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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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夢見は心とからだの健康のバロメーターか

◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

客員教員 松岡 和生

岩手大学教授（人文社会科学部）
〔専門分野：認知心理学・認知科学〕

皆さんは毎晩楽しい夢を見ているでしょうか？ 近年，心理学や脳科学の分野では夢
の研究の進展が著しく，たいへん面白いことになっています。なかでも興味深いのは夢
と日中の生活とのつながりです。たとえばアメリカ人男性が身体的な暴力を伴う夢を見
る割合は50％，オランダ人は32％，スイス人は29％という「攻撃性」に注目した夢見の
国際比較データがあります。夢の報告を集めてデータベースを構築し，疫学統計的な調
査を行ってきたカリフォルニア大学のドムホフ博士は，これは暴力事件が多いアメリカ
社会の姿を反映していると分析しています。日本人そして岩手大学の学生から収集した
我々の夢見のデータを突き合わせてみると，男性も女性も夢に暴力的なイベントが出現
する割合はずっと低い値になります。他の指標を見ても，夢見の特徴から見る限り，岩
手大の学生はおおむね幸せで充実した生活を送っていることが窺えます（すばらしい）。
コロナウィルス感染拡大が夢見に与える影響もいま注目されている研究テーマの一つ

です。深刻なコロナ禍に見舞われた世界各地で，不安や動揺をもたらす鮮明で奇怪な夢
の増加が報告され，この現象はパンデミック・ドリームとよばれて世界中で研究が行わ
れています。日本でも我々岩手大と東洋大の研究グループが共同して，感染拡大地域の
東京都近郊（1都3県）となぜか最後まで唯一感染者ゼロだった岩手の二つの地域の学生
の夢見を比較する大規模調査を実施しました。その結果は明瞭で，ウィルス感染に関連
するような夢の出現率は緊急事態宣言下の東京では岩手の倍近くにのぼり，この時期の
東京の学生たちの夢はより奇妙でネガティブなものに偏る傾向がありました。それが一
転，宣言解除後はポジティブな方向へと変容し地域間の差もなくなります。さらに欧米
での調査と同様，日本でも夢へのネガティブな影響は女性で特に顕著であったことは興
味深い結果です。コロナ感染にまつわる社会状況やストレス対処の違いが夢見に鋭敏に
反映されることがみてとれるのです。こうした夢の疫学的な調査データは社会的なリス
ク状況や健康不安の一種のセンサーとしても利用できるのではないかと我々は考えてい
ます。
さて，私たちの研究室では実験室内のベッドの上で，脳波や眼球運動をモニターしな

がら朝まで寝てもらい，ときどき目覚めてもらっては夢を報告してもらうような実験研
究も行っています。タイミング良く起こせば誰でもほぼほぼ夢を報告してくれます。い
ま行っているのは夢の明晰性や怪奇性と脳活動との関係を狙った研究ですが，脳波の波
形データを見ていると，眠りに入る瞬間，深い睡眠，おそらく夢を見ている睡眠，眠れ
ずに焦っている様子などが手に取る様にわかり不思議な感じがします。実験では毎晩の
ように極めて鮮明かつ豊かな夢を見る人，夢だと自覚しながら夢を経験したり，夢を自
在に変えたりすることができる，そんなスーパードリーマーな人たちを募集中です。疫
学的な統計研究にも活用可能な日本人の夢のデータベース，日本版夢バンクも構築中で
す。そのためには各年齢・各世代のデータが必要になってきます。機会がありましたら
放送大学の学生の皆さんにもご協力いただければと思っています。どうぞよろしくお願
いいたします。
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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・博士全科生対象に学習センター事務室に

て発行します。「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（８４円切

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。

※詳細 ： 「学生生活の栞」 教養学部 P１２５～１２７、大学院 P１１５～１１６ 参照

◆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

諸証明書発行について学生証の交付について

成績・単位修得証明書など、証明書（１通につき２００円

手数料がかかります）の発行を希望する方は、「諸証明書

交付願」を事務室へ提出してください。（教員免許状申請用

証明書など、発行までに１週間ほど時間を要するものもあ

ります。）

※ 郵送で申請される方は、「諸証明書交付願」の他に、

手数料（証明書１通につき２００円。現金または郵便

定額小為替証書）と、返信用封筒（長形３号で住所・

氏名を明記、切手貼付）を同封してください。

手数料を現金で郵送される方は、現金書留で郵送し

てください。

※ 返信用封筒には証明書１通ご希望の方は８４円切手を、

２通以上ご希望の方は９４円切手を貼付け願います。

※ 学期末・学期開始直後は、教員免許状に関わらない

証明書であっても学籍状態により、発行までに時間を

要する場合があります。

※ 「諸証明書交付願」の様式は、「学生生活の栞」の巻

末に綴られています。また、システムＷＡＫＡＢＡから

ダウンロードすることもできます。

学生証は所属学習センターにて交付します。下記に該当

される方は、所属学習センターにて手続きを行ってください

（学生証はシステムＷＡＫＡＢＡに顔写真を登録した上で発

行になります）。

岩手学習センター事務室に来所し、入学許可書または

有効期限が切れた学生証を提示してください。

※郵送をご希望の方は、岩手学習センター宛に、

①返信用封筒（住所・氏名を明記、８４円切手貼付）

②入学許可書のコピー

③顔写真付の身分証明書の コピーを同封し送付して

ください。

●２０２２年度第２学期に新規入学・継続入学される方

《第１回出願期間に出願された方》

・・・１０月 １日（土）１３：００以降にお渡し可能

《第２回出願期間に出願された方》

・・・１０月２０日（木）１３：００以降にお渡し可能

●現在お持ちの学生証が令和４年９月末で有効期限を

迎える全科履修生・修士全科生の方

・・・１０月 １日（土）１３：００以降にお渡し可能

学割証の発行について
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毎学期、入学者の集い終了後、卒業生・修了生のお祝いと新入生の歓迎を兼ねて学友会と合同で

「交流会」を同会場にて開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症を防止する観点から前

学期同様中止することとなりました。ご理解のほどお願いいたします。

～ 今学期の交流会は中止となりました ～

岩手学習センター主催による学位記授与式・入学者の集いを下記の日程で行います。

詳細につきましては、該当される方に別途ご案内をお送りします。

※当日、在学生の方は学習センターを利用することはできません。

学位記授与式・入学者の集いを開催します

2022年度第１学期 学位記授与式

【 日 時 】９月２５日（日）10時00分～10時40分
【 会 場 】岩手学習センター４階 大講義室

２０２２年度第１学期 入学者の集いの様子

13時40分から新入生オリエンテーションを開催いたします。

2022年度第２学期 入学者の集い

【 日 時 】９月２５日（日）13時00分～
【 会 場 】岩手学習センター４階 大講義室

２０２１年度第２学期 学位記授与式の様子

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。

岩手学習センター主催



《 面接授業とは？》

◆教員の授業を直接受ける授業であり、授業会場は主に学習センターの講義室です。原則として１科目につき２日間

にわたって９０分の授業を７回、４５分の授業を１回（最後の８時間目）実施します。

また、授業時間とは別に成績評価のための試験・レポート等の時間が設定されています。

◆成績評価は放送授業やオンライン授業と同様に、A ～ Eの６段階評価になります。

合格すると１科目につき１単位取得できます

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、閉講、またはWeb授業に切替わる可能性があります。

２０２２年度 第２学期 面接授業科目の
教養学部

-４-

【追加登録 事前申請期間後に申請した場合】

・・・事前申請は来所、又は郵送・FAXにて岩手学習センターに申請してください。

※10月２４日（月）は休所日

※10月17日（月）は休所日

【追加登録 事前申請の場合】

申 請 期 間 ：10月15日（土）～ 10月１９日（水）17：00まで

追加登録期間 ：10月2０日（木）～ 10月3０日（日）17：00まで

対象者： 2 0 2 2 年度第 2 学期に教養学部に在籍する全ての学生 ※特別聴講学生は除きます。

・・・空席状況は、岩手学習センター３階教務掲示板やシステムWAKABAにてお知らせします。

10月2０日（木）15：00以降は、システムWAKABAにて空席状況をリアルタイムで確認できます。

＜詳細：『2022年度第２学期面接授業時間割表【北海道・東北ブロック版】』P４参照＞

空席発表：10月15日（土）12：00開始 ※対象科目は1 1月５日（土）以降に開講する科目

・・・10月2０日（木）午前10：00に事前申請分の抽選を行い、その結果なお空席がある科目については、

先着順で追加登録を受け付けます。（追加登録受付期間は、それぞれの科目によって異なります。）

事前申請者の入金状況によっては、11月１日（火）以降空席状況に変更が生じる場合もありますので、

最新の空席状況を事務室にてご確認ください。また、申請と同時に「授業料」を納付してください。

※詳細は「利用の手引」P26参照

① 追加登録をご希望の方は「岩手学習センター利用の手引」Ｐ27の様式をＡ４サイズに拡大コピーし、申請

期間内に来所、郵送またはＦＡＸ〈必着〉により申請してください。

② 2022年度第２学期当学習センターにて開講予定の対面式面接授業については、他センター所属の方または

県外在住の方も受講可とし、制限措置は行わないこととします。各自、移動や受講に係るリスクをご留意の

上、科目登録を行ってください。なお、居住地において緊急事態宣言や、まん延防止重点措置が講じられた

方はお断りさせていただく場合もありますので、ご了承願います。

③ 対面式授業の閉講、Zoom等の会議システムによるWeb授業への切り替え等、措置を行う場合があります。

④ 各面接授業の授業日程や授業概要は、冊子『面接授業時間割表』またはシステムWAKABAにて確認できま

す。冊子をお持ちでない方には差し上げますので、事務室までご連絡ください。

科目登録の結果、定員に空席がある科目については、各科目を開設する学習センター

において追加登録を受付けます。岩手学習センターでは下記のとおり実施します。
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岩手学習センター外視聴施設の利用について

センター外視聴施設に配架されている科目の一覧表を配布しています。

ご希望の方は、岩手学習センター事務室へご連絡ください。一覧表を差し上げます。

センター外視聴施設への放送教材配架の希望を随時受付しています。

毎学期１人２科目まで受付します。詳しくは、岩手学習センターへ直接お問い合わせください。

（※水沢校・釜石校・二戸校窓口では受付できません。）

科目によっては配架までに１～２ヶ月かかる場合もありますので、科目登録後、なるべく早く

申し込んでください。本部から教材が届き次第、施設に配架します。

◆ 放送大学岩手学習センター（釜石校） ◆

所在地：釜石市大町３－８－３
青葉ビル１階

※施設を利用する際は、事前予約が必要です。

担当課 【釜石市市民生活部 まちづくり課】

予約先 ℡ 0193-27-8454 （平日8：30～17：15）

利用時間： ９：００～２１：００
（年末年始を除く毎日）

所在地：奥州市水沢聖天８５－２
水沢地区センター １階

℡ 0197-23-3165

利用時間： 月～土 ･･･８：３０～２１：００

日 ･･･８：３０～１７：００

（水沢地区センターの休館日を除く）

◆ 放送大学岩手学習センター（水沢校） ◆

所在地：二戸市石切所字狼穴１－１
二戸市立図書館３階

℡ 0195-23-3447

利用時間： 火～金 ･･･ ９：００～１７：００

土・日・祝 ･･･１０：００～１７：００

◆ 放送大学岩手学習センター（二戸校） ◆

二戸校は放送大学学生に限らず
どなたでもご利用できます。

釜石校をご利用の際は、事前に
担当課に電話予約してください。

各市、及び市教育委員会のご協力により、奥州市に「水沢校」、釜石市に「釜石校」、二戸市に「二戸

校」がセンター外視聴施設として設置されています。お近くにお住まいの方はどうぞご利用ください。

なお、上記３施設ではスペースの関係上、全ての放送教材を配架することができないため、登録人数の

多い科目や配架希望のあった科目の放送教材を優先的に配架しています（放送教材の視聴や室外貸出の利

用が可能です）。

各施設には放送大学職員はおらず、学生の皆さまにその利用をお任せしています。マナーを心掛けての

ご利用をお願いします。



《 システムWAKABA へログインした画面 》

１．放送大学HPにアクセスし「在学生（WAKABA）」選択

《 主な機能 》

①【キャンパスライフ】
学内連絡、スケジュール確認、学習
案内、学生生活、各種届出、申請様
式など

②【授業サポート】
授業連絡、授業共有ファイル、質問
箱、資料室など

③【教務情報】
学生カルテ（学籍情報・住所・連絡先
情報・履修情報・単位修得情報など）、
変更・異動、履修成績照会、単位認
定試験時間割照会、科目登録申請、
継続入学申請など

④【学内リンク】
Ｗｅｂ通信指導、オンライン授業、放
送授業のインターネット配信、Web単
位認定試験問題・解答など

-６-

「キャンパスメール」は、Webブラウザを利用したメールシステムです。
学生全員にメールアドレスが割り振られていますので、自由に利用することができます。
※学籍がなくなると使用できなくなりますので、ご注意ください。

～ システムＷＡＫＡＢＡのご案内 ～

システムＷＡＫＡＢＡとは、学生の皆様の修学をサポートするシステムです。ぜひご活用ください！

⑤【パスワード変更】
初期パスワードを変更される方はこ
ちらから

アンテナさん

① ② ③

④

⑤

⑥

⑥【キャンパスメール】

２．「システムWAKABA」選択

３．ログインID・パスワード入力

*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、パスワードを忘れてしまった方は、次頁の【問い合わせ先】を
ご確認ください。



-７-

初期パスワードを一定期間経っても変更し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コードを読み込む

②https://sso.ouj.ac.jp/webmtn/LoginServletへアクセスする

③システムWAKABAログイン後、トップ画面「パスワード変更」
クリック

※下記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。

《システムWAKABA》

2022年度

岩手学習センター利用時間のお知らせ

※休所日：月曜日、国民の祝日、年末年始（１２/２９～１/３）、 学長等が特に認めた日（１/１４・１５・２６、２/２５、３/１２）

注）学習センターの開所日及び利用時間は、学習センター毎に地域の実情に応じて異なりますので、ご不明な点は各
学習センターにお問合せください。

期 間 曜 日 学習センター開所時間 視聴学習室・学生控室 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 火～日 ８：３０～１９：００ ８：４５～１８：４５

mailto:kyoumuka@ouj.ac.jp


所長ゼミ 『 初心者のためのパソコン実習 』

Webによる単位認定試験が始まり、パソコンに触れ

る機会が増えてきたものと思います。

また、記述式の問題に解答するにはパソコンによる

文章の入力が求められます。

そこで、超初心者を対象に、パソコンの使用法、文

章の入力方法、かんたんなグラフの書き方の講習会

を実施します。

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

-８-

★ 学習相談・学習指導のご案内 ★

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 程》 第1回 10月12日（水）

第2回 10月19日（水）

第3回 11月 9日（水）

第4回 11月30日（水）

第5回 12月14日（水）

《時 間》 13：30～15：00

《定 員》 10名

《場 所》 パソコン実習室

岩手学習センターでは、所長・客員教員が学習の進め方や学習上の種々の相談に応

じます。相談を希望する学生は「学習相談票 」に相談内容をご記入の上、当学習セン

ター事務室へ申し出てください。

なお、教員の専門分野等詳細につきましては「利用の手引」P２１をご確認願います。

※「学習相談票」は、当学習センターにお越しいただければお渡しできます。また、

メール添付やFAX等にてお送りすることも可能ですので、お気軽にご連絡ください。

※
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2022年度第２学期の科目登録申請を行った方は、9月中旬頃大学本部から送付される「学費払込取

扱票」で学費を払い込んでください。学費納入期限内に学費が納入されない場合は、申請科目の受講

はできません。

※面接授業の申請をした方は、必ず当落を確認し、登録科目数分だけ授業料をお支払いください。

※『学生生活の栞』P13、及びP60では９月中旬を未着照会時期としていますが、学期開始までに

印刷教材の送付を希望する方で9月12日（月）までに科目登録決定通知書が届かない場合は、大

学本部学生サポートセンター（TEL043-276-5111（総合受付））まで連絡してください。

（通知の未着で払い込みができなかった場合でも、科目登録が無効となります。）

※ 「科目登録決定通知書・学費払込取扱票」の発送が例年に比べ遅延する

見込みとなっており、印刷教材のお届けも通常より遅くなる見込みです。

早期に印刷教材の到着を希望される方は、速やかに学費を払い込んでください。

2022年度第２学期の出願を行った方は、大学本部から送付される「学費払込取扱票」で学費を払い

込んでください。学費納入期限内に学費が納入されない場合は、申請科目の受講はできません。

※第１回募集で出願した方で面接授業の申請をした方は、必ず当落を確認し、9月30日（金）まで

に登録科目数分だけ授業料をお支払いください。

※第１回募集で出願した方は、9月15日（木）までに学費を納入してください。原則として学期開

始（10月1日）までに印刷教材が届きます。

※第２回募集で出願した方は、10月3日（月）までに学費を納入してください。

９月16日（金）以降に学費を納入した場合、印刷教材の到着は10月1日以降となりますので予め

予めご了承願います。

新規入学・継続入学の方へ

学費の振り込みはお済みですか？

２０２2年度第２学期の単位認定試験の実施について

2022年度第２学期の単位認定試験につきましても、第１学期と同様の実施方法となる予定です。

詳細に関しましては、第2学期の試験前に大学から送付される案内やホームページでご確認ください。

在学生の方へ

Web単位認定試験期間
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9月～11月の岩手学習センターの休所日

《９月の休所日》
◎毎週月曜日

◎９月８日（木）～９日（金）終日、10日（土）13：00まで作業停電及び蔵書点検等のため

◎９月２３日（金）秋分の日

◎９月２５日（日）学位記授与式・入学者の集い（※一般の学生は利用できません）

《10月の休所日》
◎毎週月曜日

《11月の休所日》
◎毎週月曜日

◎１１月 ３日（木）「文化の日」

◎１１月２３日（水）「勤労感謝の日」

学生研修旅行中止のお知らせ

今年度の研修旅行は、昨年同様新型コロ

ナウイルス感染症対策のため、中止となり

ます。ご理解のほどお願いいたします。

学習センターの利用について

● 体調がすぐれない方はご遠慮ください。

● 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。

（※2022年度第2学期面接授業受講者を除く。）

● その他、掲示等の利用方法を確認してご利用ください。

● 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。

例年、岩手大学の学祭に合わせて岩手学習セ

ンター学友祭を開催し、出店等で参加してお

りましたが、新型コロナウイルス感染症対策

のため、今回も昨年同様中止することになり

ました。ご理解のほどお願いいたします。

学友会より

学友祭中止のお知らせ

zzz…



【編集後記】

皆さま、自宅等でのWeb単位認定試験はいかがでしたか？無事終了することができましたでしょうか。

今回の受験に関しましては色々なご意見があるかと思いますが、２学期も同じ実施方法になる予定です。

なお、当学習センターでは１学期同様パソコン操作体験会を開催いたしますので、パソコンに不慣れな方

はぜひご参加ください。本番に向けて、引き続き気を引き締めて頑張りましょう！今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。（及川）

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

９月

1

大学説明会・懇談会及び公開講演会（釜石地区）

休所日（停電、蔵書点検等のため）

※１０日（土）13：00以降は通常通り利用可

休所日（秋分の日）

学位記授与式・入学者の集い

※在学生のセンター利用はできません。

【中止となる場合もあります】

◇ ４日（日）

◇ ８日（木）～９日（金）終日・

１０日（土）13：00まで

◇２３日（金）

◇２５日（日）

＜川村ゼミ＞

９/３（土）・１７（土）・１８（日）

9/8（木）・9/9（金）終日、
9/10（土）13：00まで

休所となります。

１０月の面接授業

●１５日（土）･１６日（日） 「臨床心理学実習」
「『セロ弾きのゴーシュ』を読む」

●２２日（土）・２３日（日） 「心理学実験１」
「伝承の社会学－なぜ語り継ぐのか－」

●２９日（土）・３０日（日） 「震災関連資料と情報システム」
「認知症の人の理解」

◇ １日（土）

◇１５日（土）

◇２０日（木）

学部・大学院放送授業開始＜１月２０日（金）まで＞

修士全科生・博士全科生 ２０２３年度入学者筆記試験

面接授業空席発表 ※事前申請の抽選は２０日（木）

面接授業追加登録受付開始

１１月の面接授業

● ５日（土）・ ６日（日） 「看護学入門」
「教育相談（不登校・いじめ対応）」

●１２日（土）・１３日（日） 「特別支援教育の実践」
「細胞の構造と形成のしくみ」

●１９日（土）・２０日（日） 「ポップスで学ぶ英語」
「９０分で学ぶ欧米の文学A」

●２６日（土）・２７日（日） 「論語を読む」

「 POV-Rayプログラミング」

◇ ３日（木）

◇ ５日（土）

◇ ８日（火）

◇１２ 日（土）・１３日（日）

◇１５日（火）

◇２３日（水）

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 ２０２３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２９日（火）１７：００まで＞

修士全科生 ２０２３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２９日（火）まで（本部必着）＞

休所日（勤労感謝の日）

-１１-

 休所日  面接授業 単位認定試験期間休所日

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

31

１０月


