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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 ◇◆

客員教員 高橋 有里
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］

10年を経て
東日本大震災当時を想う
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昨年に続き社会の話題の中心は新型コロナウイルス感染症ですが、東北に住む者として、今年は東日

本大震災大津波から10年という節目の年であることを忘れてはならないと思っています。改めて、大切な

方を亡くされた皆様および被災された皆様に、心よりお悔みとお見舞いを申し上げます。

3.11を想い返してみたいと思います。辛い思いをされる恐れのある方は、このページは読み飛ばしてください。

私は、一度避難した屋外から室内に戻りテレビで津波に車が押し流されている映像を見たとき、まるで映

画のようで信じられませんでした。それでも、大学建物に損傷がなく電気も使用できた（後に非常電源だった

ことを知った）ため、それ程の危機感はありませんでした。帰宅時に公道に出て、信号が点いていない、給

油したいのにガソリンスタンドが閉まっている、普段歩行者のいない国道沿いを人が連なり歩いている非日

常的な光景に、広範囲な停電が起きていることを理解し、緊張が走るのを感じました。ガソリンメータ最後

の一目盛りなのに渋滞で進まず、雪が降り寒いがガス欠を恐れエアコンを付けられず、そのうちに日は暮れ

て暗くなり、不安が増していきました。通常1時間の距離を4時間かけてやっと帰宅し車を降りたとき、足がガ

クガク震えたのを覚えています。

停電していた数日間は、徒歩で、食料の買い出しや、ガソリンスタンド営業状況・子どもの学校再開等の

情報収集をしました。「寒いですね。」「大丈夫ですか？」「灯油ありますか？」「〇〇のガソリンスタンドはあ

いているようですよ。でもすごい並んでました。」「（スーパーの）△△は店頭のみで数量限定だけど、□□は

中に入れていくつでも買えましたよ。」以上は、私が近所の人や道ですれ違った人と交わした言葉です。あ

のような状況だからこそ、普段会釈だけの人や見知らぬ人に声をかけ・かけられて情報を伝え合いました。し

かし、今想うと、情報交換だけでなく気持ちを落ち着かせる意味もあったのではないかと感じています。みな

相手を気遣う言葉をかけながら共感し合いたかったのだと思います。

人は一人では生きていけない、物がなければなおさら、物があったとしても安寧した気持ちで生活するには

他人とのかかわりが必要と感じました。

震災を経験した方は、改めて「生きること」について考えたと思います。その際、自分だけでなく、家族、友

人との関係性の中で考えたのではないでしょうか。

甚大な被害をもたらした東日本大震災ですが、気付かされたこともたくさんありました。人とのかかわり合いの

中で生きること、それはかかわる人を助ける・癒す一方で、かかわる人から助けられる・癒されるのです。

現在、新型コロナウイルス感染症が人と密にかかわることを妨げています。でもそれは物理的なかかわり

です。様々なことに制限がある毎日ですが、このような状況だからこそ、周りの人々との心のかかわり合いを

より大切にして過ごしたいものです。



ご卒業おめでとうございます

【生活と福祉コース】 ５名

【心理と教育コース】 ９名

【社会と産業コース】 ４名

【人間と文化コース】 ７名

【自然と環境コース】 ２名

【 情 報 コ ー ス 】 ２名

学 部 計 ２９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１,１５８名・修了生４０名と

なりました。
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～学位記授与式に出席された卒業生の方々～

去る９月２６日（日）、岩手学習センターにて「２０２１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２９名の方々が卒業されました。

２０２１年度第１学期

岩手学習センター卒業生
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咲山 久 さん －心理と教育コース－

心理学関係の勉強をして良かったと思う

ことは、①以前より人の気持ちを幅広く考

えられるようになったことです。②日常生

活でとどこおった時心理関係の本を参考に

柔軟に対処するようになったことです。客

員教員、事務局の方々には厚くお礼申し上

げます。

S  ．A さん －心理と教育コース－

学びに年齢は関係ないですね。各教科で知り得た事だけでなく、

学び続けることの大切さも学びました。面接授業も楽しく受講し

ました。身近な知人友人にも（特に若者には）「勉強って大切

よ」と話しています。各講師の先生方、事務局の皆様には感謝申

し上げます。ありがとうございました。

KOH  ．M さん －生活と福祉コース－

医療関係の仕事をしています。看護や心理について学ぶことで、普段の仕事でやっていることの目的
や意味を深く理解する事ができました。このことで職場でも経験だけではなく、理論を持って考えられ
るようになったと思います。放送大学で教わったことは知識だけでなはなく「学ぶ楽しさ」でした。あ
りがとうございました。

県北の学生 さん －社会と産業コース－

入学当初は高校時代の得意科目を活かそうと

自然と環境コースを選びましたが、学んでいく

うちに、現在の仕事に結びつく知識を身につけ

たいと社会と産業コースに変更。予定より２年

ほど長くなりましたが、無事卒業できました。

次は別コースにしようか、修士に挑戦しようか

迷い中です。

S ．Y さん －社会と産業コース－

今回は「社会と産業」コースでの終了となりました。最後の科目は「コミュニティがつなぐ安全・安

心」で合格となった次第です。これからの防災に役立つのではと思って登録したのですが、予想したよ

りははるかに難しい科目でした。基礎的な知識の科学（化学も）の力が弱かったのがアダと・・・。次

学期からも別のコースで学びます。宜しくお願い致します。
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田村 有理恵 さん －人間と文化コース－

不登校を経験し、通信制高校から放送大学に進学しました。くじけそうになったこともありましたが、

６年半かかって卒業できました。いつもそばで支え、卒業を私以上に喜んでくれた家族に感謝していま

す。

伊藤 久敏 さん －人間と文化コース－

前回は２０年以上かかって卒業しましたが、

今回２回目の卒業は４年と順調でした。放送大

学での学びは今後も継続してまいります。

よねちゃん さん －自然と環境コース－

今年の誕生日９月２０日（クニオ）で満７５歳になり、後期高齢者の仲間入りになった月に卒業でき、

よくぞここまで健康年齢のまま元気で生きてこれたことに感謝しています。これも放送大学で永年にわ

たり、いつでもどこでも学ぶことにより健康を維持できている要因の一つになっていると思います。も

うひとふんばり学生生活を続けます。

田中 幸雄 さん －情報コース－

永年勤めてきた会社を退職後、放送大学に入学し、「学

び」を取り戻すことができました。「学び」はまさに現代を

生きるための処世術あると実感しています。私にとっては

「生活と福祉」「人間と文化」「情報」の各コースを学び得

ることでした。一旦、大学での「学び」を休息しますが、来

たる現代を学びたいとき、再び入学する機会を得たいとも

思っています。９年間の長きに亘りお世話になりました。大

学関係者にお礼申し上げます。

千葉 温 さん －社会と産業コース－

ようやく、９年間で卒業できました。卒

業できる事が決まった時、急に淋しくなっ

てしまい、継続入学する事にしました。私

にとっては、いつでもどこでも学べる学舎

でした。
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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。

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４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。）

◆２０２１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学期に再試験を受験できます。

答案提出期間
《Ｗｅｂ》 １１月 ９日（火）１０：００～１１月３０日（火）１７：００まで
《郵 送》 １１月１６日（火）～１１月３０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

※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。
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教養学部
２０２1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。

ただし、他の学習センター所長が、この制限について緩和と判断する場合がありますので、「越境受講」に関し

てご不明な点は、予め各学習センターのWebサイト等でご確認いただくか、事前に科目を開講する学習センター

に直接お問合せください。また、対面授業の中止（閉講）、定員削減、Zoom等の会議システムによるWeb授業

への変更などの措置を行う場合があります。

●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２０２１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。

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、入学許可書の提示、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。

～２０２１年度第１学期面接授業の様子～



○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。

岩手学習センターの３階視聴学習室に、ノートパソコン（Windows10）７台

と、プリンタ（白黒印刷）を設置しています（新型コロナウイルス感染症対策

のため、現在４台のみの使用となっています）。

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、視聴学習室カウンターの使用簿にご記入ください。

※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。

★視聴学習室のパソコンをご利用ください★
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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

面接授業（２学
期）のページ

パスワード変更

学生カルテ

※11/26以降はHPのサイトリニューアルのため、
表示が変更になります。

mailto:kyomuka@ouj.ac.jp
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＊「学生と所長との懇談会」及び「公開講演会」＊
～センター外再視聴施設を拠点とした学生のネットワークづくり～

今年度は大学説明会の開催にあわせて、三地域での開催を企画しています。

今回は二戸地域で開催します。お近くの方はこの機会にお知り合いの方を

誘ってぜひ参加をご検討ください。 ※参加無料/申込不要

※終了後、大学説明会に移ります。 《 時間 》 １４：００～１５：３０

西崎所長との懇談会

講演会の前に、懇談会を開催します。この機会に皆さんのお話を聞かせていただきたいと思います。

《 時間 》 １２：３０～１３：００

講 師 : 高橋 有里 先生

岩手県立大学教授（看護学部）

放送大学客員教授
《専門分野 : 理論看護学・看護技術学》

《 時間 》 １３：００～１４：００公開講演会

『安心・安全な看護の追求』
新型コロナワクチン接種で行われている「筋肉内注射」

に関する自身の研究をもとに、安心・安全な看護の追求

についてお話します。

【日 時】 令和３年１２月１８日（土） １２：３０～１４：００
【会 場】 二戸市文化会館 ３階 練習室

二戸地域

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。

★ 大学説明会・相談会を開催します ★

２０２２年度第１学期の学生募集が１１月２６日（金）から始まります（第１回出願：２月２８日（月）

必着、第２回出願：３月１５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！

★ 二戸会場 ★

12/18 （土） 14：00～15：30 
会場：二戸市民文化会館

３階 練習室

★ 盛岡会場 ★

1/28（金）・1/29（土）
2/12（土）・2/13（日）、3/5（土）

各日10：00～11：30

会場：岩手学習センター
４階 講義室

★ 水沢会場 ★

2/5 （土） 14：00～15：30
会場：奥州市文化会館 Ｚホール

２階 会議室 １・２

★ 釜石会場 ★

2/19 （土） 14：00～15：30 
会場：釜石情報交流センター

２階 会議室１・２
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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。

退任される先生よりご挨拶

２０１７（平成２９）年４月から放送大学岩手学習センターで客員教員として勤務されていた

江本理恵先生が９月末をもって退任されました。先生から学生の皆さんへ、メッセージをいただ

きました。

４年半の間ありがとうございました

放送大学の皆様へ 江本 理恵 先生

都合により９月末日で退任となりました。放送大学と出会い、みなさまと一緒に学べ

たことは、何にも代えがたき経験となりました。「人間はいくつになっても新しいことを学び、

身につけることができる」それを私自身に言い聞かせてきた時間でした。また、どこかで

お会いできることを楽しみにしております。
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※ １２/２８（火）～１/２（日）、１/１５（土）、１/１６（日）、1/２７（木）、
２/１（火）、２/２５（金）、３/１２（土）、毎週月曜日、祝日は休所日です。

学習センターの利用時間

期 間 曜 日 開所及び閉所時間
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 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。

お詫びと訂正

前号１７８号（９月号）の学位記授与式のご案内のページで２０２０年度第２学期の学位記

授与式の写真が、２０２０年度１学期の写真になっていました。訂正してお詫び申し上げます。

今学期岩手学習センターに入学された学生、西崎所長、在学生が一堂に、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：11月 20日（土）13時30分～15時30分

●場所：岩手学習センター 会議室（4階）

●定員：各15名（先着順）

新型コロナウイルス
感染防止対策を徹
底しましょう！

★申込は学習センター事務室まで
電 話：019-653-7414
FAX：019-653-7410
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3 4 5 6 7 8 9
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31
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１２月の面接授業

● ４日（土）・ ５日（日） 「経済の地方特性について」
「ドイツ文学A」

●１１日（土）･１２日（日） 「アイヌと世界の諸民族の文化」
「レイトレーシング入門」
「天文学入門」

●１８日（土）・１９日（日） 「地域で暮らし続けるためのケア」
「カウンセリング実習」

◇１日（土）・２日（日）

◆上旬

◆中旬

◇１４日（金）～２１日（金）

◇１５日（土）・１６日（日）

◇２１日（金）

◇２２日（土）

◇２７日（木）

１１月の面接授業

● ６日（土）・ ７日（日） 「心理検査法基礎実習」
「人生は調査だ！実践社会調査法」

●１３日（土）・１４日（日） 「健康と看護」
「基礎ロボット工学」

●２０日（土）・２１日（日） 「ヘミングウェイの短編を読む」
「環境問題と民主主義」

●２７日（土）・２８日（日） 「心理学実験２」
「３次元形状表現と応用技術」

◇ ３日（水）

◇ ６日（土）

◇ ９日（火）

◇１３日（土）・１４日（日）

◇１６日（火）

◇２３日（火）

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

休所日（文化の日）

博士全科生 ２０２２年度入学者第２次選考（面接試問）

（Web） 通信指導 受付開始 ＜１１月３０日（火）１７：００まで＞

修士全科生 ２０２２年度入学者第２次選考（面接試問）

（郵送）通信指導 受付開始 ＜１１月３０日（火）まで（本部必着）＞

休所日（勤労感謝の日）

修士全科生（２年次） 修士論文提出期限

懇談会及び公開講演会（二戸地域）

入学時既修得単位認定通知 送付（全科履修生対象者）

休所日

◇１７日（金）

◇１８日（土）

◆ 中旬

◇２８日（火）～３１日（金）

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（大学入学共通テスト）

単位認定試験答案 提出期限（本部へ 当日消印有効）

公開講演会（岩手学習センター）

休所日

１月の面接授業

● ８日（土）・ ９日（日） 「おばけ絵本の世界」
「高温水を用いる環境に優しい化学」

山々の頂から木々が色づいて、街中までやってくる季節となりました。新入生の皆さま、在学生の皆さまとも

に新学期を有意義にお過ごしのことと思います。新型コロナウイルス感染症感染対策のなか、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）


