなマスカレーダーたちのパレードの他に、「トラディショナル・パレード」
というパレードがあります。この「トラディショナル・パレード」には、「カーニバル・キャラクター」という
「伝統的な役柄」があり、ドミニカ国には「ブラック・デビル」「逃げる奴隷」（中南米ならでの歴史を感じ
ますね）などのキャラクターがいます。彼らのパレードを見ていると、
盛岡八幡宮の「秋まつり」を思い出すのです。飾り付けをした山車
に音楽をならしながら仮装した人を含む行列が街中を練り歩く．．．
まさに「カーニバル」！
「地球上のどこでも人間の営みに大きな違いはない。」
外国を旅すると、新たな発見も多いのですが、同時にこのような
実感する瞬間にも出会います。グローバル化が叫ばれているけれ
ども、地球上のどこでも基本は「人間対人間」。この感覚こそが大
切なのではないかと。人間、わからないことは怖い。よその国のこ
とはわからないから怖い。ですが、一度知ってしまえば大丈夫。そ
う、見る、聞く、そして、学ぶ。私も学生のみなさんに負けないよう、
これからも様々なことを学んでいきたいと思います。
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Sensayという鶏をモチーフにした
キャラクターと記念撮影。私には
スネカ（吉浜地方のなまはげの
ような存在）に見えます。

【岩手学習センター主催】

学位記授与式・入学者の集いを開催します
岩手学習センター主催による学位記授与式・入学者の集いを下記の日程で行います。
詳細については、該当される方に別途ご案内をお送りします。
※当日、在学生の方は学習センターを利用することはできません。

＊ 平成２９年度第２学期 学位記授与式 ＊
【日時】３月３１日（土）９時５０分～１０時４０分
【会場】岩手学習センター４階 会議室

平成２９年度第１学期学位記授与式

＊ 平成３０年度第１学期 入学者の集い ＊
【日時】３月３１日（土）１１時１０分～
【会場】岩手学習センター４階 大講義室
１０時４０分から新入生オリエンテーションを開催いたします。
平成２９年度第２学期の入学者の集いの様子

“交流会”
のご案内

参加申込受付
中です！

入学者の集い終了後、卒業生・修了生のお祝いと新入生の歓
迎を兼ねて、「交流会」を同会場にて、１１時３０分より引き
続き開催します。学友会の皆さんと合同で開催する「交流会」
は、客員教員の先生方や、共に学ぶ仲間たちと交流できるまた
とない機会です。在学生の皆さまもご参加いただけます。
軽食や若干のアルコール等をご準備してお待ちいたします。

【 申 込 】３月１７日（土）１８時までに
直接、またはお電話にて事務室へお申込みください。
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学生証の交付について
学生証は所属学習センター事務室にて交付します。
下記に該当される方は、所属学習センター事務室へ来所または郵送により学生証の受取をお願いし
ます。（学生証はシステムWAKABAに顔写真を登録した上で発行になります。）
受取の際は入学許可証または有効期限の切れた学生証をお持ちください。
平成３０年度第１学期に新規入学・継続入学される方
 第１回募集期間（平成２９年１２月１日～平成３０年２月２８日）出願者
→「入学者の集い（３月３１日開催）」参加者：集い当日お渡し可能です。
→ 上記以外の方：４月１日（日）１３時以降お渡し可能です。
 第２回募集期間（平成３０年３月１日～３月２０日）出願者
→４月２０日（金）１３時以降お渡し可能です。
 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）、
②入学許可証のコピー、③顔写真付の身分証明書のコピーを同封し送付してください。

現在お持ちの学生証の有効期限が「H３０年03月末」となっている全科履修生・修士全科生の方
 ４月１日（日）１３時以降お渡し可能です。
 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）、②有効期限の切れた学生証を同封し送付してください。

岩手学習センター休所日・利用時間について
３月の休所日

４月の休所日

５月の休所日

◆毎週月曜日
◆２１日（水）［春分の日］
◆３１日（土）［学位記授与式・入学者の

◆毎週月曜日
◆２９日（日）［昭和の日］

◆毎週月曜日
◆３日（木）［憲法記念日］
◆４日（金）［みどりの日］
◆５日（土）［こどもの日］

集いのため、在学生のセン
ター利用はできません］

期

間

平成３０年度第１学期
試験期間前
４月１日（日）～７月２６日（木）
平成３０年度第１学期
試験期間中
７月２７日（金）～８月５日（日）

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
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学費の振込はお済ですか？
在学生の方へ
平成３０年度第１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。
※ 学費振込み期限は３月末日ですが、３月１３日（火）までにお振込みいただければ、学期開始
（４月 １日）までに印刷教材をお届けできます。
※ ３月１４日（水）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
（TEL043-276-5111（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３０年度第１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、３月１５日（木）までに学費をお振込みください。原則として学期
開始（４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、４月 ４日（水）までに学費をお振込みください。
３月16日（金）以降に学費を納入した場合、印刷教材の到着は ４月 １日（日）以降となります。

パソコン実習室の利用について
岩手学習センター４階実習室に、パソコン（Windows7・ノート型）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。
インターネットへも繋がっておりますので、システムWAKABAへログインして各種サービスを利用
することができます。

注意！

週末は面接授業で使用するため、実習室を利用できない場合があります。利用できるかど

うか、事前に岩手学習センター事務室までお問い合わせください。
また、単位認定試験問題・解答やオンライン授業の資料を実習室で印刷することはできません。
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年度末の視聴学習室の利用について
平成３０年４月から、視聴学習室の利用方法が大きく変わります。その準備に伴い、2月28日を
もって室外貸出停止、現在は放送教材・図書資料の入替え作業やインターネット工事のため、利用時
間内にも関わらず、慌しく作業を進めているところです。そして２０日（火）からは閉室となります
ので、来所の際はご注意願います。
なお、新年度は４月１日（日）から利用が可能となります。

◆ ３月１２日（月）～４月1日（日）までの視聴学習室カレンダー ◆
月
１２日
休所日
１９日

火

水

木

金

土

日

１３日
視聴学習室
利用可能

１４日
視聴学習室
利用可能

１５日
視聴学習室
利用可能

１６日
視聴学習室
利用可能

１７日
視聴学習室
利用可能

１８日
視聴学習室
利用可能

２０日
閉 室

２１日

２２日
閉 室

２３日
閉 室

２４日
閉 室

２５日
閉 室

２９日
閉 室

３０日
閉 室

３１日
閉 室

4/1日
視聴学習室
利用可能

休所日
２６日

休所日
２７日
閉 室

２８日
閉 室

学位記授与式
入学者の集い

休所日
ＮＥＷ
インフォメーション

４月からの変更点

●室外貸出時に履修確認のため提示していただいた「利用者カード」は、学習センターからの室外貸出
廃止に伴い不要になります。ただ、学習の進捗状況や棚番号の確認用として各自ご利用いただけるよう、
当分の間カードは配布いたしますので、ご活用ください。
●インターネット視聴専用パソコンの設置や、私物パソコン等の持ち込みが可能になるため、各機材ごとに
利用できる座席を指定いたします。詳細は視聴学習室にてご案内いたします。
◆ 視聴学習室利用時間 ◆
火～金

土・日

１０：００～１８：００

放送教材の
郵送貸出について
放送教材の種類と枚数

片道
郵送料金

ＣＤ（またはＤＶＤ）×２枚まで

２５円

ＣＤ（またはＤＶＤ）×３枚

３５円

［詳細］・・・『学生生活の栞（２０１８年度）』

９：３０～１７：３０

平成３０年４月より、放送教材を郵送にて大学本
部からご自宅に取り寄せることができます。『ＢＳ
放送が受信できない』、『インターネット環境がな
い』、『学習センターやセンター外視聴施設が遠
い』という方はどうぞご利用
ください。
★１回の貸出につき３巻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。
★申込受付順に放送教材を確認して発送します。
★正午以降に受付けた場合は、翌日発送の扱いになります。

教養学部：Ｐ３３～３５・様式１９ 大学院：Ｐ４４～４６ ・様式１７
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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。
平成３０年４月からもセンター外視聴施設においては、利用方法に変更はありません。各施設
とも、スペースの関係上、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。
各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◆
所在地：水沢地区センター１階（奥州市水沢区字聖天８５－２）
ＴＥＬ：0197-23-3165
利用時間：月曜日～日曜日（水沢地区センターの休館日を除く）
月～土･･･８：３０～２１：００
日 ･･･８：３０～１７：００

◆放送大学岩手学習センター 釜石校◆
所在地：釜石市教育センター５階 釜石市鈴子町１５－２
ＴＥＬ：0193-22-8835
利用時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）
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：二戸市立図書館３階二戸市石切所字狼穴１－１
ＴＥＬ：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し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。）
新規開設科目やテレビ科目（ＤＶＤ）の配架までには数ヶ月を要する場合もありますので、
遅くても４月下旬までには申し込んでください（配架は６月になる予定です）。
配架されるまでの間は、郵送貸出をご利用ください。
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平成３０年度 第１学期 面接授業科目の

教養
学部

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、次ページの様式（「岩手学習センター利用の手引」や「面接授業時
間割表」巻末の様式、または放送大学ホームページからダウンロードした様式も可）に記入し
申請期間内に来所、郵送またはＦＡＸ＜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』または放送大学ホームペー
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３０年度第１学期に教養学部に在籍する全ての学生

※特別聴講学生は除きます

空席発表 ： ４月１４日（土）１２時開始 ※対象科目は５月１２日（土）以降に開講する科目
・・・空席状況は、岩手学習センター３階教務掲示板や放送大学ホームページにてお知らせします。
４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。

【追加登録 事前申請の場合】
申 請 期 間 ： ４月１４日（土）～ ４月１９日（木）１８時まで
・・・事前申請は来所、郵送または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 ： ４月２０日（金）～ ４月 ２８日 （土）１７時３０分まで
【４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】
・・・４月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、５月 １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。

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。

○ 平成３０年度第１学期面接授業 都合により日程に変更が生じましたのでお知らせします ○
「精神保健」（青木慎一郎先生）４月２１日（土）・２２日（日）→７月７日（土）・８日（日）
-７-

-８-

システムWAKABAのご案内
既にホームページやメールによる案内等で、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
「システムWAKABA」が全面リニューアルいたします。
今まで目的に応じて使い分けしていた「キャンパス・ネットワーク・ホームページ」が
「システムWAKABA」に統合されます。よって当該メンテナンスをもって「キャンパス・
ネットワーク・ホームページ」は廃止となります。
リニューアル予定日：3 月28 日（水）１３：００（予定）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
システム移行に伴い、下記の期間は「システムWAKABA 」および
「キャンパス・ネットワーク・ホームページ」は利用できなくなります。
・移行メンテナンス期間：3 月24 日（土）１７：００～3 月28 日（水）１３：００
下記の手続きを予定している方は、移行メンテナンス期間はシステムでの申請ができませ
んので、特にご注意ください（郵送での提出については、それぞれの提出期間まで受付てい
ます）。

休学・復学・退学手続き・・・
『学生生活の栞』をご確認のうえ、余裕をもって手続きしてください。

学生証再発行・・・
紛失等による再発行が必要な方は、上記期間外に学習センターで手続きしてください。

住所等変更手続き・・・
余裕をもって手続きしてください。また、現住所の変更をする場合は、最寄りの郵便局
に「転居届」を提出してください。

諸証明書交付願・・・証明書発行停止期間：3月24日（土） １７：００～１８：００
証明書が必要な方は、十分余裕をもって手続きしてください。
※ 新しい「システムWAKABA」の概要・マニュアル等については、次学期の印刷教
材等発送物の中にチラシとしても同梱しご案内いたします。
※ 現行の各システムにも概要やマニュアル、Q＆Aが掲載されています。

利用の手引きの送付について
例年４月上旬にお届けしている新年度版の「利用の手引き」ですが、今回は、新しい「システム
WAKABA」導入に関する情報整理のため、完成が例年より遅れております。ご不便おかけしますが、
新年度版「利用の手引き」は「イーハトーブ５月号」に同封しお届けしますのでご了承ください。
なお、その間の学習センタースケジュール等については「イーハトーブ３月号」や岩手学習センター
ホームページ、または直接お電話にてご確認ください。

-９-

各種証明書の発行について
各種証明書（１通につき２００円）の発行を希望される方は、「諸証明書交付願」を学習センター
へ提出してください。
郵送で請求する場合は、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にて
送付）と返信用封筒（長形３号で住所・宛名を明記、切手貼付）を同封してください。
手数料を現金で郵送される方は、『現金書留』にて送付してください。
詳細は、「学生生活の栞」に掲載しています。
※学期末・学期始めは、学籍状態によって発行までに時間を要する場合がありますので、事務室へお
問い合わせください。
システム移行メンテナンスによる 発行停止期間 ３月２４日（土）１７：００ ～ １８：００
※「諸証明書交付願」は、「学生生活の栞」の巻末に綴られています。また、放送大学ホームページ
から様式を印刷することもできます。

岩手大学図書館利用証の更新手続きについて
「岩手大学図書館利用証」は年度毎に更新手続きを行う必要があります。
平成２９年度の「利用証」有効期限は平成３０年３月３１日（土）までとなっています。
４月以降も利用を希望される方は、平成３０年４月１日（日）以降に、岩手学習センター視聴学習
室へ現在お持ちの「利用証」を提出してください。
なお、更新には２～４日ほど日数を要しますので、あらかじめご了承願います。新規利用申込みも
４月１日（日）から岩手学習センター視聴学習室で受付けします。（新規利用申込みの場合も、「利
用証」受渡しには２～４日ほど日数を要します。

岩手大学
図書館利用証

《学友会からのお知らせ》

～ 観桜会のご案内 ～

毎年恒例の観桜会を開催します。共に学ぶ学生と、センター所長をはじめ教職員との交流の場です。
【 日 時 】 平成３０年４月２８日（土） １２時３０分～
【 場 所 】 岩手大学図書館前芝生地内
【 会 費 】 １，０００円（飲食費として） 《申込み時または当日徴収》
【申込方法】 来所または、電話にて岩手学習センター事務室へお申込みください。
【申込期限】 ４月２０日（金）１８時まで
※放送大学の学生であれば、どなたでも参加できます。
※当日の１１時から１２時の時間帯に「学友会総会」を開催し、その後に「観桜会」を開催する予定です。
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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
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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（土） 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》）
◇２４日（土）～２８日（水） システムWAKABA移行メンテナンス期間（13：00リニューアル予定）
◇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）

４月

◇ １日（日）

月 火 水 木 金 土 日
1
2

3

4

5

6

7

8

◇１４日（土）
◇２０日（金）
◇２９日（日）

３月のゼミ
＜所長ゼミ＞ ２３日（金）

平成３０年度第1学期放送授業 放送開始
視聴学習室 室外貸出開始
集中科目履修生 学生募集要項配布開始
（学校図書館司書教諭講習・看護師資格取得に資する科目）
面接授業 空席発表
面接授業 追加登録受付開始（事前申請者は４月２８日（土）までに登録）
休所日（昭和の日）

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

４月の面接授業
●１４日（土）・１５日（日） 「大学で学ぶためのパソコン基礎」
●２１日（土）・２２日（日） 「家族心理学」

30
◇ １日（火）
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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・・・５月３１日（木）本部必着
学校図書館司書教諭講習
・・・６月 ７日（木）本部必着
◇ ３日（木）～５日（土）
岩手学習センター休所日
（憲法記念日・みどりの日・こどもの日）
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」

【編集後記】
システムwakabaがリニューアルし、より学生の皆さんに活用していただけるよう努めているところです。放送大学
は、”いつでもどこでも”学べることがひとつの特徴ですが、情報通信環境等の変化に対応するとし、視聴学習室もイン
ターネット視聴が中心になります。自宅に環境さえあれば、学習センターへ来る必要がなくなってしまいます。私は、熱
心に学習センターを利用され、すれ違えば「こんにちは」と挨拶を交し合う皆さんに支えられながら仕事をしています。
岩手学習センターは立地環境も非常に恵まれています。これからも、普段顔を合わせることの少ない学友に会いに、
お弁当を持って学生気分を、そんな気分転換も兼ねて、少しでも多くの方々に施設を利用していただき、いつまでも活
気ある岩手学習センターであって欲しいと切に願っています。 （中島）
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