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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

◇◆

ロゴセラピーと看護
客員教員 菊池 和子
岩手保健医療大学 看護学部教授
〔専門分野：基礎看護学・がん看護学〕

ロゴセラピーというと、放送大学では岩手大学教授の山口浩先生がゼミでロゴセラピーの創

始者であるフランクルの著書「夜と霧」の読書会をなさいました。そのゼミに参加なさった方や私
のゼミや面接授業に参加なされた方はお聞きになったことがあると思います。
ロゴセラピーは、「意味」（ギリシャ語でロゴス）を軸にしながら、意味を求めるための助けを提
供する心理治療です。フランクルは、仕事など創造ないし活動の中に実現できる創造価値、美し
い景色や音楽を聴くなどの体験から得られる体験価値、人間が生命の制限に対して見出される
ような態度価値が存在している、と述べています。
看護界では、看護理論家のジョイス・トラベルビーがフランクルの影響を強く受け、「看護とは、
対人関係のプロセスであり、それによって専門実務看護師は、病気や苦難の体験を予防したり
あるいはそれに立ち向かうように、必要な時にはいつでも、それらの体験のなかに意味をみつ
けだすように、個人や家族、あるいは地域社会を援助するのである」、と定義し、態度価値への
援助を述べています。また、「看護師の職務は、病人や家族に看護師自身の意味を押しつけな
いようにしながら、病人が病気に対する意味に到達するよう援助することである。すべての病人
が、この援助を求めるだろうとは限らない。そこで、看護師がまず確かめなければならないのは、
援助が求められているかどうか、ということである。」、と述べているようにすべての人がそのよ
うな援助を求めているとは限りません。私が看護師としての経験や看護教員として学生の実習
で出会った患者さん方で、病気を受け入れ、ご自分の状態を前向きにとらえて周囲の方々への
気配りをなさっている患者さんとの出会いから多くのことを学ばせていただいています。このよう
な方はご自身で、あるいは周囲の方々の支援により、意味を見出しているのだと思います。
トラベルビーは、病気という苦難をどう生きるか、そのことに困難を感じている方への支援を看
護師の役割として述べています。トラベルビーの著書である邦訳「人間対人間の看護」の原書は
1971年に出版されたものですが、その内容は現代の医療・看護に通じるものであり、ところどこ
ろにフランクルの引用が見られます。ロゴセラピーや看護にご関心のある方に読んでいただけれ
ば、と思います。
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【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。

＊ ２０１８年度第２学期 学位記授与式 ＊
【日時】３月３０日（土）９：５０～１０：４０
【会場】岩手学習センター４階 会議室

２０１８年度第１学期学位記授与式

＊ ２０１９年度第１学期 入学者の集い ＊
【日時】３月３０日（土）１１：１０～
【会場】岩手学習センター４階 大講義室
※１０：４０から新入生オリエンテーションを開催いたします。
２０１８年度第２学期の入学者の集い

～ 交流会のご案内 ～
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、
１１：３０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
ちしております。

参加申込
受付中です！

前回の交流会の様子

【 申込み 】３月１７日（日）１８：００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。
-２-

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。
2019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（2018年１２月１日～2019年２月２８日）出願者
→「入学者の集い（３月３0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2日（火）１３：００以降お渡し可能です。

 第２回募集期間（２０１９年３月１日～３月１７日）出願者
→４月２０日（土）１３：００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「H３１年03月末」となっている全科履修生・修士全科生の方
 ４月２日（火）１３：００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
◆１２日（火）岩手大学個別学力検査
◆２１日（木）春分の日
◆３０日（土）※学位記授与式・入学者の
集いのため、在学生のセン
ター利用はできません。

◆毎週月曜日
◆３０日（火）休日

◆毎週月曜日
◆１日（水）天皇の即位の日
◆２日（木）休日
◆３日（金）憲法記念日
◆４日（土）みどりの日
◆５日（日）こどもの日

期

間

２０１９年度第１学期
試験期間前
４月 ２日（火）～７月１８日（木）
２０１９年度第１学期
試験期間中
７月１９日（金）～７月２８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
２０１９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１４日（木）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１２日（火）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
２０１９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（金）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 ３日（水）までに学費をお振込みください。
３月16日（土）以降に学費を納入した場合、印刷教材の到着は ４月 １日（月）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（Windows１０・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。

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
放送教材の入れ替えや図書資料の整理等、視聴学習室内での作業を行うため、学期末
の利用可能日が変更になります。詳しくは、下記カレンダーをご確認ください。
学生の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。
なお、新年度は４月２日（火）から利用可能となります。
◆

３月１１日（月）～３月３１日（日）までの視聴学習室カレンダー ◆

月

火

１１日

１２日

休所日
１８日

休所日
１９日
閉 室

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

２０日
閉 室

２１日

２２日
閉 室

２３日
閉 室

２４日
閉 室

２９日
閉 室

３０日
閉 室

３１日
閉 室

休所日
２５日

休所日
２６日
閉 室

２７日
閉 室

２８日
閉 室

学位記授与式
入学者の集い

休所日

◆ 視聴学習室利用時間 ◆
曜日

利用時間

火～金

１０：００～１８：００

土・日

９：３０～１７：３０

２０１９年度より、学習センターに新規開設科
目のＤＶＤ・ＣＤの配架はありません。２０１９年
度以降に開設された科目を視聴する際には、
視聴学習室に設置されているインターネット視
聴用のパソコンをご利用いただき、インターネッ
ト配信で視聴ください。

２０１９年４月より、放送教材の郵送貸出について
貸出本数及び貸出日数が変更になります。郵送貸出を
希望される方は、放送大学本部へ申請をしてください。

放送教材の
郵送貸出について

※詳細につきましては「学生生活の栞（2019年度）」
教養学部：P33～35（様式１９）、大学院：P44～46・（様式17）をご確認ください。

教材の枚数 目安
（DVD・CD 共通）

重さ

第四種
郵便料金

１枚

～１００ｇ

１５円

２枚

１０１ｇ～２００ｇ

２５円

３～４枚

２０１ｇ～３００ｇ

３５円

５枚

３０１ｇ～４００ｇ

４５円

★これまでの貸出は１回の申込みにつき３本までとなっていま
したが、２０１９年４月以降は１回につき５本まで申込み可
能です。
★貸出期間は発送に要する期間を含めて１４日以内です。
（２０１９年４月以降）
★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。

※送料は送付物の重さによって料金表と異なる場合があります。
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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。
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◆
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
★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。
★館内ではご自身のパソコンや携帯端末を持ち込んで使用することもできます。
★Wi-Fiでインターネットが自由に利用できます。この場合の安全管理はご自分で行っていただきます。

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（本部宛）をご利用ください。
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２０１９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』またはシステムＷＡＫＡＢＡ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 ： ２０１９年度第１学期に教養学部に在籍する全ての学生

空 席 発 表 ： ４月１3日（土）１２：００開始

※特別聴講学生は除きます。

※対象科目は４月２７ 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19日（金）１５：００以降は、システムＷＡＫＡＢＡにて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１３日（土）～ ４月１８日（木）１８：００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１９日（金）～ ４月２８日 （日）１７：００まで

【４月２２日（月）は休所日】

※４月２７日（土）・２８日（日）開講の科目は、追加登録期間が２４日（水）までとなります。

【追加登録 事前申請期間後に申請した場合】
・・・４月１９日（金）午前１０：００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７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？
◆放送授業とは別に受講する、独立した科目です。教室等の場で直接、教員から指導を受けます。授業会場は主に学習セ
ンターの講義室です。なお、前回のイーハトーブでもお伝えした通り、２０１９年度第１学期より面接授業が変わります。総時
間数（６７５分）を確保するため、原則として１コマの授業時間が８５分から９０分（最後の８時限目は４５分）に変更となります。
また、授業時間とは別に成績評定のための試験・レポート等の時間が設定されます。
◆成績評価に関しても、２０１９年１学期より変更（放送授業、オンライン授業と同じく、合・否⇒ Ａ ～Ｅの６段階）となります。
◆面接授業の内容としては、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等、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。
-７-
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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」をご確認ください。
※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。
※「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、システム
ＷＡＫＡＢＡ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。
２０１８（平成３０）年度の「利用証」有効期限は２０１９（平成３１）年３月３１
日（日）までとなります。
４月以降も利用を希望される方は、２０１９（平成３１）年４月２日（火）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、予めご了承願います。新規利用申
込みも４月２日（火）より当学習センター視聴学習室で受付します。（この場合も「利
用証」受渡しには２～４日ほど日数を要します。）

学生控室の忘れ物コーナーをご確認ください
岩手学習センター４階学生控室に忘れ物コーナーを設置しています。
２０１８（平成３０）年度第２学期単位認定試験の試験会場や自習室にあった忘れ物も
ありますので、来所の際に確認をお願いいたします。
なお、１年を経過した忘れ物はこちらで処分させていただきますので、ご了承くださ
い。これから面接授業等で学習センターを利用する方も、忘れ物には十分注意の上、ご
利用ください。

-９-

単位認定試験問題及び解答の公表について
２０１８年度第２学期の単位認定試験問題は、全ての科目
についてシステムＷＡＫＡＢＡと学習センターで閲覧するこ
とができます（試験問題の中に問題作成者の著作権が含まれ
ている場合には、当該箇所のみ非公開とします）。
解答については、主任講師の了承があった科目のみ公開し
ております。解答を公開しない科目についても、解答のかわ
りに、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）を公表します。
学習センターにおいては、試験問題や解答をコピーするこ
とや、実習室のパソコンから印刷することはできませんが、
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
ことや、実習室のパソコンからＵＳＢメモリ等の外部記憶装
置に複製することは可能です。（ご自宅では、パソコンから
の印刷も可能です）

《 公表期間 》
試験問題 ： ２０１９年２月 ８日（金）～２０２０年２月２５日（火）
解

答 ： ２０１９年２月２６日（火）～２０２０年２月２５日（火）

《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。
当日の１１：00～１２：00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。
【日

時】

【場 所】
【会 費】
【申込方法】
【申込期限】

２０１９年４月２７日（土）１２：３０～
岩手大学図書館前芝生地内
１，０００円（飲食費として）《申込み時または当日徴収》
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。
４月１９日（金）１８：0０まで
※放送大学の学生であれば、どなたでも参加できます。
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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
◇ １日（金）

３月
月 火 水 木 金 土 日
4

5

6

7

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17

◇ ２日（土）
～ ３日（日）
◇１２日（火）
◇１７日（日）
◇１９日（火）
～３１日（日）
◇２１日（木）
◇２３日（土）
◇３０日（土）

18 19 20 21 22 23 24

２０１９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１７日まで）
教員免許更新講習修了認定試験
休所日（岩手大学個別学力検査）
教養学部生・修士選科生・修士科目生出願受付締切（第２回）
視聴学習室 利用停止
休所日（春分の日）
学位記授与式（放送大学本部主催 会場：NHKホール《東京都》）
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。

25 26 27 28 29 30 31

４月

３月のゼミ

◇ １日（月）

月 火 水 木 金 土 日
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

◇１３日（土）
◇１９日（金）
◇３０日（火）

15 16 17 18 19 20 21

●２７日（土）・２８日（日） 「大学で学ぶためのパソコン基礎」
「健康決定要因と生活習慣病」

29 30
◇ １日（水）

月 火 水 木 金 土 日
6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

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

２０１９年度第1学期放送授業 放送開始
夏季集中科目履修生 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
休所日（休日）

４月の面接授業

22 23 24 25 26 27 28

５月

＜山口ゼミ＞ ９日（土）、１６日（土）
＜杭田ゼミ＞ ９日（土）、１０日（日）
＜所長ゼミ＞ ２２日（金）

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・・・５月３１日（金）本部必着
※インターネットによる出願は５月７日（火）9：00～６月３日（月）17：00まで
学校図書館司書教諭講習
・・・６月 ７日（金）本部必着

◇ １日（水）
休所日（天皇の即位の日・休日・憲法記念日・みどりの日・こどもの日）
～ ５日（日）

５月の面接授業
●１１日（土）・１２日（日） 「犯罪の社会心理学」
「カイコで知る昆虫科学とその応用」
●１８日（土）・１９日（日） 「環境の文化と思想」
「心理学実験２」
●２５日（土）・２６日（日） 「内界表現と個人的当為の措定」

【編集後記】
草花の芽吹きを見つけるたびに、岩手にも春が近づいているんだなぁと感じる今日この頃です。今学期ご卒業・
修了の皆さま、誠におめでとうございます。これから新しい環境でスタートされる方、あるいはもう１度放送大学
でお勉強される方等、4月からそれぞれの目標に向かって頑張っていかれることと思います。職員一同、また新た
な気持ちで皆さまをサポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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