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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
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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：
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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：青葉ビル １階

〒026-0024 釜石市大町３－８－３

※釜石校を利用する際は事前に予約が必要です。

予約先 TEL：0193（27）8454
（釜石市市民生活部まちづくり課）

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

岩手学習センターマスコットキャラクター
テレビくん＆アンテナさん

（絵：岩手学習センター職員 菅川恵梨）
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我々の身の回りの様々な機器の中には、制御を司るCPU（Central Processing Unit。中央

演算処理装置）に相当するものが組み込まれています。内燃機関を例とします。簡単な制御

であれば機械制御や電子回路制御でも対応可能ですが、現在は、柔軟で高度な制御（機能）

を実現するため、CPU（とプログラム）が燃料噴射装置を制御する構成が主流です。なぜ計

算機による制御が必要か？ですが、排ガス規制に対応・燃費を向上・出力特性を改善するに

は、機械式≒アナログな方法では限界があるためです。「状況に合わせた柔軟で高度な制

御」には、プログラムによる処理が必要でした。

計算する機械について振り返ってみましょう。まずは数を数える道具から。古いものとし

ては、後期旧石器時代（２万年ほど前）の遺跡から、動物の骨に刻みが付けられた遺物が見

つかっています（イシャンゴの骨）。ただし、これが数字を表しているか？（数学的な意味

があるか・否か）は議論があります。数を数え計算するための道具としては、様々な文明圏

で「そろばん」（算盤）が用いられています。古代シュメール、古代ローマ、古代中国など

を例とします（他の文明圏でも存在したようです）。

計算する道具、アナログ式計算機ともいえる計算尺は、概数（近似値）を計算できます。

1970年代あたりまで広く使われており、中学・高校の数学で学習した・計算で利用していた

方もいらっしゃるでしょう。計算尺の歴史を紐解くと、17世紀はじめのネイピアの対数の発

見を受け、ガンター（対数尺とも）を経てオートレッドの計算尺へ至ります。現在見られる

ような計算尺はマネームの発明によるといって差し支えないでしょう（マンハイム計算尺）。

つぎに計算を補助する道具・手動的に計算する道具ではなく、自動的に計算する機械につ

いて。アンティキティラ島の機械（古代ギリシア）は天体運行を計算する歯車式計算機（特

定の目的用）と推定されています。四則演算等は出来ません（目的が違う）。歯車により演

算出来る歯車式計算機としては、「人間は考える葦である」で有名なパスカルが考案・制作

したパスカリーヌが有名でしょうか（17世紀半ば頃。基本的には加減算）。ほんの少し前に

シッカート（世界初の歯車式計算機とも）、少し後のライプニッツのものも知られています。

歯車式計算機は電子計算機が登場する前はメジャーでした。日本ですとタイガー計算機が有

名でしょうか。

電子計算機に至るまでにはまだまだ距離がありますが、続きは次の機会とさせてください。

補足 本稿では取り上げていないが知られているもの・寄与があるものがあります。

◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

客員教員 川村 暁
岩手大学准教授

〔専門分野：情報工学〕

計算する機械 その１
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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。

● 利用方法はカウンター前に掲示してあります。

● パソコンや机は、使用前にご自身で消毒をお願

いします。ヘッドホンは消毒しておりますが、

気になる方はご自身で持参してください。

● 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。

2022年度 第２学期

岩手学習センター利用時間のお知らせ

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、

事務室カウンター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。

※１/１４（土）、１/１５（日）、1/２６日（木）、２/２５（土）、３/１２（日）、毎週月曜日、祝日は休所日です。

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３階の警備について

● センターの安全を図るため、人目が届きにく

い３階廊下、及び４階廊下にも防犯カメラを

設置しています。

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



単位認定試験について
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2022年度第2学期単位認定試験については、１学期同様Web受験方式（一部科目※については

郵送受験方式）にて実施します。

実施方法や試験日程は、以下の通りとなりますのでご確認ください。

Web単位認定試験実施期間

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。択一式科目は１月６日（金）まで、

記述式科目は１月１６日（月）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。

Web受験方式（試験期間）大学院・教養学部 １月１７日（火） 9：00～ １月２５日（水）17：00まで

郵送受験方式（提出期間）教養学部一部科目※ １月１７日（火）～ １月２５日（水）《必着》

通 信 指 導 添 削 結 果

試験日の約１週間前までに『単位認定試験通知（受験票）』が送付されます。なお、１月１０日（火）になっても届

かない場合は、放送大学本部（学生サポートセンター）へご連絡願います。＜電話（総合受付）: 043-276-5111＞

郵送受験方式科目については、１月上旬ごろ『問題用紙・解答用紙・提出用封筒』が大学本部から郵送されます。

受験票と問題用紙等の送付

実 施 方 法

● Web受験方式（試験期間中はいつでも受験できます）

・自宅等から、インターネットを通じてＷｅｂ単位認定試験システムにアクセスし、問題閲覧と解答提出を行います。

・１科目５０分の制限時間があります。（一時停止不可、１回のみ受験可能）

・科目ごとに「択一式」「記述式」「（択一式と記述式の）併用式」のいずれかの形式で出題されます。

【択一式問題】… 選択肢をクリックすることで解答します。

【記述式問題】… 解答記入欄に文字を入力することで解答します。

◇ ◇ ◇重 要 ◇ ◇ ◇

Web単位認定試験システムの体験版が利用可能です。実際の試験の際にスムーズに操作できるよう、受験に使用する予定

の端末から試験期間前までに必ず体験版の操作を行ってください。

モバイル端末（タブレットやスマートフォン）も基本的にはご利用可能ですが、文字の大きさやレイアウトが機種によって

異なるため、必ず受験予定の端末で体験版を操作し、解答提出が可能かご確認ください。（次頁参照）

Web単位認定試験システムの推奨環境は、以下のとおりです。

《パソコンの推奨環境》

【OS】Windows8.1・10、MacOS（最新から2バージョン前まで）

【ブラウザ】Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari

※Windows11でも基本的にはご利用可能ですが、体験版で解答提出が可能かご確認ください。

● 郵送受験方式 ※「正多面体と素数（’21）」、「日本美術史の近代とその外部（’18）」、「量子科学（’1９）」のみ

・１月上旬ごろ本部から送られる問題用紙・解答用紙・提出用封筒を用いて、郵送で解答を提出します。

・試験時間の制限は行いません。

・出題形式は「記述式」または「併用式」です。
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２０２２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、次学期に改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。

※２０２２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。

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「学内リンク」（トップページ右

上）内「過去の単位認定試験問題・解答等」）に掲載されます。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）を掲載します。試験問題は２月上旬、解答は２月下旬ごろに閲覧が可能

になる予定です。閲覧期間は約１年間です。

なお、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。

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

成績通知発送は２月下旬を予定しています。

また、システムWAKABA「教務情報→履修成績照会」でも成績を確認することができます。

「Web単位認定試験体験版」 アクセス方法
受験に使用する予定の端末からシステムWAKABAにログイン→「Web単位認定試験」→「Web単位認定試験体験版」

システムWAKABA 

アンテナさん

「Web単位認定試験」

Web単位認定試験成績通知

試験問題と解答の公表について

再 試 験

「Web単位認定試験体験版」

《重要》岩手学習センターでは、過去の単位認定試験問題の閲覧方法が変わります。これまでは視聴学習室に試験問

題等を配架しておりましたが、変更後はご希望の試験問題等を貸し出しすることになります。閲覧希望の際は、事務室

へ希望科目をお申し出ください。変更後の詳しい閲覧方法については、視聴学習室に掲示いたします。

ご不明な点等ございましたら、事務室へお声がけください。よろしくお願いいたします。



継 続 入 学 科目登録申請
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【出願期間】

２月１３日(月)9：00～２月２８日(火)24：00

★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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◆出願は「郵送」または「システムＷＡＫＡＢＡ」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。

◆継続入学用出願票は送付されませんので、システムＷＡ

ＫＡＢＡから出願するか、 『２０２３年度第１学期学生募集要

項』を取り寄せた上で、出願してください。

◆申請は「郵送」または「システムＷＡＫＡＢＡ」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『２０２３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、出願は郵送のみとなり、

学期当初からの面接授業の登録はできませんのでご

注意ください。

《郵 送》大学本部必着

２月１３日(月)

～２月２７日(月)

《システムＷＡＫＡＢＡ》

２月１３日(月)9：00

～２月２８日(火)24：00

《郵 送》大学本部必着

現在受付中 ～ ２月２８日(火)【第１回募集】

３月１日(水)～３月１４日(火)【第２回募集】

《システムＷＡＫＡＢＡ》

現在受付中 ～ ２月２８日(火)24：00【第１回募集】

３月１日(水)～３月１４日(火)17：00【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。

１学期同様、今学期も成績通知か

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。

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。

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

２０２２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」から『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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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年次編入学者においては３年、３年次

編学入者においては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

≪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

※オンライン授業３科目
「幼児理解の理論及び方法（’15）、「教育課程の意義及び編成の方法」（’15）、「小学校外国語教育教授基礎論（’17）」は、

卒業要件上は「授業形態を問わない単位数」として取り扱われます。

≪授業形態にかかる卒業要件≫



～ 当日の様子です ～

◆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(月)9：00～
2月28日(火)24：00

◆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(火)24：00

第２回募集:3月1日(水)

～3月14日(火)17：00

※面接授業登録を希望の場合は、

2月13日(月)9:00～2月28日(火)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（WAKABA）」→「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。）

◆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。

◆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。

※2022年度第2学期試験結果の通知
2月下旬 発送予定

-7-

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
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
○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。

◆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。

◆過去の単位認定試験
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。

mailto:kyoumuka@ouj.ac.jp


大学説明会

大学説明会
in 放送大学岩手学習センター

令和５年

2/ 8 （水）、 9 （木） 各日 15：00～16：00

3/ 4 （土）、 5 （日） 各日 10：00～11：00

＊説明会終了後、希望者は個別相談を行います。
＊個別相談のみのご参加もOKです。

15:30～16:30
＊入退場自由

令和５年 2/ 19 （日）

◇１階 小ホール◇
一関市大手町2-16

13:30～14:00

講演会の前に、放送大学学生と岩手学習セン

ター所長の西崎先生との懇談会を開催します。

この機会に皆さんのお話を

聞かせてくださいませんか。

一般の方も参加できます。

動画の視聴や個別相談を行います。

終了時間の30分前までにご入場ください。

（大学説明会は、事前申込みは不要です。）

公開講演会
14:10～15:20

同日
開催

参加無料

事前申込

ドイツ語と多文化社会

ーウィーン、ドレスデンの生活と文学

「多文化社会」をキーワードに

オーストリア・ウィーンや

ドイツ・ドレスデンの暮らし

について考えて

みましょう。

講師：

川村和宏先生
岩手大学准教授
（人文社会科学部）

放送大学客員准教授
専門分野／

ドイツ文学

学生と所長との

懇 談 会

定員：25名

-８-

＊交通手段のない方は、先着３名に限り学習

センター発着の車に同乗できます。希望する

方は申込みの際にお伝えください。

公開講演会・懇談会のお申込みは事務室まで。

（お電話でも可）

☎ ０１９－６５３－７４１４



２０２２年度 第２学期ゼミのご案内

-９-

★ 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！

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。

下記の内容にて、４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・一般の方

《定員》 １５名

《会場》 岩手学習センター４階 小講義室等

※ 事務室にて先着順で申込みを受付します。（お電話でも可）

地球上に生活する我々は、自然界から毎年１ミリシーベルト程度

の放射線を受けながら日々の生活を送っています。それ以外にも

医療、工業、農林業等での利用を通じて、知らず知らずのうちに放

射線の恩恵を受けています。また、炭酸ガスを放出しない“クリーン

な”エネルギー資源と言われる原子力は放射性廃棄物が多量の放

射線を放出するために、環境保全のための管理が重要な鍵となっ

ています。こうした放射線についての基礎知識を身に付け、我々を

取り巻く環境中での放射線の働きとその利用、原子力発電をめぐ

る諸問題について、我々はどう対処すべきかを考えてみましょう。

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 『放射能・放射線と私たちの暮らし』

小野田ゼミ 『～予防医学～病気を予防する力とその理解～』

講 師 ： 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

予防医学は健康障害や病気の要因を研究して予防に活かす学問です。

しかし、喫煙や感染症などへの政策は、得られる利益が大きくても必ずし

も理解が進んでいるとは言えません。いくつかのケースをみてみましょう。

《 日程・時間 》

１月２８日（土）

第１回 １０：００～１２：００

第２回 １３：００～１５：００

２月１８日（土）

第３回 １０：００～１２：００

《 日程・時間 》

第１回 ２月 １日（水）

第２回 ２月 ８日（水）

第３回 ２月２２日（水）

第４回 ３月 ８日（水）

第５回 ３月２２日（水）

各回 １３：３０～１５：００

*ネット配信を予定しています。ご希望の方は、事務室までお申込みください。
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松岡ゼミ 『夢と睡眠の最新心理学を学ぶ』
《 日程・時間 》

２月１８日（土）

第１回 １３：００～１５：００

３月 ４日（土）

第２回 １３：００～１５：００

３月１１日（土）

第３回 １３：００～１５：００

夢を語り夢を共有する心理学ゼミ。ただし、ここでの「夢」は夜間睡眠中

に経験する夢のお話です。世界的に科学的研究が爆発的な進展をみせ

ている夢と睡眠の心理学について、最近出版された学術書や映像資料な

どを紹介しながら、学んでいきたいと思います。

講 師 ： 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

音喜多ゼミ 『「ソフィーの世界」で学ぶ哲学史』

《 日程・時間 》

３月１１日（土）

第１回 １０：００～１２：００

３月１８日（土）

第２回 １０：００～１２：００

第３回 １３：００～１５：００

「ソフィーの世界（上）」を使用して、哲学の発祥期の思想について学び

ます。具体的には、古代ギリシアの哲学者たちをとりあげます。受講生の

みなさんとテキストを読みながら、基本的な思想内容については講師が

解説します。

講 師 ： 音喜多 信博 先生

岩手大学教授（人文社会科学部）

専門分野：哲学・倫理学

申し込みされる方は、

『新装版 ソフィーの世界-哲学者からの不思議な手紙（上）』（NHK出版）

を使用しますので、ご準備ください。

ヨースタイン・ゴルデル箸 定価：1,100円 ISBN：9784140814789

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、お気軽にご相談ください。

※

《 学習相談・学習指導のご案内 》



 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＞ １日（水）・８日（水）・２２日（水）
＜松 岡ゼミ＞ １８日（土）
＜小野田ゼミ＞ １８日（土）

【編集後記】

新年明けましておめでとうございます。間もなく単位認定試験が始まりますね。今回も１学期同様自宅

等でのWeb受験方式となります。体調管理をしっかりとして、試験に向けて頑張っていきましょう！

本年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 31

３月

◇４日（土）

◇８日（水）・９日（木）

◇１１日（土）

◇１３日（月）～２７日（月)

◇１７日（金）

◇１９日（日）

◇２３日（木）

◇２５日（土）

◇２８日（火）

◇ １日（水）

◇１２日（日）

◇２１日（火）

◇２２日（水）～３１日（金）

◇２６日（日）

大学説明会（ビッグルーフ滝沢）

大学説明会（岩手学習センター）

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（火）＜24:00まで＞

単位認定試験成績通知発送

公開講演会（一関文化センター）

休所日（天皇誕生日）

休所日（岩手大学個別学力検査のため）

２０２３年度第１学期 教養学部生・修士選科生・修士科目生

第１回出願受付締切（Web・郵送）

２０２３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１４日まで）

休所日（岩手大学個別学力検査のため）

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。

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 休所日

パソコン操作体験会（Web単位認定試験用）

通信指導添削結果発送

単位認定試験受験票発送

休所日（大学入学共通テスト）

次学期科目登録申請要項発送 ※次学期も学籍がある方対象

単位認定試験期間（Ｗeb受験）

休所日

公開講演会（岩手学習センター）

単位認定試験期間（Web受験）

１月のゼミ ＜小野田ゼミ＞ ２８日（土）

３月のゼミ ＜松 岡ゼミ＞ ４日（土）・１１日（土）
＜所 長ゼミ＞ ８日（水）・２２日（水）
＜音喜多ゼミ＞ １１日（土）・１８日（土）

◇１日（日）・３日（火）

◇６日（金）・７日（土）

◆上旬

◇１４日（土）・１５日（日）

◆中旬

◇１７日（火）～２５日（水）

◇２６日（木）

◇２９日（日）


