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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

◇◆

おばけ絵本の愉しみ
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］

長かった残暑もようやくひと段落。一気に秋めいてきました。秋と言えば夜長。今年の秋の夜長のお供
には、おばけ絵本などいかがでしょうか。
日本には、ほんとうにたくさんのおばけ絵本がありますが、まずは何といっても、せなけいこさんの作品で
す。せなさんは、たくさんのおばけ絵本を作られていますが、もはやそれらは、おばけ絵本の古典といって
も過言ではありません。例えば、『ねないこ だれだ』（福音館書店、1969年）。夜、寝ないで遊んでいた
女の子はおばけに見つかってしまいます。「よなかに あそぶこは おばけに おなり／おばけの せかいへ と

んでいけ／おばけに なって とんでいけ」。おばけになった女の子は、おばけと一緒におばけの世界へ…
この絵本はここで「おしまい」なのですが、この後この子はどうなったんだろう…子ども心に少々こわいもの
がありました。その他のせなさんの絵本にでてくるのは、本当にひょうきんで楽しいおばけたちばかりです。と
くに、うさことおばけのお話。メガネを無くしてしまったうさこの前に、うさこを驚かそうとおばけが現れますが、メ
ガネを無くしたうさこにはおばけがよく見えません。うさこに驚いてもらいたいおばけは、うさこのメガネを一生
懸命探します。ようやく見つかり、うさこがメガネをかけた途端、夜が明けて太陽が…驚かそうと思ってい
たおばけ自身が驚いて「きゃあ！」と消えてしまいます（『めがねうさぎ』、ポプラ社、1975年）。またある時
は、おばけは危うく天ぷらにされそうになります。うさこが作る天ぷらのいいにおいに惹かれてやってきたお
ばけは、「あー、おいしい おいしい！」と天ぷらをつまみぐい。つまみぐいに夢中のおばけは、うっかりす
べって天ぷらの衣のなかに落ちてしまい、危うく天ぷらに（おばけは間一髪で逃げ出しますので、ご安心
を）（『おばけのてんぷら』、ポプラ社、1976年）。愛すべき、せなさんのおばけたち。せなさんのおばけ絵
本の世界をもう少し知りたいという方は、せなけいこ『ねないこは わたし』（文藝春秋、2016年）を、ぜひご
一読ください。
もう一冊、とっておきのおばけ絵本をご紹介しましょう。長新太さんの『おばけのいちにち』（偕成社、1986
年）です。丘の上に、かみなりが少しこわいおばけが住んでいます。おばけは、朝起きて歯をみがいて
スーパーにお買い物にいって朝ごはんを食べて、お客さんがやって来て「ヘチャラ モチャラ クチャラ ペ
チャラ」と楽しくおしゃべりして、その後は読書。「どんな ほんをよんでいるのかしら？ きになるなあ」。野球
の練習をして、ジロジロ見る人間たちがやってきたら家に袋をかけて覆い、のぞきにきたネコとけんかして、
疲れたらひとやすみして。長さんの何とも味わい深い絵と相まって、ひょうひょうとマイペースで過ごすおば
けの一日が、実にユーモラスで楽しく描かれています。
今年の秋の夜長は、こんなに楽しいおばけたちと一緒に過ごしてみませんか？
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ご卒業おめでとうございます
去る９月２５日（日）、岩手学習センターにて「平成２８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２９名の方々が卒業されました。
平成２８年度第１学期
岩手学習センター卒業生
【生活と福祉専攻】

１名

【生活と福祉コース】

７名

【心理と教育コース】

８名

【社会と産業コース】

５名

【人間と文化コース】

４名

【自然と環境コース】

４名

計 ２９名

～学位記授与式に出席された卒業生の方々～
放送大学全体で平成２８年度第１学期の卒業者数・修了者数は、卒業生：２，１８１名、
修了生：２名です。
岩手学習センター所属の卒業生・修了生の累計は、卒業生８４３名・修了生３６名と
なりました。

～名誉学生のご紹介～
この度卒業された菊池宏美さんは、人間の探究・生活と福祉・
社会と経済・心理と教育・自然と環境の５コース（または専攻）
を卒業され、岩手学習センターで初めての名誉学生となられまし
た。おめでとうございます。
★放送大学名誉学生とは
教養学部の全てのコース（又は専攻）を卒業した学生
に対して、長年にわたり学習意欲を持ち続け、快挙を
達成したことを顕彰するために創設された制度です。
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伊藤 法子 さん

竹田 美代子 さん

－生活と福祉専攻－

－生活と福祉コース－

卒業を迎えるまでに８年半もかか

再入学から２年半で「生活と福祉コース」を卒

りましたが、色々な人との出会いが

業（その間、認定心理士・保育士を取得）。また

あり家族の支えもあり卒業までこぎ

客員教授のゼミ（ヨーガ・心理・犬や猫の話な

つけることが出来ました。また、再

ど）がとても有意義な時間でした。観桜会・研修

入学し、今度は別なコースで頑張っ

旅行・忘年会と学生の交流も楽しかったです。い

ていきます。先生、職員の方々、本

つもお世話になった職員の皆さま、本当にありが

当にありがとうございました。

とうございました。

菊地 秀幸 さん

－心理と教育コース－

私は2011年3月に専門学校を卒業しました。しかし、震災の影響で卒業式は行われませんでし
た。ですので、本日学位記授与式に参加できてとても感慨深いものがあります。放送大学では心理
と教育コースで、心理学、教育学だけではなく「“学ぶ”ということは何か」というものを考え、
感じ、学びました。今後、放送大学で学ぶ皆様には“ただ学ぶ”だけではなく“何を学び、自分が
どうとらえていくのかを考え、放送大学で学んでいっていただければと思います。

武田 太良 さん

田鎖 とく子 さん

－心理と教育コース－

－心理と教育コース－

いろいろなことがありましたが、やっと卒業で

１０年計画ではじめた大学生活で
した。退職した翌日の入学から９年
６ヶ月１２９単位無事やりとげるこ

きました。先生、職員の方々には大変お世話にな
りました。誠にありがとうございます。

とができました。再試験も何度か経
験しましたが、たくさんの先生方、
菊池 晴夫

学生のみな様大変お世話になりまし

－社会と産業コース－

た。今後残された日々、心豊かに過
していきたいと思います。ありがと
うございました。

さん

東日本大震災の２０１１年４月に入学し、大変な
時期を乗り越えてよく卒業できたなと思っています。
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伊藤 惠子 さん

－人間と文化コース－

Ｈ１３年に発達と教育、Ｈ１５年に生活と福祉を卒業しました。引き続き入学し学籍を置き、学び続
けて２２年になります。生涯学習のつもりで、素晴らしい講師先生の授業に魅了され、楽しみながら、
気負いなく、学びたい科目、面接授業を受け続けてきました。そのご褒美でしょうか、卒業「人間と文
化」の学位授与の通知をいただき、嬉しく思っております。また学籍を置き続けて楽しみ、学び続けて
参りたいと思います。

細野 龍彦

さん

三浦 博

－人間と文化コース－

さん
－人間と文化コース－

放送授業でも様々な先生方に接すること

人間と文化を卒業させていただくことに

が出来ましたが、特にも面接授業は楽しみ

なりました。選考科目を選ぶ時、このよう

でした。放送授業も担当しておられる先生

な難解の内容は果たして卒業できるだろう

と、質疑応答、意見交換が出来たり、レ

か・・・と不安でしたが、その中で歴史的

ポートに詳しくコメントをいただくなど、

内容を数科目学び、２０１６年まで続いた

大きな収穫となりました。

地球上の出来事を学び、感動することが沢
山ありました。放送大学の講師の諸先生や
事務室の皆様に御指導いただき大変ありが
とうございました。

菊池 宏美

さん

－自然と環境コース－

入学して２０年になります。今回５度目の卒業をむかえることができました。半年は在籍しな
かったのですが、学ぶことが楽しくてまた戻ってきました。あと１専攻残っていますので、もう少
しがんばりたいと思います。

栁本 浩

さん

－自然と環境コース－

平成１６年４月から選科履修生となり、丸６年間続けました。平成２２年の４月から全科履修生
に転じて、６年半を費して、漸く卒業する運びとなりました。岩手学習センターの教職員の皆様方
には、大変お世話になりましたことをこの場を借りまして御礼申し上げます。放送大学の発展をお
祈り申し上げ、卒業に当って心より感謝申し上げます。
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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４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］

答案提出期間

《Ｗｅｂ》
《郵送》

１１月 ９日（水）～１１月３０日（水） 〈１７：００まで〉
１１月１６日（水）～１１月３０日（水） 〈本部必着〉

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。
※記述式解答が含まれる科目はWeb通信指導に対応していませんので、ご注意ください。
◆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。）
前学期から引き続き在籍している方へ
◆平成２８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：Ｐ６７～７１

大学院：Ｐ６２～６６

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２８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２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２５日（金）［必着］までに放送大学本部学生課単位認定試験係へ提出
◆「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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放送授業科目 インターネット配信中！
キャンパス・ネットワーク・ホームページ上で、
全てのラジオ科目と、テレビ授業科目（一部のテレ
ビ科目を除く）のインターネット配信（ストリーミ
ング配信）を実施しています。キャンパス・ネット
ワーク・ホームページにログインして、「テレビ授
業科目ネット配信」・「ラジオ授業科目ネット配
信」をクリックしてください。
※ログインするためのログインＩＤ及びパスワード
は入学許可書に記載されています。
※インターネット接続のための料金などの費用は視
聴者の負担となります。

自習室のパソコンをご利用ください
岩手学習センターの４階実習室に、ノートパソ

Web通信指導は
こちらから！

コン（Windows7）１９台と、プリンタ（白黒印
刷）を設置しています。放送大学生であれば誰で

テレビ科目

も自由に利用できますので、ぜひご活用ください。

ラジオ科目

ご利用の際は、事務室で使用簿にご記入の上、
学生証を預けてください。
※面接授業等で使用できない場合もありますので、
事前に事務室へご確認ください。

郵送による放送教材の貸出について
岩手学習センターでは、地理的、時間的な要因により、学習センターやセンター外視聴施設に来所して
放送教材等を借りることが困難な学生への利便性向上を図るため、放送教材の郵送による室外貸出を実施
しています。詳細については、『岩手学習センター利用の手引』Ｐ１８～１９をご覧ください。
放送教材の種類と本数

片道
郵送料金

ＣＤ（またはＤＶＤ）×１

１５円

ＣＤ（またはＤＶＤ）×２

２５円

ＣＤ（またはＤＶＤ）×３

２５円

★１回の貸出につき３本まで申込みできます。
★貸出期間は発送に要する期間を含めて９日間です。
★郵送の送料は貸出時、返却時ともに申込者負担とな
ります。
★申込時に放送教材が貸出中の場合は返却待ちとなり
ます。第１巻から借りる方が多いので、印刷教材を
よく見て可能であれば他の巻から借りるのも一つの
方法です。

「文部科学省認可通信教育」第四種郵便の料金は概ね上
記の通りです。重量によって料金が異なりますので、実
際負担する郵送料は、教材を貸出す際にご案内します。

申込書には借りたい教材を第４希望まで記入することができます。一度に借りられる教材は
３本までですが、第１～第３希望の中で貸出中のものが１本あった場合には、第４希望を貸出
します。第４希望までのうち２本（または３本）が貸出中の場合は、３本とも借りられるよう
になるまで待つか、電話で相談するかを選ぶようになっていますので、チェック欄にチェック
を記入してください。
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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

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ＷＡＫＡＢＡで
確認、または事務室へお問い合わせください。

～平成２８年度第１学期面接授業の様子～

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！
送付先：〒０２０－８５５０

参加料
１，０００円

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
課題テーマ

テーマ

１．岩手国体・障害者スポーツ大会について

２．自然災害について

３．国際平和、国際理解について

いずれか１つ
テーマを選択

自由テーマ （例）仕事と勉強、家庭生活、旅と私、など

英作文

朗読

●応募作品はＡ４判用紙に英語２００～４００語程度でタイプしてください。
●応募作品を１部送付する。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してください。
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してください。
●締め切り ： 平成２９年１月１７日（火） 消印有効
●作文コンテストに参加した希望者が応募できます。
●添削を受けた作文コンテスト参加作品を朗読します。
●会場 ： 岩手学習センター大講義室
●実施日 ： 平成２９年２月２６日（日）
●当日、作文コンテストと朗読発表会の表彰式を行います。
（英作文部門入賞は金・銀・銅賞各数名、朗読部門は参加賞）
※

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。
-７-

学生研修旅行

～岩手ゆかりの人物記念館等に行ってきました～

去る１０月１９日（水）、学生研修旅行が実施され、大変有意義で楽しい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】
→紫波町～花巻市
野村胡堂あらえびす記念館

宮沢賢治記念館
高村光太郎記念館・高村山荘
志戸平温泉・湯の杜ホテル志戸平
→岩手学習センター帰着
～宮沢賢治記念館にて記念撮影～

◆◇ 学生研修旅行に参加した米屋邦雄さんにご寄稿いただきました ◇◆

花巻方面に行ってきました！
米屋 邦雄さん（全科履修生）

「百聞は一見に如かず」、「論より証拠」と橋本岩手学習センター所長先生の締めのご挨拶にもありましたが、旅
行の目的は達成できたと思います。特に今年はいつでも行けると考えていて、なかなか行く機会をつくらない地元
にゆかりのある偉大な先人方の、①野村胡堂・あらえびす記念館、②宮沢賢治記念館、③高村光太郎記念館・高
村山荘を訪れました。また団体で訪れたことにより、野村胡堂・あらえびす記念館では胡堂の弟さんのお孫さん（館
長）が、宮沢賢治記念館では担当者の方が時間をかけて丁寧に説明をしてくれたため、より深く理解することが出
来たと思います（個人で見学した場合は展示作品を観るだけなので）。今年は近場であったため記念館を３ヶ所も
見学できたほかに、志戸平温泉「湯の杜志戸平」で美味しい昼食をとり、温泉にゆっくり入れました。
感想としては、①野村胡堂・あらえびすさんは世間（紫波町民）からもっと高い知名度があって、郷土の誇りと自
慢してもおかしくない先人ではないのか。②宮沢賢治さんは、さすが日本と世界の人びとから知られ愛されている
先人ですね。③高村光太郎さんは、７３年間の人生の後半の７年間を東京から宮沢家に疎開してきて花巻で暮ら
したのですが、花巻滞在中に多くの地元民が、有名人とは知らずお世話（井戸端会議）が少なかったとのこと、今
思えば残念としか言えませんが。
平成２８年１０月１９日水曜日、好天に恵まれ１０月中旬とは思えない暖かさで穏やかな一日を、参加者３０名（学
生２６名、学校側４名）で楽しく有意義に過ごすことができました。全員で「放送大学学歌」を歌った後、バスガイドさ

んによる志戸平温泉の道路脇にある「夜泣きの松」の昔話と自慢の声での「智恵子抄」の歌で、解散となりました。

☆研修旅行アルバムは学生控室でご覧になれます。
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～学友会からのお知らせ～
☆入学者のための学習交流会☆
『単位認定試験への準備・対策』
卒業生・ベテラン在学生（学友会）に分野別、科目別に失敗談や成功談をまじえて、ためにな
る話をしていただきます。新入学生の皆さんはもちろん、在学生の方もぜひ参加してください。

日 時

： １２月３日（土）１０時３０分～１２時

場 所 ：

★

岩手学習センター小講義室（４階）

申込は学習センター事務室まで（お電話でも可）

放送大学学友会主催

★

「忘年会」のご案内

★今年の忘年会は交通機関のご利用に便利な盛岡市内を会場に開催します。

《日 時》１２月２３日（金）
午後２時 ～ ５時まで
《会 場》盛岡市盛岡駅前通り15-6

うま舎（うまや）
〔JR盛岡駅・フェザンの道路をはさんで向かい側
HPもご覧下さい〕

《参加申込》現在受付中です。

《会 費》３，０００円（料理・飲み物）

※１２月１１日（日）１７時までに、

※会費はお申込み時、または当日会場にて

学習センター事務室へ来所または

お支払いください。

お電話にてお申込みください。

★定員50名（先着順）

※

当日は会場に直接お越しください。「放送大学学友会」と申し込んでいます。
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１１月～１月の
岩手学習センター休所日

大学入試センター試験に伴う
休所のご案内

《１１月の休所日》

大学入試センター試験が岩手大学を会場に

◎毎週月曜日

行われるため、岩手大学は入構規制が実施さ

◎１１月 ３日（木） ［文化の日］

れます。よって、下記の日程は、岩手学習セ

◎１１月２３日（水） ［勤労感謝の日］

ンターを休所とします のでご注意願います。

《１２月の休所日》

単位認定試験間近で、皆さまにご不便おかけ

◎毎週月曜日

しますがご了承ください。

◎１２月２３日（金） ［天皇誕生日］
◎１２月２９日（木）～１２月３１日（土）

大学入試センター試験に伴う休所：

《１月の休所日》

平成２９年１月１４日（土）～１５日（日）

◎毎週月曜日
◎１月１日（日）～１月３日（火）
◎１月１４日（土）～１月１５日（日）
◎１月２７日（金）
◎１月３１日（火）

学割証について
学割証（学生旅客運賃割引証）は、教養学部全科履修生、及び大学院修士全科生・博士全科生の方
に発行できます。事務室にて５分ほどで発行できます。郵送で申請する場合は、発行願（「利用の手引」
巻末の様式）と返信用封筒（切手貼付、宛名明記）を送付してください。
ただし、学割証の発行が可能になるのは、自宅から学習センターや本部に通学する場合や、研究活
動、学校行事に参加するといった場合に限られます。
「詳細」・・・「学生生活の栞」

教養学部：P１２８～１３０

大学院：P１１１～１１３

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

火～金

１０：００～１８：３０

１０：００～１８：００

土・日

９：３０～１８：００

９：３０～１７：３０

火～日

８：３０～１９：００

８：４５～１８：４５

通常期間
試験期間
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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

１１月
月 火 水 木 金 土 日
7

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

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

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
月 火 水 木 金 土 日
1
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

◇ 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」

◇ １日（木） 平成２９年度第１学期教養学部生・修士選科生・修士科目生出願受付開始
＜第１回２月２８日（火）まで・第２回募集３月２０日（月）まで＞
◇ ９日（水） 修士全科生・博士全科生 平成２９年度入学者第２次選考合否通知 発送
◇１６日（金） 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（金） 休所日（天皇誕生日）
◇２９日（木）～１月３日（火） 休所日
１２月の面接授業
● ３日（土）・ ４日（日） 「骸骨と髑髏の精神史」
●１０日（土）･１１日（日） 「心理学実験３」
「フランス恋愛小説を読む」
●１７日（土）・１８日（日） 「日本文化の地域性」
「小動物の病気と犬のしつけ」

◇～３日（火） 休所日
◆上旬～下旬 修士全科生（２年次） 修士論文等審査（口頭試問を含む）
◆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
◆中旬
通信指導添削結果、単位認定試験受験票 送付
◇１４日（土）～１５日（日） 休所日（大学入試センター試験）
◇２０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
◇２０日（金）～２１日（土） 大学院 単位認定試験
◇２２日（日）～２９日（日） 教養学部 単位認定試験
◇２７日（金）・３１日（火） 休所日

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

１月の面接授業
●７日（土）・８日（日） 「命名学に基づく日英語対照入門」
「心理検査法基礎実習」

【編集後記】
秋の気配が例年よりゆっくりとやってきた年でしたが、紅葉も岩手山を一気に駆け下り、街中までやって
きました。落ち葉の秋が終わると長い冬がやってきますね。今年も高松の池に冬鳥たちがやってきました。
体調に気を付けてこれからの冬をのりこえましょう。（木村）
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