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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
（岩手大学構内）
TEL：019（653）7414
FAX：019（653）7410
ホームページ：http://www.ouj.ac.jp
岩手学習センターホームページ：
http://www.sc.ouj.ac.jp/center/iwate
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
TEL：0197（23）3165
釜石校：釜石市教育センター ５階
〒026-0031 釜石市鈴子町１５－２
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。

◆◇ 岩手学習センター客員教員から

◇◆

「目標」を巡る思い
客員教員

織田

信男

岩手大学教授（人文社会科学部担当）
（専門分野＝人格心理学・臨床心理学）

リオデジャネイロ五輪では、日本人のメダル取得数は開催前の「目標」よりも数多く、感動した体験を持つ人が
多かったかと思います。ところで、この「目標」という言葉は、英語では「goal」、「purpose」等が対応するかと思いま
すが、「goal」は「営業目標」「教育目標」といった「達成」または「到達」という言葉と結び付きが深く、「purpose」は
「purpose in life（生きがい）」で用いられるように「望み」と関連する印象を持ちます。

私の面接では、「目標(goal)」よりもクライエント（悩み手）の心理的負担が小さいと思われる「希望(hope)」や「願
い(wish)」を巡る会話を重視していますが、以前、次のような相談を指導中の学生から受けたことがありました。
「ロールプレイ中にクライエントから死にたいと言われましたが、クライエントの欲求や願いを少しでも叶えるのがカ
ウンセリングの基本との教えを実践すると、とても恐ろしい結果になると思うので、このような場合はどうしたらよいの
でしょうか」
カウンセリングの前提として、クライエントの目標や願いのなかで、自分を傷つけたり、他者を傷つける行為を促
進することはできません。言い換えるならば、自傷他罰の行為を抑制させる働きかけをしなければならないのです
が、このことは図1を用いて説明します。
まず、クライエントの目標が社会のルールやカウンセラーの
ルールと一致しない「死にたい」Aと、カウンセラーの目標が「ク
ライエントの心理的安寧を願う」Bは、目標が一致していない段
階なので、両者にとって不快な状態となります。この段階から、
社会の法律や規範を守ったうえで、両者の目標が一致するC
を巡る会話を目指します。
AからCの段階に移行するためには、二つの視点（コツ）が必
要となります。一つは、Aとは異なる複数の目標を二人でゆっくり
探求していくこと。 「死にたい」という欲求の他にも「生きたい」
という欲求を、時間をかけて共有理解していくことが重要で、「生きる」ことを前提とした趣味や生活上の話題を複
数共有します。二つ目の視点は時間軸を考慮すること。現在「死にたい」と思っていても過去には「死にたい」と
思っていなかった時期があり、生きていたからこそ体験できた事象を数多く聴きます。また、未来において過去の
欲求が満たされる仮想の会話を展開し、「生きたい」という願いを再確認し、膨らませる会話を構成していきます。
以上が私の「目標」を巡る思いですが、聴き手の役割を担う人にとって少しでも参考になれば幸いです。
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諸証明書発行について

学生証の交付について
学生証は所属学習センターにて交付します。下記に該

成績・単位修得証明書など、証明書（１通

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

につき２００円手数料がかかります）の発行

さい。 （学生証はシステムＷＡＫＡＢＡに顔写真を登録し

を希望する方は、「諸証明書交付願」を事務

た上で発行になります。）

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

●平成２８年度第２学期に新規入学・継続入学される方

るものもあります）。

・・・１０月 １日（土）１３時以降にお渡し可能
（第１回募集期間に出願された方）

※ 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

・・・１０月２０日（木）１３時以降にお渡し可能
（第２回出願期間に出願された方）

円。現金または郵便定額小為替証書）と、返

岩手学習センター事務室に来所し、入学許可証または

信用封筒（長形３号で住所・氏名を明記、切

有効期限が切れた学生証を提示してください。

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

※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、８２円切手貼付）

い。

②入学許可証のコピー ③顔写真付の身分証明書の

※ 学期末・学期開始直後は、教員免許状に

コピーを同封し送付してください。

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。

●現在お持ちの学生証の有効期限が「平成２８年９月
※ 「諸証明書交付願」の様式は、「学生生活

末」 となっている全科履修生・修士全科生の方

の栞」の巻末に綴られています。また、キャン

・・・１０月 １日（土）１３時以降にお渡し可能です。
岩手学習センター事務室に来所し、有効期限の切れた

パス･ネットワーク･ホームページで ダウン

学生証を提示してください。

ロードすることもできます。

※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、８２円切手貼付）
②有効期限の切れた学生証を同封し送付してください。

学割証の発行について

※詳細：「学生生活の栞」

教養学部 １２８～１３０ページ
大 学 院 １１１～１１３ページ

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（サイズ長３、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。
◆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
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教養
学部

平成２8年度 第２学期 面接授業科目の

追加登録について

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。

◆追加登録を希望される方へ◆
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」３１ページの様式をA4サイズ
に拡大コピーし、申請期間内に来所または郵送＜必着＞により申請してください。
② 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、岩手学
習センターでは受理できません。申請にあたっては当該学習センターへお問い合わせ願い
ます。
③ 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』またはキャンパス･ネット
ワーク･ホームページにて確認できます。時間割表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。

対 象 者 ： 平成２８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

空席発表 ： １０月１５日（土）１２時開始 ※対象科目は１１月 ５日以降に開講する科目
・・・空席状況は、岩手学習センター３階教務掲示板やキャンパス・ネットワーク・ホームページ
にてお知らせします。１０月２１日（金）１５時以降はシステムＷＡＫＡＢＡで空席状況を
リアルタイムで確認することができます。
（詳細：『平成２８年度第２学期面接授業時間割表（北海道・東北ブロック版）』４ページ）

【追加登録 事前申請の場合】
申 請 期 間 ：１０月１５日（土）～ １０月２０日（木）１８時まで

【１０月１７日（月）は休所日】

・・・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。
追加登録期間 ：１０月２１日（金）～ １０月３０日（日）１７時半まで 【１０月２４日（月）は休所日】

【追加登録 事前申請期間後に申請した場合】
・・・２１日（金）午前１０時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
あ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。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」３０ページ）

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。１科目につき、２日間にわたって１時間
２５分の授業を計８回実施します。講義形式や実験・実習形式の授業、外部施設を利用しての授業など、形式は様々です。
◆岩手学習センターで開設される面接授業だけではなく、他学習センター・サテライトスペースの面接授業も受講できます。
◆面接授業の成績評価は、授業で課したレポート（または試験）等の成績や出席状況、学習状況を総合的に判断され、合
格すると１科目につき１単位修得できます。
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認定心理士の取得を目指す方へ
認定心理士の認定基準が、2014年４月１日から新しくなりました。もちろん、すぐに全面的に新基準に
代わってしまう訳ではなく、2019年3月31日までは、移行期間として、旧基準（これまでの基準）での
資格申請も可能ですので、認定心理士資格取得のために、ある程度の単位数を取得していらっしゃる方は、
2019年3月までに申請ができるよう準備をなさってください（資格申請に必要な書類を揃えるのには時間
がかかります。締切直前になって準備をすると間に合わない可能性がありますので、十分な時間的余裕をも
つよう心がけてください。目安として、2018年12月には書類が整っている状態にしておくとよいでしょ
う）。※新･旧基準対応の認定心理士単位表作成ツール（放送大学ホームページから「目的別に探す」→
「放送大学で目指せる資格」→「認定心理士」）を操作マニュアルをご確認の上、履修計画を立てたり、
申請書を作成するときに利用すると便利です。
一方、これから認定心理士資格取得の準備を始めようという方は、新基準で申請する可能性が高いと思わ
れますので、以下でご説明する旧基準からの変更点を念頭において学習を進めるとよいでしょう。なお、こ
こでは放送大学の現況に合わせて変更点を説明していきます。認定基準変更の経緯や新基準に関する詳しい
説明は、日本心理学会のウェブサイト（「認定心理士の資格を取りたい方」というページ）に書かれていま
すので、そちらを参照してください。

● 旧基準と新基準の変更点
１）ｃ領域「心理学実験実習」の認定単位が４単位以上必要になります。
２）実験、実習科目には「様式４ 基礎科目ｃ領域実験・実習課題リスト」の提出が必要になります。
※授業で行った実験がどのようなものだったかを記載する必要があるので、授業受講後できるだけ早
く、このリストを作成しておくことをお勧めします。様式は、日本心理士学会のウェブサイトから
ダウンロードしてください。
３）ｂ領域とｃ領域で合計８単位以上（認定単位）という計算の仕方になります。
※ｃ領域は４単位以上取得していることが新基準での要件です。
４）ａ領域の科目シラバスの提出も必要になります。

５）ａ、ｂ、ｃ領域では、基本主題の認定単位が必ずしも必要ではなくなりました。

《旧基準》
領 域

《新基準》
認定基準

領 域

認定基準

４単位以上
ａ領域
心理学概論

４単位以上
（うち、基本主題２単位以上）

ａ領域
心理学概論

ｂ領域
心理学研究法

４単位以上
（うち、基本主題２単位以上）

ｂ領域
心理学研究法

ｃ領域
心理学実験実習

３単位以上
（うち、基本主題２単位以上）

ｃ領域
心理学実験実習

基礎科目小計

１２単位以上

基礎科目小計

（領域全体で基礎分野を満たすこと：
知覚・認知・学習・記憶・言語・思考・
人格・動機づけ・感情・発達・社会・行
動など）

８単位以上
但し、最低４単位分は
ｃ領域の単位
（実験的方法で知覚や認知、社会な
ど基本的な内容の課題を４つ以上
含む計６課題以上、各課題について
標準的レポートを作成していること）

１２単位以上

※申請に必要な書類については、ご自身で日本心理学会のホームページからダウンロードするか、
郵送によって学会事務局から申請書類を入手してください。
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◆ 各種行事のご案内 ◆
参加ご希望の方は事務室へ直接、または電話にてお申し込みください。
皆さまのご参加をお待ちしています。

学位記授与式
平成２８年度第１学期 学位記授与式
【日 時】 ９月２５日（日）９時５０分～１０時４０分

【会 場】岩手学習センター４階 会議室

※ 卒業生・入学生の皆さまには別途ご案内をお送りいたします。
※ ９月２５日（日）は、在学生の方は岩手学習センターを利用することはできません。

入学者の集い
学位記授与式終了後、卒業生・修了生や在学生の皆さまと、新入生の歓迎・交流を兼ねて、
「入学者の集い」を開催します。「集い」は、客員教員の先生方や共に学ぶ仲間達と交流できる
またとない機会です。
在学生の皆さまもご参加いただけますので、参加ご希望の方は事務室へお申し込みください。

【 日 時 】９月２５日（日）１１時１０分開始
【 会 場 】岩手学習センター４階 大講義室
【 申 込 】９月１８日（日）１８時までに直接、
または お電話にて事務室へお申し込
みください。

参加申込み
受付中です！

平成２８年度第１学期の入学者の集いの様子

-５-

学生研修旅行
今年も恒例の岩手学習センター学生研修旅行（日帰りバス旅行）を実施します。
今回の行き先は、花巻方面の岩手ゆかりの人物記念館めぐりと志戸平温泉です。
在学生の方々はもちろん、新入生の皆さまもぜひご参加ください。
【 日 程 】 １０月１９日（水）《雨天決行》
８：００ 放送大学岩手学習センター前（岩手大学図書館前）集合
《センター前乗車の方のみ》
８：２０ 盛岡駅西口バスターミナル（２６番乗場付近）集合
－移動－
９：１５ 野村胡堂・あらえびす記念館《施設見学》１0：15まで
－移動－
１０：４０ 宮沢賢治記念館《施設見学》１１：３０まで

－移動－
１１：５０ 高村光太郎記念館・高村山荘《施設見学》１２：２５まで
１２：４０ 志戸平温泉 湯の杜ホテル志戸平《昼食・入浴・休憩》１５：００まで
－移動－
１５：３０ 道奥 金婚亭《買物》 １６：００まで
－移動－

花巻ＩＣ ～ 盛岡南ＩＣ

１６：４５ 盛岡駅西口バスターミナル
１７：００ 放送大学岩手学習センター前

宮沢賢治記念館

【参加費】 ３，３００円（入館料・昼食代・入浴代・旅行保険料・集合写真代を含む）
※１０月 ９日（日）までに事務室にてお支払いください。
※１０月 ９日（日）までの来所が困難な方は事前に事務室へご連絡ください。
※バスの中での飲み物は各自でご用意ください。
【 定 員 】 ３２名（先着順。定員に達し次第締め切ります。）
平成２８年度第２学期に放送大学に在籍中の方が対象です。
【参加申込】 １０月 ９日（日）１７：３０まで
直接、またはお電話にて事務室へお申し込みください。
【学生教育研究災害傷害保険】
未加入の方は、１０月 ９日（日）までに事務室で加入手続きをお取りください。
※１０月 ９日（日）までの来所が困難な方は、事前に事務室へご連絡ください。

上記の発着時刻は予定であり、道路事情によって変更が生じる場合があります。

-６-

＊放送大学ホームページを開き、
在学生の方へ から利用するシステムを
放送大学ではインターネットを使用した各種システムを提供し
ています。学生ＩＤとパスワードでログインし、学生であればどな
たでも利用することができます。

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。

キャンパス・ネットワーク・ホームページ
◆ 資料室

◆ 学習室
学習に必要な情報を科目別に見
ることができます。質問箱から担当
の先生に質問することもできます。

印刷教材の正誤表、テレビ・ラジオ
授業ネット配信、単位認定試験問題
・解答、卒業研究資料を見ることがで
きます。

◆ 談話室

◆ ヘルプ

科目別に先生とコミュニケーション
できます。（一部の科目について試
行的に運用しています。）

よくある質問と回答や、キャンパス
・ネットワーク・ホームページのマニュ
アルを見ることができます。

◆ 事務室

◆ メール（Ｇmail）

学生生活、学習全般、各種手続
き、セミナーハウス等の附属施設に
関する情報を見ることができます。

学生専用のメール画面を表示しま
す。未読のメールがある場合、「ＮＥ
Ｗ」マークが表示されます。

◆ テレビ授業科目

◆ システムＷＡＫＡＢＡ

◆ Ｗｅｂ通信指導

◆ オンライン授業
◆ ラジオ授業科目

◆ 単位認定試験
問題解答

◆ 面接授業案内

システムＷＡＫＡＢＡ

◆ 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も出願できます。

メール（Gmail）
「学生メール」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おりますので、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注意してください。
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岩手学習センター外視聴施設のご案内
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開設されています。お近くにお住まいの方はどうぞご利用ください。
なお、センター外視聴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。岩手学習センター視聴学習
室と同様、放送教材の視聴や室外貸出の利用が可能です。
センター外視聴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。

◆放送大学岩手学習センター水沢校◆

◆放送大学岩手学習センター釜石校◆

所在地：奥州市水沢区字聖天８５－２

所在地：釜石市鈴子町１５－２

水沢地区センター（旧水沢公民館）１階

釜石市教育センター５階

電話：0197-23-3165

電話：0193-22-8835

利用時間：月曜日～日曜日

利用時間：月曜日～金曜日

（水沢地区センターの休館日を除く）

（祝日を除く）

月～土･･･８：３０～２１：００

８：３０～１７：００

日 ･･･８：３０～１７：００

◆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。

所在地：二戸市石切所字狼穴１－１
二戸市立図書館３階
電話：0195-23-3447
利用時間：火曜日～日曜日
火 ～ 金 ･･･ ９：００～１７：００
土・日・祝 ･･･１０：００～１７：００

☆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。）

-８-

学費の振込はお済ですか？
在学生の方へ
平成２８年度第２学期の科目登録申請を行った方は、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。
※ 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。
※ 学費払い込みの締切は９月末日ですが、９月１２日（月）までにお振込みいただければ、学期開
始（１０月１日）までに印刷教材をお届けできます。
※ ９月１２日（月）になっても通知が届かない場合は、大学本部学生サポートセンター（TEL043276-5111（総合受付））まで必ず連絡してください。
新規入学・継続入学の方へ
平成２８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、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）までに学費をお振込みください。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６日（木）までに学費をお振込みください。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。

学友会からのお知らせ

★

出店日 ： １０月１５日（土）１１：００～１５：００

１６日（日）１０：００～１３：００
場 所 ： 岩手大学図書館正面玄関に向かって左側の「上田の鐘」付近
岩手大学大学祭の開催に合わせ、放送大学岩手学習センターの学友祭を学習センターとの共催で開催
します。
学友会では、コーヒー、ケーキ、わたがしの販売やバザー、サークル活動発表などを計画しています。
共に学ぶ放送大学学生の親睦と交流及び放送大学の認知度向上を図りたいと思いますので、多数のご
参加をお待ちしています。また、ボランティアスタッフのご協力もお願いします。ご協力いただける方

は岩手学習センター事務室までご連絡ください。

～ 昨年の様子です ～
-９-

学生控室の忘れ物コーナーを
ご確認ください

実習室のパソコンを
ご活用ください

岩手学習センター４階学生控室に、忘れ物

岩手学習センター４階実習室に、パソコン

コーナーを設置しています。

（Windows7・ノート型）１９台と、プリンタ（白黒印

平成２８年度第１学期単位認定試験の試験

刷）を設置しています。放送大学生であれば誰で

会場や自習室にあった忘れ物もありますの

も自由に利用できますので、ぜひご活用ください。

で、来所の際にご確認ください。

ご利用の際は、事務室で使用簿にご記入の上、

なお、１年を経過した忘れ物は処分いたし

学生証を預けてください。

ますのでご注意ください。

インターネットへも繋がっておりますので、キャン

これから面接授業などで学習センターを利

パス・ネットワーク・ホームページやシステム
WAKABAへログインして各種サービスを利用する

用する方も、忘れ物には

ことができます。

注意の上、ご利用ください。

９月～１０月の岩手学習センター休所日
９月の休所日

１０月の休所日

◎ 毎週月曜日
◎ ９月１７日（土）９：３０～１３：００（停電のため）
（１３時以降は通常通り利用できます）
◎ ９月２２日（木） 秋分の日
◎ ９月２５日（日）は「学位記授与式」及び「入学者の集い」
のため、在学生は岩手学習センターを利用することが
できません。
◎ ９月２７日（火）１０：００～１３：００（停電のため）
（１３時以降は通常通り利用できます）

◎毎週月曜日

岩手学習センター利用時間のお知らせ
期 間

通 常
期 間

岩手学習センター
開所時間

視聴学習室
利用時間

火～金

１０：００～１８：３０

１０：００～１８：００

土・日

９：３０～１８：００

９：３０～１７：３０

曜 日
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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

９月
月 火 水 木 金 土 日
5

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

◇ ３日（土） 公開講演会と学習交流会（水沢地区センター）
◇１７日（土） ９：３０～１３：００休所（停電のため）※１３：００以降は通常通り利用できます
◇１８日（日） 公開講演会（岩手学習センター大講義室）
◇２２日（木） 休所日（秋分の日）
◇２３日（金）・２４日（土） 看護師資格取得に資する科目（夏季集中型） 単位認定試験
◇２５日（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
◇２７日（火） １０：００～１３：００休所（停電のため）※１３：００以降は通常通り利用できます

９月のゼミ
＜田沢ゼミ＞
＜織田ゼミ＞

作業停電のお知らせ
３日（土）、１０日（土）
３日（土）、１０日（土）

停電のため、両日とも１３：００
からの開所になります。

26 27 28 29 30

１０月
月 火 水 木 金 土 日
3

4

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

１１月
月 火 水 木 金 土 日
7

3

4

1

2

8

9 10 11 12 13

5

6

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

9/17（土）・9/27（火）

◇ １日（土） 学部・大学院放送授業開始＜１月２０日（金）まで＞
◇ ２日（日） 修士全科生・博士全科生 平成２９年度入学者筆記試験
◇１５日（土） 面接授業空席発表 ※抽選は２１日（金）
１０月のゼミ ＜所長ゼミ＞
◇１５日（土）～１６日（日） 学友祭
◇１９日（水） 学生研修旅行
１日（土）、８日（土）
◇２１日（金）～面接授業追加登録受付開始

１０月の面接授業
●１５日（土）･１６日（日） 「宗教と呪術の人類学」
「動物と人をつなぐ獣医公衆衛生学」
●２２日（土）･２３日（日） 「問題解決の進め方」
「記憶と学習の科学」
「形状モデリングの基礎」
●２９日（土）・３０日（日） 「被服材料の科学」
「教育相談」
「ヒトの脳に触れ、顕微鏡で覗く」

◇ ３日（木） 休所日（文化の日）
◇ ９日（水） （Ｗｅｂ）通信指導 提出開始 ＜１１月３０日（水）１７：００まで＞
◇１６日（水） （郵送）通信指導 提出開始 ＜１１月３０日（水）まで（本部必着）＞
◇１３日（日） 博士全科生 平成２９年度入学者第２次選考（面接諮問）
◇１９日（土）～２０日（日） 修士全科生 平成２９年度入学者第２次選考（面接試問）
◇２３日（水） 休所日（勤労感謝の日）
１１月の面接授業
● ５日（土）・ ６日（日） 「韓国語へ旅しよう！」
「絵本を楽しもう」
●１２日（土）･１３日（日） 「地方財政と震災復興」
●１９日（土）・２０日（日） 「スポーツと地域」
●２６日（土）・２７日（日） 「基礎から学ぶ金属の科学」

【編集後記】
この夏は高校野球にオリンピックとパラリンピックの応援で寝不足の日々が続きますが、皆さま
はいかがお過ごしでしょうか。来月からは岩手国体も始まり、スポーツで始まりスポーツで終わる
今年の夏です。暑さも一段落して、気持ちもまた新たに新学期へ突入ですね。 （木村）
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