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‘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

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

※ 釜石校を利用される方は、事前に上記へ電話してください。
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◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

学びを止めない
客員教員 江本 理恵

岩手大学准教授（教学マネジメントセンター）
〔専門分野：教育工学・教育システム情報学〕

新型コロナ感染症の流行に伴い、様々な活動が制限される中で、教育に関わる人たちの合い言葉が「学び

を止めない」。子供たちから大人まで、「学びを止めない」ためにどうすればよいのか、私たち教育工学に関わる

研究者たちにとって、今までの研究の成果が問われることとなります。

「研究」としては、インターネットや各種機器を活用した教育の実践は多種多様に報告されていますし、学習成

果があがることも報告されています。しかし、研究で実施するのと、それを広く皆に使ってもらって学習成果をあ

げるのは、これはまた別のこととなります。そして、インターネットは、その成り立ちや仕組みから、電話などに比

べるとそれほど安定したネットワークではないので、使い手はその特性の範囲内で使う必要があるのですが、

やはりネットワークトラブルによる問題は多発しました。

とはいえ、色々と問題はありましたが、多くの大学では「学びを止めない」ことに一定程度成功したと言えるで

しょう。学生さんにとっては納得がいかないところもあるでしょう、けれども「止めない」ことはとても大切で、続け

ている限り「次」があります。

さて。今回、大学関係者の間で注目されたのが「放送大学」。学ぶための「最も適切な方法」は必ずしも提供

できるとは限らないけれども、少なくても「止めない」ことを実現させており、様々な背景を持つ学生さんが学びを

続けています。

実は私も放送大学の授業を受けています。この授業では、インターネットのビデオ通話システムを用いて先

生や同級生の顔を見ながら話をすることができるので、とても楽しい時間です。また、授業の準備として指定さ

れた社会学の本を読まなければならないのですが、これが楽しい。図書館で本を探すところから楽しくて、書庫

に入ってみたり、他大学の書籍を取り寄せてもらったり、県立図書館に借りにいったり。新しいことを知り、自分

の視野が広がる。広い世界を見渡せるようになってくる。楽しい。ワクワクする。

楽しみにしていた面接授業が中止になったり、オンラインになったり、借りたかった本を借りに行けなくなった

り、DVDを見に行けなくなったり。放送大学で学ぶ皆さんも思うように学べなくて悔しい思いをすることがあるは

ずです。ですが、「学びを止めない」。これが大切です。今までと同じことはできませんし、おそらくそれは今後も

続くでしょう。それでも「止めない」。本を読んだり、パソコンを購入してインターネットをつないでビデオ通話シス

テムを使えるようにしてみたり。できないことを嘆くのではなく、今、できることに取り組む。これからの世界のこ

れからの「学び」を、みなさんと一緒に探求できることをとてもうれしく思っております。
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視聴学習室の利用について

・単位認定試験の過去問題を印刷することは

できませんので、ご注意ください。

・現在公表している単位認定試験問題等は、

試験期間中でも視聴学習室内で閲覧すること

は可能です。ただし、コピーはできません。

● 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るアルコール

消毒液で手指の消毒をお願いします。

● 現在学習センターは、「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。

● 利用方法はカウンターに掲示してあります。

● パソコンや机は使用前に消毒しておりますが、

使用前にご自身でも消毒をお願いします。

ヘッドホンも消毒しておりますが、気になる方は

ご自身のものを持参ください。

● 皆さまが学習に集中できますよう、私語等に

お気をつけください。

● 携帯電話・スマートフォン等は、マナーモード

にするか電源をお切りください。

2020年度第２学期

岩手学習センター利用時間のお知らせ

【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 学習センター開所時間
視聴学習室・控室

利用時間

通常期間 火～日 ９：３０～１８：００ ９：３０～１７：００

単位認定試験期間 今学期は通常期間と同じになります。

学生控室の利用について

● 利用者を把握するため、控室を利用する前に、

事務室にある名簿に名前等の記入をお願いし

ます。

● マスクの着用（必須）、アルコール消毒液に

よる手指の消毒をお願いします。

● 今まで４階のパソコン実習室にて、面接授業

で使用しないときに限って、学生用パソコン

を学生に開放していましたが、現在は３階の

視聴学習室に学生用パソコンを数台移動して

いますので、そちらでの利用をお願いします。

● 今まで通り面接授業でパソコンを使用すると

きは利用できませんので、掲示等で確認願い

ます。

● 利用方法は、視聴学習室の利用方法に準じます。

学生用パソコンの利用について

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



単位認定試験について
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新型コロナウイルス感染症の国内状況のため、今学期の試験は前学期同様、各学習センター等の会場

での集合受験という通常の方法で実施することは困難と判断し、代替措置として以下の通り自宅での受

験方法で実施することになりました。

学生の皆さまには緊急事態対応であることをご理解いただき、実施にご協力いただきますよう、お願

い申し上げます。

単位認定試験実施期間

大学院、教養学部ともに２０２１年１月１３日（水）～１月２１日（木）（消印有効）

通信指導の添削結果は、１２月末～１月上旬に１科目ごとに返送されます。１月８日（択一式科目）、

１月１８日（記述式科目）までに届かない場合は、放送大学本部へご連絡願います。

＜電話（総合受付）: 043-276-5111＞

なお、“受験票”と“通信指導添削結果”は別便で送付されますので、“通信指導添削結果”よりも

先に“受験票”が届く場合もあります。

通 信 指 導 添 削 結 果

『受験票』と『解答用紙・答案提出用封筒・受験方法詳細の案内』をそれぞれ１２月下旬に本部より

発送します。「受験方法詳細の案内」を良く確認して試験に臨んでください。

１月５日（火）までに届かない場合は、放送大学本部へご連絡願います。

＜電話（総合受付）: 043-276-5111＞

受験票と解答用紙等の発送

● 試験問題の出題方法【インターネットの環境がない方／自宅でプリントアウトできない方】

単位認定試験期間中に、お近くのコンビニエンスストア設置のコピー機端末で提供されているネットプリン

ト（ネットワークプリント）サービスにて問題用紙を印刷してください。（有料サービス）

各コンビニエンスストアでの利用方法や、印刷に必要な予約番号等については、解答用紙一式の送付時に同

封するとともに、システムWAKABA上で公開します。

※上記の方法で試験問題を入手できない方は学習センターにご相談ください。

● 試験問題の出題方法【インターネットの環境がある方】

単位認定試験期間中に、大学ホームページからリンクを貼り科目別の試験問題を掲載しますので、ご自身の

パソコンやスマートフォン等からアクセスして閲覧してください。閲覧に必要な「ユーザー名・パスワード」

は、12月２５日発送の解答用紙一式に同封の文書「単位認定試験受験方法について」に記載しています。

試験期間中は何度でも閲覧が可能で、利用できるプリンターがあればプリントアウトもできます。

※学習センターのパソコンやプリンターは利用できません。

実 施 方 法

自宅受験（自宅等で答案を作成し、郵便で提出する方法）にて実施します。



解答にはHBの
黒鉛筆を使っ
てね
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再 試 験 シ ス テ ム

２０２０年度第２学期に登録した科目で【通信指導…未提出・不合格】または【単位認定試験･･･未受

験・不合格】だった科目については、次学期に学籍があれば、科目登録をしなくても再試験を受験する

ことができます（一部オンライン授業は除く・再試験に係わる授業料は不要）。

なお、【通信指導…未提出・不合格】だった科目は、次学期にあらためて送付される通信指導を提出

して合格すれば再試験が受けられます。

（２０２０年度第２学期末で学籍が切れる方が再試験を受験するためには「継続入学手続き」により学

籍を継続する必要があります。詳しくは学生生活の栞、学生募集要項を確認してください。）

試験問題と解答の公表について

全ての試験問題と主任講師の了承があった科目の解答は、システムWAKABAに掲載されるとともに

学習センターで公表します。解答を公表しない科目については、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）が公表されます。試験問題は２月上旬、解答は２月下旬頃に閲覧が可能になる予

定です。閲覧期間は約１年間です。学習センターでのコピーや、印刷はできません。 ただし、学習セン

ターのパソコンからUSBメモリ等の外部記憶装置に複製することや、視聴学習室で公開されている試験

問題をデジカメ等で撮影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。

単 位 認 定 試 験 成 績 評 価

合 格

不合格

Ａ １００～９０点

Ａ ８９～８０点

Ｂ ７９～７０点

Ｃ ６９～６０点

Ｄ ５９～５０点
Ｅ ４９～ ０点

成績通知は２月下旬です。成績通知発送は２月２２日（月）を予定しています。

１２月２５日頃より本部から「解答用紙（択一式マークシート・記述式答案用紙）」と「大学私書箱へ

の返送用封筒」が各学生に送付されます。その解答用紙に解答を記入して、単位認定試験実施期間内（答

案提出期限（１月２１日(木)消印有効）まで）に解答用紙を返信用封筒で放送大学私書箱へ郵送してくださ

い。

答 案 の 提 出 方 法

【消印有効での取り扱いとなります。必ず事前に郵便局の営業時間や、

ポスト投函する場合は集荷時刻および消印日付を確認してください。】



【出願期間】

２月１３日(土)９時～２月２８日(日)２４時

★学生種別などによって、必要な手続きが異なりますのでご注意ください。

★ご不明な点は岩手学習センター事務室までお問い合わせください。

今学期（３月末）で学籍が切れる方 次学期も学籍が続く方
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継 続 入 学 科目登録申請

申

請

期

間

面
接
授
業
（
教
養
学
部
生
）

注

意

事

項

面接授業科目は、受講定員を上回る申請があった場合抽選となります。あらかじめご了承ください。

出願は「郵送」または「システムＷＡＫＡ

ＢＡ」いずれか１つの方法をお選びください。

重複出願はできません。

選科・科目履修生が全科履修生への出願をす

る場合は『２０２１年度第１学期学生募集要

項』を学習センターへ請求し、出願してくだ

さい。

集団入学や共済組合を利用して入学された方、

及び自主退学者には継続入学用出願票は送付

されません。

申請は「郵送」または「システムＷＡ

ＫＡＢＡ」いずれか１つの方法をお選

びください。重複申請はできません。

誤って『２０２１年度第１学期学生募

集要項』の出願票で申請してしまうと、

申請は無効になりますのでご注意くだ

さい。

科目登録申請開始８日前になっても申

請要項等が届かない場合は、大学本部

学生課入学・履修係へ問い合わせてく

ださい。

〈電話（総合受付）043-276-5111〉

下記出願期間内にシステムＷＡＫＡＢＡ「継続入学

申請」から出願及び科目登録をした場合に限り、面接

授業の科目登録申請ができます。

※面接授業の登録申請のみでは入学できません。

※上記期間外に出願された場合、学期当初から面接授

業を登録することができません。

※共済組合を利用した方はシステムＷＡＫＡＢＡから

は登録できません。対象者（登録申請が可能な方）

へは２月中旬に登録方法を別途ご案内します。

《郵 送》

２月１３日(土)

～２月２７日(土) 大学本部必着

《システムＷＡＫＡＢＡ》

２月１３日(土)９時

～２月２８日(日)２４時

《郵 送》大学本部必着

現在受付中 ～ ２月２８日(日)【第１回募集】

３月１日(月)～３月１６日(火)【第２回募集】

《システムＷＡＫＡＢＡ》

現在受付中 ～ ２月２８日(日)２４時【第１回募集】

３月１日(月)～３月１６日(火)１７時【第２回募集】

※面接授業登録をご希望の方は下記「面接授業

（教養学部生）」をご確認ください。

教養学部生は放送授業・面接授業の登

録ができます。

今学期は自宅受験のため、成績発

表から科目登録申請終了までの期

間がかなり短くなっています。

郵送での申請が間に合わない場合

は、システムＷＡＫＡＢＡでの申

請をお願いします。

重要！



科目区分 修得すべき最低単位数（計１２４単位）

基礎科目 ８単位

３０単位

３４単位

共通科目 ８単位

専
門
科
目

所属コース ３０単位

６０単位
他コース

総合科目 ４単位

計 １２４単位

《教養学部》卒業見込みの全科履修生の皆さまへ

２０２０年度第２学期での卒業が見込まれる全科履修生は、２月下旬に送付される「成績通知書」

または「システムＷＡＫＡＢＡ」により卒業となる か、 卒業とならない かを確認した上で必要に

応じて以下の手続きを行ってください。（参照：「学生生活の栞」Ｐ９５～）

提出期限間際に通知が届く予定ですので、速やかに対応してください。

・・・ 卒業にならず次学期も学籍が続く方は、通常通りの科目登録手続きを行って

ください。

・・・ 卒業後に再入学を希望する方や、今学期卒業にならず学籍が切れる方で引

き続き在学を希望される方は、継続入学の手続きを行ってください。

※「学生生活の栞」 Ｐ９４～を必ずご確認ください。
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≪授業形態にかかる卒業要件≫

教養学部 全科履修生 卒業に必要な単位
放送大学を卒業するためには、全科履修生として４年（第２年次編入学者にあたっては３年、第３

年次編学入者にあたっては２年）以上在学し、以下の表に記載する単位数を修得することが必要です。

外国語科目 ６単位

科目区分 修得すべき最低単位数（計１２４単位）

基盤科目

１４単位

３４単位

外国語科目
２単位

コ
｜

ス
科
目

導入科目

７６単位

自コース開設
３４単位

専門科目

他コース開設
４単位総合科目

計 １２４単位

旧カリキュラムの在学生で次学期から新カリキュラムへの移行を希望する方は、旧カリキュラムと新カリキュラム

の違いを十分に理解し、ホームページ等でご確認の上、手続きを行うようにしてください。

≪科目区分にかかる卒業要件≫

授業形態

修得すべき最低単位数

授業形態を
問わない単位数

放送授業 ９４単位

１０単位
面接授業又はオンライン授業 ２０単位

計 １２４単位

【旧カリキュラム】 （2009～2015年度） 【新カリキュラム】 （2016年度～）

※旧専攻（～2008年度）に所属している方は上記の卒業要件とは異なります。

卒業とならない方

卒業となる方
または

学籍が切れる方

※2015年度開設のオンライン
授業２科目、及び2017年度開
設のオンライン授業１科目は
「授業形態を問わない単位数」
として取り扱われます。



＊ ２０２０年度 第２学期ゼミのご案内 ＊
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★ 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、必ず事務室までご連絡ください。

★ 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。

★ 開催日程・会場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。

少人数で行う勉強会です。
ぜひご参加ください！

山口ゼミ 『ロゴセラピー （Ｖ．Ｅ．フランクル） についての読書会

－ その１ －』

ロゴセラピーについて『ＮＨＫ・１００分de名著」ブックス・フランクル・夜と霧』（諸富

祥彦）を皆で読み合わせ（音読）しつつ、その中で感想などを共有しながら学んでい

きましょう。受講する方は、上記の本を各自で購入してください（定価￥1,100）。

なお、平成２９年８月～９月に同ゼミに参加した方は同じ内容になります。

講 師 ： 山口 浩 先生

岩手大学名誉教授

専門分野：実験心理学・臨床心理学

《 日程・時間 》

第１回 ２月 ６日（土）

１３：００～１５：００

第２回 ２月 ７日（日）

１３：００～１５：００

第３回 ２月１４日（日）

１３：００～１５：００

学校は子どもの健康状況の把握・子ども自身への健康教育において大きな役割

を果たしています。ゼミでは海外実践の文献を読み、子どもの健康と教育について

考えます。 ※英文資料の購読が中心です。必ず英和辞典をご持参ください。

講 師 ： 馬場 智子 先生

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

馬場ゼミ 『外国にルーツを持つ子どもの教育と健康の関係』
《 日程・時間 》

第１回 ２月 ６日（土）

１０：００～１２：００

第２回 ２月 ６日（土）

１３：００～１５：００

第３回 ２月 ７日（日）

１０：００～１２：００

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。

第Ⅱ部：特殊相対性理論と量子力学

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ます。今回は、特殊相対性理論と

量子力学を取り上げ、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。

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 『自然は法則に従って発展する！』

《 日程・時間 》

第１回 ２月 ３日（水） １３：００～１５：００

第２回 ２月１７日（水） １３：００～１５：００

第３回 ３月 ３日（水） １３：００～１５：００

第４回 ３月１７日（水） １３：００～１５：００

下記の内容にて、３つのゼミ（勉強会）を開講します。

《対象》 岩手学習センター所属学生・一般（岩手県在住者のみ）

《定員》 １５名 《会場》 岩手学習センター４階 大講義室

※ 事務室にて先着順で申込みを受付します（お電話でも可）。

第Ⅱ部

★今回は試験的にWeb（ZOOMを利用した同時双方向の）

授業も並行して行う予定です。ご自宅にWebの環境が

ある方は、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

詳細は事務室にお問合せください。



～ 当日の様子です ～

◆学生カルテ
学籍情報、住所、履修情報、単
位修得情報等を確認できます。

◆変更・異動手続
住所変更や所属コース・学習セ
ンターの変更、休学・復学の申
請等が可能です。

※申請によっては、届出期間が設定さ
れています。期限までに手続きしてく
ださい。

◆科目登録申請
科目登録期間中に科目の登録、
及び変更ができます。

申請期間 2月13日(土)9：00～
2月28日(日)24：00

◆履修成績照会
過去の成績や、通信指導の受理
確認もできます。

※2020年度第2学期試験結果の通知
2月下旬 発送予定

◆継続入学申請
継続入学を希望の方はこちら
から出願できます。

《申請期間》

第１回募集:現在受付中

～2月28日(日)24：00

第２回募集:3月1日(月)

～3月16日(火)17：00

※面接授業登録を希望の場合は、

2月13日(土)9:00～2月28日(日)24:00

システムＷＡＫＡＢＡの利用方法

＊放送大学ホームページを開き「在学

生の方へ」からシステムＷＡＫＡＢＡ

を選択します。

（ログインID及び初期パスワードは入

学許可証に記載されています。）

◆オンライン授業
全ての学習をインター
ネット上で行います。

◆放送授業のインター
ネット配信
テレビ科目とラジオ科
目があります。

◆単位認定試験問題・
解答等
公表する試験問題及び
解答等の閲覧期間は約
１年です。

-８-

パスワードの変更について 必ずご確認ください！！

初期パスワードから一定期間経っても変更されていない学生の方は、ロックアウトされ、システムにログインできません。
システムＷＡＫＡＢＡ等の不正利用を防ぐため、パスワードの変更をお願いします！

〈パスワード変更方法〉

①左記ＱＲコード
②https://sso.ouj.ac.jp/webmtn/LoginServlet
③システムWAKABAログイン後、トップ画面「パスワード変更」

※上記①～③いずれかの方法で変更操作を行ってください。

【問い合わせ先】
ロックアウトされた方がシステムの利用を再開したい場合や、

パスワードを忘れてしまった場合は、下記いずれかまでご連絡ください。
○学習センター（対面）
○学生サポートセンター（℡：043-276-5111）
○教務課教務係（e-mail：kyoumuka@ouj.ac.jp）

本人確認の上、初期パスワードに設定いたしますので、速やかにシステムWAKABAにログインの上、パスワードの変更を行ってください。
なお、翌朝６：００までにパスワードを変更しなかった場合、再度システムが利用できなくなりますので、ご注意ください。

mailto:kyoumuka@ouj.ac.jp
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短歌同好会 代表 吉田 葉子

放送大学短歌同好会（燦水会）は２００１（平成１３）年３月に発足した。と同時に講師をお引き受けしてくださり

２０１６（平成２８）年６月までご指導いただいた遠藤タカ子先生が昨年２０１９（令和元）年８月に亡くなられた。同好

会は今年で２０年目を迎え、遠藤先生に感謝をしながらよくぞここまで続けることが出来たと驚いている。短歌は難

しいもの、と思われがちだが、実はとても自由な発想と、個々の

多様な考え方、生活が見え隠れして愉しい側面もある。ただし

作り続けることが課題でもあり上達の基本と思う。

例会は、年に１０回（単位認定試験の１月と７月は休み）勉強会

を開いている。会員は１０名、現在は指導者を置かず会員の相互

の研鑽と短歌誌「かりん」「未来」などに頭を捻りながら投稿し、新

しい短歌の情報や傾向の把握に努め学びを深めている。短歌同

好会としての足跡は、「百合樹」という年刊作品集を発行している。

今年で１９号となり会員の短歌と文章が掲載され励みとなっている。

サークル活動のご紹介
今月号は「短歌同好会」「岩手漢文同好会」「スピードスケート同好会」の紹介をします。

岩手漢文同好会 代表 竹田 久子

サークルの名称「岩手漢文同好会」はなんともお堅いイメージですね。でも活動の内容はいたってヤワラカー

イのです。 発足当初の数年間は、中国古典の散文「史記」を輪読する例会と、唐詩を鑑賞する例会の２本立て

で運営していましたが、ここ数年は唐詩鑑賞の月例会のみとなりました。

① 『漢詩を読む』『唐詩新選』等をテキストとし、２～３篇をテーマ

ごとに読み味わう。

② 『中国の名言１００』をテキストに、例えば「羹に懲りて膾を吹く」

「五十にして四十九年の非を知る」等の名言・名句の２～３句に

ついて、体験から解釈し語り合う。

③ 「日常のことば」と題して、昨今の社会情勢の中から気になる

話題のいくつかをマークし、新聞記事などを軸に、それぞれの

体験を加味しながら意見・感想を述べ合う。

この①②③を柱として、忌憚のない語らいが月一回の例会で続けられています。月例会は水曜を原則としてい

ますが、翌月の日程は参加者の都合で決めています。かつて岩手大学の公開授業講座が市民に開放されまし

たが、その講座の一つ、藪敏裕教授の「漢文学特別演習」等の受講生たちが、さらに勉強を続けたいと、立ち上

げたサークルです。メンバーは変わりながらも６～７名で集い、かれこれ１５年を超えて続いています。興味のある

方の新しい参加をお待ちしています。

短歌同好会

岩手漢文同好会
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２０２０年度第２学期
岩手学習センター主催学位記授与式

開催日 ： ３月２８日（日）

会 場 ：放送大学岩手学習センター

学位記授与式の開催日・会場について

２０２０年度の学位記授与式の開催日・会場は下記のとおりです。

詳細については、該当される方に後日改めてご案内をお送りします。

スピードスケート同好会 代表 坂本 裕克

盛岡市みたけの県営スケート場４００ｍリンクを、風のように滑氷することを夢見ています。 実態は、冬

期の運動不足による中性脂肪値と血糖値の増加を防止するように重力に耐えノロノロと滑っています。追

い風の時は天国、向い風の時は地獄ですが、姫神山と岩手山を仰ぎ見て風を感じることは幸せなことです。

これまでスピードスケートをしたことがない方も、それぞれのペースで楽しむことができます。中高年になり

ますと足腰の衰えが重大な事故になります。1ミリのスケートの刃で氷上に立つことは普段使わない筋肉を

使います。新しいことに挑戦し、身体も心もリフレッシュしましょう。

休日に、スケート場で太腹で滑っているのが私ですので声をかけてください。楽しみましょう。

スピードスケート同好会（Ladybirds テントウムシ）

所長杯 ボウリング大会は

中止となります。

毎年恒例のボウリング大会は新

型コロナウイルス感染症対策のた

め中止となります。

12月９日より、センターの安全を図るため、人目

が届きにくい４階に防犯カメラを設置しています。

設置場所は「階段・エレベーター付近」及び「学生

控室へ続く廊下」です。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

岩手学習センター４階の警備について



 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
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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

２月

２月のゼミ ＜所長ゼミ＞ ３日（水）、１７日（水）
＜山口ゼミ＞ ６日（土）、７日（日）、１４日（日）
＜馬場ゼミ＞ ６日（土）、７日（日）

３月のゼミ ＜所長ゼミ＞ ３日（水）、１７日（水）

【編集後記】

新年明けましておめでとうございます。また新しい１年がスタートしました。新型コロナウィルス

の脅威はなかなか収まらず厳しい状況が続きますが、今年も基本的な対策をしっかりととりながら生

活していくことになりますね。さて、今月中旬には単位認定試験が始まります。今回も自宅受験とい

うことになりますが、体調を崩さないように気を付けて頑張りましょう！

今年も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 31

３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 ◇１日（金）～３日（日）
◆上旬
◆中旬
◇１３日（水）～２１日（木）

◇１６日（土）・１７日（日）

◇２１日（木）

◇２９日（金）・３１日（日）

◇１１日（木）
◇１３日（土）～２７日（土)

◇２３日（火）
◇２５日（木）
◆下旬

◇ １日（月）

◇１２日（金）
◇１６日（火）
◇２０日（土）
◇１９日（金）～３１日（水）
◇２８日（日）

休所日
通信指導添削結果、単位認定試験受験票 送付
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
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＞
休所日（大学共通テストのため）

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＞

休所日

休所日（建国記念の日）
次学期科目登録申請期間＜放送大学本部必着＞
※システムWAKABAによる申請は２月２８日（日）＜24:00まで＞
休所日（天皇誕生日）
休所日（岩手大学個別学力検査のため）
成績通知書 送付

２０２１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１６日まで）
休所日（岩手大学個別学力検査のため）
教養学部生・修士選科生・修士科目生出願受付締切（第２回）
休所日（春分の日）
視聴学習室 利用停止
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。


