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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

◇◆

季節と学校
客員教員 馬場 智子
岩手大学准教授（教育学部）
［専門分野：比較教育学・教育方法学］

本号が出るころは、稲刈りの季節でしょうか。私たちは「稲刈り」というと一面黄金色
の田んぼを思い浮かべますが、実はそうでない国もたくさんあります。
仕事でインドネシアを訪れた時の事、学校への移動中に黄金色の田んぼを見て「ああ、日
本と同じ風景だなあ」と感慨深い気持ちになっていた所、次の角を曲がるとまだ若い青々と
した稲が。「？」と思って次のカーブを超えると、なんと稲刈りする人たちの横で、田植え
をする人がいるではありませんか。びっくりして学校で尋ねると「この辺りは三毛作ですか
ら、時期をずらした田んぼが隣り合っていることもあるかもしれませんね」とのこと。そこ
で納得しました。インドネシアは熱帯ですので、年間を通じてお米の収穫ができます。です
から、この地域では日本のように●月に田植え、△月に稲刈り、とは決まっていないとの事
でした。頭ではわかっていても、こうして違いを見るまで「稲の収穫はどこでも同時に行う
もの」と思い込んでいました。日本の季節感覚は、自分の身体にしみ込んでいると気づかさ
れました。
季節感覚といえば、実は学校での活動も、その土地の自然とリンクしています。例えば運
動会。私は運動会といえば秋に行うもの（昔、体育の日は10月10日と決まっていましたが、
今もその前後に行う学校が多いです）と思っていましたので、こちらに赴任して、春に運動
会シーズンがあるという事に驚きました（ただ温暖化の進む昨今ですから…残暑の残る時期
よりも気持ち良い春に運動するのは理にかなっているなあと思います）。

また、私たちは入学式の絵として、4月・桜の花に囲まれた校舎を思い浮かべますが、世
界的にみると、4月に学校を開始する国は少ないようです。例えば同じ北半球でも欧米諸国
の多くは9月が新学期。その前は長い長いバカンスです。タイは3～5月頭までが同じくバ
カンス（この期間は乾季で、1年の中でも特別暑い時期です）で、その後新学期が始まりま
す。つまり、長い休みでリフレッシュした後に新しい年度を迎える、というわけです。私と
しては、まだ少しだけ肌寒い、きりっとした空気の中で迎える日本の新学期も良いし、たっ
ぷり休んで元気をつけて新学期を、というのもよくできているなあと感じます。また、それ
ぞれの国で「新学期の花」というものがあるのか聞いてみたいなと思います。

-１-

ご卒業おめでとうございます
去る９月２９日（日）、岩手学習センターにて「２０１９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２０名の方々が卒業されました。
２０１９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】

６名

【心理と教育コース】

７名

【社会と産業コース】

３名

【人間と文化コース】

３名

【情 報 コース】

１名

学 部

計 ２０名

～学位記授与式に出席された卒業生の方々～

岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、卒業生１,０３３名・修了生３９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ページ
に掲載しています。
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エフエフ さん －生活と福祉コース－
ちょっと寄ってみた放送大学はとてもいいところとなり、スタッフの方々も対応がよく、感謝です。
今後ともお世話になります。いつの間にか卒業できたんだとまだ実感はないのですが、今まで知らない
ことが山ほどあることを知らされた６年間でした。

長井 俊子 さん －生活と福祉コース－
藤原 さん －心理と教育コース－

多くの科目があり、幅広く学ぶことができまし
た。面接授業では２日間みっちり専門の先生から

無事に卒業することができ、嬉しいです。

教わることができ、直接仕事とは関連のない分野

放送大学で学んだことは今後の人生に活か

でも興味深く勉強できました。社会人になってか

していきたいです。

ら試験を受ける機会も多くないため、とても新鮮

長い間お世話になりました。ありがとう

な気持ちで臨むことができ、有意義な学生生活

ございました。

だったと思います。
ありがとうございました。

奥州市 及川 さん

－心理と教育コース－

橋本センター長はじめ、職員の皆様、卒業の今日まで大変お世話になりました。今後ともよろしく
お願い申し上げます。
早いもので、５年の歳月が経っていたことを思い起こしております。岩手大学の農学部で地域連携
のプロジェクト研究が行われ、農業研究の部門にI.A.F.S.（農業での六次産業コンサルタント）学習
が切っ掛けでした。研究発表の会場が４階の奥にありますホールでした。その際に手に取った入学案
内の黄色い封筒の中の内容を見て、すぐさま申し込んだ時のことを思い出します。学友の皆さんから
多くの刺激をいただいたり勇気をいただいたりで、やっとの思いでここまで来れました。現在にあっ
ても、学習の中での学びを活かし仕事を続けさせていただいています。

大沼 恒夫 さん －情報コース－
平成６年に入学し、３回目の卒業となります。目指すは
大学院でも名誉学生でもなく、生涯放送大学生であり続け
ることです。「生活と福祉コース」に再入学します。
“生きることは学ぶこと、学ぶことは楽しみ” 放送大学。
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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（火）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 ８日（金）１０：００～１１月２９日（金）１７：００まで
１１月１５日（金）～１１月２９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→学内連絡」をご覧ください。
◆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

◆２０１９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：Ｐ６７～７１

大学院：Ｐ６２～６６

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」
２０１９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》
１２月２日（月）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２５日（月）［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。
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教養学部

２０１９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。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２０１９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。

～２０１９年度第１学期面接授業の様子～

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。なお、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

★自習室のパ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 コン

スマートフォンなどを利用して、開設期間中ならいつ

（Windows10）１９台と、プリンタ（白黒印刷）を設置してい

でも視聴することができます。視聴方法や各機器推

ます。放送大学生であれば誰でも自由に利用できますの

奨環境をホームページで確認のうえ、ご活用ください。

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、学生証

ション「ネット配信」のインストールが必須です。

を預けてください。

Google Play、または App Store から無料ダウンロー

※面接授業等で使用できない場合もありますので、事前

ドすることができます。課金されることはありません。

に事務室へご確認ください。
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学生研修旅行
去る１０月９日（水）、学生研修旅行が実施され、岩泉の自然や食を楽しんできました！

～ 道の駅 三田貝分校前にて ～

◆◇ 学生研修旅行に参加した方からご寄稿いただきました ◇◆

「岩泉再発見～研修旅行感想」

吉成 美紀 さん（全科履修生）

研修旅行の前日は、土砂降りの雨でした。楽しみにしていたので心配していたら、当日は風は強
いけれど晴れていました。岩手学習センターには強力な晴れ男か晴れ女がいるのでしょう。虹に見送
られ、バスで岩泉に向かいました。博学なバスガイドさんの名所や歴史、文化についてのお話に夢中
になっているうちに、目的地にあっという間に着きました。盛岡の材木町にお店がある純木家具の工
場では、ちょっぴり“注文の多い学生たち”になって職人さんに積極的に質問し、材木が板になってい
く様子や、椅子を組み立てる過程を説明付き実演で見せてもらいました。職人さんのこだわりや、精
密な作業のもとで素敵な家具が作られている事が分かりました。台風の影響で増水した川の水で被
害を受けた岩泉乳業では、真新しくきれいな工場の柱の高い所にここまで水が来たという印があって、
その高さに驚き、大変な思いをしながらヨーグルト作りを再開したという話を聞いて、見学の後にいた
だいた飲むヨーグルトを工場の人たちの努力の結晶なのだと思って味わいました。昼食の後は、日本
三大鍾乳洞の一つ龍泉洞を見学しました。鍾乳石や澄んだ水の美しさに感動しながらも、長くて狭く
て急な階段を上り下りして、私にとっては大変でした。今年の研修旅行は、頭だけでなく体も使ってね
という事だったようです（笑）。うれいら商店街の散策では風情のある蔵造りの建物を見たり、お土産
を買ったりしました。もう少し時間が欲しかったです。私の場合は、バスで隣の方に山や自然について
のお話を聞くことが出来、さらに有意義でした。
計画して下さった事務の皆さん、本当にありがとうございました。参加した皆さん、お疲れ様でした。
来年も（どこに行くのか分からないけれど）行けるといいなぁと、終わったばかりなのに、今から期待
している私です（笑）。
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★

大学説明会・相談会を開催します ★

20２０年度第１学期の学生募集が１１月２６日（火）から始まります（第１回出願：２月２９日（土）
必着、第２回出願：３月１７日（火）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。

12/20（金） 13：30～15：00
会場：二戸市立図書館
3階 視聴覚室

★ 花巻会場 ★

★ 北上会場 ★

★ 二戸会場 ★

12/22（日） 13：30～15：00
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

★ 盛岡会場 ★

★ 釜石会場 ★
3/6（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

※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

2/16（日） 13：30～15：00
会場：花巻市文化会館
1階 第１会議室

12/14（土）・12/15（日）
1/10（金）・ 1/11（土） ・1/12(日）
2/7（金）・2/8（土）・2/9（日）・2/22（土）
3/7（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２１日（土）

18:00 ～ 20:30
《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（木）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。
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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》
◎毎週月曜日

大学入試センター試験が岩手大学を会

◎１１月 ３日（日） ［文化の日］

場に行われるため、岩手大学は入構規

◎１１月２３日（土） ［勤労感謝の日］

制が実施されます。よって、下記の日程

《１２月の休所日》
◎毎週月曜日

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。単位認定試験間近で、

◎１２月２９日（日）～３１日（火）

皆さまにご不便おかけしますがご了承く

《１月の休所日》
◎毎週月曜日

ださい。

◎ １月 １日（水）～ ３日（金）

大学入試センター試験に伴う休所

◎ １月１８日（土）～１９日（日）

２０２０年１月１８日（土）～１９日（日）

◎ １月２４日（金）
◎ １月３１日（金）

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（８４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：P１３０～１３２

大学院：P１１４～１１５

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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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
が可能です。
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）、 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。
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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
4

5

6

7

1

2

8

9 10

3

11 12 13 14 15 16 17
18 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
6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

◇ ３日（日）
◇ ８日（金）
◇１５日（金）
◇２３日（土）
◇２６日（火）

休所日（文化の日）
（Ｗｅｂ）通信指導 提出開始 ＜１１月２９日（金）１７：００まで＞
（郵送）通信指導 提出開始 ＜１１月２９日（金）まで（本部必着）＞
休所日（勤労感謝の日）
２０２０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２９日（土）まで・第２回募集３月１７日（火）まで＞

１１月の面接授業
● ９日（土）・１０日（日） 「学校教育の現状と課題」
「刑法という法律について」
「野菜の科学２」
●１６日（土）･１７日（日） 「加齢と生活」
「ドイツ文学２」
●３０日（土）
「民俗芸能とは何か」
「学習の心理科学」

１１月のゼミ

＜所長ゼミ＞
２２日（金）

◇１８日（水） 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）
◇２９日（日）～３１日（火） 休所日
１２月の面接授業
●
１日（日） 「民俗芸能とは何か」
「学習の心理科学」
● ７日（土）･ ８日（日） 「健康と生きがい」
「動物の多様な生殖戦略とその利用」
●１４日（土）・１５日（日） 「スポーツ行動学」
「人格心理学」
「クラウドと情報リテラシー」
●２１日（土）・２２日（日） 「カウンセリング実習」
「木を見て森も見る」
「性暴力の社会学」

１２月のゼミ
＜所長ゼミ＞
２０日（金）

◇１日（水）～３日（金） 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
◇１８日（土）～１９日（日） 休所日（大学入試センター試験）
◇２１日（火）集中科目履修生（看護師資格取得に資する科目）再試験
◇２１日（火）・２２日（水） 大学院 単位認定試験
◇２３日（木）・２５（土）・２６日（日）・２８日（火）～３０（木） 教養学部 単位認定試験
◇２４日（金）・３１日（金） 休所日

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

１月の面接授業
● ４日（土）・ ５日（日） 「ことばの獲得について考える」
●１１日（土）・１２日（日） 「財政社会学」
「漢字の文化史」

【編集後記】
色とりどりの落ち葉に冬が駆け足で近づいてくる気配を感じる季節になりましたね。岩手にも間もなく長い冬が
やってきます。 日もどんどん短くなり、雪が降る→積もる＝雪かきのことを考えると、ちょっと憂鬱になってしまう
私ですが・・・。何か冬の楽しみを見つけて充実した日々を送りたいと思案中です。学生の皆さまも、この冬はぜ
ひ新しいことにチャレンジしてみてください♪（及川）
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