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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（27）8454

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。

文部科学省認可通信教育

http://www.ouj.ac.jp/


どこもかしこもコロナである

コロナである。どこもかしこもコロナである。新聞を読んでもコロナ。ニュースを見てもコロナ。スー

パーに行ってもコロナ。街を歩いてもコロナ。レストランでもコロナ。ここ３か月の間に生活スタイルは

一変してしまった。

政府の対応は場当たり的だった。緊急事態宣言を出したのはよいが、根拠を示すこともなく、どんな

影響が出るかを考慮することもなく、突然の学校閉鎖を決定。マスクが足りないということで「アベノマ

スク」の配布を決めたが、急な措置だったため配布が遅れ、実際に配布される頃には市販のマスク

が出回っていた（未だにぼくの家に「アベノマスク」が届いていないのはなぜだろう）。経済への影響を

考慮して緊急事態宣言を取り消して、「Go Toトラベル」政策を前倒しして実施したが、コロナの感染

者は増え続き、今や第二波が到来しようとしている。のんきに「トラベル」なんてできない状況である。

政府は経済の回復を優先してアクセルを踏み、県はコロナ禍の蔓延を恐れてブレーキを踏む。まさに

魑魅魍魎である。

コロナの影響は大学にも及んだ。授業開始日が大巾に遅れた末、遠隔授業が開始された。３０年以

上教員生活をしているが、もちろん初体験である。大学からはオンライン授業のやり方については情

報があったが、実際の授業のやり方は教員の自助努力に任せられたため、試行錯誤の連続だった。

Zoomを使ってのオンライン授業は、専門科目の講義については特に不便はなかった。しかし、全学

共通科目の英語の授業となると話は別で、負担が２倍に増えて効率が３倍下がる事態と相成った。

教室の授業なら１０分でできる作業がオンラインだと３０分かかることもあった。

学生のほうもオンライン授業に慣れていない人がいて、声がうまく聞こえてこなかったり、画面が映

らなかったりするなどの弊害があった。８月中旬をもって前期の授業を終えたが、学生にはずいぶん

不便をかけたと思っている。

さて、今後はどうなるのか。コロナ禍は長期化するだろう。大学の授業は、後期は対面式で行われ

るという話であるが、予断を許さない。当面は、「どこもかしこもコロナである」という状況が続くものと

思われる。コロナ後の「新しい生活」は未だ茫洋としている。

◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

客員教員 齋藤 博次
岩手大学名誉教授

〔専門分野：アメリカ文学・アメリカ文化〕
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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・博士全科生対象に学習センター事務室に

て発行します。「学割証発行願」に必要事項を記入の上、申請してください。郵便で申請する場合は返信用封筒（８４円切

手貼付、宛名明記）を同封してください。

なお、利用目的は下記の場合に限られ、個人的用務、社会体育参加、サークル活動等には利用できませんので、ご注

意ください。

※詳細 ： 「学生生活の栞」 教養学部 P１２８～１３０、大学院 P１１５～１１６ 参照

◆面接授業の受講、及び単位認定試験の受験 ◆学習センター・放送大学本部への通学

◆オリエンテーション、及び学習相談への出席 ◆大学が主催する学校行事への参加

◆卒業研究の調査・研究指導のために指導教員の指示により旅行する場合 ◆その他大学が必要と認める場合

諸証明書発行について学生証の交付について

成績・単位修得証明書など、証明書（１通につき２００円

手数料がかかります）の発行を希望する方は、「諸証明書

交付願」を事務室へ提出してください（教員免許状申請用

証明書など、発行までに１週間ほど時間を要するものもあ

ります）。

※ 郵送で申請される方は、「諸証明書交付願」の他に、

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）と、返信用封筒（長形３号で住所・

氏名を明記、８４円切手貼付）を同封してください。

手数料を現金で郵送される方は、現金書留で郵送し

てください。

※上記の８４円切手はおよそ証明書１通分の切手代です。

２通以上ご希望の方は９４円切手を貼付け願います。

※ 学期末・学期開始直後は、教員免許状に関わらない

証明書であっても学籍状態により、発行までに時間を

要する場合があります。

※ 「諸証明書交付願」の様式は、「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

ダウンロードすることもできます。

学生証は所属学習センターにて交付します。下記に該当

される方は、所属学習センターにて手続きを行ってください

（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）。

岩手学習センター事務室に来所し、入学許可証または有

効期限が切れた学生証を提示してください。

※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、８４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。

●２０２０年度第２学期に新規入学・継続入学される方

《第１回出願期間に出願された方》

・・・１０月 １日（木）１３：００以降にお渡し可能

《第２回出願期間に出願された方》

・・・１０月２０日（火）１３：００以降にお渡し可能

●現在お持ちの学生証が令和２年９月末で有効期限を

迎える全科履修生・修士全科生の方

・・・１０月 １日（木）１３：００以降にお渡し可能

学割証の発行について
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毎学期、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学友会と合同で

「交流会」を同会場にて開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症を防止する観点から中止す

ることとなりました。ご理解のほどお願いいたします。

～ 今学期の交流会は中止となりました ～

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。

詳細につきましては、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。

学位記授与式・入学者の集いを開催します

2020年度第１学期 学位記授与式

【 日 時 】９月２7日（日）９時50分～10時40分
【 会 場 】岩手学習センター４階 小講義室

岩手学習センター主催

２０１９年度第2学期 入学者の集いの様子

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。

2020年度第２学期 入学者の集い

【 日 時 】９月２7日（日）11時10分～
【 会 場 】岩手学習センター４階 大講義室

２０１９年度第１学期 学位記授与式の様子

新型コロナウイルス感染症の
対策をとりながら実施します。
ご協力をお願いします。
状況によっては中止となること
もあります。



《 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。原則として１科目につき２日間

にわたって９０分の授業を７回、４５分の授業を１回（最後の８時間目）実施します。

また、授業時間とは別に成績評価のための試験・レポート等の時間が設定されています。

◆成績評価は放送授業やオンライン授業と同様に、A ～ Eの６段階評価になります。

合格すると１科目につき１単位取得できます。

２０２０年度 第２学期 面接授業科目の

教養学部

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、「岩手学習センター利用の手引」P27の様式をA4サイズに拡大

コピーし、申請期間内に来所または郵送＜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、往来に伴う

新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、本学期に限り、原則としてご自身の居住

都道府県以外に所在する学習センターの開設科目の登録申請は禁止です。

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。

-４-

【追加登録 事前申請期間後に申請した場合】

・・・10月23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け付けます（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、11月4日（水）以降空席状況に変更が生じ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。申請と同時に「授業料」を納付してください。

※詳細は「利用の手引」P26参照

・・・事前申請は来所、又は郵送・FAXにて岩手学習センターに申請してください。

※10月２5日（日）・２6日（月）は休所日

※10月19日（月）は休所日

【追加登録 事前申請の場合】

申 請 期 間 ：10月17日（土）～ 10月22日（木）17：00まで

追加登録期間 ：10月23日（金）～ 10月31日（土）17：00まで

対象者：2 0２0年度第２学期に教養学部に在籍する全ての学生 ※特別聴講学生は除きます。

・・・空席状況は、岩手学習センター３階教務掲示板やシステムWAKABAにてお知らせします。

10月23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。

＜詳細：『2020年度第２学期面接授業時間割表【北海道・東北ブロック版】』P４参照＞

空席発表：10月17日（土）12：00開始 ※対象科目は11月７日（土）以降に開講する科目

※新型コロナウィルス感染症対策のため、本学期は原則岩手県在住の方以外は登録できません。



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」がセンター外視聴施設として開設されています。お近くにお住まいの方はどうぞご利用ください。

なお、センター外視聴施設ではスペースの関係上、全ての放送教材を配架することができないため、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（放送教材の視聴や室外

貸出の利用が可能です）。

センター外視聴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。

-５-

センター外視聴施設に配架され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。）

◆放送大学岩手学習センター釜石校◆

所在地：釜石市鈴子町１５－２

釜石市教育センター５階

電話：0193-27-8454

担当課 【釜石市市民生活部 まちづくり課】

利用時間：月曜日～金曜日

（祝日を除く）

８：３０～１７：００

所在地：奥州市水沢聖天８５－２

水沢地区センター １階

電話：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水沢校◆

所在地：二戸市石切所字狼穴１－１

二戸市立図書館３階

電話：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

◆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。

岩手学習センター外視聴施設のご案内

釜石校をご利用の際は、事前に
担当課まで連絡してください。



＊ログインＩＤは入学許可書に記載されています。
初期パスワードがロックされて使用できない方は、本部
【学生サポートセンター（電話：043-276-5111）、
または教務課教務係（e-mail：kyomuka@ouj.ac.jp）に
連絡して、ロックの解除を依頼をしたうえで、ご自身で
パスワードの変更をしてください。

アンテナさん

２．放送大学認証システムにてID・パスワード
を入力し、ログインボタンを押してください。

３．システムWAKABA へログインした画面

１．放送大学HPにアクセスし「在学生の方へ」から
「システムWAKABA（教務情報システム）」をク
リックしてください。

《 主な機能 》

①【キャンパスライフ】
・学内連絡、スケジュール確認

・学習案内、学生生活について

・各種届出・申請様式 など

②【授業サポート】
・授業連絡、授業共有ファイル

・質問箱、資料室 など

③【教務情報】
・学生カルテ（学籍情報、住所・連

絡先情報、履修情報、単位修得

情報など）

・変更・異動手続、履修成績照会、

単位認定試験時間割照会、科目

登録申請、継続入学申請 など

① ② ③

④【学内リンク】
・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 など

④

-６-

「学生メール」は、Webブラウザを利用したメールシステムです。学生全員に

メールアドレスが割り振られていますので、自由に利用することができます。
※学籍がなくなると使用できなくなりますので、ご注意ください。

～ システムＷＡＫＡＢＡのご案内 ～

システムＷＡＫＡＢＡとは、学生の皆様の修学を
サポートするシステムです。ぜひご活用ください！

⑤

⑤【パスワード変更】
・初期パスワードを変更される方は

こちらから

⑥

⑥【Gmail】

mailto:kyomuka@ouj.ac.jp
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自然は法則に従って発展する！
放送大学岩手学習センター

所長 西 崎 滋

１７世紀後半、地上の運動と天上の運動を統一的に理解する物理学体系として、ニュートン力学が

確立されました。それから３００年ほど経過する間に、解析力学、電磁気学、熱力学、統計力学と

いった体系が完成し、自然における全ての現象を物理学的視点から理解できると考えられるように

なっていました。ところが、１９世紀末から２０世紀初頭にかけて、英国のケルビン卿のいう地平線

上の小さな２つの雲が大きく成長を始めました。1つは光波の媒質としてのエーテルと物体の運動の

問題で、時間・空間についての新しい考え方を生み、相対性理論の確立へと発展していきました。こ

の発展はアインシュタインという1人の天才によって成し遂げられました。もう1つは物質からの放

射の問題で、ミクロの世界の基本法則として量子力学の確立へと発展していきました。こちらは、プ

ランク、アインシュタイン、ボーア、ハイゼンベルグ、シュレディンガー、ディラックといった数々

の研究者によって成し遂げられました。

２０世紀に入って原子・分子、原子核、素粒子といった物質を構成している要素の研究が大きく進

展しました。こうしたミクロの世界を支配する基本法則が量子力学で、現代社会を支える電子技術や

情報通信技術の発展に大きく貢献してきました。携帯電話やテレビ電話の利用できる便利な社会を実

現しています。また、自然についての理解も進み、素粒子の標準理論が確立し、それを超えるような

研究へと進展しています。一方、宇宙についての研究も相対性理論に基づく理論的研究と観測技術や

衛星の利用による実験的研究が大きく進展し、宇宙の誕生から現在までの１３８億年の歴史が徐々に

明らかになってきています。そして、宇宙の遠くを眺めることが宇宙の初期、すなわち、構造物誕生

以前の素粒子が行き交う世界を覗くことにあたり、宇宙の研究と素粒子の研究がつながりを持つよう

になっています。

所長ゼミでは、簡単な講義と参加者間の意見交換を通じて、基礎的な物理概念と自然法則・規則に

ついての理解を深めていきたいと考えています。さまざまな法則を数式で表現するとしても、数式の

運用よりもその意味を理解することに重点を置きたいと思います。第Ⅰ部は古典物理学の世界で、相

対性理論や量子力学が確立する以前の古典物理学の世界における法則や規則を取り上げます。例えば、

ニュートンの運動の３法則、マクスウェルの電磁気学、熱力学の法則や統計物理学の原理などを話題

とします。第Ⅱ部は特殊相対性理論と量子力学を取り上げます。ニュートン力学との違いに着目して、

それらの特徴を把握したいと思います。第Ⅲ部は量子物理学の世界で、原子・分子、原子核、素粒子

の世界の基本概念や特徴的な現象を紹介したいと考えています。

自然科学とりわけ物理学と聞くと敬遠されるむきもあるかとは思いますが、自然と環境コース以外

の初学者にも配慮してゼミを進めていきたいと思いますので、日頃の疑問をぶつける機会としていた

だければ幸いです。

＊ 所長ゼミのご案内 ＊

詳しい日程は次ページをご覧ください。
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★ 公開講演会のご案内 ★

免疫は私たちの体を守ってくれる重要な仕組みです。しかし、この大事な免疫は加齢や

生活習慣等によって低下してしまいます。どうしたら免疫力を高めることができるので
しょうか。食事の面から免疫力ＵＰのヒントをお伝えいたします。

講 師 : 木村 京子 先生 盛岡大学栄養科学部栄養科学科准教授
専門分野 : 臨床栄養学（糖尿病の食事療法）

《 日時 》 １０月１０日（土） １３：３０～１５：００

《 会場 》 岩手学習センター４階 大講義室

《 定員 》 ４５名（先着順・入場無料・事前の申込が必要です。）

《 対象 》 岩手学習センター所属学生・一般（岩手県在住者のみ）

『免疫力を高める食事とは
―感染症に負けない身体づくり―』

※事務室にて先着順で申し込みを受付けします（お電話でも可）。

※別紙チラシもご参照ください。

『 自然は法則に従って発展する！』

講 師 : 西崎 滋 先生 放送大学岩手学習センター所長／岩手大学名誉教授
専門分野 : 理論核物理学

＊ 所長ゼミのご案内 ＊

《 日時 》 第１回 １０月１４日（水） １３：００～１５：００

第２回 １０月２８日（水） １３：００～１５：００

第３回 １１月１１日（水） １３：００～１５：００

第４回 １１月２５日（水） １３：００～１５：００

第５回 １２月 ９日（水） １３：００～１５：００

《 会場 》 岩手学習センター４階 大講義室

《 定員 》 第１回～第５回 １５名

《 対象 》 岩手学習センター所属学生・一般（岩手県在住者のみ）

※事務室にて先着順で申し込みを受付けします（お電話でも可）。

第Ⅰ部：古典物理学の世界

基礎的な物理概念と自然法則・規則についての理解を深めていきたいと考えています。
相対性理論や量子力学が確立する以前の古典物理学の世界における法則や規則を取り上げます。
例えば、ニュートンの運動の３法則、マクスウェルの電磁気学、熱力学の法則や統計物理学の
原理などを話題とします。

★ 受講料は不要です。マスク着用、手指消毒にご協力願います。

★ ゼミは面接授業とは異なり、受講しても単位は付与されません。

★ 欠席する場合は、事務室までご連絡ください。

★ 開催日程・場所は都合により変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

★ 受講希望者が少数の場合、閉講にさせていただくことがあります。

新型コロナウイルス感染症の
対策をとりながら実施します。
ご協力をお願いします。
状況によっては中止となること
もあります。

新型コロナウイルス感染症の
対策をとりながら実施します。
ご協力をお願いします。
状況によっては中止となること
もあります。
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2020年度第２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。

※単位認定試験の実施方法が自宅受験に変更になったことにより、「科目登録決定通知書・学費払込

取扱票」の通知の発送が遅延する見込みとなっております。９月２５日（金）になっても科目登録

決定通知書が届かない場合は、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。（通知の未着で払い込みができなかった場合でも科目登録が無

効となります。）

※ 「科目登録決定通知書・学費払込取扱票」の発送が例年と比べ遅延する

見込みとなっており、印刷教材のお届けも通常より遅くなる見込みです。

速やかに学費の払い込みをお願いたします。

2020年度第２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、９月1４日（月）までに学費を納入してください。原則として学期開

始（10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、10月６日（火）までに学費を納入してください。

９月1５日（火）以降に学費を納入した場合、印刷教材の到着は10月１日以降となりますので予め

ご了承ください。

在学生の方へ

新規入学・継続入学の方へ

学費の振り込みはお済みですか？

学習センターの利用について

●体調がすぐれない方は利用しないでください。

●必ずマスクの着用をお願いします。

●入室の際はセンター内に設置しているアルコール消毒液での手指の消毒をお願いします。

●現在「岩手学習センター所属の方」または「岩手県在住者の方」のみの利用に制限しています。

●その他、掲示等の利用方法を確認してご利用ください。

●今後、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、利用制限措置が拡大することもあります。

（１０月から）
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毎年、岩手大学開催の大学祭に合わせて、放送大学岩手学習センターの学友祭を学習センターと

の共催で開催し出店などで参加しておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度

は岩手大学の大学祭は学内者のみで開催することになり、出店も禁止となりました。それに伴い、

学友祭も感染のリスクを考慮し、今年度は中止することになりました。

《学友会からのお知らせ》 学友祭は中止となりました。

今年度の学生研修旅行は
中止となりました。

学生控室の自動販売機
について

学生控室の自動販売機は諸般の事情によ

り撤去となりました。長い間ご利用ありが

とうございました。ご不便をお掛けいたし

ますが、今後は図書館１階ロビーの自動販

売機などをご利用ください。

今年度の研修旅行は、新型コロナウイル

ス感染症対策のため中止となります。

ご理解のほどお願いいたします。

9月～１１月の岩手学習センターの休所日
《９月の休所日》

◎毎週月曜日

◎９月１２日（土）作業停電のため１３時まで休所

◎９月１６日（水）作業停電のため１３時まで休所

◎９月２２日（火）「秋分の日」

◎９月２７日（日）学位記授与式のため、

一般の学生は利用できません。

《１０月の休所日》

◎毎週月曜日

◎１０月２５日（日）

《１１月の休所日》

◎毎週月曜日

◎１１月３日（火）「文化の日」

２０２０年度第２学期の単位認定の実施について

国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、2020年度第２学期単位認定試験に

ついても、１学期単位認定試験と同様に代替措置による自宅受験にて実施することになりました。

試験期間は当初予定していた日程を変更し、以下の日程で実施します。

2021年1月13日（水）～1月21日（木）（消印有効）

※事前に周知していた試験日程とは異なります。配布済みの授業科目案内やシステムWAKABAの時間

割等は、変更前の日程で記載されていますので、期間をお間違えないようにご注意ください。



 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（木） 学部・大学院放送授業開始＜１月２０日（水）まで＞
◇ ３日（土） 修士全科生・博士全科生 ２０２１年度入学者筆記試験
◇１０日（土） 公開講演会
◇１７日（土） 面接授業空席発表 ※事前申請の抽選は２３日（金）
◇２３日（金） 面接授業追加登録受付開始
◇２５日（日） 休所日

１０月の面接授業

●１７日（土）･１８日（日） 「はじめてのエクセルデータ分析」
「生き物の知恵に学ぶ」

●３１日（土） 「口腔ケア入門」
「臨床心理学実習」

１１月の面接授業

● １日（日） 「口腔ケア入門」
「臨床心理学実習」

● ７日（土）・ ８日（日） 「やさしいニュース記事で学ぶ英語」
「災害と死―死をめぐる対話と検証」

●１４日（土）・１５日（日） 「コンピュータ画像処理の基礎」
「基礎伝熱工学」
「親密空間の福祉社会学」

●２１日（土）・２２日（日） 「人文地理学からみたアイヌの人々」
●２８日（土）・２９日（日） 「心理学実験３」

◇ ３日（火） 休所日（文化の日）
◇１０日（火） （Web） 通信指導 受付開始 ＜１２月１日（火）１７：００まで＞
◇ ８日（日） 博士全科生 ２０２１年度入学者第２次選考（面接試問）
◇１４日（土）～１５日（日） 修士全科生 ２０２１年度入学者第２次選考（面接試問）
◇１７日（火） （郵送）通信指導 受付開始 ＜１２月１日（火）まで（本部必着）＞
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【編集後記】

はじめての自宅での単位認定試験も終わりましたが、いかがだったでしょうか。まだまだ新型コロナ感染

症が収まらないなか、新しい学期が始まろうとしています。感染対策をしっかりした上での学期開始になり

ます。いろいろ難しい対応になるかと思いますが、どうぞご協力をお願いいたします。職員一同また新たな

気持ちで皆さま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。（木村）

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

１１月

◇１２日（土） ９：１５～１３：００休所（停電のため）
◇１６日（水） ９：１５～１３：００休所（停電のため）
◇２２日（火） 休所日（秋分の日）
◇２７日（日） 学位記授与式・入学者の集い ※在学生のセンター利用はできません。

※１３：００以降は、通常通り利用できます。

9/12（土）・16（水）

停電のお知らせ

停電のため、両日とも
１３：００からの開所になります。

１０月のゼミ
＜所長ゼミ＞
１４日（水）・２８日（水）

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

１０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

９月

１１月のゼミ
＜所長ゼミ＞
１１日（水）・２５日（水）


