
2｜巻頭言 「ベートーヴェン」

3｜“Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｒｅｐｏｒｔ”#1-1

 公開講演会レポート〈黒石市〉

4｜学位記授与式と卒業生のことば

 第８回学生表彰

6｜入学者のつどい

 全学生必見！学生生活をスムーズに送るために

祝卒業・入学／学生生活応援号
  7｜学生生活をもっと楽しく！

 ～学生団体のごあんない～

  8｜新着図書紹介・図書利用方法

10｜２０２０年度第２学期学習相談と

 ゼミのごあんない

11｜１０月～１月スケジュール

12｜事務室からのお知らせ

りんご
センターだより－林檎－

放送大学青森学習センター・八戸サテライトスペース

2020年度第1学期卒業 〈学位記授与式〉 ・
2020年度第2学期入学 〈入学者のつどい〉 より
（１０月３日・４日撮影）

八戸

八戸

八戸 八戸

青森

青森

青森 青森

令和２年10月発行

文部科学省認可通信教育

vol.

104



 

 
  

 
 

  

 

ベートーヴェン

⻘森学習センター所⻑  浅 野  清 

 

巻頭言 

-かんとうげん- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私の専門は看護学です。看護は人を対象にした援助活動であり、対人援助の現場では高いコミュニケ

ーション⼒が求められます。コミュニケーション⼒を⾼めるためには様々なスキルがありますが、より

良いコミュニケーションを実現するためのスキルの⼀つとして「コーチング」があります。コーチング

は「⼤切な⼈を現在その⼈がいるところから、その⼈が望むところまで送り届ける」という意味があり、

自己決定や自己解決をサポートします。 

第 104 号ではコーチングの典型的な進め方の一つである GROW モデル（目標の設定、明確化 Goals・

現状把握 Reality・方法の選択 Options・目標達成の意思確認 Will）を紹介します。次号の 105 号で

は、コーチングを実施する上で対象者との信頼関係や前向きな話し合いが必要となります。そのために

重要な「傾聴」「質問」「承認」のスキルについて紹介します。 

GROW モデルは、英国の John Whitmore が開発したモデルで、コーチングの中でもシンプルで実

用的といわれています。文献によっては 5 つのステップを紹介している文献がありますが、本稿では

Goals・Reality・Options・Will の 4 つのステップを紹介します。 

コーチングを⾏う上で、もっとも重要となることが Goals「目標の設定」です。目標を設定する場合

の具体的な方法として、ストレッチ、ジャイアントリープがあります。⾃分の能⼒に⾃信が持てない場

合などは、いきなり高い目標をあげても挫折してしまうため、確実にクリアできそうな目標を設定し、

それができたら少し高めの目標を設定するというように、しだいにハードルを高くしていくベビース

テップを⽤います。ある程度の実⼒と⾃信がついてきたらストレッチを⽤い、背伸びすれば届くような

目標を設定して少しずつハードルを上げて意欲と能⼒を⾼めていきます。ジャイアントリープは「大き

な⾶躍」という意味で、⾼い目標を与えて、⾃らの限界を打ち破る努⼒を促すことで潜在的な能⼒を引

き出します。 

Reality「現状把握」は、自分が今どのような状態にあるのかを把握し、どうなれれば望ましいのかを

明確にすることです。悩みや問題を解決するためのコーチングの場合、現状の把握は極めて重要です。

Options「方法の選択」は、目標を達成するためにどんな方法をとるのがベストか、できるだけ多くの

選択肢を出してもらい選んでもらいます。Will「目標達成の意思確認」は、いつまでに何をするか、具

体的にできる⾏動や成果を述べてもらうことで、意欲と⽣産性を⾼めることができます。 

 

引用・参考文献 

・本間正⼈︓⼦どもの可能性を引き出すコーチングの教科書、株式会社⾃由国⺠社、東京、2011． 

・諏訪茂樹︓対⼈援助のためのコーチング、中央法規出版株式会社、東京、2007． 
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（⽔） 
公開講演会レポート  「アンチエイジングのすすめ」

現在、⼥性の最⾼齢は 122 歳のフランス人、男性は日本人の 116 歳。

100 歳を過ぎても現役の医師だった日野原重明氏は、80 歳以上がシニ

アで 60〜80 歳以下がジュニア、60 歳未満をサポーターと称し、「新し

いことを始めるといつの間にか年を取る」と⾔っていたそうだ。これを

前置きにして、「エイジング」（⽼化）が寿命に作⽤するということを、

塩分の摂りすぎによるがん、⼼筋梗塞、脳卒中を例に⽰しながら、減塩

が⻑く健康で⽣きられることにつながると説明。また体に負担のない現

在の医学的治療についても映像を加えて⽰してくれました。 

　今年は楽聖ベートーヴェンの生誕２５０年の記念すべき年でした。昨年末あたりか

らクラシック音楽愛好家のあいだで、２０２０年は大作曲家の生まれ月である１２月

にかけて何か大きなイベントが催されるに違いないとささやかれ始めていました。しかし、３

月、４月と過ぎていくにしたがって多くのコンサートがキャンセルになり、誰もベートーヴェン

の話題に触れなくなっていました。今の状況からみて、致し方ないのかもしれません。私も

コンサートを企画し、ホールを３日ほど予約してありましたが、コロナの収束が見通せない

ことから全てキャンセルしたところです。

　ところで、ベートーヴェンはドイツ古典派音楽を代表する作曲家と言われていますが、

同姓同名の祖父が現在のベルギーからボンに移り住んだこと、そしてオランダ系の名前か

らも彼のルーツがいわゆるドイツではないことがわかります。名前にあるvan（ファン或いは

ヴァンと発音）というのは「～からの」という意味ですが、これが姓に付く他の有名人といえ

ば画家のファン・ゴッホ  van Gogh やレンブラント・ファン・レイン  Rembrandt van 

Rijn、身近なところではココアの  van Houten（創始者の苗字です）が挙げられます。

Ludwig Van Beethoven と間違った表記のコンサート案内を頂くことがありますが、こ

ういう時は作曲家や作品に対する姿勢の表れと捉えて、失礼することにしています。

　私自身も「清野」さんと呼ばれたり、書類に書かれたりすることがあります。当事者とし

てはあまり気持ちの良いものではありません。ベートーヴェン生誕２５０年を祝うのであ

れば、彼の音楽についてうんちくを述べるより、ピアノソナタを一日５時間練習するよりも

前に、先ずは作曲家の名前をきちんと書けることのほうが大事だと思っています。
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が⻑く健康で⽣きられることにつながると説明。また体に負担のない現

在の医学的治療についても映像を加えて⽰してくれました。 

Professional Report Professional Report #1-1

「コミュニケーションとコーチング（GROWモデル）」
客員教員　 藤田　あけみ　先生  　（弘前大学大学院保健学研究科教授）
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⻘森学習センター 情報コース  越⽥ 節⼦

「全コース卒業しちゃいました︕︕」 
１９９６年に末っ子も中学生になり私自身の時間を持ちたいと思っていた時に、新聞で放送大学の存在を知り学

習を始めました。其の頃は在職中だったので、土日にセンターに通いビデオテープを２巻視聴し２巻借りて勉強しており

ましたが、⻘森も全科履修⽣の受け入れが始まり早速入学しました。あれから四半世紀になりますが、センターの職員

の方々には大変お世話になっております。また学友達との食事会やミニ旅⾏、そば打ちなど楽しく過ごしました。写真や

思い出がいっぱいです。これからは選科履修⽣として⾊々な認証取得をするつもりです。 

 

⻘森学習センター ⾃然と環境コース  佐藤 良紀 

学校を卒業して⼗数年、社会⼈として⽇々働く中で、いつからか⾃分の中に学⽣時代には感じたことの無い修学意

欲の炎が燃え上がっていました。それは、自分なりに社会経験を積み、様々な人や組織と関係を持ち、またその考えに

触れていく内に、もっと世の中について知りたい、知⾒を広くして⾃分の考えを深めたいという欲求が⽣まれた、という事

なのだと思います。お恥ずかしいことですが、⼈⽣半ばにして初めて学問の意義及び価値というものを理解出来たので

す。そして放送⼤学はそうした私の欲求にしっかり応えてくれました。勿論、まだ修学の道途中ではありますが、卒業要

件の充⾜を区切りとして⼀旦卒業致します。本当にお世話になりました。 

 

⼋⼾サテライトスペース ⽣活と福祉コース  ⾕内 義貴 
「もう少しやってみよう」 

２００９年４月に入学して１１年と半年が過ぎた。これまでの学位記を重ねて厚さを計ってみたら約６cm だっ

た。ここまでは簡単ではなかったが、家族の応援や⼋⼾サテライトの三⼈の職員の皆さまの励ましをいただいてたどり着く

ことができた。ただ感謝である。最近読んだ本に載っていた「頭は低く目は⾼く、そして⼼は広く気は⻑く」、この精神でま

たやってみようと思う。 

 

⼋⼾サテライトスペース ⼈間と⽂化コース  阿部 福⼦ 
「学びの楽しさ味わえました」 

定年退職後親の介護とボランティアの⽇々でしたが、5年前に⼤学卒業資格を目指し⼊学。苦⼿な記述式の単位

認定試験はついつい避けたりと消極的な学⽣でしたが、⾃分なりに学びの楽しさを味わえました。今年新型コロナ禍で

の⾯接授業は無理かなと思っていたらオンデマンド⽅式で受講、さすが放送⼤学ならではと思いました。こうして何とか

卒業にこぎつけたのは放送⼤学の先⽣、スタッフの⽅々のおかげと感謝いたします。今後は科目履修⽣としてゆっくり学

んでいきたいと思っています。 

 

⻘森学習センター ⽣活と福祉コース  ⼭⾕ 國廣 
「若い時にもっと学ぶべきであった︕︕」 

仕事中⼼の⽣活の反省から、⼈⽣１００年をどのように⽣きていくかという、問いに対し三つの課題を⾃分に求めま

した。その⼀つが仕事に対しての問でした。企業内での学びは断⽚的で、業務の必要都度に応じて実施されるものの、

体系的な学びをあまり熱⼼にして来なかった私には、全体のアウトラインが不知のままでの知識では、局所的で理解の

浅いものでした。⼈⽣の節目を迎え、改めて体系的な学びが必要であると⼀念発起致しました。 

放送大学の学びについては、学習センタースタッフ皆様の温かいご指導を頂き、半世紀ぶりの学生生活を、七転八

倒しながら目標の四年間で、何とか卒業することが出来ました。有難う御座いました。 

 
 

 

２０２０年度第 1 学期学位記授与式 
２０２０年度第１学期学位記授与式が、１０⽉３⽇（⼟）⻘森学習センター、１０⽉４⽇（⽇）⼋⼾

サテライトスペースにて⾏われました。今回、教養学部卒業を迎えた学⽣⽅は、⻘森 SC・⼋⼾ SS をあわせて 24

名でした。卒業⽣の皆様、このたびはおめでとうございます︕︕ 
（式当⽇は、感染症予防のため所⻑から直接の授与は⾏わず、また記念撮影時のみマスクをはずしています。） 

２０２０年度第１学期 〈教養学部〉卒業⽣の内訳（⻘森 SC 計 17 名 ⼋⼾ SS 計 7 名） 
・⻘森 SC ⽣活と福祉…7 名／⼼理と教育…6 名／⾃然と環境…2 名／社会と産業…1 名／情報…1 名 
・⼋⼾ SS ⽣活と福祉…3 名／⼼理と教育…1 名／⾃然と環境…1 名／⼈間と⽂化…2 名 

第８回放送⼤学⻘森学習センター学⽣表彰 
⻘森学習センター・⼋⼾サテライトスペース所属学⽣の⽣涯学習に対する奨励を目

的として、平成２６年度より「放送⼤学⻘森学習センター学⽣表彰」を⾏っています。 
今回は、⻘森学習センターの卒業⽣１名が受賞者となり、⻑年にわたり学業に励ん

だ功績を称え、表彰状と図書券が授与されました。 
このたびはおめでとうございます。今後も飽くなき向学⼼で学業に励んでください︕︕ 

～学位記授与式スナップ集～ 

ご卒業おめでとうございます 

⻘森学習センター ⼋⼾サテライトスペース
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件の充⾜を区切りとして⼀旦卒業致します。本当にお世話になりました。 

 

⼋⼾サテライトスペース ⽣活と福祉コース  ⾕内 義貴 
「もう少しやってみよう」 

２００９年４月に入学して１１年と半年が過ぎた。これまでの学位記を重ねて厚さを計ってみたら約６cm だっ

た。ここまでは簡単ではなかったが、家族の応援や⼋⼾サテライトの三⼈の職員の皆さまの励ましをいただいてたどり着く

ことができた。ただ感謝である。最近読んだ本に載っていた「頭は低く目は⾼く、そして⼼は広く気は⻑く」、この精神でま

たやってみようと思う。 

 

⼋⼾サテライトスペース ⼈間と⽂化コース  阿部 福⼦ 
「学びの楽しさ味わえました」 

定年退職後親の介護とボランティアの⽇々でしたが、5年前に⼤学卒業資格を目指し⼊学。苦⼿な記述式の単位

認定試験はついつい避けたりと消極的な学⽣でしたが、⾃分なりに学びの楽しさを味わえました。今年新型コロナ禍で

の⾯接授業は無理かなと思っていたらオンデマンド⽅式で受講、さすが放送⼤学ならではと思いました。こうして何とか

卒業にこぎつけたのは放送⼤学の先⽣、スタッフの⽅々のおかげと感謝いたします。今後は科目履修⽣としてゆっくり学

んでいきたいと思っています。 

 

⻘森学習センター ⽣活と福祉コース  ⼭⾕ 國廣 
「若い時にもっと学ぶべきであった︕︕」 

仕事中⼼の⽣活の反省から、⼈⽣１００年をどのように⽣きていくかという、問いに対し三つの課題を⾃分に求めま

した。その⼀つが仕事に対しての問でした。企業内での学びは断⽚的で、業務の必要都度に応じて実施されるものの、

体系的な学びをあまり熱⼼にして来なかった私には、全体のアウトラインが不知のままでの知識では、局所的で理解の

浅いものでした。⼈⽣の節目を迎え、改めて体系的な学びが必要であると⼀念発起致しました。 

放送大学の学びについては、学習センタースタッフ皆様の温かいご指導を頂き、半世紀ぶりの学生生活を、七転八

倒しながら目標の四年間で、何とか卒業することが出来ました。有難う御座いました。 

 
 

 

２０２０年度第 1 学期学位記授与式 
２０２０年度第１学期学位記授与式が、１０⽉３⽇（⼟）⻘森学習センター、１０⽉４⽇（⽇）⼋⼾

サテライトスペースにて⾏われました。今回、教養学部卒業を迎えた学⽣⽅は、⻘森 SC・⼋⼾ SS をあわせて 24

名でした。卒業⽣の皆様、このたびはおめでとうございます︕︕ 
（式当⽇は、感染症予防のため所⻑から直接の授与は⾏わず、また記念撮影時のみマスクをはずしています。） 

２０２０年度第１学期 〈教養学部〉卒業⽣の内訳（⻘森 SC 計 17 名 ⼋⼾ SS 計 7 名） 
・⻘森 SC ⽣活と福祉…7 名／⼼理と教育…6 名／⾃然と環境…2 名／社会と産業…1 名／情報…1 名 
・⼋⼾ SS ⽣活と福祉…3 名／⼼理と教育…1 名／⾃然と環境…1 名／⼈間と⽂化…2 名 

第８回放送⼤学⻘森学習センター学⽣表彰 
⻘森学習センター・⼋⼾サテライトスペース所属学⽣の⽣涯学習に対する奨励を目

的として、平成２６年度より「放送⼤学⻘森学習センター学⽣表彰」を⾏っています。 
今回は、⻘森学習センターの卒業⽣１名が受賞者となり、⻑年にわたり学業に励ん

だ功績を称え、表彰状と図書券が授与されました。 
このたびはおめでとうございます。今後も飽くなき向学⼼で学業に励んでください︕︕ 

～学位記授与式スナップ集～ 

ご卒業おめでとうございます 

⻘森学習センター ⼋⼾サテライトスペース

卒業生のことば卒業生のことば
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新学期を迎え、これから放送⼤学での学習を始める⼊学⽣・在学⽣の⽅へのお知らせです。

 
■活⽤しよう「学⽣⽣活の栞」と「利⽤の⼿引き」  

 

■システムWAKABAのパスワード変更はお早めに 
 

 

 
■学⽣証の受取  

 

 

 

 
■学⽣教育研究災害傷害保険〈学研災〉への申込み ※任意  

全学⽣必⾒︕ 学⽣⽣活をスムーズに送るために 

１０⽉３⽇（⼟）と１０⽉４⽇（⽇）の両⽇、⻘森学習センターと⼋⼾サテライトスペースにて

「２０２０年度第２学期⼊学者のつどい」が⾏われました。 

放送⼤学学歌演奏や学⻑挨拶のＤＶＤ上映、センター所⻑式辞、⼊学⽣と在学⽣代表の挨

拶、学友会会⻑祝辞、教職員紹介のほか、オリエンテーションや施設⾒学などを⾏いました。 

  
 

  
 

（上）入学生の挨拶 
（左下）在学生の挨拶 
（右下）客員教員の紹介 

（上）入学生の挨拶 
（左下）在学生の挨拶 
（右下）客員教員の紹介 

1100//３３（（土土））青青森森 SSCC  1100//４４（（日日））八八戸戸 SSSS

学生証は、 図書室 ・視聴学習室の利用や面接授業の追加登録申請、 単位認定
試験を受験する際（代替措置による自宅受験を除く）に必ず使用します。 原則として
青森学習センター ・ 八戸サテライトスペースの事務室窓口で交付いたします。
新規入学 ・ 継続入学生は入学許可書を、 在学生で学生証の有効期限切れの方

は有効期限切れ学生証を窓口へご持参ください。 なお、 顔写真を登録していない場合は発行ができませんので、 シス
テムWAKABA の 「学生カルテ」 または 「学生生活の栞」巻末様式の 「写真票」使用にて速やかに登録してください。

「学生生活の栞」と「利用の手引き」は、履修に関するきまりや、
各種届出様式など、 学生生活を送るうえで重要な事項が満載の
冊子です。 大切に保管のうえ、 よく読んでご活用ください。

システムWAKABA に初期パスワードでログインし、 ホーム画面左側に
ある 「パスワード変更」 で、 初期パスワードから変更をしていただくようお願
いいたします。 ログインできない場合は、 お問合せください。

教育活動中や通学中における事故補償のための保険です。 放送大学では通信教育に区分されており、 保険料は
１００円、 通学中の特約を含む場合は１４０円となります。 保険期間は、 入学後から学籍が続く限り最大６年間
となります。 ただし、 加入日にかかわらず、 ４月入学者の保険終期は３月３１日に、 １０月入学者の保険終期は９
月３０日になりますのでご留意ください。
詳細につきましては、 入学生の方は先に送付の 『「学研災」 のごあんない』 にてご確認ください。

2020年度第２学期入学者のつどい
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