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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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新しい年を迎えました。お正月休みはゆっくり出来ましたか。寝正月だったという方は、食べ過ぎ・飲

み過ぎで胃腸の調子が崩れたりしませんでしたか。

体というのは不思議なものですね。ちょっとくらいの暴飲暴食には寛容で、度重なっても耐えてくれ

る。でも、いよいよ堪忍袋の緒が切れた時には、後戻り出来なくなっている。体には傷つけられたら自

分で直す力があるので、その治癒能力の代償範囲にあるうちは症状としては現れてこないんですね。

ついつい忘れがちな偉大な能力です。

それから興味深いことに、私達の体が表す病気のサインも表現形はごく僅かですね。Aという病気

でもＢという病気でも、症状は「熱がある」とか「咳がでる」などの同じものになってしまう。ですから症状

で病気を特定することは出来ません。私は子供の頃、病気の症状の現れるメカニズムに興味を持

ちました。初めて飼った子犬がお腹をこわした時に、家にあった「家庭の医学」を引っ張り出し、分から

ないながら夢中で読んだものです。その興味が「いのち」と「やまい」の仕組みを知るという今日の私

の研究テーマの土台になっています。

私は今、動物の腎臓病の研究をしていますが、人と同じような腎臓病がたくさんあります。私達日

本人にも大変多い病気の1つに「慢性腎臓病」があります。これはメタボリックシンドロームや糖尿病

など多くの原因によって引き起こされ、長い間ゆっくりと進行していき、決して完治することのない病気

です。最後は血液透析や腎移植が必要になります。実は、犬や猫にも多い病気なのです。この慢

性腎臓病は驚くことに、傷つけられた腎臓が傷を治して強くなろうとする自然治癒能力を発揮した結

果進行してしまうのです。傷ついた細胞を直そうとするために、細胞をくっつける働きをする「のり」の産

生を増やし、線維成分も多くなり、硬くなるのです。これは「腎臓の線維化」と呼ばれ、線維化が進む

と腎臓本来の組織が失われて尿を作る機能が落ちてしまうのです。直そうとする反応が「やまい」を

進行させる。病気とは、本当に不思議なものですね。私達人間や動物たちの体の仕組みというの

は、これほど科学が進んでも、多くの未解決な問題を残しています。「やまい」を科学することは、「い

のち」の仕組みを知ることだなとつくづく感じます。今年も、一緒に「いのち」と「やまい」について学ん

でみませんか。

◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

客員教員 佐藤 れえ子
岩手大学教授（農学部担当）
［専門分野：獣医内科学・獣医腎泌尿器学］
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「いのち」と「やまい」の不思議



視聴学習室
室外貸出停止期間について

単位認定試験に伴い、下記期間内は放送教材

及び図書の室外貸出を停止（郵送による室外貸

出も停止）します。

※ なお、１月１６日（土）～１８日（月）、２９日（金）、

２月１日（月）～２日（火）は岩手学習センター休

所日です。

• 期間中は、郵送による室外貸出も停止します。

• 期間中も室内貸出は利用可能です。

• 室外貸出は２月３日（水）から再開します。

• 単位認定試験後から３月３１日（木）まで室外

貸出できる科目は、『禁帯出』表示のものを除

いた全ての教材（学部・大学院問わず）です。

科目登録の参考に、または次学期の準備とし

て、この期間にぜひ興味のある科目の放送教

材を視聴してみてください。

◆室外貸出停止期間◆

大学院 １月１５日（金）～３１日（日）

教養学部 １月１９日（火）～３１日（日）

停止 大学院 １月１３日（水）
開始 学 部 １月１５日（金）

-２-

試験期間中
実習室パソコン及びプリンター

の使用について

単位認定試験期間中【１月２２日（金）～３１日

（日）】は、実習室パソコンは７台のみ設置となり、利

用時間は８時３０分～１８時までです。なお、単位認定

試験期間中、実習室は「自習室」として利用できます

（試験会場として使用する場合は除く）。また試験期間

中は、実習室のプリンターの使用はできません。印刷

したい方は、ＵＳＢメモリなどにデータを持参して事務

室にお持ちください。

※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願います。

なお、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。

岩手学習センター利用時間のお知らせ
～下記の通り、時期によって利用時間が異なりますのでご注意ください。～

期 間 曜 日 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

単位認定試験期間 火～日 ８：３０～１９：００ ８：４５～１８：４５



単位認定試験実施期間

通 信 指 導 添 削 結 果

大 学 院 ：１月２２日（金）・２３日（土）

教養学部：１月２４日（日）～３１日（日）

※集中科目履修生（看護師資格取得に資する科目）再試験は１月２２日（金）

※１月２５日（月）・２９日（金）・２月１日（月）・２日（火）は休所日です。

通信指導の添削結果は、１月上～中旬に１科目ごとに返送されます。択一式科目は１月４日（月）まで、

記述式科目は１月１５日（金）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が、ご了承くださいますようお願いします。

持 ち 物

① 単位認定試験通知（受験票）

受験票は、試験日の約１週間前までに送付されます。１月１５日（金）になっても届

かない場合や紛失した場合、放送大学本部・学生課へご連絡願います。

〈電話（総合受付）043-276-5111〉

② 学生証

岩手学習センターでの学生証の受け取りが済んでいない方は、事前に事務室で手続

きを行ってください。なお、試験当日は混み合いますので、できるだけ試験期間前に

手続きを行ってください。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。

③ 筆記用具

解答には、必ずＨＢの黒鉛筆を使用してください（シャープペンシルは不可）。ＨＢ

の黒鉛筆以外を使用すると、解答が読み取れず正確な採点が出来ない場合があります。

④ 持込み許可物品

科目によっては印刷教材等の持込が認められます。また、単位認定試験の解答形式は

択一式、記述式、両者併用式のいずれかで、科目によって異なります。

それぞれ、学習センター教務掲示板とキャンパス・ネットワーク・ホームページにて

現在公開中です。また、受験票送付の際にも併せてお知らせします。

受験票

重要 単位認定試験について

-３-

試験問題を持ち帰ることはできません。

ただし、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、キャンパス・ネットワーク・ホーム

ページに掲載されるとともに学習センターで公表します。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）が公表されます。試験問題は２月の上旬、解答は２月の下旬

頃に閲覧が可能になる予定です。閲覧期間は約１年間です。

学習センターでのコピーや、実習室からの印刷はできません。ただし、自習室のパソコンから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。

試 験 問 題 に つ い て



駐 車 場

飲 食 に つ い て

自 習 室 に つ い て

手荷物はロッカーへ

単 位 認 定 試 験 成 績 評 価

再 試 験 シ ス テ ム

Ａ 100～90点
Ａ 89～80点
Ｂ 79～70点
Ｃ 69～60点

合 格

Ｄ 59～50点
Ｅ 49～ 0点

不合格

岩手学習センターには、専用の駐車場がありません。岩手大学から借りている

スペースは数台分です。スペースが無い場合は駐車できませんし、近隣にも駐車

場はありませんのでご注意ください。

試験では、開始20分以降は入室できません。学習成果が発揮されるよう、時間

的余裕をもって、できるだけ公共交通機関により来所してください。

岩手学習センター４階にある「学生控室」にて休憩・飲食することができます。

その他の場所での飲食は禁止となっています。学生控室には紙コップ式自動販売機

があり、コーヒー・お茶・ジュースなどを購入することもできます。

また、岩手大学の学生食堂を利用することもできます（日曜日は休み）。

試験当日は、視聴学習室が大変混み合います。退室する際は必ず荷物を持ち出

し、他の方に席をお譲りください。放送教材を視聴せず自習のみ行う方は、自習

室として開放している他の部屋をご利用ください。常時利用可能なのは、実習

室・小講義室・多目的室（試験会場として使用する場合は除く）です。

なお、自習室として利用できる部屋のドアには、利用可能時間を掲示していま

す。誤って試験会場に入室しないよう、必ずご確認ください。

試験会場は非常に狭いため、試験に必要のない手荷物は通路に置かずに、３階のロッ

カー室をご利用ください。ロッカーは１００円を入れると鍵がかかり、使用後は１００

円が返却されます。

視聴学習室を利用の際も同様に、貴重品以外の手荷物はロッカーに入れてください。

試験結果は、２月下旬
送付の「成績通知書」
にてお知らせします。

平成２７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（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、次学期にあ

らた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。

（平成２７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、学生募集要項をご確認ください。）

-４-

試 験 会 場 ・ 受 付

試験会場は、岩手学習センター４階の大講義室などです。受験科目・時限ごとに異

なりますので、必ず受験票でご確認ください。

受付は試験開始20分前から試験会場にて行います。受付の係員に受験票と学生証を

提示し、受験する科目名を伝えて試験問題を受け取ってください。



★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

-５-

継 続 入 学 科目登録申請

申

請

期

間

《郵 送》大学本部必着

現在受付中 ～ ２月２９日(月)【第１回募集】

３月１日(火)～３月２０日(日)【第２回募集】

《システムＷＡＫＡＢＡ》２４時まで

現在受付中 ～ ２月２９日(月)【第１回募集】

３月１日(火)～３月２０日(日)【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。

《郵 送》

２月１３日(土)

～２月２８日(日) 大学本部必着

《システムＷＡＫＡＢＡ》

２月１３日(土)９時

～２月２９日(月)２４時

面
接
授
業
（
教
養
学
部
生
）

継続入学生で面接授業を登録したい方は、

在学生の科目登録期間中［２月１３日(土)９時～

２月２９日(月)２４時］にシステムＷＡＫＡＢＡ

にて出願してください。

※ 面接授業の登録のみでの入学はできません。

※ 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システムＷＡＫＡＢＡ

からは登録できません。対象者（登録申請が可

能な方）へは２月中旬に登録方法を別途ご案内

します。

教養学部生は放送授業・面接授業の登録がで

きます。

面接授業を登録したい方は面接授業の申請を

併せて行ってください。

注

意

事

項

出願は「郵送」または「システムＷＡＫＡＢ

Ａ」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。

選科・科目履修生が全科履修生への出願をす

る場合は『平成２８年度第１学期学生募集要

項』を学習センターへ請求し、出願してくだ

さい。

集団入学や共済組合を利用して入学された方

及び自主退学者には継続入学用出願票は送付

されません。

申請は「郵送」または「システムＷＡＫＡＢ

Ａ」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『平成２８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〉

面接授業科目は、受講定員を上回る申請があった場合、抽選となりますので、
あらかじめご了承ください。



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

平成２７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」により卒業となるかならないか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。

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。

卒業とならない方

卒業となる方
学籍が切れる方

・・・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」Ｐ９０～を必ずご参照ください。

-６-

≪授業形態にかかる卒業要件≫

教養学部 カリキュラム改正について
放送大学では、２０１６年度入学生から教養学部のカリキュ

ラム全体を見直し、新カリキュラムによる教育を開始します。

カリキュラム改正の詳細については、
１１月中旬にお送りしました「カリキュ
ラム改正について」またはホームペー
ジをご覧ください。

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

在学生で次学期から新カリキュラムへの移行を希望する方は、現行カリキュラムと新カリキュラム

の違いを十分に理解し、送付されています「カリキュラム改正について」またはホームページをご確

認の上、手続きを行うようにしてください。また、選科履修生・科目履修生の方で、今後全科履修生

への入学を希望されている方も、既修得単位の扱いなどが変わりますのでよくお読みください。

※ 今年度以降も毎学期、移行手続きを行うことは可能です。

≪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

【現行カリキュラム】 （2009～2015年度） 【新カリキュラム】

※２０１５開設のオンライン授業
２科目は、授業形態を問わな
ない単位数として取り扱われ
ます。

【新カリキュラム】

※旧専攻（～2008年度）に所属している方は上記【現行カリキュラム】の卒業要件とは異なります。



＊ 平成２７年度第２学期ゼミのご案内 ＊
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岩手の浄法寺地域は、日本一の生漆産地ですが、ウルシ林育成を生業にする人がいなくなるなど将来に大きな不安を

かかえています。漆利用は中国から入ってきたと思っていましたが、縄文時代の早い時期に既に日本に存在していたよう

です。漆文化は、地域における植物資源の生活利用から伝統的な工芸領域にまで及んでいます。岩手の各所にウルシ

林が増え地元が元気になればと願っています。

《日 程》 第３回 ２月２７日（土）

第４回 ３月 ５日（土）

《時 間》 １０：００～１２：００

講 師：橋本 良二 先生

岩手学習センター所長

専門分野：環境樹木学・森林環境造成学

ウルシ（漆）をつくって元気になろう岩手学

各ゼミいずれも定員１５名です。

１月１２日（火）１０時より、事務室にて先着順で申込みを受け付けます（お電話でも可）。在学生だけでなく

一般の方も受講できますので、ご家族やお知り合いの方々をお誘いあわせの上ぜひご参加ください。

《日 程》 第１回 ２月１３日（土）
第２回 ２月２０日（土）
第３回 ３月 ５日（土）

《時 間》 １３：００～１５：００

講 師：室井 麗子 先生

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

「わざ」の継承という観点から、現代の教育のあり方をいま一度考え直してみましょう。

生田久美子『「わざ」から知る』を読む

岩手学習センター 公開講演会

【日 時】 3月１９日（土） １３：３０～

【会 場】 放送大学岩手学習センター４階 大講義室

【対 象】 どなたでも無料でご参加いただけます。

（放送大学学生以外の方もご参加可能です）

【定 員】 ５０名（先着順）

【申込締切】２月２８日（日）

講 師：吉田 直美 さん

特定非営利法人くらしのサポーターズ副理事長

内閣府第二次消費者委員会委員

『暮らしに悩む人たちに寄り添って』

盛岡市生まれ（1967年）

盛岡短期大学卒業 青年海外協力隊に参加

盛岡市役所消費生活センター勤務

放送大学「生活と福祉コース」卒業（2005年）

市職員を辞めて消費者問題の最前線へ、解決に取り組む
お申込みは岩手学習センター事務室まで（お電話でも可）。

（現地調査レポート）

H27.9.23 「大学の窓」

キラリ！放送大学に
出演されました。

『今、私たちのまわりでは、失業、

過重労働、借金・多重債務、家庭

内暴力、健康不安、生活苦などで

悩む人たちが増えています。力に

なれればと思っています。「世界

がぜんたい幸福にならないうちは

個人の幸福はあり得ない」と言っ

た宮澤賢治の言葉が好きです。』

（「大学の窓」より）
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★ 会場は岩手学習センター４階講義室です。当日掲示にてご案内いたします。

★ 受講料は不要です。 ★指定教科書はありません。

★ 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。

★ 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。

★ 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。

少人数で行う勉強会です。

ぜひご参加ください！

《日 程》 第１回 ２月２８日（日）

第２回 ３月 ６日（日）

第３回 ３月１３日（日）

《時 間》 １０：００～１２：００

講 師：杭田 俊之 先生

岩手大学准教授（人文社会科学部担当）

専門分野：進化経済学・経済理論

岩手三陸の地域経済と社会を知る
釜石を事例に

ことばの獲得について考える

講 師：松林 城弘 先生

岩手大学教授（人文社会科学部担当）

専門分野：応用言語学・英語教育学

こどもはどのようにしてことばを獲得するのか。主に下記に注目して考えます。

①喃語期から文法獲得初期まで ②ことばと脳の関係

《日 程・時 間》 第１回 ２月７日（日）

１０：００～１２：００

第２回 ２月１４日（日）

１０：００～１２：００

第３回 ２月１４日（日）

１３：００～１５：００

震災復興に取り組む釜石での取り組みとコミュニティ・人びとの暮らしを題材に学習しましょう。人口減少地域の課題と

取り組み、漁業と漁村コミュニティの現状、地域の魅力発掘の事例など、釜石地域の調査成果をもとに紹介し、みなさ

んと考えたいと思います。

【日 時】 ３月１３日（日）

１０：３０～１２：３０

【会 場】 放送大学岩手学習センター 講義室

【ゲスト】 ダン・ニューバリ 先生

（岩手大学非常勤講師）

【コーディネーター】三浦 勲夫 先生

（岩手大学名誉教授）

【対 象】 どなたでも無料でご参加いただけます。

（放送大学学生以外の方もご参加可能です）

【定 員】 ２０名（先着順）

【日 時】 ３月９日（水）１３：３０～１５：３０

【会 場】 盛岡マッハランド

住所：盛岡市上堂1-2-38 ℡.019-647-7070

※現地集合です。当日は各自、盛岡マッハランド内

のボウリング場カウンター前へ１３：３０までに

お集まりください。

【参加費】 ５００円（当日お支払いください）

【対 象】 現在、放送大学に在学中の方

【保 険】 学生教育研究災害傷害保険（100円）に

未加入の方は３月８日（火）までに事務室

で加入手続きをしてください。

【申込締切】３月２日（水）１８：００

【定 員】 ２０名（先着順）

日頃の運動不足を解消し、共に放送大学で学ぶ仲間

と親睦を深める絶好の機会です。皆さまのご参加をお

待ちしています。

所長杯 ボウリング大会
アメリカ出身の方をゲストにお迎えして、アメリ

カの文化や習慣などをやさしい英語と日本語を交え

てお話ししていただきます。講義形式ではなくリ

ラックスした雰囲気で行われます。

異文化交流のつどい

お申込みは岩手学習センター事務室まで（お電話でも可）。

学友会
共催！



学位記授与式の開催日・会場について

開催日：３月２６日（土） 会場：ＮＨＫホール（東京都渋谷区）

開催日：３月２７日（日） 会場：放送大学岩手学習センター（岩手県盛岡市）

-９-

１月～３月の

岩手学習センター休所日

【１月の休所日】

◎毎週月曜日

◎ １日（金）～ ３日（日）

◎１６日（土）～１７日（日）

［大学入試センター試験のため］

◎２９日（金）

【２月の休所日】

◎毎週月曜日

◎ ２日（火）

◎１１日（木）［建国記念の日］

◎２５日（木）

［岩手大学個別学力検査のため］

【３月の休所日】

◎毎週月曜日

◎１２日（土）

［岩手大学個別学力検査のため］

◎２０日（日）［春分の日］

各種証明書の発行について

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。

※ 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、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。

平成２７年度の学位記授与式の開催日・会場は下記のとおりです。

平成２７年度第２学期に卒業（修了）される方は、下記の両方の学位記授与式に出席可能です。

平成２７年度第１学期に既に卒業されている方は、３月２６日（土）開催の「放送大学本部主催による

学位記授与式」にのみ出席可能です。

詳細については、該当される方に後日改めてご案内をお送りします。

※ 今年度の学位授与式は本部授与式の翌日が学習センター授与式となっております。

日程上ご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

放送大学本部主催による平成２７年度学位記授与式

岩手学習センター主催による平成２７年度第２学期学位記授与式
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願書受付期間（第１回） ： ２月２９日（月）必着（郵送・Web）

願書受付期間（第２回） ： ３月２０日（日）必着（郵送・Web）

★ 二戸会場 ★
2/20（土）13：00～14：30

会場：二戸市立図書館
３階 視聴覚室

★ 一関会場 ★
2/14（日）13：00～14：30

会場：一関文化センター
３階 研修室 ３

★ 釜石会場 ★
2/12（金）13：00～14：30

会場：釜石市教育センター

★ 北上会場 ★
2/13（土）10：30～12：00
会場：北上市文化交流センター

さくらホール 会議室 １

★ 奥州会場 ★
2/21（日）10：30～12：00

会場：奥州市文化会館
Zホール 第１会議室

※ 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！

★ 盛岡会場 ★
2/6（土）、2/7（日）、2/17（水）、
2/18（木）、2/19（金）、3/6（日）

各回ともに10：00～11：30
会場：岩手学習センター

４階 講義室

大学説明会・相談会を開催します
放送大学４月入学生を募集しています（対象：教養学部、修士選科生・修士科目生）。ご家族やご友人、職

場の同僚の方々で放送大学に興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ皆さんの放送大学生としての

体験談をアピールしていただきたいと思います。放送大学に関する資料は、放送大学ホームページの「資料

請求（無料）」のボタンから請求していただくか、岩手学習センターまでお問い合わせください。

また、下記の日程で大学説明会を開催いたします。

◆学生カルテ
学籍情報、住所、履修情報、単位修
得情報などを確認できます。

◆各種願（届出）
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。

◆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。

◆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。

◆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。

システムＷＡＫＡＢＡの利用方法

＊放送大学ホームページを開き、

「在学生の方へ」からシステムＷＡＫＡＢＡ

を選択します。

＊ログインＩＤ及びパスワードは入学許可証に

記載されています。



 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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【編集後記】

明けましておめでとうございます。単位認定試験が近づいてきましたね。寒い日が続きますので

体調には充分お気をつけください。試験後には講演会、ゼミなど様々な行事がありますのでどうぞ

お気軽にご参加ください。本年もどうぞよろしくお願いいたします。（木村）

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

２月

◇ ２日（火） 休所日
◇１１日（木） 休所日（建国記念の日）
◇１３日（土）～２８日（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２９日（月）24:00まで
◆中旬 成績通知書 送付（博士全科生のみ下旬）
◇２５日（木） 休所日（岩手大学個別学力検査のため）
◇２７日（土）～２８日（日） 教員免許更新講習修了認定試験
◇２８日（日） 《郵送》次学期科目登録申請締切＜放送大学本部必着＞
◇２９日（月） 《システムWAKABA》次学期科目登録申請締切＜24:00まで＞

教養学部生・修士選科生・修士科目生出願受付締切（第１回）

◇ ６日（日） 英語バイアスロン
◇１２日（土） 休所日（岩手大学個別学力検査のため）
◇１３日（日） 異文化交流のつどい
◇１５日（火）～３１日（木） 視聴学習室 室外貸出停止
◇１９日（土） 公開講演会
◇２０日（日） 教養学部生・修士選科生・修士科目生出願受付締切（第２回）
◇２０日（日） 休所日（春分の日）
◇２０日（日）～３１日（木） 視聴学習室 利用停止
◇２６日（土） 学位記授与式（放送大学本部主催、会場：NHKホール《東京都》）
◇２７日（日） 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。

２月のゼミ
＜所長ゼミ＞ ２７日（土）
＜松林ゼミ＞ ７日（日）、１４日（日）
＜室井ゼミ＞ １３日（土）、２０日（土）
＜杭田ゼミ＞ ２８日（日）

３月のゼミ
＜所長ゼミ＞ ５日（土）
＜室井ゼミ＞ ５日（土）
＜杭田ゼミ＞ ６日（日）、１３日（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

３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
◇～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

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」


