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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（旧 水沢公民館）

〒023-0063 奥州市水沢区字聖天８５－２
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釜石校：釜石市教育センター ５階
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TEL：0193（22）8835

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

‘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
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旅に出かけたくなる季節になりました。旅に出ると、そこで出会った景色や出来事を残しておきたく

なります。写真を撮ったりスケッチをしたり。友人に手紙も書きたくなりますし、日頃書かない日記も、

旅先では書きたくなります。古今東西、多くの人々が、旅を言葉にも残してきました。

「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」。流転する人生を旅に喩え、旅への思慕

をしたためた、この冒頭の名文で知られる『おくのほそ道』のなかで、松尾芭蕉は、旅での様々な出

会いや出来事を俳句の言葉で切り取りました。

蚤虱馬の尿する枕もと

寝苦しい旅の一夜も、このように俳句の言葉にのせると、しみじみとした風情を醸し出します

（芭蕉『おくのほそ道』、萩原恭男校注、岩波文庫、1979年）。

見慣れた風景も、言葉をとおすと違った風景に見えてくるので不思議です。

天平の世を舞台に、大仏造営をめぐって行き交う人々の生を描いた小説として、帚木蓬生の『国

銅』（上・下、新潮文庫、2006年）という作品があります。この物語のいくつかの導き糸のなかでひと

きわ心に残るのは、主人公の国人と文字や言葉との出会いです。長門の国で大仏のための銅づ

くりに、後には都で大仏造営に従事する国人は、その中で、僧の景信や、都の衛士、池万呂と嶋

万呂といった人々から、文字や詩歌を教えてもらい、日々の出会いや出来事、風景を少しずつ文

字に置きかえ、詩歌にしたためるようになります。文字や詩歌の言葉の向こうに国人が見る景色が、

ゆっくりと色彩を帯びてゆく様は、「言葉」では何とも言えず染み入ります。

この秋、旅に出かけたら、シャッターを押す手を少し止めて、一句詠んでみようと思います。

◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

客員教員 室井 麗子
岩手大学准教授（教育学部担当）
［専門分野：教育思想・教育哲学］
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ご卒業おめでとうございます
去る９月２７日（日）、岩手学習センターにて「平成２７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２１名の方々が卒業されました。

平成２７年度第１学期

岩手学習センター卒業生

【生活と福祉コース】 ６名

【心理と教育コース】 ３名

【社会と産業コース】 ６名

【人間と文化コース】 ６名

計 ２１名

放送大学全体で平成２７年度第１学期の卒業者数・修了者数は、卒業生：１，８８７名、

修了生：３名です。

～学位記授与式に出席された卒業生の方々～

岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、卒業生７７９名・修了生３５名と

なりました。

学位記授与式に出席された卒業生の皆さま
からのメッセージを、３～５ページに掲載し
ています。
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千田 公明 さん

－生活と福祉コース－

・学びの欲求があることに感謝です。

・次のステージでは他の学びをし、

また戻って来ようと思います。

いつでもその門戸は開かれている

放送大学で生涯学習ができることは心

強いです。

酒本 洋子 さん

－生活と福祉コース－

いろいろありましたが、家族の協力で

卒業することができました。学んだこと

は仕事に役立っていると思います。年齢

を重ねても、学ぶことが楽しいと思える

のが放送大学ですね。今までありがとう

ございました。

H．F さん －生活と福祉コース－

卒業を迎え、感激深い思いです。遠方にいる姉の介護が生じ、生活も一変し、気持ちのあ

せりもあり、学業が続けられるか考えたりしましたが、共に放送大学で学び、情報交換して

きた姉の一言「私の分も頑張って」の言葉にハッとしました。逆に励まされる次第。苦境に

立たされる場があった時、一つ一つ積み重ねていくことで、修得できる学びは、生涯欠かせ

ない一生の課題と思いました。皆様に感謝致します。

菊地 道子 さん －生活と福祉コース－

放送大学に籍を置いて２０年になります。卒業までの道のりは長い人生の中で色々の

イベントがありました。主人の死、父親の死、二男の結婚、水害、災害（東日本大震

災）と、そういう中、幾度も止めようかと思いながらも、その都度思いなおして前向き

に歩いてきました。初めは選科から始めた勉強も、途中から卒業をめざしたコースに切

り替え、二人の息子の協力や、励まし、そして周りにいる方達のおかげで、１２年かか

り卒業することが出来ました。生活と福祉を勉強するなかで、東日本大震災後、ボラン

ティア活動を始め、被災した方々への支援物資配布を主にやっております。再入学の

コースは「心理と教育」を専攻し、被災した人達の心の支援を継続出来るようにと目標

に決め、これからも頑張って参りたいと考えております。



原 三代治 さん

－人間と文化コース－

知ることの楽しさを感じながら学んでいく

ことが大切だと思っています。教科書をよく

読むことと、放送授業は一度は視聴すること

が、理解を深めることになります。私も心機

一転、再入学をして、さらに学んでいきたい

と決意しているところです。

Ｒ・Ｉ生 さん －人間と文化コース－

卒業式の日を迎えて、なんとなしに晴れがましい気分になっていない。最終学期末試験、卒

業必要単位ぎりぎりの最後の試験科目の問題を見て、テキストの内容をほとんど理解していな

いことに気づかされた。反省しながらの自己採点では良くて５０点か。その時点で、知らず知

らず卒業することが目標になっていた。そもそも入学時点では、自分で学びたい教科を深く勉

強したいということで科目の選定をしてきたはず。そう思い直して新学期を迎えるつもりが、

成績評価で６０点、Cの評価でぎりぎり、卒業単位がクリアされていた。内容不消化のままの卒

業きめてでは全然値しないなと思いつつ、卒業式の日を迎えたという次第である。これからも

息の長い学生生活を送って気持ちの挽回を図ろうかと思いつつ。
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堀合 公三郎 さん －社会と産業コース－

学習センターの勧めで「生活と福祉」を２００３年に選択し、２０１１年に卒業しま

した。２０１１年に「社会と産業」に再入学し２０１５年の今回の卒業となりました。

入学直後は高校卒業以来学習機会がなく、軌道に乗るまで苦労したことを覚えています。

入学２年目頃から、学習センターの様子が見えるようになり、学友会に加入し幹事も務

め、諸行事にも参加しました。学生との交流を通じて、同じ思いの学生とも言葉を交わ

すうちに、孤独感は消え去りました。学友会や大学主催の行事にも参加し、学習以外で

の収穫が多々あったと思っております。２０１１年３月の大震災発生では、複数回のセ

ミナーが開催されるなど、その道の第一人者から直接聴講するなど、岩手学習センター

ならではの機会にも恵まれました。三度目は「人間と文化コース」を選択し新たな世界

に取り組んで参ります。今日の卒業式と入学式での橋本所長や放送大学学長の訓話を教

訓として、知識の蓄積で終わるだけでなく、学びを活用して少しでも社会や地域活動へ

貢献して行きたいと思っております。
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松島 哲夫 さん －人間と文化コース－

私は地元の高校を卒業し金融機関に就職し、５５歳で定年を迎え関連会社に出向した頃に走馬灯

のように過ぎ去った年月を思い、何かやり残したことはなかったかと考えてみた時、進学しなかっ

たことが脳裏に浮かびました。そんな時放送大学の先輩であり仲間であるYさんが本大学で学んで

いることを知り、意志決定し放送大学に入学しました。Yさんには大変感謝しております。仕事の

傍ら写真関係の役員を務め、また活動し多忙でした。在学中に日本最高峰の公募展、二科展に二度

入選、また写真集出版そして海外へ８回撮影にも行きました。何としてでも本大学を卒業したいと

意思を貫き７年半かけ今日の卒業を迎えました。お蔭様で充実した日々を過ごすことができ人生に

豊かさとゆとりができました。本当の学びは今からと捉え再入学をしました。本大学で学んだこと

を地域社会そして地方文化の活動に役立てたい。ご指導いただいた先生方、事務担当の皆様大変お

世話になりました。

八重樫 幸子 さん －人間と文化コース－

今回のコースで受けた科目、ヨーロッパの歴史Ⅱ－植物からみるヨーロッパの歴史－から得た点

について書いてみます。それはテレビ学習で、歴史と植物好きには興味津津の内容。通信指導も認

定試験も記述式で、指導教授は「自ら調べ、学ぶのが大学生である」を強調されておられる。私は

自らの学習として１７世紀から１９世紀のオランダとチューリップの関わりについて調べてまとめ

るつもりだった。しかし、通信指導では焦点を絞り切れずのままの文章で提出、試験時とて内容は

異なるものの似たような結果―。なぜなのか。記述式に慣れていなかったので、その要領を得てい

なかったと思う。しかしながら、この科目の学習の特徴とする、自分で調べてそれを記述するとい

う方法は、私にとって決してマイナスとはならなかったと信じている。大事なことは結果ではなく、

学習するその課程にあるということにも気づかされた。

岩手学習センター教職員一同、 心よりお祝い申し上げます。

吉田 葉子 さん －人間と文化コース－

現代社会はさまざまなメディアを通して多種多様な情報が飛び交っている。しかし世の中には知

らないことが多すぎ、放送大学での学びはいつも「ああ、そうだったのか」という知る喜びが私の

人生を豊かにしてくれている。ところで、少子高齢化、人口減少社会に於いて、認知症の人々の増

加が社会に大きくのしかかっている問題がある。と同時に、自分自身にとっても生きていくうえで

不安を覚えることである。放送大学で学んでいるからといって、認知症にはならない保障はない。

しかしこの学びは確かに脳の活性化にとても役立っているのではないかと自分を通して最近感じる

ところで、特に単位認定試験はその効果が絶大な気がする。試験は楽しいものではないかもしれな

いが、その度に神経を研ぎすまし、必死になれるのが快感である。これは自分が若かった時には考

えられなかったことである。
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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６日（金）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。詳しくはキャンパス・ネットワーク・ホームページをご覧ください。

◆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。）

◆平成２７年度第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学期に試験を受験できます。

［詳細］・・・『学生生活の栞』 教養学部：Ｐ６４～６７ 大学院：Ｐ５８～６１

答案提出期間 《Ｗｅｂ》 １１月 ９日（月）～１１月３０日（月） 〈１７：００まで〉
《郵送》 １１月１６日（月）～１１月３０日（月） 〈本部必着〉

前学期から引き続き在籍している方へ

各種変更願（変更届）について

◆「単位認定試験受験センター変更願」

平成２７年度第２学期単位認定試験の受験会場を変更したい方は、次により受験会場の変更

手続きをしてください。

●《システムＷＡＫＡＢＡで入力の場合》

１２月４日（金）まで受付可能

●《『学生生活の栞』巻末の様式を提出の場合》

１１月２７日（金）［必着］までに放送大学本部学生課単位認定試験グループへ提出

◆「住所等変更届」

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、すみ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。

●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

※ 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、キャンパス・ネットワーク・ホームページでダウンロードすることもできます。
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教養
学部

平成２７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。ぜひ、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。

●追加登録を希望する方は、「岩手学習センター利用の手引」30～31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。

●対象者は平成２７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ＷＡＫ

ＡＢＡで確認、または事務室へお問い合わせください。

～平成２７年度第１学期面接授業の様子～

●応募作品はＡ４判用紙１枚に英語200～400語程度でタイプする。
●応募作品は２部送付する。１部は添削して返送するので、82円切手添付の返信用封筒を同封する。
応募用紙に名前、連絡先他、作品テーマ並びに朗読発表会の参加希望の有無を記入する。

●締め切り ： 平成28年1月15日(金)  消印有効

●作文コンテストに参加した希望者が応募できる。
●添削を受けた作文コンテスト参加作品を朗読する。
●会場 ： 岩手学習センター講義室 ●実施日 ： 平成28年3月6日(日)
●当日、作文コンテストと朗読発表会の表彰式を行う。（入賞は金・銀・銅賞各数名）

※ 詳しくは、学習センター事務室に置いてある募集要項をご覧ください。

作文

朗読

１．大震災津波の復興 ２．岩手の国際化（世界遺産、国立公園、留学、ＩＬＣなど）、

３．私の国際交流体験
テーマ

課題テーマ

自由テーマ （例）仕事と勉強、家庭生活、旅と私、など いずれか１つテーマを選択

送付先：〒０２０－８５５０ 盛岡市上田三丁目１８－８

放送大学岩手学習センター「英語バイアスロン」係

参加料

１，０００円

三浦勲夫先生が会長をつとめる４Ｌ会主催（岩手学習センター後援）で英語の

コンテストが開催されます。皆さん奮ってご応募ください！



研修日 平成２７年１０月１４日 目的地 秋田県鹿角郡小坂町 参加者３５名
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学生研修旅行 ～秋田県鹿角郡小坂町に行ってきました～

去る１０月１４日（水）、学生研修旅行が実施され、大変楽しい１日を過ごすことができました。

岩手学習センター出発 【行程】
→鹿角町

康楽館（一幕観劇・施設見学）
小坂鉱山事務所（昼食・見学）
道の駅 こさか七滝（見学･買物）

→岩手学習センター帰着

◆◇ 学生研修旅行に参加した藤井敏子さんにご寄稿いただきました ◇◆

充実した研修旅行
藤井 敏子さん（全科履修生）

～康楽館にて記念撮影～

今回の研修地である康楽館・小坂鉱山事務所に大変興味を持ち、初めて参加しました。前日まで天

気が悪く心配しましたが、幸い雨にもあたらず、少々の肌寒さを吹き飛ばすくらいワクワクした気持ちで

バスに乗り込みました。まずは皆で自己紹介を兼ねて今回の研修に対する思いを語りあいました。そ

のあと一人の学生さんから、今は廃山となった松尾鉱山での生活についてお話ししてくださり、あっと

いう間に目的地に到着しました。

最初に向かった康楽館では、黒子の案内により舞台装置を見学し、一幕芝居を観劇しました。題名

は「天空の魚影」。十和田湖のひめます養魚事業成功までの和井内夫婦の信念の物語で、涙あり笑

いありの人情芝居でした。明治43年誕生後、一世紀を経た今でも現役の芝居小屋として使われている

ことに感動しました。

小坂鉱山事務所に移り、皆で美味しいお弁当を食べた後、職員の案内で館内を見学しました。小坂

鉱山事務所が誕生した明治から大正期を中心に、鉱山の町にいち早く訪れた開化の波と繁栄の姿が

紹介され、展示物を見ながら山間のへき地に現れた栄華を誇った当時の「都市」に思いを馳せました。

中でも印象に残ったのは、正面中央のサラセン風のバルコニーと一本のケヤキを用いた玄関ホール

のらせん階段でした。それだけでも一見の価値があると思いました。

最後に、道の駅こさか七滝で「日本の滝百選」のひとつに数えられる「七滝」で心を癒し、帰途に着き

ました。

東京出身の私は、恥ずかしながら小坂鉱山・康楽館・松尾鉱山の名前を聞くのも初めてで、大変有

意義で勉強になった一日でした。このような学びの機会を作っていただいた放送大学、教職員の皆様

に深く感謝するとともに、放送大学に入学して本当に良かったと心から思いました。



～* 水彩画教室を開催します *～

★お気に入りの写真をＡ５サイズに拡大して、トレース、着彩します。
写真とは違った味わいを楽しみましょう。

《講 師》＊菅川 恵梨 （岩手学習センター事務職員・鋳金家・元高等学校美術講師）

＊中島 香緒里（岩手学習センター事務職員・彫刻家・元専門学校美術講師）

《日 時》 １２月１７日（木）１３：３０～２時間程度

《会 場》 岩手学習センター 大講義室

《参加費》 ２００円（当日徴収します）

《定 員》 ３０名（先着順）

《対 象》 放送大学に在籍中の方

《参加申込受付期間》 １２月８日（火）

《持参するもの》・絵に起こしたいお気に入りの写真（ご自身が撮影し

た写真大歓迎！）Ｌ版程度にプリントしたもの１枚

・水彩道具（これから購入する場合は、安価なものでＯＫです）

※写真（裏面に氏名を記入してください）は事前にセンターにお持ちください。当日お返しします。

-９-

「忘年会」のご案内
学友会主催の忘年会を開催します。美味しいお料理と温泉で１年

の疲れを取り、共に学ぶ仲間達と親睦を深めましょう。岩手学習セ

ンター所属生であればどなたでも参加できます。皆さまのご参加を

お待ちしています。

《日 時》平成２７年１２月２３日（水）

１１：００～１５：３０

《会 場》鶯宿温泉の宿 赤い風車（雫石町）

※当日は岩手学習センター発着の無料送迎バス

を運行します。詳細は下記《送迎バス》をご覧

ください。

※会場に直接集合される方は１１：００までに

赤い風車１階ロビーにお集まりください。

日

程

１１：００ １２：００ １５：３０

赤い風車
到着・入浴

忘年会開始・昼食

（入浴は１５時まで
可能）

終了・解散

《会 費》４，０００円

［料理・飲み物（アルコール類もあり）・

入浴税を含みます。］

※会費はお申込み時、または当日会場

にてお支払いください。
《参加申込》現在受付中です。

※１２月１３日（日）１７時までに、

事務室へ来所またはお電話にてお申

込みください。

《定 員》

４０名（先着順）

《持ち物》

入浴用タオル

（無料貸タオルあり）

《送迎バス》

当日は無料送迎バスを運行します。出発の１０分前にご集合ください。

送迎バスをご利用の方は、お申込み時にお知らせください。

●行き １０：００岩手学習センター発→１０：１０盛岡駅マリオス地階付近→１１：００赤い風車着

●帰り １５：３０赤い風車発→１６：２０盛岡駅マリオス地階付近→１６：３０岩手学習センター着

第２弾
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１１月～１月の
岩手学習センター休所日

《１１月の休所日》
◎毎週月曜日

◎１１月 ３日（火） ［文化の日］

《１２月の休所日》
◎毎週月曜日

◎１２月２３日（水） ［天皇誕生日］

◎１２月２９日（火）～１２月３１日（木）

《１月の休所日》
◎毎週月曜日

◎１月１日（金）～１月３日（日）

◎１月１６日（土）～１月１７日（日）

◎１月２９日（金）

大学入試センター試験に伴う
休所のご案内

大学入試センター試験が岩手大学を会場に

行われるため、岩手大学は入構規制が実施さ

れます。よって、下記の日程は、岩手学習セ

ンターを休所としますのでご注意願います。

単位認定試験間近で、皆さまにご不便おかけ

しますがご了承ください。

大学入試センター試験に伴う休所：

平成２８年１月１６日（土）～１７日（日）

岩手学習センターの利用時間について

下記のとおり、時期により岩手学習センターの利用時間が異なりますのでご注意ください。

期 間 曜 日
岩手学習センター

開所時間
視聴学習室
利用時間

通常期間

火～金 １０：００～１８：３０ １０：００～１８：００

土・日 ９：３０～１８：００ ９：３０～１７：３０

試験期間 火～日 ８：３０～１９：００ ８：４５～１８：４５

澤村 政子

昨年6月より会計担当として皆様と過ごして参りましたが、このたび岩手学習センターを離れることとなりました。

設立当時の職員でもあった私にとって、岩手学習センターは懐かしいとともに、時代の変化を感じる場所でもあり

ます。しかし、変わることなく学習意欲に満たされていることを感じ、私自身良い刺激を受けることが出来ました。

学生の皆様方個々の目標達成と、岩手学習センターが皆様の学習の礎の場として、また学生同士の交流の場

として、より発展していくことを願っております。

◇◆職員より退職のご挨拶◆◇



【編集後記】

足早に冬が近づいてくるような気がします。高松の池にも白鳥をはじめ、冬の渡り鳥たちが飛来

しています。岩手山にも例年より早い冠雪が・・・。今年は雪が多いとの予報もでているようです。

新学期も始まっています。計画的に学習して、冬に迎える試験を乗り切ってくださいね。（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

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

12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

1月

-１１-

◇１１日（金） 修士全科生・博士全科生 平成２８年度入学者第２次選考合否通知 発送
◇１６日（水） 修士全科生（２年次） 修士論文提出期限
◆中旬 入学時既修得単位認定通知 送付（全科履修生対象者）
◇２３日（水） 休所日（天皇誕生日）
◇２８日（月）～１月４日（月） 休所日

１２月の面接授業
● ５日（土）・ ６日（日） 「野菜の科学」

●１２日（土）･１３日（日） 「香りとにおいの科学」
「人格心理学」

●１９日（土）・２０日（日） 「自己と他者の社会学」

１月の面接授業
●９日（土）・１０日（日） 「英語の名称から文化と発想を探る」

「カウンセリング実習」

◇～４日（月） 休所日
◆中旬 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
◆上旬～下旬 修士全科生（２年次） 修士論文審査（口頭試問を含む）
◆中旬 通信指導添削結果、単位認定試験受験票 送付
◇１６日（土）～１７日（日） 休所日（大学入試センター試験）
◇２２日（金） 集中科目履修生（看護師資格取得に資する科目）再試験
◇２２日（金）～２３日（土） 大学院 単位認定試験
◇２４日（日）～３１日（日） 教養学部 単位認定試験
◇２９日（金） 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

１１月

１１月の面接授業
● １日（日） 「食生活と食産業を支える食品科学」

「妖怪学入門」
● ７日（土）･ ８日（日） 「国家と人権―憲法の役割とは？」

「農業と消費者」
「サウンドプログラミング入門」

●１４日（土）・１５日（日） 「会計学入門」

「コンピュータネットワーク入門」
「平成大津波からの復興と未来像」

●２１日（土）・２２日（日） 「予防歯科学入門」

●２８日（土）・２９日（日） 「『死』をめぐる生命倫理学・入門」
「持続可能な地域社会づくり論」

◇ ３日（火） 休所日（文化の日）
◇ ９日（月） （Ｗｅｂ）通信指導 提出開始 ＜１１月３０日（月）１７：００まで＞
◇１６日（月） （郵送）通信指導 提出開始 ＜１１月３０日（月）まで（本部必着）＞

◇１５日（日） 博士全科生 平成２８年度入学者第２次選考（面接諮問）
◇２１日（土）～２２日（日） 修士全科生 平成２８年度入学者第２次選考（面接試問）


