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「ばっけ：仲間、団結力」
若狭正彦
雪解けの中から、「福寿草」がそして「ばっけ」が顔をのぞかせ、暖かい陽気を感
じる中、春の芽吹きと共に新しい学期がスタートする。この四季の移り変わりを、
目で感じ、肌で感じ取ることが出来るのが、例年の秋田でのこと。しかし今年は全
く違いました。これほど、雪が降らなかった冬はあったでしょうか（ドカ雪が降ったと
ころもありましたが）？地球規模の温暖化による影響？と思っているのもつかの
間、とてつもなく大きな問題が地球規模で起こってしまいました。
カタカナ語が浸透してきている日本において、ついちょっと前までは、「ロコモティ
ブシンドローム：運動器症候群」、「サルコペニア：筋肉量低下」、「フレイル：虚弱状
態」、「エムシーアイ：軽度認知症」などなど、これまでの生活習慣や加齢問題に
よって起こる身体運動・認知的機能障害に対し、どのように対処し、そして社会保
障費の増大を防ぐかということが大きな問題でありました。しかしここ数か月の間
に、「コロナウイルス」という言葉が世界中に広がり、世の中が、世界中が混乱に
陥っております。このような事態を誰が予測していたでしょう。某客船を利用した
方々だけ、また海の向こうの国の問題とだけ、まるで対岸の火事のようにしか捉え
ていなかった人は少なくなかったと思います。しかし現実には、コロナウイルス感
染は蔓延し、私たちの直ぐそばまできております。この異常な事態により、私たち
の生活スタイルは一変いたしました。「不要不急」の外出は控えるよう要請され、
その結果、活動範囲が極端に狭くなり活動量が減ってしまっております。筋力は
理論的に、最大筋力の20％未満の筋活動では筋力低下や筋萎縮が起こるとされ
ており、ある研究では、最大筋力を100％とした時に歩行は10～20％、椅子からの
立ち上がりには30％程度以上の筋活動であったという報告もあります。この活動
量の少なくなった生活スタイルにおいて、サルコペニア、フレイルが進行していると
いうのは言うまでもありません。このような時こそ、感染拡大に気を付け、各自が
家の中やちょっとしたスペースで、簡単にかつ安全に運動を行い、運動機能低下
を予防していく必要があると思います。
福寿草の花言葉は「幸せを招く」「永久の幸福」。そして「ばっけ」の花言葉には
「待望」と「仲間」というのがあるようです。寒い冬を耐え、春の足音を待ちかねて
次々と顔を出す様子が団結力の強さと仲間との繋がりを示すことから、そう言わ
れているようです。まだコロナウイルス問題が解決する兆しは、はっきりと見えて
おりませんが、きっと世界でこの問題を克服するはずです。「ばっけ」のように、団
結力の強さと仲間の繋がりをもって、皆でこの問題に向かっていきましょう。
次ページにつづく
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放送大学秋田学習センター
客員教授 若狭 正彦
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＊秋田市保健所と共同で作成した「いいあんべぇ体操」というものが
あります。この体操は、全身のストレッチ運動、筋力増強運動、バラ
ンス運動の3つから構成されております。ここにある全てを行う必要
は、まったくありません。「テレビをみながら（CM中に）」、「歯を磨き
ながら」、「料理をしながら」、「ちょっと立ったついでに」行うことがで
きる運動が紹介されております。試してみてはいかがでしょうか？
秋田市保健所のホームページから無料ダウンロードができます。さ
らにYouTubeでも配信しております。（https://www.city.akita.lg.jp/
kurashi/kenko/1005379/1009961/1005854.html）

新型コロナウイルス感染拡大の終息時期が予測できない状態の中、若狭先生よりご紹介ありました
「いいあんべぇ体操」で、リラックスしてみてはいかがでしょうか。

ご卒業・ご修了おめでとうございます

【秋田学習センター卒業・修了者数】
2017年度

2018年度

2019年度
合 計

2学期以前

1学期

2学期

1学期

2学期

教養学部

538

9

17

8

33

大学院

29

1
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2

605
32

ご入学おめでとうございます
2020年度第1学期入学者157名の皆様、ご入学おめでとうございます。
2020年度第1学期入学者の集いは、学位記授与式とともに中止となりました。
ご不明な点等がありましたらお気軽にお問合せください。

【2020年度第1学期 入学者数】2020.4現在
教養学部

大学院

全科履修生

52

1

選科履修生

59

11

科目履修生

29

1

特別聴講学生

4

-

144

13

合 計

157

所長からのメッセージ
放送大学は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、「緊急事態宣言」の期限後の5月7日以降も当分
の間 、学習センターへの入館を禁止する措置を継続しております。さらに、2020年度第1学期の面接授業
の閉講（中止）、 並びに単位認定試験の試験会場での実施を自宅での受験に転換するなど、感染拡大を
防ぐため更なる措置に踏み込んでおります。 また 、学習センターが主催する教育活動や学生のサークル
活動・研修旅行なども、学習センターが平時の開所状態に戻るまで中止とされました。
この様に学生の皆様には、大変な不便を掛けることになっておりますが、一連の対応は新型コロナウイ
ルス感染拡大を予防するための措置であることにご理解頂きたく思います。
なお、秋田学習センターは在宅勤務態勢を取りつつ、閉所日（月曜日・祝日）を除き電話やメールによる
相談に対応可能な態勢を維持しております。困ったことやご不明のことがありましたら、電話やメールにて
遠慮無く相談下さい。
学生の皆様には「密閉・密集・密接を避ける」、「手洗いの実施」、「不要不急な外出を避ける」、「人混み
を避ける」、「マスク着用」など、新型コロナウイルスへの感染予防に努めて頂きますことを切にお願い申し
上げます。
2020年5月 秋田学習センター所長 西田 眞
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客員教授退任のおしらせ
令和2年3月末をもちまして、客員教授 立花希一先生が退任されました。
立花先生は、「哲学ゼミ」を5年間担当され、また学習相談にもご尽力いただき
ました。重ねてお礼申し上げます。
※ 退任にあたり、先生からメッセージをいただきました。

私の研究における倫理的前提／退任挨拶に代えて
秋田大学名誉教授 立花 希一
2000年恩師アガシ夫妻来日を契機に、日本をさらに開かれた社会にする課題を主に研究して
いますが、その研究には自分なりの倫理的前提があります。その要旨を初めてここに公表し、
退任挨拶とさせていただきます。暫定的な前提なので、批判的に吟味・検討してくださり、さ
らに私のホームページの送信メールを通してコメント等をいただければ幸甚です。アドレス
は、https://www.kiichiposition.com/です。Keep in touch!
（１）生を受けた人間は自殺より生を選び取る方がよい（生死の問題に直面できるのは生者だ
けである）。
（２）生きている限り、人は多かれ少なかれ自由である（死者に自由はない）。人は互いに異
なるので、その目的、利益、願望・欲求、興味・関心等が相互に異なる。行為も相互に異なる
が、各人の行為は多かれ少なかれその人の思想に基づく。自分の思想が最善で他者の思想がそ
れより劣るという結論を導く決定的な論証はできない。そこで、他者の思想を尊重し学ぼうと
するならば、殺人の禁止が導出される。殺人は他者の自由の完全な剥奪である。他者に危害を
及ぼす等、他者の自由の剥奪・抑圧も、殺人禁止と同様、禁じられるべきである。したがっ
て、自由は万人にとって重要な価値である。とはいえ、あらゆる束縛からの自由は不可能なの
で、人が享受できる自由は無制約の絶対的自由ではなく、相対的な制限つきの自由である。
（３）人は、事実上、あらゆる点でイコールではないが、あらゆる点でイコールという考えは
画一性概念に過ぎず、平等概念として不適切である。というのも、完全な画一性の実現にはク
ローン人間以外にはなさそうだが、それでも結局相違が生ずるだろう。画一化政策に反対する
人もいるはずで、敢えて画一性の実現を企図するならば、その反対者の自由を抑圧せざるを得
なくなる。これは自由の価値に反する。人が享受できる平等も、自由と同様、相対的な平等だ
が、自由が平等に配分・制限される点で、万人は平等でありうる。人は掛替えのない個である
点でも平等に価値がある。
（４）開かれた社会では、このような相対的自由・平等の平和的な実現が可能である。閉じた
社会では、相対的自由・平等すら実現不可能である。
（５）人は過ちを犯しやすく、殺傷等の危害を加えて他者の自由や平等を損なう行為もしがち
である。このような行為を裁き、当事者間では解決できない衝突を解決するためには、刑法・
民法等の法律が不可欠で、立法者、裁判官、法の執行者が必要となる。何らかの権力なしに人
は生きられない。そこで、権力者は普通の人にはない権力をもつ。これは不可避だが、無政府
状態はさらに悪いので必要悪だろう。
（６）アクトン卿によれば、権力は腐敗する、絶対的権力は絶対に腐敗する。開かれた社会で
は可能な個々人の自由や平等の実現には、その実現を阻む危険が潜む権力を監視し濫用を最小
限に抑制できる手段が不可欠だが、ポパーのいう、流血なしに平和的に権力者（統治者）を交
代できる民主制がもっとも有効な制度である。開かれた社会では、自由に伴って何らかの衝
突・軋轢が生じるのは不可避だが、言論による平和的な解決策が可能な限り採用されうる。
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新任客員教員のご挨拶

秋田大学

教育文化学部准教授
小倉 拓也

こんにちは。客員准教授の小倉拓也です。秋田大学教育文化学部で哲学の研究
と教育を行っています。秋田に移住、つまり「Aターン」をして2年目で、それ以
前は生まれてからずっと関西に住んでいました。生まれは大阪ですが、１歳から
高校を卒業するまでは、有人観測による積雪量の世界記録11メートル超を誇る近
畿のシベリア（？）こと滋賀県で育ちました。ですので、秋田は、大学進学以降
に転々とした神戸や大阪よりも、どことなく故郷に似ているところがあり、もち
ろん言葉など様々な違いはありますが、とても住みやすく、馴染んでいます。
秋田大学では、思想史を含む哲学全般についても講じていますが、専門とする
領域は、19、20世紀以降、現代に至るまでの現代思想です。現代思想は、世界戦
争、絶滅収容所、ナショナリズム、市場原理主義、グローバリゼーション、監視
社会、テロリズムなど、現代の様々な事象に触発されつつ、しかし単に個別の事
柄を追いかけるだけでなく、それらをとおして人間とは何か、他者とは何か、生
きてそして死んでいくとはどういうことか、等々、普遍的な問題に取り組んでき
ました。いま私たちが直面している疫禍もまた、生命とは何か、国家とは何か、
自由とは何かといった、きわめて古典的な問いを、しかし新たな仕方で突きつけ
ています。これらもまた、秋田学習センターで行う現代思想ゼミのテーマとなる
でしょう。
まだ一度もお会いしたことがないので、矛盾した言い方になりますが、この言
葉を使いたいと思います。閉鎖されたキャンパス、閉鎖された学習センターが解
放され、人々が集いはじめるとき、本来出会っているはずだった皆さんに「再
会」できることを、こころより楽しみにしています。

新型コロナウイルス感染症対応について
【面接授業と追加登録】
2020年度第1学期の当初予定の面接授業は閉講（中止）となりました。
併せて、日程変更（延期）、面接授業空席発表及び追加登録の受付も中止となりました。
【セミナー及び学生サークル活動】
当面の間、中止となります。
実施については、改めて検討の上お知らせします。
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事務室からのお知らせ
●教務情報システム（システムWAKABA）について
学習センターに配置された教育相談・学習用のパソコンは、大学本部との間をインターネットを利用したネットワークで結
んでいます。初めて利用する方はログインID：学生番号（ハイフンなし、１０ケタ）、初期パスワード： 西暦誕生日（８ケタ）で
ログイン後パスワードを変更してください。
●通信指導について
通信指導とは、授業の一定範囲から出題された問題の答案を提出して、担当教員の添削指導を受けることです。通信指
導合格により単位認定試験の受験資格が得られます。
☆｢提出型｣問題の答案を本部へ提出します。
☆｢自由型｣問題は自学用です。提出の必要はありません。

通信指導提出期間 ５月１５日（金）～５月２９日（金） 本部必着
※web通信指導による提出 ５月８日（金）１０：００～５月２９日（金）１７：００まで
※問題は印刷教材と一緒に送付していますが、一部の新規開設科目については別に送付する場合もあります。問題が５
月１日（金）までに届かない場合は大学本部（043-276-5111（総合受付））へ連絡してください。
※通信指導の添削結果は大学本部から１科目ずつ送付され、その合否は同時期に別に送付される｢受験票｣によって通知
されます。添削結果より先に受験票が届く場合もあります。
※択一式科目（併用式科目の択一部分）の添削結果が７月８日（水）まで、記述式科目（併用式科目の記述部分）の添削
結果が７月１６日（木）までに届かない場合は大学本部（043-276-5111（総合受付））へ連絡してください。
※７月１０日（金）になっても単位認定試験の受験票が届かない場合、あるいは紛失した場合は大学本部 （043-276-5111
（総合受付））へ連絡してください。
※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問題の提出・解説の閲覧ができる『web通信指導』が
利用可能です。『web通信指導』で問題の提出（送信）を行った場合には、郵送による提出は不要です。対象科目・受講方
法についてはシステムWAKABAホームページをご覧ください。
●証明書発行について
証明書の発行は学習センターで行っています。『学生生活の栞』巻末にある「諸証明書交付願」に必要事項を記入の上、
学習センターに請求してください。「諸証明書交付願」は放送大学HPからもダウンロードできます。
なお、教員免許状申請のための単位取得証明書が必要な場合は「教員免許状申請用証明書」と書かれている様式を使
用してください。
証明書発行手数料は１通につき２００円です。郵送の場合は、発行手数料（現金書留または郵便定額小為替）と返信用封
筒（長形３号・切手貼付・宛先明記）を同封のうえ学習センターに請求してください。
●学割証の発行について
全科履修生・修士全科生が自宅から学習センターへ通う場合や他センターの面接授業・研究指導を受けに行く場合等に
「学割証」を発行します。
ＪＲの回数券・乗車券を２割引きで購入できます。通学定期券は対象外です。ご希望の方は事務室窓口へお申し出くださ
い。なお、他学校の行事への参加は対象になりません。
●住所変更届について
【手続き方法】システムＷＡＫＡＢＡで届出を行うか、「住所変更届」を提出してください。
※郵便局にも転居届を提出してください。
★提出先 【学部生】所属学習センター
【大学院・修士全科生】大学本部教務課
【大学院・修士選科、科目生】大学本部学生課
証 明 書・学 割 証・住 所 変 更 届 の 発 行 の 申 請 は、お 急 ぎ の 場 合 を 除 き 極 力 差 し 控 え て く だ さ い。
お急ぎの場合は、メールや電話でお問い合わせください。
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視聴学習室・図書室からのお知らせ
放送教材およびインターネット授業視聴用PC、タブレットの使用
授業の内容が収録された放送教材（DVD・CD等）を視聴学習室内で視聴することができ、
またインターネット授業視聴用PC・タブレットを利用し授業を視聴できます。
＊視聴したい場合は、カウンターまで申出てください。
＊センター内のインターネット授業視聴用PC・タブレットだけでなく、自分のPC・タブレット・スマホを
センター内のWi-Fiに接続できます。ただし、登録してID・パスワードを取得する必要があります。
＊センター内の視聴用端末等での利用はインターネット配信による放送授業のみです。
※詳細(利用申請・手続き)につきましては、事務室におたずねください。

単位認定試験問題公表について

郵送による放送教材の貸出について

・2019年度第2学期の試験問題はインターネットで
閲覧することができます。図書室のパソコンからは
プリントアウトできませんのでご注意ください。

BS放送が受信できない又はインターネット環境がない
等、ご家庭等に放送授業を視聴する環境がない場合で
も放送教材（DVD・CD）を郵送にて大学本部からご自宅
に取り寄せることができます。

・室内で、試験問題（紙）の閲覧もできます。但し、
コピーはできませんので、ノートに書き写すか、カ
メラで写してください。また各自のUSBメモリ等の
データ複製可能です。

図書の貸出について
2019年4月よりセンター所蔵の図書の室外貸出
は行っておりません。ただし、本部附属図書館
より一括して貸出は行いますので、附属図書館
からの取り寄せた図書の貸出手続きをセンター
窓口でいたします。

※2018年4月から学習センターでは室外・郵送貸出を
行っていません。
◎貸出しをすることができる放送教材は次のとおりです。
（ａ）学期の初めから単位認定試験期間終了まで
・履修している科目
・再試験を受験する科目
・特別講義
（ｂ）単位認定試験期間の翌日からその学期の終了まで
・全ての科目
・特別講義
◎貸出期間・貸出数： 14日間、5巻以内

※詳しくは「利用の手引」の8頁をご覧ください。

（※日数には、放送大学本部からの発送日および返却到着日
を含みます。）

横手視聴施設について

◎申込書は入学時に配布していますが、紛失した方は
学習センターでもらうか、秋田学習センターHPまたは
システムWAKABAからプリントアウトしてください。

横手駅前にある、横手交流センターＹ²ぷらざ１
階に、放送大学の教材が視聴できる部屋があ
ります。 但し、この部屋に配架されている教材
は、学生からリクエストがあった科目だけです。
リクエストをしてから教材が横手に届くまでに、
１ケ月半程度かかる場合もありますので、急ぐ
方はインターネット配信をご利用ください。

※詳しくは「利用の手引」の6～7頁をご覧ください。
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面接授業について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２０２０年度第１学期の面接授業は全国一律閉講（中止）となりました。
新学期が始まって面接授業を楽しみにしていた皆様には残念なお知らせとなりますが、感染拡大を防止するために
ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。
最新情報は、ホームページでお知らせします。

秋田をまなぶ講座シリーズ2020
第1回「秋田の地域食資源を活用した
健康食品や化粧品の開発」

第2回「秋田県水産業の地域的特色と
秋田港」

第3回「城下町本荘の構造」

日時： 6月13日(土)
13:30～15:00
会場： にかほ市斎藤宇一郎記念館
定員： 60名
講師： 秋田大学教育文化学部
地域文化学科教授 池本敦

日時： 9月19日(土)
13:30～15:00
会場： ほくとライブラリー土崎図書館
定員： 50名
講師： 秋田大学教育文化学部
地域文化学科教授 篠原秀一

日時： 10月31日(土)
13:30～15:00
会場： 由利本荘市文化交流館
カダーレ
定員： 60名
講師： 秋田大学教育文化学部
地域文化学科教授 渡辺英夫

お申し込み先：
斎藤宇一郎記念館
電話番号 0184-35-4057

お申し込み先：
秋田市立土崎図書館
電話番号 018-845-0572

中止となりました。

お申し込み先：
由利本荘市中央図書館
電話番号 0184-22-4900

＊申し込みは、チラシ裏面の「FAX受講申し込みシート」でお願いします。

学 生 募 集
2020年度第2学期(10月入学)の学生募集要項冊子は、教養学部・大学院ともに6月10日(水)から配布
いたします。
○出願受付期間
2020年6月10日(水) （郵送・インターネット）～2020年9月15日(火) （本部必着）

職員異動のお知らせ
退任【2020.3.31付】
事務長：齋藤 裕幸、教務担当：小松 一幸、西堀 瑞穂、視聴学習室・図書室：中村 悦子、草彅 佳子
新任【2020.4.1付】
事務長：中井正宏、教務担当：石川 勉、教務・図書担当：庄司 美帆、石川 奈賀子
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客員教員紹介
秋田学習センターには、６名の客員教員の先生が在籍しています。そこで、各先生より
「1．専攻と専門分野は？ 2．学生にすすめたい本は？ 3．放送大学の学生にサポートしたいことは？」
についてお尋ねしました。
◆秋田大学特別教授 佐々木 信子 先生◆
1．専攻：家政学 専門分野：家庭科教育学
2．「食堂かたつむり」小川糸著
3．傾聴と具体的な支援を心がけたいと思います。

◆秋田大学大学院理工学研究科教授 今野(ｲﾏﾉ) 和彦 先生◆
1．専攻：電子工学 専門分野：超音波工学、計測工学
2．講談社ブルーバックス、講談社新書
3．サイエンスの広い分野で担当にこだわらず広くゼミ等で話したい。

◆秋田大学大学院医学系研究科教授 若狭 正彦 先生◆
1．理学療法学専攻（運動療法学・老年期障害学・地域理学療法学）
2．超訳 ニーチェの言葉（最近、悩むことがあって読みやすいので読んでみました）
3．色々な可能性があるということを共有していきたいと思っております。

◆秋田大学教育文化学部教授 中野 良樹 先生◆
1．実験心理学、認知心理学
2．心理学を深く楽しく学びたい方には、スティーブン・ピンカーの著書がおすすめです。
3．身近な興味やふとした疑問をきっかけに、心理学の理論や研究を調べたり、自ら心理学の技法を
使って検証したり、そうしたことのお手伝いができればと思います。

◆秋田大学教育文化学部准教授 大西 洋一 先生◆
1．イギリス文学（近現代演劇）人生が変わりました。
2．ソーントン・ワイルダー（Thornton Wilder, 1897-1975）『わが町（Our Town）』、そして柴幸男（1982- ）
『わが星』。どちらも公刊されている戯曲ですが、機会があればぜひ上演も見ていただきたいと思いま
す。
3．学び続けることにより、昨日よりも一歩進んだ自分になることの楽しさと充実感を味わうお手伝いがで
きれば幸いです。

◆秋田大学教育文化学部准教授 小倉 拓也 先生◆
1．専攻：哲学・思想史 専門分野：現代フランス哲学を中心とする現代思想。
2．サミュエル・ベケット『伴侶』
3．学問は自由になるための営みです。そうあるべきです。様々な人質を取って私たちを脅し、諦めさせ、そ
れを納得させようとするもの――親や教師、常識や良識、そして私たち自身、等々――から自由になる
こと。学生とともに私も自由になります。
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今後のスケジュール
5月
日
3
10
17
24
31

月
4
11
18
25

火
5
12
19
26

水
6
13
20
27

6月
日
7
14
21
28

木

金

7
14
21
28

1
8
15
22
29

土
2
9
16
23
30

1日
司書教諭出願受付（～6/7）
8日
通信指導提出受付開始（web）
9・10日
面接授業 『音響工学の基礎』
15日
通信指導提出受付開始（郵送）
16・17日 面接授業 『温泉水の地球科学』 『フランスの文化と文学』
23・24日 面接授業『「化学結合論」をモノにする』
29日
通信指導提出期限（郵送、web）
30・31日 面接授業 『子どものリハビリテーション』
『Rで学ぶ多変量解析入門』

面接授業 『看護研究の基礎』
第2学期募集要項配布、受付（～9/15）
第2学期修士選科生・科目生募集要項配布、受付（～9/15）
面接授業 『地域資源と地域活性化』
面接授業 『心理学実験2』
面接授業 『文学作品を英語で学ぶ』 『心理検査法基礎実習』

6・7日

月
火
水
木
金
土 10日
1
2
3
4
5
6
8
9 10 11 12 13 13・14日
15 16 17 18 19 20 20・21日
22 23 24 25 26 27 27・28日
29 30

7月
日

月

火

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4・5日

面接授業 『阿仁マタギ秘境の暮らしと自然観』

水
木
金
土
面接授業 『現代社会における国内法と国際法』
1
2
3
4 11・12日 面接授業 『日本語の特質を再考する』
8
9 10 11
面接授業 『舞踊論』
15 16 17 18 17日
単位認定試験（～7/23）
20日
司書教諭放送授業（～8/4）
22 23 24 25
25日
試験終了後のセンター閉所日
29 30 31

･･･試験日
･･･閉所日
※予定は変更する場合もありますので、学習センターホームページ等の広報でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、面接授業は全て閉講となりました。
最新情報はホームページでお知らせします。
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