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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：https://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

◇◆

進化経済学者が
岩手内陸と沿岸を行き来して想うこと
客員教員 杭田 俊之
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］
猛暑だった夏を乗り越えて秋も深まり新学期放送大学での学習も深まりを見せている頃ではないで
しょうか。一方、昨今では地震や台風による大災害が相次ぎ、心痛めることがしばしばです。
今日、日本全国津々浦々で地方創生が叫ばれ、地域おこしや地域活性化に取り組む方たちの姿が
目に入ります。私がフィールドとする釜石はじめ三陸沿岸でも地域の持続性に向けた未来志向の取り
組みが粘り強く続いています。私が多少なりとも関係している事例をあげると、地域の文化と自然を生
かした観光・研修ツアーの開発、水産物未利用資源の活用を目指す六次化や地域ブランド化の取り組
み、IUターン促進の取り組み、漁業後継者・担い手確保の取り組み、地域再生リノベーションの取り組
みなどがあります。いずれも現地では重なり合いつつ定住人口を核として交流人口や関係人口の拡大

を目指すものとなっています。とても興味深い例を取り上げますと、釜石大観音（石応禅寺）の門前は
時代とともに商店会が解散し、すっかりさびれていましたが、ある方の「あそこはパワースポットだから」
という一声とIターン建築士の方の発案から人々が集まり、リノベーションの取り組みを進めています。
2015年夏から、空き店舗や路上を利用したイベント開催がおこなわれ、
破れたり痛んだりしていた、かつて商店のテントが取り除かれ、シャッ
ターがきれいに塗り直されています。さらに現在では、空き店舗を利用
改装したシェアオフィスが開設され、それとは別にゲストハウスがオー
プンするに至っています。民泊の推進など行政の仕掛けづくりや支援

も重要ですが、地域の方とIUターンの取り組み者が連携してそこに地
域再生の魂を入れていることが肝要であり、魅力だと思います。
私が専門としている進化経済学というのは、市場やビジネスの分
析だけに焦点を当てるのではなく、地域に共有される文化や自然資
源を背景とした地域社会の来し方来歴を踏まえて現状と将来を考察
するというものです。進化経済学会という学会には観光学部会という
のもあって、報告される地域の取り組みはさまざまです。地域で起こ
ったことをどのようにして受け止めるか、地域にある過去の来歴を地
元の方がいかにして今という時間に文脈付けるか、単なるノスタルジーではなく過去と今とのつながり
をいとおしむような気持ちが、過去の出来事を現在に引き受け、今のコミュニティを大切にし、隣人を大
切にしようというありかたにつながる気がします。興味深いのは「ダークツーリズム」という分野があって、
負の遺産であってもそのように考えられるとしています。未来志向の取り組みは、影の歴史も含めて今
につながる歴史への眼差しをもち続けることが、これからの地域の懐を豊穣化する歩みとなるのではな
いでしょうか。
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ご卒業おめでとうございます
去る９月３０日（日）、岩手学習センターにて「２０１８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３０名の方々が卒業されました。
２０１８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】

９名

【社会と産業コース】

５名

【人間と文化コース】

５名

【自然と環境コース】

３名

【情 報

１名

コース】
学

部

計 ３０名

～学位記授与式に出席された卒業生の方々～
放送大学全体で２０１８年度第１学期の卒業者数・修了者数は、卒業生：２，３４８名、

修了生：５名です。
岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、卒業生９６３名・修了生３８名となり
ました。

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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伊藤 るみ子 さん －生活と福祉コース－
50代からの学びは、私にとっては正直、45分の放送授業の視聴と200頁を超える印刷教材の黙読は
大変でした。そこで、２年間は学習センターを利用しました。散歩を兼ねて学習センターのある岩手大
学のキャンパスの四季を愛でながら至福の時間でした。３年目からは、私的な面で忙しくなり、学びは
自宅でインターネットが中心になりましたが、恒例の研修旅行や学友祭で顔見知りになった学友の方々
との交流は、通信制の大学ではありますが、リアリティーのある学びがあったことが卒業につながった
と思っています。更には、所長様を始め、事務職員の皆様の熱心な対応には感謝しています。ありがと
うございました。

工藤 郁子 さん

Ｅ．Ｓ さん

－心理と教育コース－

集中して学ぶ時間は、至福の時でもありま

卒業という実感が無いまま、単位修得に

した。放送大学で認定心理士の資格と大学院

なって、長かったような短かったような、

で教員の専修免許を得ることができました。

あっという間でした。スキルアップのため、

３.11の時とその後、腰痛になって入院先

新しい目標を立てたいと思います。学習セン

から車イスで試験に臨んだことが思い出の１

ター職員の皆様にも大変お世話になりました。

つでもありました。皆様のご健闘を祈念して

ありがとうございます。

やみません。先生方、事務室のスタッフの皆
様、ありがとうございました。
風花 さん
「明日死ぬように生きろ、

髙橋 さん

永遠に生きるように学べ」
在籍18年。これ程までに長かったのは途中

再入学して学びます。

10年ほど休んだ期間も含まれているからでは
あるが、この年月の長さに驚いてしまう。
放送大学に入学した時、一人娘は小学生だ

小野寺 嘉奈 さん

った。「子どもって？」がキッカケだった。

－社会と産業コース－

早いもので卒業を迎えることができ、感謝し

４単位取得して、いったん終了。

ております。仕事をしながら単位を取れるか不

娘が子を産み、孫を目の前にした時、娘の

安でしたが、無理をせず平日は夜寝る前の空い

時に果たせなかった卒業を目標に介護・孫か

た時間、週末の休みの日を利用し、テキストを

ての中、再入学。漸く今日の卒業式となりま

中心に学ぶことができました。エキスパートに

した。

もチャレンジし、目標を達成でき、大満足の学

入学した時、娘は小学生なら今孫も小学生。

生生活となりました。

ん～、何かしみじみ。
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野中 正昭 さん －人間と文化コース－
平成12年の１科目のみの科目履修生からスタートした学生生活も何故かしら長続きし、今日に到りました。
２回目の学部卒業を迎えることができ、センターの職員の方々に改めてお礼申し上げます。引き続き３回
目の卒業を目指したいと思っております。

小松 二三夫 さん

－自然と環境コース－

菊池 宏美 さん －情報コース－

今回で卒業できました事は、大学関係の皆様方

６回目の卒業になります。目標としていた

へは誠に感謝感謝であります。

グランドスラムを達成して、満足感でいっぱ

今後どういう道へ進むかは、ひとまず半年間の

いですが、これで本当に終わってしまうのか

休養の後、決めようと思っています。

と思うとさびしい気持ちです。
22年間たくさんのことを学ばせていただき
ました。これからも学ぶ気持ちを大切に、人

三浦 博 さん

－自然と環境コース－

生を歩んでいこうと思います。ありがとうご
ざいました。

放送大学に入学し、大学の科目を学び始めて
十数年になります。いつも試験では緊張感がつ
きまといますが、それが私の励みと生きがいに

１９５ＧＯ さん

なり、今日まで歩んで来ました。
これからも微力ながら何とか歩んで行きたい

２コース目はだいぶ時間がかかりましたが、

と思います。

やっと卒業です。

今回卒業の自然と環境コースの中の科目で、

放送大学で知り合った友人たちと別れるの

今年の地震、大雨、災害、温暖化と今も発生し

がつらいので、次のコースでまたがんばりた

ている自然災害は、受講した科目の中にあって、

いと思っています。

とてもためになりました。

岩手学習センターの皆様、たいへんお世話
になりました。また今後もお世話になります。
よろしくお願い致します。

盛岡 星子 さん

放送大学での日々は、学びたいことを自ら学び、目標に向かう意志（思）との闘いでした。自ら学ぼう
とする時の不安や苦しみは自ら選んだという心が大きな力となりました。学習の意義、本質が確かにあっ
たと思います。
卒業要件を満たした時の感想は「寂しさ」です。まだまだ学びたいという意欲の湧き上がりを感じまし
た。とういことで、今後もまだ学ぶ課程を選んでおります。
卒業にあたり、お世話になりましたセンターの皆さまへ感謝申し上げます。ありがとうございました。
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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５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］

答案提出期間

《Ｗｅｂ》
《郵送》

１１月 ９日（金）１０：００～１１月３０日（金）１７：００まで
１１月１６日（金）～１１月３０日（金） 〈本部必着〉

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。対象科目、受講方法等について、詳しくはシステムＷＡＫＡＢＡ
「キャンパスライフ→学習案内」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。）
前学期から引き続き在籍している方へ

◆２０１８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：Ｐ６６～７０

大学院：Ｐ６０～６４

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」
２０１８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、下記の期限までに変更手続き
をしてください。
●《システムＷＡＫＡＢＡで入力の場合》
１１月３０日（金）２４：００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２３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、速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、システムＷＡＫＡＢＡよりダウンロードすることもできます。

-５-

放送授業科目 インターネット配信中！
○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

面接授業（２学
期）のページ

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

岩手学習センターの４階実習室に、ノートパソ

スマートフォンなどを利用して、開設期間中ならいつで

コン（Windows7）１９台と、プリンタ（白黒印刷）を

も視聴することができます。視聴方法や各機器推奨

設置しています。放送大学生であれば誰でも自

環境をホームページで確認のうえ、ご活用ください。

由に利用できますので、ぜひご活用ください。

※スマートフォン・タブレット視聴には専用アプリケー

ご利用の際は、事務室で使用簿にご記入の上、

ション「ネット配信」のインストールが必須です。Google

学生証を預けてください。

Play、または App Store から無料ダウンロードするこ

※面接授業等で使用できない場合もありますの

とができます。課金されることはありません。

で、事前に事務室へご確認ください。
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教養学部

２０１８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」２６～２７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２０１８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
で確認するか、事務室へお問い合わせください。

～２０１８年度第１学期面接授業の様子～

第６回 英語バイアスロン開催のお知らせ
三浦勲夫先生が会長をつとめる４Ｌ会主催（岩手学習センター共催）で英語バイアスロンが開催
されます。皆さん奮ってご応募ください！

★応募作品 ： Ａ４判用紙１枚程度
★内

容 ： 意見・主張・文芸（短歌、俳句、詩を含む）・生活など

★原稿締切 ： 2019年1月15日（火）岩手学習センター必着
★ 発 表 会 ： 2019年3月開催予定（詳細は未定）
★ 郵 送 先 ： 〒020-8550 盛岡市上田三丁目18-8
放送大学岩手学習センター「英語バイアスロン」係

※発表会の審査につきましては、会場からの投票とします。
詳しくは、学習センター事務室に置いてある募集要項をご覧ください。
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学生研修旅行

～ 一関の文化や自然、食を楽しんできました～

去る１０月１７日（水）、学生研修旅行が実施され、有意義で楽しい１日を過ごすことができました。

【行程】岩手学習センター出発
→ 一関市～平泉町
京屋染物店
世嬉の一
厳美渓・サハラガラスパーク
平泉文化遺産センター
道の駅平泉
→ 岩手学習センター帰着

～ 一関市 世嬉の一前にて ～

◆◇ 学生研修旅行に参加した方からご寄稿いただきました ◇◆

一関方面に行って来ました！

熊谷 しお子さん（全科履修生）

日帰り旅行なのに前夜から楽しみでワクワクしたのは、40～50年ぶりだろうか？
“学生”という特権なのかもしれないが、まるで若返ったようでとても清清しい気分で参加しました。
バスガイドさんが車窓から見える山や川、田園の風景や住居、食文化や災害（台風）の事など沢山
説明して下さり、勉強になりました。
創業100周年を迎える京屋染物店は、自営業者の高齢化の昨今、４代目という若い経営者と社員
の説明や作業を見学して感銘を受けました。
世嬉の一いわて蔵ビール工場は、1300～4000Ｌのタンクが合計で19本もあるという大きなタンクと
設備に驚きました。
厳美渓では流れている水がエメラルドグリーンで感動し、ガイドさんの説明で異国の文化の様に感
じた空飛ぶだんご「郭公だんご」の販売方法がとてもユニークで、大笑いしながら、昼食後だったのに、
学生さんが買っただんごをごちそうになり、とても美味しかったです。
ここで楽しく時間を費やしてしまって、サハラガラスパークはちらっと見ながら素通りになりました。
平泉の文化遺産センターでは、歴史の事は不勉強でしたが、女房装束の着物を着て写真を撮って
もらいました。時間がなくて、わたわたと急いで試着し、へんかもしれないけれど満足！私は成人式
も結婚式も還暦祝いもなかったので、とても嬉しく思い出に残る良い体験でした。
蔵元レストランせきのいちでの昼食はとても美味しく、普段飲まないビールも注文。食事をしながら
のビールはひと口も飲めなかったのに、美味しく飲むことができ、１番のビールでした。あんこ餅には、
180mlのお酒のプレゼントが当たる“棒”が入っていてラッキー！私は「貧乏」の棒だと言い、学友会
会長さんは「果報」の棒だと言い、お店のスタッフさんから「萩」の棒と聞いて大笑い。アイデアに感心。
帰りのバスの中では参加した学生さんの差し入れや手作り料理を頂き、有難く、楽しい研修旅行で
した。
来年もまた楽しみになり、皆さんに感謝
合掌
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★

大学説明会・相談会を開催します ★

2019年度第１学期の学生募集が１２月１日（土）から始まります（第１回出願：２月２８日（木）
必着、第２回出願：３月１７日（日）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。
★ 二戸会場 ★

★ 釜石会場 ★
1/18（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

2/15（金） 13：30～15：00
会場：二戸市立図書館
3階 視聴覚室

★ 花巻会場 ★
2/17（日） 13：30～15：00
会場：花巻市文化会館
1階 第１会議室

★ 北上会場 ★
★ 盛岡会場 ★

12/16（日） 13：30～14：30
会場：北上市文化交流センター
さくらホール
2階 会議室 1・2

※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！

放送大学学友会主催

12/14（金）・12/15（土）
1/11（金）・ 1/12（土）
2/8（金）・2/9（土）
各回ともに10：00～11：30
会場：岩手学習センター
4階 講義室

「忘年会」のご案内

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。
《日 時》１２月２３日（日）

14:00 ～ 17:00
《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〕

～ 昨年の忘年会の様子 ～
《会 費》３，０００円（料理・飲み物）

《参加申込》現在受付中です。

※会費はお申込み時、または当日会場にて

※１２月１２日（水）１８時までに、

お支払いください。

学習センター事務室へ来所または

★定員50名（先着順）

お電話にてお申込みください。

※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。
-９-

１１月～１月の
岩手学習センター休所日

大学入試センター試験に伴う
休所のご案内

《１１月の休所日》
大学入試センター試験が岩手大学を会場に行

◎毎週月曜日

◎１１月 ３日（土） ［文化の日］

われるため、岩手大学は入構規制が実施されま

◎１１月２３日（金） ［勤労感謝の日］

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

《１２月の休所日》
◎毎週月曜日

試験間近で、皆さまにご不便おかけしますがご

◎１２月２３日（日） ［天皇誕生日］

了承ください。

◎１２月２９日（土）～３１日（月）

大学入試センター試験に伴う休所

《１月の休所日》

２０１９年１月１９日（土）～２０日（日）

◎毎週月曜日
◎１月１日（火）～３日（木）
◎１月１９日（土）～２０日（日）

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（８２円切手貼付、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：P１２７～１２９

大学院：P１０９～１１０

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

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
試験期間
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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

１１月
月 火 水 木 金 土 日
5

6

7

1

2

3

8

9 10 11

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

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
月 火 水 木 金 土 日
7

4

5

1

2

8

9 10 11 12 13

6

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

休所日（文化の日）
（Ｗｅｂ）通信指導 提出開始 ＜１１月３０日（金）１７：００まで＞
（郵送）通信指導 提出開始 ＜１１月３０日（金）まで（本部必着）＞
休所日（勤労感謝の日）

4

12 13 14 15 16 17 18

3

◇ ３日（土）
◇ ９日（金）
◇１６日（金）
◇２３日（金）

１１月の面接授業
●１０日（土）・１１日（日） 「神経活動の役者たち」
「タンパク質の細胞内輸送」
●１７日（土）･１８日（日） 「環境問題と社会・生活・行動」
「日本住文化史」
●２４日（土）・２５日（日） 「食と健康の科学」
「郷土の文学と旅と山」

１１月のゼミ
＜所長ゼミ＞
１６日（金）

◇ １日（土） ２０１９年度第１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回募集２月２８日（木）まで・第２回募集３月１７日（日）まで＞
◇１８日（火） 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（日） 休所日（天皇誕生日）
◇２９日（土）～３１日（月） 休所日
１２月の面接授業
● １日（土）・ ２日（日） 「心理検査法基礎実習」
「地域社会学」
● ８日（土）･ ９日（日） 「メモと思考とデジタル技術」
「ケアから考える生と死」
「岩手の地域経済と産業」
●１５日（土）・１６日（日） 「初歩から復習する英語の仕組み」
「食用作物学」

１２月のゼミ
＜所長ゼミ＞
２１日（金）

◇１日（火）～３日（木） 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
◇１９日（土）～２０日（日） 休所日（大学入試センター試験）
◇２４日（木） 集中科目履修生（看護師資格取得に資する科目）再試験
◇２４日（木）・２６日（土） 大学院 単位認定試験
◇２５日（金）・２７（日）・２９日（火）～３１日（木）・２月２日（土） 教養学部 単位認定試験
１月の面接授業
● ５日（土）・ ６日（日） 「現代の教育課題と岩手の子ども」
●１２日（土）・１３日（日） 「アメリカの小説」
「北緯４０度地帯の自然と人間」

【編集後記】
暑かった夏も終わり、やっと涼しくなったなぁとホッとしたのもつかの間・・・冬の足音が近づいていますね。
これからの時期は気温もぐっと下がり、体調を崩しやすくなります。温かいものを食べて栄養をつけ、岩手
の長い冬を乗り切りましょう！
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