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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。
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◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

〈はばかり〉のサウンドスケープ
客員教員 木村 直弘

岩手大学教授（人文社会科学部）
（専門分野：美学・藝術学）

前回（第168号）に引き続き、サウンドスケープ（音風景）関連のお話を。とある岩手大学
よりはるかに規模の大きい地方国立大学に出張した時のことです。前の晩飲み過ぎたせいか
お腹がゆるくなっており、約束の時間にもまだ余裕があったので、仕事の前に用を足そうと
学生食堂の男子トイレに行きました。１つしかない〈大〉用トイレは扉が閉まっており使用
中のようでしたが、近づく前に扉が開いて中から若い今風の優男（まあどうみても大学生）
が出て行ったので、これ幸いと入れ替わりで入ったところで、びっくり。なんとヤツはブツ
を流さず放置したまま出ていっていたのです。
近年岩大キャンパスでも出くわすようになったこうした〈放置〉とこの例で大きく違うの

は、誰が放置したのかがわかっているということです。そのせいか、事態に直面してまず小
生の頭に浮かんだのは怒りではなく、ヤツは何で流さなかったのか（さらに言えばブツを見
られて恥ずかしくないのか）という疑問でした。もちろん、今昔物語集や宇治拾遺物語所収
の有名な平中の話に出て来る「本院の侍従」ほどに気を遣う必要はないわけで、ただ流せば
いいだけのこと。でも彼には流したくない理由があった。ではその理由とは何か。皆さまは
どう思われますか。
小生なりに考えた答えはこうです。《きっと彼は流す音を聞かれたくなかったのだろう》。

実は大抵のトイレで、用が済んだあと流す水音はトイレの外まで聞こえます。つまり、彼が
気にしたのは、トイレにいる人よりも、トイレ外にいる人（女子学生？）にああこの人
〈大〉してきたなと悟られたくないといった心理からではないか、ということです。小学生
じゃあるまいしと思われた方もいらっしゃるでしょう。しかし、この放置は、サウンドス
ケープ的には、自分勝手な行為とも言い切れません。なぜでしょうか。
今や男性が〈小〉も洋式に座ってすることがだんだん普及してきており、ピクトグラム等

を用いた多種多様な「座ってトイレ」ステッカーなどもインターネットで簡単に入手できる
ようになりました。しかし、1992年夏、ドイツはデュッセルドルフの先輩宅のトイレでその
ステッカーを初めて目にしたときは、ほうドイツでは男性も座って〈小〉をするのかと驚き
ました。先輩に尋ねると、それは奥さん（ドイツ人）のリクエストによる購入で、小便の飛
散を防ぐだけでなく、用を足す音が漏れ聞こえることによって不快感を起こさせないためで
もあるとのこと。つまり、件の彼の〈放置行為〉も、音の面だけからすれば、最も他人に不
快感を与えずに済む、まさに他にはばかった選択ともとれるわけです。
となると、「音姫」といった装置は、逆に「今用足し中」と外にわざわざ大きな音でサイ

ンを送っているということになり、中にはその音に不快感を催す人がいるかもしれません。
実際、小生の研究室がある棟の男子トイレは、隣の女子トイレでトイレットペーパーをたぐ
る音が聞こえてくる音環境であり（逆も同じ）、それは逆に相手に聞かれたくないというだ
けでなく、聞かせたら相手も不快だろうと気を遣う（はばかる）状況であることも実感とし
てあります。一方で、たとえば「厠」の語源が（川に掛け渡した）「川屋」であったり、所
謂「你好トイレ」のような文化（中国だけでなく古代ローマも）もあったり……いずれトイ
レとはばかる勿れ、サウンドスケープは、日常の音の世界を切り口に文化全体についてわた
したちにいろいろなことを考えさせてくれます。
尾籠な話一色となってしまいましたので、しめくくりは格調高い文学作品のお話を。文

豪・谷崎潤一郎は、その名随筆「陰翳禮讃」で日本建築の厠について、「或る程度の薄暗
さ」「徹底的に清潔なこと」の外に「蚊の呻りさへ耳につくやうな静かさ」を必須条件とし
つつ、「私はさう云ふ厠にあつて、しと／＼と降る雨の音を聴くのを好む」と書いています。
この随筆、サウンドスケープの文章としても出色の出来ですので、ご興味のある方にはご一
読をお薦めします。



【情報学プログラム】１名

大学院 計 １名

２０２０年度第２学期、岩手学習センターからは
教養学部３５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。

～学位記授与式に出席された卒業生の方々～

【生活と福祉コース】 ８名

【心理と教育コース】 ８名

【社会と産業コース】 ５名

【人間と文化コース】 ６名

【自然と環境コース】 ５名

【 情 報 コース】 ３名

学 部 計 ３５名

岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、２０２０年度第２学期卒業の方々

を含めて、卒業生１,１２９名・修了生４０名となりました。

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。
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松島 哲夫 さん －生活と福祉コース－

高校を卒業し地元の金融機関に就職し５５歳で定年

を迎えた際、勉強してこなかったことに気付き、５７歳

で放送大学に入学し、今回で３回目の卒業となりまし

た。仕事や勉強の他、写真団体の役員も務め大変で

したが、学びは人生においてとても貴重な経験となり

ました。関係各位、また学生の皆様にも大変お世話に

なりました。学んだ事を今後の人生に役立てていきた

いと思います。

姉帯 順一 さん －心理と教育コース－

初めての大学生活で右も左もわからず、心理学・

ココロを知りたい“自分って何”、という疑問からス

タートしてはや５年半、放送大学の学びやすい環境

に支えられて無事に卒業を迎えることが出来ました。

４月からは大学院に入るためのちからを身につける

ため、修士選科生として１年心理の探究を深めたい

と考えています。

髙橋 美由紀 さん －心理と教育コース－

５年間お世話になりました。この間、知識のみなら

ず「学ぶ」ことの原点本質を実感できたように思いま

す。学びを支えてくださった先生方、職員の方々、そ

して家族に感謝しつつ卒業したいと思います。あり

がとうございました。石澤 清史 さん －社会と産業コース－

今回で３回目の卒業です。何かと多忙で「放送大学の

学習時間」がなかなかとれず、３回卒業まで２０年近く月日

がたってしまいました。今後共、生涯現役の放送大学生と

して精進して参りたく存じます。

きんぎょ さん －心理と教育コース－

最初は選科の学生として学びはじめ、当初２才だっ

た長女の大学卒業と共に全科に編入しました。先生

方、職員の皆様には大変お世話になりました。面接授

業でいろいろな世代の方々と学ぶことで、卒業までの

モチベーションを保てたと思っています。本当にありが

とうございました。

佐々木 智恵子 さん －生活と福祉コース－

卒業することができ喜びでいっぱいです。自学するだ

けでなく、興味あるものに面接授業で参加し他県にも行

きました。ゼミも学びが深まり、知らないことを知ること

ができました。学習できたことに感謝です。ありがとうご

ざいました。

佐藤 美紀子 さん －生活と福祉コース－

盛岡駅で放送大学の案内を見つけて、踊るような気

持ちで入学してから早十年が過ぎました。昨日の様で

す。楽しく楽しく本当に楽しく学ばせて頂きました。皆さ

んの勉学の姿に励まされ、先生方の講義も質問ぜめ

で受けましたよ。自分を褒めて再出発します。韓国に

行っても頑張りますヨ。ありがとうございました。

-３-



Ｉ さん －人間と文化コース－

２１年間、大変お世話になり有難うございました。

入学して直ぐこの新しい学習センターに移って素晴ら

しい環境の中、楽しく学生気分を味わわせていただき

ました。再入学を１回して４コース目を卒業できました。

事務室の皆さま、何か困ると直ぐ駆け込んで相談に

乗っていただきました。心から感謝申し上げます。本

当に有難うございました。

二階堂 友彦 さん －自然と環境コース－

１０年間かかりましたが、無事卒業の日を迎えることが

できました。指導頂いた教授、職員の皆様方へ感謝を申

し上げたいと思います。本当にありがとうございました。

米澤 弥志夫 さん －情報コース－

今回で３回目の卒業となります。今回は一番不得意な

情報コースを卒業することができました。前回は東京で

の式で第九を歌わせていただきましたが、今年はできな

かったので残念です。

山本 久美 さん －自然と環境コース－

三度目の卒業をむかえることができました。学びの

場があること、学ぶ機会にめぐりあえたこと、幸せだっ

たのだと思います。残された時間は、自分のために大

切にしていきたいと考えます。

石澤 利男 さん －人間と文化コース－

選科生として日本文学を学ぶ目的で入学しました。俳

句の実作に少しは役立てようと思ったからです（根本の

所で役立っていると思います）。外国語は「中国語」を選

択したのですが、理解が難しく、８単位まで学習するは

めになりました。地域の活動に役立つような科目を中心

に今後も学びを続けます。

木下 公喜 さん －自然と環境コース－

学位を取れた事に、喜びと共にやっと解放された感じ

です。岩手学習センターには単位認定試験、面接授業、

岩大みそを買いに行く時くらいでしたが、長い間職員の

方々、ご支援ありがとうございました。

柴刈 見穂子 さん －社会と産業コース－

４コース目の卒業となります。年々覚えが悪くなり、

試験が終われば全て忘れ去り何も残っていません。で

も放送大学に籍を置かせて頂くことで暮らしに「ハリ」

がある気がして、又継続入学致します。全コース卒業

を目指していますが、次回卒業出来なかったとしても

ずっとお世話になるつもりです。職員の皆さま宜しくお

願い致します。

原 三代治 さん －社会と産業コース－

今回は４回目のチャレンジでしたが、途中でだらけてし

まったりして、在学期限ギリギリの状態でした。努力が足

らなかったと反省することが多いですが、やり終えた喜

びも感じています。継続は力とか・・・５回目も頑張りま

す！！
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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、２０２０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、２０２０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。

※通信指導の受理の確認方法：システムWAKABAの教務情報⇒ 学生カルテ⇒ 単位修得状況情報

をご覧ください。

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。

◆ 提出期間 ◆

〈Web〉

5月7日（金）10時～5月28日（金）17時

〈郵送〉

5月14日（金）～ 5月28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

通信指導の解答・提出・解説の閲覧ができる『Web通信

指導』が利用可能です。またはWeb通信指導のみの科目

もあります。詳しくはシステムＷＡＫＡＢＡをご覧ください。

※提出期限を過ぎて到着したものは受理できません。

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ＷＡＫ

ＡＢＡ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ＷＡＫＡ

ＢＡ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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通信指導の提出について

学割証の利用が認められる範囲

◆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

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、申請してくださ

い。郵便で申請する場合は、返信用封筒（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。

また、学割証の有効期限等、詳しくは学生生活の栞

（学部：P128～130、大学院：P115～116）をご

覧ください。

学生証の受取はお済みですか
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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」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。

※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。

《 学 校図書館司書教諭講習 》

『 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 5月１9日（水） １３：００～１５：００

第２回 6月 ２日（水） １３：００～１５：００

第３回 6月１6日（水） １３：００～１５：００

第４回 6月30日（水） １３：００～１５：００

第５回 7月 7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 各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Ⅲ部：量子物理学の世界

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。
今回は量子力学に従って発展する原子・分子・原子核・素粒子の世界の基本概念や特徴的な現象
をできるだけ分かり易く紹介していきます。第Ⅰ部、第Ⅱ部を受講しなかった方も歓迎します。

★ 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。

★今回もWeb（ZOOMを利用した同時双方向の）

授業も並行して行います。ご自宅にWebの環境が

ある方は、ぜひ挑戦してみてください。

詳細は事務室にお問合せください。

○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、幼稚園教諭を除く）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（正規生として）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（土）～６月７日（月） 〈郵送：放送大学本部（千葉県）必着〉
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２０２１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２０２１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。

※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。

※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『２０２１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。

～２０２０年度第２学期の面接授業の様子です～

★２０２２年度卒業研究の履修申請について★

教養学部
全科履修生対象

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２０２２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：２０２１年８月下旬）

《履修申請の条件》 ２年以上在学し、６２単位以上を修得した者

特例者
２０２１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

２０１９年度第２学期 第１年次入学者
及び

２０２０年度第２学期 第２年次編入学者

大学本部の先生および事務職員の方と、卒業研究についての概要説明を行うガイダンスをオンライン
にて開催します。履修開始までの手続きについての説明のほか、皆さんからの質問にもお答えいたします。

２０２２年度の卒業研究履修希望者を主な対象としていますが、その他卒業研究に興味をお持ちの方もぜ
ひご参加ください。参加を希望する場合、岩手学習センター事務室へ来所、またはお電話にてお申し込み

ください。 日時：６月１２日（土）
会場：放送大学岩手学習センター ４階 実習室
定員：１０名（先着順）

Web



システムＷＡＫＡＢＡ
○放送大学ホームページを開き「在学生の方へ」からログインして
利用するシステムを選択します。

-８-

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（第１
学期）のページ

パスワード変更

※ログインＩＤ、初期パスワードは入学許可書に記載しています。
一定期間経っても初期パスワードから変更されていない場合は、
システムにログインできなくなりますので、初期パスワードは
速やかに変更してください。

※ログインできなくなった場合は、本部学生サポートセンターに
パスワードの初期化の依頼をしてください。

《学生サポートセンター 043-276-5111》

今年度、岩手学習センターに入学された学生と、西崎所長、在学生と輪になり、学生同士
お互いに情報交換して交流を深めましょう！

☆学生生活に彩を！学生交流会☆

●日時：〈１回目〉６月 5日（土）13時30分～15時30分

〈２回目〉６月26日（土）13時30分～15時30分

●場所：岩手学習センター 小講義室（4階）

●定員：各１０名（先着順）

新型コロナウイルス感染症対策
のため２回に分けて実施します。
ご協力をお願いします。

★ご都合の良い日にちにご参加ください

★申込は学習センター事務室まで
（お電話でも可）
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「Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ（放送大学大学院教育研究成果報告書）」第１７号が発行

されました。本冊子は、２０１９年度放送大学大学院修士課程修了生の修士論文が

掲載された「学生論文集」です。岩手学習センターでは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、放送大学の学生であれば680円で購入できます（一般販売価格は850円）。ご希望の方は事務

室までお申し出ください。第2～4号・第9～11号につきましても、学生の方には760円、第1・5号～

8号・12号～17号は680円で販売中です。《創刊号（第1号）・第2・第3・第４号は在庫わずかのた

め、センターでは販売しておりません。詳しくは学習センターまでお問い合わせください。》

なお、Open Forumは新しい形での発信を目指すことになり、第17号をもって冊子体での刊行を

終了します。

「Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ」 第１７号 発売中

各種変更願（変更届）について

現住所、電話番号等に変更があったときは、すみやかにシステムWAKABAにて手続きを行うか、所

属学習センター（大学院生は放送大学本部）へ『住所等変更届』を提出するとともに、現住所の変更に

ついては、最寄りの郵便局にも転居届を提出してください。『住所変更届』は随時受け付けています。

視聴学習室におけるＷｉ－Ｆｉ利用について

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

事務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。
「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 （最新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。



-10-

◆◇ ◇◆
４月から新たに２名の先生をお迎えしました。

小野田 敏行 先生
岩手大学教授（保健管理センター）

（専門分野：公衆衛生学、成人保健）

高橋 有里 先生
岩手県立大学教授（看護学部）

（専門分野：理論看護学、看護技術学）

◆◇ ◇◆

黒澤 喜一 （新事務長）

岩手大学から４月１日付けで異動になりました。岩手大

学勤務時は、学内研修で放送大学の授業を受講する機

会が何度かあり、岩手大学学生が放送大学との単位互

換を利用する業務を担当していたことがありますので、全

く縁がなかったわけではありません。

事務長としては全く未熟ではありますが、かつての上司

の口癖だった「学生が第一」という言葉を思い浮かべなが

ら、業務に励みたいと存じます。どうぞよろしくお願いいた

します。

佐藤 栄宣 （前事務長）

２年間、岩手学習センター事務長を務めさせていただきまし

た。この２年を振り返って、本来であれば様々な修学支援、学

生支援についての思い出を語るところですが、後半の約１年

間は新型コロナウィルスへの対応のため、様々な催しを中止

したり、制限したりということが多く、そのことの方が思い出さ

れます。皆様にはご不便をおかけしましたが、ご協力いただき

ながら学習センターの運営ができたこと、この場を借りまして

感謝申し上げます。

職員として、放送大学の学生の皆様が、時間的制約、地理

的制約、あるいは身体的制約がありながらも学ぶ姿を目にし、

感服するばかりでした。私も皆様に倣い、学ぶ意欲を持ち続

けたいと思います。短い期間ではありましたが、本当にありが

とうございました。

～ 職員の紹介 ～
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

西 崎

黒 澤

及 川

木 村

菅 川

猿 ヶ 澤

星

佐 藤

滋

喜 一

裕 子

葉 子

恵 梨

庸 子

朋 子

麻 美

釜石校の場所と利用方法が変わりました！

場 所：青葉ビル１階（釜石市大町３－８－３）

利用時間：9：00～21：00（年末年始を除く）

※ 施設を利用される際は、事前予約が必要

予約先：0193-27-8454

（釜石市市民生活部まちづくり課）

予約対応時間：平日8：30～17：15

今年度より客員教員となりました、岩手県立大学看護学部基礎看護学講座の高橋有里と申します。

私は現在、看護の初学生に対して、「看護学序論」や「看護援助技術」などを教授しています。主な研

究テーマは、「根拠に基づいた安全で確実な注射技術に関する研究」や「看護過程の教授方法に関す

る研究」などです。COVID-19の影響により大学における学び方が制限されている昨今ですが、放送

大学は、いつでも学ぶことを継続できる有効な学習機会と考えます。

皆様の学びに少しでもお役に立てましたならば嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

令和３年度から客員教授を務めることになりました。専門は公衆衛生学、成人保健です。医学には

内科や外科などの臨床医学、生理学や薬理学などの基礎医学の他に社会医学というジャンルがあ

って、公衆衛生学はそれに属し、健康増進、環境衛生、保健制度など身近で幅広い分野を取り扱い

ます。疫学も公衆衛生学の１分野で、「疫」の字からも想像できるように、流行り病の学問です。

今、大変な問題となっている新型コロナウイルス感染症も含め、皆さんと一緒に考えていけたらと思

います。よろしくお願いいたします。



【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。（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
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６月の面接授業

● ５日（土）･ ６日（日） 「ヒトの脳を探究する」
●１２日（土）・１３日（日） 「地域の社会学（中国の農村社会」
●１９日（土）・２０日（日） 「心理学実験１」

「企業経営と働き方改革」
●２６日（土）・２７日（日） 「日本の地震と活断層」

７月の面接授業

● ３日（土）・ ４日（日） 「ポップソングの歌詞で学ぶ英語２」
「モデル化とシミュレーション」

●１０日（土）・１１日（日） 「福沢諭吉と新渡戸稲造の思想」
「局地気象学」

●３１日（土） 「発達障がい概説」
「はじめての労働法」

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

６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

7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

５月

◇ １日（土）

◇ ３日（月）
～５日（水）

◇ ７日（金）
１４日（金）

◇２８日（金）

５月の面接授業

●１５日（土）・１６日（日） 「家族心理学」
「腎臓の機能と腎臓病」

●２２日（土）・２３日（日） 「学校の教育活動の現状と課題」
「「吾妻鏡」奥州合戦記事を読む」

●２９日（土）・３０日（日） 「発達障害の理解と支援」
「コミュニケーション学入門」

夏季集中科目履修生（学校図書館司書教諭講習）出願受付開始
～６月 ７日（月）本部必着

休所日（憲法記念日・みどりの日・こどもの日）

（Web） 通信指導 提出開始＜５月２８日（金）１７時まで＞
（郵送）通信指導 提出開始＜５月２８日（金）まで本部必着＞
通信指導提出締切＜本部必着＞＜Webは１７時まで＞

◇上 旬
◇１０日（木）

◇中 旬

卒業研究履修の手引 配布開始
（郵送）２０２１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（火）まで・第２回９月１４日（火）まで＞
２０２２年度修士・博士全科生入学者募集要項配布開始
入学時既修得単位認定通知 送付

◇上 旬
◇中 旬
◇１３日（火）～

２０日（火）
◇２０日（火）
◇２２日（木）～

２４日（土）

通信指導結果・単位認定試験受験票等 送付
次学期科目登録申請要項発送（次学期も学籍がある学生）
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＞

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


