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〒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

https://www.ouj.ac.jp/


前号に引き続きコロナの話題で恐縮です（齋藤先生に「どこもかしこも！」と怒られそうです

が・・）。

さて、心理学者としてこの半年間の世間に目を向ければ、特にコロナ禍・緊急事態宣言下で、営業す

る店に攻撃的な張り紙をする、県外ナンバーの車に傷をつける等の「自粛警察」問題、ネットにおける

感染者へのバッシング問題、最前線でコロナに立ち向かっている医療従事者やその家族に対する差別的

行為の問題等、気になりました。この岩手でも初発症者が出た時、善意で従業員の感染事実を公表した

企業に対して様々な嫌がらせの電話やメール、発症者やその周辺への「加罰」が生じました（もちろん

励ましや善意の電話も一杯あったことは大きな救いです！）。確かに誰にでもコロナ感染への恐怖・不

安があるのはよく分かりますが、コロナ禍の下で攻撃的になる人たちは、もし自分が感染者になり（誰

にでもその可能性あり）攻撃を受けたときどんな気持ちになるのか、立場を入れ替えて考えられない

（立場の相対性が分からない、つまり共感できない）タイプの人かもしれません。ここで浮かんでくる

社会学・社会心理学のキーワードがあります。それは「権威主義的人格」です。この概念は、第二次世

界大戦中に、ヒットラーが率いるナチス・ドイツがユダヤ人を強制収容し大量に殺戮した出来事（ホロ

コースト）が、どうしてあれほど簡単に進んだのかの解明研究に端を発します。Wikipediaによると、

その人格の特徴は「権威ある者への絶対的服従と、自己より弱い者に対する攻撃的性格」を持ち「思考

の柔軟性に欠け」（差異に不寛容）、「単純な思考が目立ち」（独善的、二分法的な善悪判断）、「自

分の意見や関心が社会でも常識だと誤解して捉える傾向」「外国人や少数民族を攻撃する傾向もよくあ

る」。「このような社会的性格を持つ人々がファシズムを受け入れた」とのことです。

実はこの権威主義的性格は誰にでもあります。しかし個人によって強弱があり、特に危機や不安場面

で強く顕現化されることが指摘されています。このコロナ禍の緊急事態宣言下、権威主義的人格が強い

「権威主義者」の人たちが元気づくといったことがあるのかもしれません。また某国の政治家の中には、

意図的に仮想敵を作り不安を煽り、その敵を非難することで支持者（権威主義者）を増やし、自らの失

政を覆い隠そうとする人もいそうです。センセーショナルな見出しをつけてバッシングを煽る一部週刊

誌なども同様かもしれません。

紙面がつきました。では、我々としてはどうすればいいのでしょうか？少なくとも、0と1の二分法

ではなく、0と1の間には様々な真実があり、そういった差異をきちんと事実として捉えることのでき

る「冷静な」視点、また絶対的な価値観を振りかざすのではなく、物事を「相対化」できる鳥の目のよ

うな「俯瞰的」視座、そして個人間での「相対化」は相手の気持ちを想像できる「共感力」、こういっ

たものが今後も続くコロナ禍の時代には大切ではないでしょうか。

◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

客員教員 山口 浩
岩手大学名誉教授
［専門分野：実験心理学・臨床心理学］

コロナ禍の権威主義的人格？
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ご卒業おめでとうございます

２０２０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】 ４名

【心理と教育コース】 ６名

【社会と産業コース】 ４名

【人間と文化コース】 ２名

【自然と環境コース】 ２名

【 情 報 コ ー ス 】 ６名

学 部 計 ２４名

岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、卒業生１,０９４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。

-２-

～学位記授与式に出席された卒業生の方々～

去る９月２７日（日）、岩手学習センターにて「２０２０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２４名の方々が卒業されました。
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三浦 博 さん －社会と産業コース－

２０２０年９月卒業を迎え、卒業式を行なって下さる放送大学の職員の皆様や諸先生方の皆様に心よ

り感謝申し上げます。世界的新型コロナ感染の拡大で出来なかった春の卒業も入学も、小中高生はどん

なに残念であったことでしょう。今日卒業式を行なって下さることは、忘れ得ぬ思い出になることと思

います。規律を守り新型コロナをゼロにして、明るい放送大学であるようにお祈り申し上げます。

坂本 裕克 さん －心理と教育コース－

二度目の卒業です。三度目を目標に入学手続きを

しました。楽しい勉強をしたいと思います。ボケ防

止も兼ねられると良いと考えています。

Ａ・Ｋさん －心理と教育コース－

皆様のお陰で無事卒業の日をむかえる事ができました。初めは卒業など無理だと思っていて、ゆっく

り勉強していければ良いと思っていましたが、だんだんと欲が出て最後は年齢との戦いでした。これか

らも生涯学習を続けていきたいと思います。関係者の皆様ありがとうございました。

佐々木 光枝 さん －人間と文化コース－

日々知識を拡げること、深めることは、今の私に

とって大切なこととなっております。先生方の講義を

聴くことは楽しみとなっており、疑問に思っていたこ

とに理解が深まると人生豊かになりますね。ありがと

うございました。

秋風 さん －自然と環境コース－

今日の良き日は「始まりへの到達

に過ぎない」の言葉を胸に、感謝の

心を持ってまだまだ学び続けて行き

たいと思います。

野中 正昭 さん －情報コース－

情報化社会は便利なはずが、老齢者には暮らしにくい環境とも感

じるこの頃です。今回の講義で少しでもＡＩの言葉などになじんで、

生活や今後の学習に役立てればと思い卒業を迎えました。



-４-

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（木）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］

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。）

◆２０２０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。

答案提出期間
《Ｗｅｂ》 １１月１０日（火）１０：００～１２月 １日（火）１７：００まで
《郵送》 １１月１７日（火）～１２月 １日（火） 〈本部必着〉

前学期から引き続き在籍している方へ

［詳細］・・・『学生生活の栞』 教養学部：Ｐ６６～７０ 大学院：Ｐ６３～６７

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：P１２８～１３０ 大学院：P１１５～１１６

学割証について

※ 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。

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

各種変更願（変更届）について

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。
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教養学部 ２０２０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。

なお、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できません。

●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２０２０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ＷＡ

ＫＡＢＡで確認するか、事務室へお問い合わせください。

～２０１９年度第２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。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（通常時）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。



○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。

放送授業科目 インターネット配信中！

放送授業（テレビ科目、ラジオ科目）

は、パソコンやスマートフォンなどを利

用して、開設期間中ならいつでも視聴

することができます。視聴方法や各機

器推奨環境をホームページで確認の

うえ、ご活用ください。

変更・異動手続

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

アンテナさん

Ｗｅｂ通信指導

学生カルテ

面接授業（２学
期）のページ

岩手学習センターの４階実習室に、ノートパソコン（Windows10）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。

※面接授業等で使用できない場合もありますので、事前に事務室へ

ご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、現在１０台のみの使用と

なっています。

★自習室のパソコンをご利用ください★

-６-

mailto:kyomuka@ouj.ac.jp
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サークル活動のご紹介
今月号は「岩手学習センター学友会」と「生け花サークル」の紹介をします。

岩手学習センター学友会 代表 阿部 隆

放送大学岩手学習センター学友会は平成７年７月、学生の親睦・交流を目的として設立され岩手学習セン

ターに所属する学生の種別なく約百数名の学生が入会しています。学友会は放送大学の主導により結成され

た学生団体であるため、大学と共にある活動を行うという特色があります。その主な活動は学習交流会、卒業

を祝う会・新入学生の集い、面接授業担当教授を囲む会、学生研修旅行の協力、学習センター所長杯ボウリン

グ大会、そして全学を挙げての観桜会、学友祭、年末の

忘年会には歴代学習センター所長（名誉会員）を招き、

ビンゴゲーム等のアトラクションを行います。これらの活動

は学生活動補助金＋行事参加費剰余金、そして学友祭

バザー等の売上を大きな活動原資とするため会費はあり

ません。毎年4月に総会を開き学生の声を活動に反映させ

ています。学友会は学生の親睦・交流とアイディアを活かし

た活動を通じ放送大学岩手学習センターを盛り上げて行き

ます。

「花を活かし、人を活かす」 生け花サークル 代表 萬 確

私たち「生け花サークル」は、「日本の伝統芸術である生け花を学び、継承しながら、自己啓発に努め、

会員の交流を図る」ことを目的に、水曜日と土曜日を中心に月４回程度自由に花を中心に生けています。

師範の中村ナホ先生は池坊師範の資格をお持ちで、サークルの指導のほかに放送大学の入り口にもす

ばらしい作品を生けてくださっています。

会員のほとんどは初心者で、毎回届けられた花材を

思い思いにまず生けてみます。その後、先生に手直しを

していただきます。先生の手にかかると、不思議と花が

生き生きし、華やかになるのが実感され、毎回会員から

感嘆の声が起こります。また、花を生けている合間の

会員相互の会話や、先生からお聞きする様々な人間、

人生についてのお話も興味深く考えさせられることが

たくさんあります。日本の伝統芸術のすばらしさを

体感しながら楽しく活動できるサークルです。

岩手学習センター学友会

生け花サークル
よろず あきら
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★ 大学説明会・相談会を開催します ★
２０２１年度第１学期の学生募集が１１月２６日（木）から始まります（第１回出願：２月２８日（日）必

着、第２回出願：３月１６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。

【新型コロナウイルス感染症対策をしながら実施いたしますが、状況によっては中止となる場合もあることをご了承ください。

事前にお電話にて学習センター事務室までご確認していただければ幸いです。】

※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！

★ 北上会場 ★

1/23（土） 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 多目的室 1・2

★ 二戸会場 ★

12/19（土） 13：30～15：00 
会場：二戸市立図書館

３階 視聴覚室

★ 盛岡会場 ★

1/9（土）・1/10（日）・1/2４（日）
2/13（土）・2/14（日）、3/7（日）

各日10：00～11：30
1/24（日）のみ10：00～11：30

14：00～15：30
会場：岩手学習センター

４階 講義室

★ 水沢会場 ★

2/6（土） 13：30～15：00
会場：奥州市文化会館

Ｚホール
２階 第１会議室

★ 釜石会場 ★

２/２８（日） 13：30～15：00 
会場：釜石情報交流センター

２階 会議室１

＊ ２０２０年度第２学期 ゼミ のご案内 ＊
下記の内容にて、ゼミ（勉強会）を開講します。

※ 学生・一般問わず、どなたでも参加できます。

※ 事務室にて先着順で申込みを受付します（お電話でも可）。

★ 受講料は不要です。

★ 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。

菊池ゼミ 『健康講話』
講 師 : 菊池 和子 先生 岩手保健医療大学教授（看護学部）

専門分野 : 基礎看護学・がん看護学

ふだんの食事でどの位食塩を摂取しているでしょうか。食

品のモデルをみて１日の食塩摂取量について確認してみま

しょう。また、運動やロゴセラピーと健康について考えていき

ます。

《 日程・時間 》

１２月２６日（土）
第１回 １０：００～１２：００
第２回 １３：００～１５：００

１２月２７日（日）
第３回 １０：００～１２：００

《 定員 》 １５名（大講義室）

第１弾
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※ １０/２５（日）、１２/２９（火）～１/３（日）、１/１６（土）、１/１７（日）、1/２９（金）、
１/３１（日）、２/２５（木）、３/１２（金）、毎週月曜日、祝日は休所日です。

学習センターの利用時間

【※アルコール消毒作業をするため、学生利用の終了時間が早くなっています】

期 間 曜 日 開所及び閉所時間
視聴学習室・パソコン実習室・控室

利用時間

通常期間 火～日 ９：３０～１８：００ ９：３０～１７：００

単位認定試験間中 今学期は通常期と同じ時間になります。

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。

●寒くなってきますが、換気のために講義室や廊下等の窓を開けることがあります。

講義室等の利用時には、各自での防寒対策（ひざ掛け、厚着等）をお願いします。

●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。

１１月～１月の岩手学習センター休所日

《１１月の休所日》

◎毎週月曜日

◎１１月 ３日（火） ［文化の日］

《１２月の休所日》

◎毎週月曜日

◎１２月２９日（火）～３１日（木）

《１月の休所日》

◎毎週月曜日

◎１月 １日（金）～ ３日（日）

◎１月１６日（土）～１７日（日）

【大学共通テストのため入構禁止】

◎１月２９日（金）

◎１月３１日（日）



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」を窓口へ提出してくださ

い。 「修了証」の提出がない場合は、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 （最新版から２バージョン前まで）、

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。

視聴学習室におけるＷｉ－Ｆｉ利用について

-１０-



【編集後記】

あんなに暑かった夏はどこへ行ったのでしょう。季節はすっかり秋になり、あとは長い冬に向かってまっしぐら・・・

ですね。１０月入学の新入生の皆さま、放送大学という新しい環境で新しいスタートを切られていかがお過ごしで

しょうか。また在学生の皆さまも新学期を有意義にお過ごしのことと思います。面接授業も始まっています。職員一

同、変わらず学生の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）

 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

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

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
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◇１８日（金） 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（火）～３１日（木） 休所日

１２月の面接授業
● ５日（土）・ ６日（日） 「教育相談（不登校・いじめ対応）」

「人生の最終段階のケア」
「メモと思考のためのICTの活用」

●１２日（土）･１３日（日） 「特別支援教育の現状と課題」
「科学技術の哲学」
「戦後日本の地域政策と地域経済」

●１９日（土）・２０日（日） 「ことばの獲得について考える２」
「持続可能な社会のための生物学」

◇１日（金）～３日（日） 休所日
◆上旬 通信指導添削結果、単位認定試験受験票 送付
◆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
◇１３日（水）～２１日（木） 単位認定試験期間（試験問題を放送大学HPに公開） ＜自宅受験＞
◇１６日（土）～１７日（日） 休所日（大学共通テスト）

◇２１日（木） 単位認定試験答案 本部への提出期限（当日消印有効） ＜本部必着＞

◇２９日（金）・３１日（日） 休所日

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

◇ ３日（火） 休所日（文化の日）
◇ ８日（日） 博士全科生 ２０２１年度入学者第２次選考（面接試問）【Web】
◇１０日（火） （Web） 通信指導 受付開始 ＜１２月１日（火）１７：００まで＞
◇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）【Web】
◇１７日（火） （郵送）通信指導 受付開始 ＜１２月１日（火）まで（本部必着）＞
◇２６日（木） ２０２１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（日）まで・第２回募集３月１６日（火）まで＞

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」

１１月のゼミ

＜所長ゼミ＞

１１日（水）
２５日（水）

１２月のゼミ

＜所長ゼミ＞

９日（水）

＜菊池ゼミ＞

２６日（土）
２７日（日）


