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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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◆◇ 岩手学習センター所長から ◇◆

学習センターの皆さんに期待すること

放送大学岩手学習センター

所長 西崎 滋（専門分野：理論核物理学）

新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せるようになってから、もう２年が経過し

ました。この間、感染拡大のピークを何回か経験し、感染防止の困難さと感染症への恐怖を

日々痛感しているところです。通信制の放送大学での学習は、ゼミやサークル活動を通じて

学習センターで教員や学生との間の交流を図ることも重要ですが、やはりその基本は個人

個人の学習にあり、コロナ禍にあっても変わることはありません。

私は、大学の理学部に入学した時点で、漠然と地球物理学を学んでみたいとは考えていま

したが、確固としてこの分野を学修したいというものがありませんでした。何冊かの教科書を

開いてはみましたが、1970年代の初め頃は現在のように地球温暖化が取り上げられることも

無く、それほど興味を持続させることはありませんでした。大学卒業の頃、知人と地球の砂漠

化や乾燥化について議論した記憶があるので、それが地球温暖化の走りであったのかもし

れません。

私の幸運は量子論・量子力学との出会いでした。ブルーバックス等の解説や著名な教科書

をひもといて格闘しました。高校時代に化学で学習した元素の周期律を量子力学で説明でき

るということに強く感心しました。電子のようなミクロの粒子は、シュレディンガー方程式と呼

ばれる方程式を解いて、その波動関数を求めると、さまざまな物理量を計算して測定と比較

できるということを知りましたが、量子力学そのものの理解には苦労しました。今でも正しく理

解できているのかどうか分かりません。それまでに知っていたニュートン力学では、物体の状

態は位置と運動量（速度）で表され、物体に働く力が運動の変化（加速度）を起こします。時

間が経過すると物体が空間中で位置を変えて軌道を描いて行きます。そして、初期状態さえ

分かれば、それからの状態変化はニュートンの運動方程式によって一意的に決まってしまい

ます。物体が空間中で軌道を描いて運動するのはこのためです。ところが、ミクロの粒子の

状態は波動関数で表され、シュレディンガー方程式に従って変化します。粒子の位置や運動

量はこの波動関数を用いて計算され、特定の位置や運動量を持つ確率しか知ることができ

ません。ミクロの粒子が粒子的に振る舞ったり、波動的に振る舞ったりするのはこのためで

す。その後大学院に進んで、ミクロの粒子の一つである原子核を研究するようになりました。

何に興味を持つようになるか、そのきっかけは偶然に左右されますが、それを何処まで掘り

下げて追求するかは個人個人の学修の仕方によります。同じ教科書を何回も学習しながら

隅から隅までを修得する人もいれば、関連するいろいろな教科書を読んで血となり肉となる

ように修得する人もいます。共通して言えることは、どんな分野を修得するにしても、継続し

て納得のいくまで学ぶという姿勢が重要だということです。当分コロナ禍が続くと思われます

が、学習センターの皆さんの奮闘を期待します。



【生活健康科学プログラム】１名

大学院 計 １名

～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】 ９名

【心理と教育コース】 １７名

【社会と産業コース】 ３名

【人間と文化コース】 ８名

【自然と環境コース】 ５名

【 情 報 コ ー ス 】 １名

学 部 計 ４３名

岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、２０２１年度第２学期卒業の方々

を含めて、卒業生１,２０１名・修了生４１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。

-２-

２０２１年度第２学期、岩手学習センターか
らは教養学部４３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。
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辻山 成 さん －心理と教育コース－

卒業出来てとてもうれしいですが、学友が出来なかっ

たのが少し残念です。新入生のみなさんは、積極的に

友人を作ってください！！

Ｍ さん －心理と教育コース－

２度目の卒業です。４月からまた学生として頑張りま

す。勉強だけでなく、たくさん交流できました。

ありがとうございました。

いわてっ子 さん －心理と教育コース－

普段は放送で独学スタイル、時々面接で共学スタイ

ル。２つの授業形式で学びが広がる、深まる。ずっと心

残りだった学位記を授かることができ、嬉しいです。在

学生の方々、放送大学でしか得られない学びを大切に

頑張ってください！

佐藤 つかさ さん －生活健康科学プログラム－

先生方のご指導のもと、無事に修了する事ができ、

感謝しております。家庭・仕事・学業の両立は非常に大

変ではありましたが、自分なりのペースで進める事がで

きました。ありがとうございました。

草皆 法子 さん －心理と教育コース－

高校卒業後、就職し、その後専門学校へ。再び就職、

結婚、子育てしてからの大学卒業となり、一般的な順番

ではありませんでしたが、いつでも学べる放送大学は素

晴らしいです！

吉田 直美 さん －生活と福祉コース－

学ぶこと、学び続けること、学び直すことの楽しさを知

ることが出来ました。

マッサン さん －心理と教育コース－

先輩や同窓生に支えられ、無事卒業できました。あり

がとうございました。

Ｎ．Ｓ さん －心理と教育コース－

特に思い出深いのは、面接授業で色々な方々とお

話し、モチベーション向上や視野を広げる機会をいた

だけたことです。本当に多くの意味で勉強させていた

だきました。ありがとうございました。

北田 友子 さん －心理と教育コース－

放送大学での卒業は４回目になりますが、岩手に来

てからは初めてです。この２年間、大変なことも数多く

ありましたが、岩手学習センターのきめ細やかな対応

に、特に精神面で助けられました。４月以降もまた新

たな気持ちで学びを続けるつもりです。

Ｍ．Ｍ さん －生活と福祉コース－

ようやく卒業、とてもうれしいです。

お世話になり、ありがとうございます。

引き続き継続しますので、よろしくお願い致します。



竹田 美代子 さん －人間と文化コース－

学生番号０８１、３年目全科に。２０１４年３月「心理

と教育」を卒業（認定心理士）、独学で保育士合格。

「生活と福祉」（社会福祉主事）、幼稚園教諭に必要

な５科目８単位も修得し、現在は子ども園に勤務し、

幼稚園教諭を目指しています。１３年間で３コースを

学びました。学友会を通じて青森学習センター・八戸

サテライトとの交流が思い出です。齋藤所長、大沼

会長時代にスタートした観桜会も、弘前城の観桜会

に招待されたことがきっかけです。事務局の皆さま、

親しくしてくれた学友の皆さまありがとうございます。

大森 善一 さん －自然と環境コース－

入学してから５年半、毎日の様に学習センターに通

い、ようやく卒業することになりました。子供のころから

科学に興味がありましたが、家庭事情で大学に進学

出来ませんでした。退職を機会に放送大学を通じて好

きな科学分野を最初から学ぶことが出来、ようやく人

生の欠けたピースを完成することが出来ました。

菊池 正則 さん －自然と環境コース－

卒業研究に挑戦して、一喜一憂しながらの報告書作

成でした。卒業研究の醍醐味と達成感を感じることが

出来ました。お世話になった方々に心から感謝申し上

げます。

佐藤 泰子 さん －人間と文化コース－

放送大学での学びは、入学前に想像していた以上

の深さと広さを感じました。「大きな宝物を得た」という

喜びでいっぱいです。今後は修士選科生として学びを

進めていきたいと思います。

宮前 福雄 さん －人間と文化コース－

継続は前進の一歩です。立ち止まる、時には後退も

あります。継続してこそ明日が始まりますよ！

寺舘 正勝 さん －社会と産業コース－

放送大学は学びたい分野の学問を一流の講師陣で

学べ、しかも録画ビデオ等を使えば、２回、３回と番組

が見れるとても合理的かつ学びやすい制度だと思い

ます。

齋藤 和子 さん －社会と産業コース－

今回で３回目の卒業となりました。支えてくれたス

タッフの皆さん、有り難うございました。そして、これか

らも宜しくお願い致します。

-４-

武蔵 育子 さん －人間と文化コース－

３コース目の卒業です。

これからもマイペースでコツコツ楽しみながら、放送

大学での学びを続けていきたいと思っています。

竹内 己彦 さん －自然と環境コース－

長いようで短い６年半でした。学習が進むにつれて、

何を学びたいのかが分かってきて、楽しい学生生活を

送ることができました。生涯学習に向かって取り組ん

でゆきたいと思っています。

松倉 拓 さん －自然と環境コース－

Ａ からＣ評価まで全て取ってなんとか卒業できました。

今までご指導いただきありがとうございました。教養学

部故に苦手な分野も含めて、全てのコース科目にチャ

レンジすることで得意分野の視野が広がりました。
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＊所長ゼミのご案内＊

《 日程 》 5/11（水）・5/25（水）・6/8（水）・6/22（水）・7/6（水） 計５回
《 時間 》 １３：３０～１５：００
《 会場 》 岩手学習センター４階 大講義室
《 定員 》 各回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）

★ 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。

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

『持続可能な開発目標（SDGs）の勉強会』

拡大する貧困と格差、「地球の限界」による気候
変動や生物多様性の損失など、ここ数十年間に破局
的状況をもたらしかねない慢性的危機を「持続可能
な社会・経済・環境」への移行によって克服しよう
とする目標がSDGsです。このSDGsについて学んで
みませんか。

この度は、放送大学学長表彰（名誉学生）をしていただきました。誠に
有り難く頂戴いたしました。
５５歳で岩手学習センターに毎週日曜日朝10時から午後4時半頃までビ

デオ６本視聴を目標に、11年近く続けました。学ぶことが楽しく教養学
部全コースを修了しました。一学生として素直に学んだことが良かったと
思います。まだ69歳です。仕事は現役一線で働いています。知恵は人を
助ける力があります。正しく物事を認識し、判断する能力を身につける一
つに放送大学が大いに役立っています。

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。

宮前 福雄 さん

申込みをされる方は

『SDGs -危機の時代の羅針盤-』岩波新書

南博（著）、稲場雅紀（著）ISBN:9784004318545

¥902（税込み）をご購入の上、参加願います。

中舘 公一 さん

「自問自答」
卒業式の時期になると思いだし人がいます。式後の新入生との懇談会で

「私は卒業したくありません。すみません、こんな話をして」と言って、
次の人にマイクを渡した手は、長年、汗して働いてきたことがわかる逞し
い手でした。式当日にも軽トラの助手席には教科書が乗っていました。
「わたしはネ、単位を数えたことなかったんですヨ」と話す先輩の入学

動機、学習環境、目指していた目標などに思いをめぐらす時、私の十四年
間の学生生活は、はたして「学ぶ」と言う事に、どれほど真摯に向き合っ
てきたのであろうかと自問自答しているのです。

放送大学岩手学習センターでは、以下お二人の方がこの度グランドスラムを達成されました
ので、学生の皆さま向けにメッセージをいただきました。今後グランドスラムを目指す方々
への参考になればと思います。（岩手学習センターにおいて、現在グランドスラム達成者は
計３名です。）
※放送大学のグランドスラムは、学部6コースすべての学位記を取得した学生を学長が讃え

る名誉学生の称号です。



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、２０２１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、２０２１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、再度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９日（月）10時～5月３１日（火）17時

〈郵送〉

5月1６日（月）～ 5月３１日（火）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ＷＡＫＡ

ＢＡ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

位認定試験の受験等に必要となります。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。

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：P１２５～1２７、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

-６-
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２０２２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２０２２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『２０２２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。

～２０２１年度第２学期の面接授業の様子です～

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！

★申込は学習センター事務室まで（お電話でも可）

※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。

●日時：６月４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：10名（先着順）

放送大学
東北・北海道ブロック同窓会交流会

９月10日（土）と11日（日）の2日間にわたって盛

岡駅西口のアイーナ（岩手県情報交流センター）を会場

に東北・北海道ブロック同窓会交流会が開催されます。

今年度は、岩手同窓会が主催団体となります。

内容は、放送大学本部及び同窓会連合会より説明、同

窓会加盟の各県との交流と記念講演となっています。

現在のところ、10日午後に「宮沢賢治」を題材にし

た記念講演を予定しています。講師は、岩手大学教授／

前岩手学習センター客員教授の木村直弘先生です。

この記念講演のみ、岩手学習センター所属の学生の皆

さまにも聴いていただくことができます。時間等の詳細

は後日となりますが、興味のある方はどうぞお越しくだ

さい。

学生生活に彩を！

学生交流会
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前回のイーハトーブでもお知らせした通り、2022年度第1学期単位認定試験の実施方法が変わります。

それに伴い、岩手学習センターではWeb単位認定試験に向けてパソコンの「操作体験会」を下記の日程で開催し

ますので、お電話等にてご予約の上、開始時間までに会場にお越しください。

Web単位認定試験のためのパソコン操作体験会について

システムWAKABA 

現在、「Web単位認定試験体験版」 が利用可能です。

受験に使用する予定の端末からシステムWAKABAにログインし、２０２２年度第１学期単位認定試験前

までに必ず体験版の操作を行ってください。

【 日 時 】 ６月１７日（金） ①１３：３０～１４：３０ ②１５：００～１６：００ ③１６：３０～１７：３０

６月１８日（土） ①１３：３０～１４：３０ ②１５：００～１６：００ ③１６：３０～１７：３０

６月２３日（木） ①１３：３０～１４：３０ ②１５：００～１６：００ ③１６：３０～１７：３０

【 会 場 】 岩手学習センター ４階（実習室）

【 定 員 】 各回 ８名

※複数回ご参加いただいても構いません。(空きがある場合）

※都合により変更が生じる場合があります。

※上記日程で都合がつかない方は、岩手学習センターまでお問い合わせ願います。

「Web単位認定試験」

アンテナさん

注）ご自宅等にインターネット環境がない、またはパソコン操作に不安がある等のご事情
により、学習センターにてWeb受験を希望される方は必ずご参加ください。
なお、ご自宅等にて受験予定の方でも参加いただけます。

※学習センターでの受験を希望する方は、「学習センター受験申請書」（印刷教材または学生生活の栞

と一緒に送付されています）に必要事項をご記入の上、申請期間内（4月1日～5月23日《必着》）に放送

大学学務部学生課単位認定試験係に郵送してください。

「Web単位認定試験体験版」



システムＷＡＫＡＢＡ
○放送大学ホームページを開き、「在学生」→「システムWAKABA（教務情報システム）」→ログインの上、
ご利用ください。
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放送大学ホームページ

システムＷＡＫＡＢＡ

オンライン授業

放送授業の
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配信

過去の単位認定
試験問題・解答等

Ｗｅｂ単位認定
試験

面接授業（第１
学期）のページ

※ログインＩＤ、初期パスワード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【学習サポートセンター（℡：043-276-5111）または教務課教務係（e-mail：kyomuka@ouj.ac.jp)】
に連絡をして、ロックの解除を依頼した上でご自身でパスワードの変更をしてください。

在学生

システムWAKABA

変更・異動手続

学生カルテ

アンテナさん

◆◇ ◇◆

菅原 郁恵 （新事務長）

４月から岩手学習センターで勤務させていただくことにな

りました。

様々な年代の学生の皆様の充実した学びのお手伝いが

できるよう努めて参りたいと思います。

よろしくお願いいたします。

黒澤 喜一 （前事務長）

１年間とたいへん短い期間ではありましたが、お世話に

なりました。新型コロナウィルスへの対応のため、授業形

態の変更や各種行事・大学説明会の中止など、皆様には

たいへんご不便をおかけしました。様々な制約がある中、

学生の皆様が学ぶ姿を見て、感心することばかりでした。

４月から岩手大学勤務となっておりますが、岩手学習セ

ンターは勤務先（農学部）のすぐ近くにあるので、気にかけ

ながら業務に励んでおります。ありがとうございました。

パスワード変更

Ｗｅｂ通信指導
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◆◇ ◇◆ ～４月から新たに５名の先生をお迎えしました～

～ 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

西 崎

菅 原

猿ケ澤

及 川

菅 川

鈴 木

星

滋

郁 恵

庸 子

裕 子

恵 梨

宏 美

朋 子

自己実現とウェルビーイングはおそらく現代社会を生きる人々の最重要課題であると思い

ます。そして「学ぶ」ということは自己を実現しウェルビーイングを保持するうえで必須の営み

です。

学ぶことはそれ自体が楽しい！それが私たちホモサピエンスという種の本来的特性と信じ

ております。心理学の世界を通して、放送大学のアカデミズムの場で学びによる自己実現を

目指す皆さんのお手伝いをしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
松岡 和生 先生

岩手大学教授（人文社会科学部）
（専門分野：認知心理学）

「学び続けることの大切さ」

ロシアのウクライナへの侵攻とともに新型コロナウィルス感染症の繰り返しの蔓延や、デジタ
ル化、SDGｓの促進等現代社会は激動の中にあるといえます。さらに、私たちはそれらの状況
に関する様々な情報にフェイクニュースを含めて、スマートフォンやパソコン等により瞬時にア
クセスすることができます。そのような中で、とるべき行動を決断する際に大切なことは、情報
選別のための確かな目を養うことです。時代に対応した判断基準をアップデートするために、
私たちには学び続けることが求められているともいえます。皆さんは自らの意思で学び舎の門
をたたかれました。今回の出会いを大切にさせていただき、今後授業等をとおして少しでもお
役に立ちたいと願っています。

鈴木 久米男 先生
岩手大学教授（大学院教育学研究科）

（専門分野：学校経営・教員研修）

音喜多 信博 先生
岩手大学准教授（人文社会科学部）

（専門分野：哲学・倫理学）

今年度より客員教員を務めさせていただくことになりました。専門は現代フランス語圏・ドイ
ツ語圏の「哲学的人間学」と「現象学」です。大学では、思想に関連することであれば幅広く学

生さんの指導をしています。たとえば、現代社会における死や病いをめぐる考え方、人工知

能と人間との違い、進化生物学がもたらした人間観の変化、などなど学生さんと一緒に考え

ています。感染症や戦争といった混迷の時代であるからこそ、人間観や死生観について問い

直すことが必要なのではないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

川村 暁 先生
岩手大学准教授（情報基盤センター）

（専門分野：情報工学）

令和４年度から客員准教授を務めることになりました、岩手大学情報基盤センターの川村
暁と申します。専門は情報工学です。情報基盤センターは岩手大学の情報基盤を担う組織

です。情報セキュリティ対策も担っています。研究では、吹奏楽器演奏者の感性情報処理に

ついて、深層学習を用いた研究を行っています

情報スキル・情報リテラシーは読み書きそろばんのような、これからの社会を生き抜く基礎

的な素養の一つとなるでしょう。情報教育等を通じて、皆様の学びの一助になれば幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

川村 和宏 先生
岩手大学准教授（人文社会科学部）

（専門分野：ドイツ文学）

令和４年より客員准教授を務めることとなりました。専門はドイツ文学とドイツ語教育です。
主な研究テーマはドイツの児童文学者ミヒャエル・エンデ研究で、文学と貨幣論、錬金術思

想を絡めて研究しています。ドイツ語教育としては、教育ソフトウェアを開発したり、最近では

YouTubeにドイツ語講座を作っています。

遠い世界、異なる時代の文学に触れると、人間の普遍性や希望の一端が垣間見えてきま

す。難しい時代にこそかつて何かを真剣に「伝えようと」してきた先人の文学に触れて、ご一

緒に人生の糧にできればと思っております。



【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、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。（及川）

 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

● ４日（土）･ ５日（日） 「岩手の地域経済と産業」
「ヒトの脳を探究する」

●１１日（土）・１２日（日） 「家族を対象とした看護」
「温室の環境と植物栽培」

●１８日（土）・１９日（日） 「市民生活と民法」

●２５日（土）・２６日（日） 「ポップソングの歌詞で学ぶ英語３」

７月の面接授業

● ２日（土）・ ３日（日） 「リチウムイオン電池とその利用」
● ９日（土）・１０日（日） 「陸奥国から中世日本を考える」

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

（郵送）２０２２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（水）まで・第２回９月１３日（火）まで＞
２０２３年度修士・博士全科生入学者募集要項配布開始

◇２２日（金）・
２７日（水）

通信指導結果・単位認定試験受験票等 送付

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（日）

◇ ３日（火）
～５日（木）

５月の面接授業

● １日（日） 「大学で学ぶためのパソコン基礎」
「人格心理学」

● ７日（土）・ ８日（日） 「近代日本思想と東アジア」
「情報社会とメディア」

●１４日（土）・１５日（日） 「地域援助の臨床心理学」
「福沢諭吉と新渡戸稲造の思想」

●２１日（土）・２２日（日） 「学校の教育活動の現状と課題」
「機能材料の開発と産業応用」

●２８日（土）・２９日（日） 「健康四方山話」
「心理学実験３」

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
～５月３１日（火）本部必着

休所日（憲法記念日・みどりの日・こどもの日）

◇上 旬

◇２５日（土）・
２６日（日）

大学説明会（盛岡市）

◇１７日（金）・
１８日（土）・２３日（木）

パソコン操作体験会（Web単位認定試験用）

入学時既修得単位認定通知 送付

卒業研究履修の手引 配布開始

◇１０日（金）

◇中 旬

◇中 旬

◇１５日（金）～
２６日（火）

◇上 旬

休所日

単位認定試験期間＜Web受験＞

次学期科目登録申請要項発送（次学期も学籍がある学生）

〈所長ゼミ〉
5/11（水）・25（水）

〈所長ゼミ〉
6/8（水）・22（水）

〈所長ゼミ〉
7/6（水）


