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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

◇◆

読書の楽しみ
客員教員 齋藤 博次
岩手大学教授（人文社会科学部）
（専門分野：アメリカ文学・アメリカ文化）

若い世代の活字離れ・本離れが大きな社会問題として指摘されている。新聞や書籍を読まないた
めに、知識や教養の低下、社会や政治の問題への無関心、日本語運用能力の低下が進んでいると

いう指摘である。新聞の発行部数や書籍・雑誌の販売部数が減るようになったのは1990年代以降な
ので、活字離れ・本離れが進むようになってから既に20年以上が経っていることになる。
2018年に全国大学生活共同組合連合が行った調査（第５４回学生生活実態調査）によると、1日
の読書時間が0分の学生の割合は48.0％に達している。つまり、大学生の半数は読書習慣がまった
くないということになる。その理由については、幾つか指摘されている。アルバイトで忙しい。そもそも
大学生になる遥か以前から読書習慣が身についていない。インターネットなどのデジタルメディアの
普及で必要な情報が簡単に入手できる、などである。いずれにせよ、文系の学問を専門にしている
者にとって、大学生の半数が本を読んでいないという事実は、憂慮すべきことである。
どんな本が読まれているかについても危惧がある。ここ数年の年間ベストセラーを見ると、芥川賞
や直木賞の受賞作など話題になった小説や人気作家（たとえば村上春樹）の小説が読まれている
いっぽうで、いわゆる「ハウ・ツー」本が売れている。新しいダイエットや健康増進の本、人間関係を
円滑にするコツを教えてくれる本、お金儲けの本などがベストセラーの仲間入りをしている。気軽に
読めて生活に直接役立つことを狙って書かれた本である。ひととき流行って消費され、1～2年もしな
いうちに消えていってしまう本が多い。
読書とは、新しい刺激と知識を与え、人生を豊かにしてくれる楽しい経験だと思っている。社会や

思想に関する本であろうが、文化や文学に関する本であろうが、一人の著者が一つのテーマについ
て熟考して書いた本は、知的な刺激と新しい知見を与えてくれる。理解するのが難しい書物もときに
はあるが、著者の主張を辿りながら活字の世界をゆっくり散策する体験は楽しいものである。生活に
直接役立たない書物であってもよい。簡単に理解できない本であってもよい。様々な知的快楽を与
えてくれる本、生きることの意味について語ってくれる本。そうした本を読んで自分の考えを巡らすこ
とは、本当に楽しい経験になる。
放送大学では面接授業やゼミを担当している。そうした機会を活かして、読書する楽しさを伝えて
いけたらと思っている。
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２０１８年度第２学期、岩手学習センターからは
教養学部５０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。
【情報学プログラム】１名
大学院

計 １名

【生活と福祉コース】 １６名
【心理と教育コース】 １２名
【社会と産業コース】

７名

【人間と文化コース】

８名

【自然と環境コース】

３名

【 情

４名

報 コース】
学 部

～教養学部 卒業生～

計 ５０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、２０１８年度第２学期卒業の方々
を含めて、卒業生１,０１３名・修了生３９名となりました。

２０１８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２３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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梅津 勝吉 さん

－生活と福祉コース－

単位認定試験は記述の試験を避け、択一だけ

畑中 るり子 さん

－生活と福祉コース－

生涯学習は楽しいので、次は何の勉強をしようかな(^_^)

にしたら、学位記を授かるまでに十数余年かかっ
てしまいました。

Ｋinoshita さん

小野寺 忠 さん

－生活と福祉コース－

人生百年と言われる超高齢化社会で、７０才代は第二

－生活と福祉コース－

の青春と言われています。７０才で入学し、６年かけて“自
残り６２単位を取得し、大学卒業を目標に末娘の

然と環境”コースを、この度は“生活と福祉”コースを卒業

高校入学と同じ年に入学しました。３年間の充実し

することができ、充実した第二の青春期を過ごしています。

た時間をすごし、無事卒業できました。支えてくだ

新しい元号が始まる新年度からは“人間と文化”コースに

さった職員の皆様、ありがとうございました。

入学し、７０才代の掉尾を飾りたいと思っています。

シュガー さん

－生活と福祉コース－

後藤 公伸 さん

私は在学中に妊娠・出産を経て、途中休学もあり
ましたが、８年かけて卒業しました。放送大学は自
分のペースで学べることが良いところだと思います。

－生活と福祉コース－

学生生活１０年間で一区切りをしました。在学中は、所長
さんをはじめ職員の皆様に本当にお世話になり、楽しい学
生生活を送ることができました。ありがとうございました。

これから学ばれる方、ご自分のペースでがんばっ
てください。

Ｔ．Ｓ さん
秦野 春江 さん

－心理と教育コース－

７年間お世話になりました。いつもの生活の中で

－心理と教育コース－

放送大学の客員、スタッフの皆様、大変お世話になりまし
た。忙しい中での勉学は色々自分に疑問を持ちながら、ま

自分のペースで勉強が出来、幸せな時を過ごさせ

た意義を考えながらの毎日だったと思います。しかし、今

ていただきました。この場は離れますが、勉強する

は良かったと思います。

ことは続けたいと思います。ありがとうございました。

佐々木 郁子 さん
こっぺぱん さん

－心理と教育コース－

－心理と教育コース－
ＮＨＫホールの卒業式に出席したい一心で！？頑張った

他大学を中退し、リベンジで入ったのが放送大学

十数年・・・３人の子供を成人させ、母を看取り、仕事を続け

でした。社会人になってからの勉強は大変でしたが、

ながら・・・本当に山あり谷あり学生生活でした。お世話に

学ぶ喜びや楽しさもあらためて感じることができま

なった全ての皆様に感謝の気持ちで一杯です。ありがとう

した。今は卒業できたことが、ただただ嬉しいです。

ございました。
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伊藤 法子 さん

－心理と教育コース－

小山 康久 さん

生活と福祉専攻卒業後、心理と教育コースに入り、
２回目の卒業です。最初は２回も卒業できるかなとい

－心理と教育コース－

この６年間はゆっくり自分を見つめなおし、人生の新たな目
標が見つかった有意義な時間でした。

う不安もありましたが、在学生の皆さん、職員の皆さ
んに支えられながらの卒業です。とても嬉しく思ってお

柴刈 見穂子 さん

ります。また、新たな目標に向かって頑張ります。

－心理と教育コース－

三度目の卒業をすることが出来ました。回を重ねる毎に脳
にしみなくなってしまいました。でも、仲間や先生方、職員の

道 さん

－心理と教育コース－

皆様のお蔭で今日を迎えることが出来ました。ありがとうござ
いました。四回目のコースが四月から始まります。又、宜しく

諸先生、スタッフの皆様、そして家族の協力のおか

お願いします。

げで心理と教育コースを無事卒業することが出来まし
た。今後も自分なりに自分を高める知識を身につけて

Ｙ．Ｔ さん －社会と産業コース－

いきたいと思います。ありがとうございました。

大学に合格したのに入学せずに就職を決めた１８才の春。
それでもいつか大学へと思い続けながら仕事や家事に追わ

川向 吉彦 さん

－人間と文化コース－

れて、なかなか踏み切れずにいた私の背中を押してくれたの
は夫と子供でした。卒業までサポートしてくれた家族に感謝

４年間楽しく学ばせてもらいました。皆様に感謝申し
上げます。学友会での観桜会や本部の先生方との懇

です。そして、所長さんをはじめ、職員の皆様、４年間ありが
とうございました。

親会など、友好も深めることができました。

千葉 マキ子 さん
米澤 弥志夫 さん

－人間と文化コース－

二度目の卒業となりました。今回はＮＨＫホールで第
九の合唱にも参加することができました。思い出深い
卒業です。

２コース目の卒業です。今回は学びの楽しさと学友会の活
動で学びの友を得て、充実した学生生活を送ることができま
した。岩手学習センター所長様はじめ職員の皆様には大変
お世話になり、感謝申し上げます。

Ｓ．Ｙ さん
豊村 範子 さん

－人間と文化コース－

大学生活に憧れて入学し、早や十数年、やっと卒業

－人間と文化コース－

－自然と環境コース－

今回は「自然と環境」コースの卒業となりました。不得意の
分野ではありましたが、敢えて挑戦してはみたものの、難し

となりました。途中で投げ出したくなったこともありまし

かったと思っています。学習センターの皆様には大変お世話

たが、続けてこられたのはやはり学ぶことがとても楽

になりました。ありがとうございました。

しかったからです。テレビや新聞では知り得ない事柄
を学ぶことができ、私の人生観は変わりました。充実
した年月を過ごせたことに感謝の気持ちで一杯です。
本当にありがとうございました。
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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1４日（火）10時～6月４日（火）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2１日（火）～ 6月４日（火）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、２０１８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、２０１８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「２０１９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（月）～５月２４日（金）まで 本部必着
※システムWAKABAによる手続きは５月３１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。
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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（水）～ ６月７日（金） 〈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・・・２００４年４月１日以前に生まれた方
○出願期間・・・５月１日（水）～ ５月３１日（金） 〈郵送：放送大学本部（千葉県）必着〉
５月７日（火）９時 ～ ６月３日（月）１７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、２０１９年度第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。
-６-

２０１９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２０１９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『２０１９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。

～２０１８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
○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（第１
学期）のページ

学習交流会のご案内です♪
☆ 新入学者のための学習交流会 ☆
卒業生・ベテラン在学生（学友会）に分野、科目別

『単位認定試験への準備・対策』

に失敗談や成功談をまじえて、ためになる話をしてい

日時：６月８日（土）10時30分～12時

ただきます。新入学者はもちろん、在学生の方もぜひ

場所：岩手学習センター 会議室（4階）

参加してください。

申込は学習センター事務室まで（お電話でも可）

-８-

「Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ」
第１5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１5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、２０１7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：P130～132）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・12号～

◆オリエンテーション及び学習相談への出席

14号は658円で販売中です。《創刊号（第

◆大学が主催する学校行事への参加

1号）・第2・第3号は在庫わずかのため、セ

◆卒業研究の調査・研究指導のために指導教

ンターでは販売しておりません。詳しくは学

員の指示により旅行する場合

習センターまでお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

★２０２０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２０２０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：２０１９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

２０１７年度第２学期 第１年次入学者
及び
２０１８年度第２学期 第２年次編入学者

２０１９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

『面接授業講師（放送大学教授）を囲む会』の予告
《１回目》
日 時： ５月２５日（土） １８時～
会 場： 市内飲食店（未定）
「心理と教育コース 倉光修先生を囲む会」

学友会からの

お知らせです
《２回目》
日 時： ６月２２日（土） １８時～
会 場： 市内飲食店（未定）
「社会と産業コース 山岡龍一先生を囲む会」

※各先生のご都合を確認して開催します。（会費は３,０００円です）
-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 「無線ＬＡＮ利用申請書」の提出
視聴学習室の受付カウンターにて「無線ＬＡＮ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）

② 情報セキュリティ研修
学園が指定するｅ-ラーニングのサイバーセキュリティ研修（放送大学自己学習サイトの「情報セキュリティ
研修（学生用）」）を受講し、小テストに合格すると発行される「修了証」を窓口へ提示してください。
なお、 「修了証」の提示がない場合は、申請を受付できません。
注：１）情報セキュリティ研修受講の際は、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： Microsoft Windows（１０、８.１、７）、 Mac OS X １０.９ 以上、 Google Chrome OS 最新版
※バージョン： 設定画面で確認できます。

注：２）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。

③ 「無線ＬＡＮ利用許可書」の交付と接続
申請書の内容を確認後、「無線ＬＡＮ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）」、及び「学生持
込パソコン等で無線ＬＡＮを利用するための条件」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。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

所
長
事 務 長
教
務
総
務
広
報
学
務
会
計
視聴学習室
視聴学習室
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橋
佐
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及
中
佐
川
佐

本
藤
川
川
島
藤
守
藤
星

良 二
栄 宣
恵 梨
裕 子
香緒里
和 恵
美穂子
麻 美
朋 子

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

５月
月 火 水 木 金 土 日
6

7

1

2

3

4

8

9 10 11 12

◇ １日（水） 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時～６月３日（月）１７時まで
学校図書館司書教諭講習
・・・６月 ７日（金）本部必着
◇ １日（水）～５日（日） 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
５月の面接授業

13 14 15 16 17 18 19

●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」

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

６月
月 火 水 木 金 土 日
3

4

5

6

7

◇ ４日（火） 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（土） （郵送）２０１９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（土）まで・第２回９月２０日（金）まで＞
２０２０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

1

2

６月の面接授業

8

9

● １日（土）･ ２日（日） 「縄文文化論」
「韓国語入門」
● ８日（土）・ ９日（日） 「暮らしの中にある「憲法」」
「岩手の染織とホームスパン」
「精神生理学」

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

※「精神生理学」は日程が変更になりました。

●１５日（土）・１６日（日） 「人生１００年時代に備える」
「消費者法入門」
●２２日（土）・２３日（日） 「社会科学の哲学」

24 25 26 27 28 29 30

◆中

7月
月 火 水 木 金 土 日
1

2

8

9 10 11 12 13 14

3

4

5

6

7

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

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
◇１９日（金）・２０日（土） 大学院 単位認定試験
◇２１日（日） 、２３日（火）～２５日（木）、 ２７日（土）・２８日（日） 教養学部 単位認定試験

７月の面接授業
● ６日（土）・ ７日（日） 「岩手の彫刻」
「今昔・未来我々を救う微生物の力」
●１３日（土）・１４日（日） 「日常生活の中の有機化学」
「情報セキュリティ概説」
「ポップソングの歌詞で学ぶ英語」

【編集後記】
新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます！また、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。今年度もスタッフ一同、全力で皆様のサポートをさせていた
だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。（及川）
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