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Covid-19 と学習センター・その２

【Zoom を使用する面接授業】について
Zoom とは、インターネット回線を利用して授業や会

今年 8 月にお届けした『文京通信』10 号に続き、今回

議を行う機能です。Zoom を使用する面接授業では、開

はその後の学習センターの状況をご紹介します。
この時期、学習センターとしてもっとも苦慮したのは

講日程通りの時間帯

に、インターネット上の講義室

面接授業をどうやって実施するかでした。第 1 学期の面

内で、教員と学生とが双方向で発信・受信のやり取り

接授業はすべて中止となってしまいましたが、第 2 学期

を行いながら授業を進行していきます。PC は必須です。

は何とか学びの機会を確保したいと考え、感染防止対策

カメラとマイク付きヘッドセットがあれば、より効果

を決めて、科目登録申請の参考にしていただけるよう、

的に受講できます。

8 月 19 日にホームページで紹介しました。
8 月には、客員教員の小山玲子先生、馬場智理先生、森
義仁先生が客員ゼミを Zoom で開催してくださることに
なり、参加者の募集を行いました。多くの方に応募して

(Zoom を使用する面接授業の受講手順)

いただき、まだ続いているゼミもあります。
9 月になり、新規感染者数がなかなか減らない中、第 2

①

まず、Zoom の公式ホームページから無料のプログ
ラムをダウンロードします。

学期開講予定の 160 科目のうち、116 科目を予定どおり
対面形式で実施する一方で、21 科目を Web 授業に切り替
えることにしました（23 科目は担当講師の判断により閉
講になりました）。しかし、これら 21 科目を受講登録し
た方々（延べ 508 名）は、対面形式で実施されると考え
て登録したわけですから、すべての方に連絡し、Web 授業
になっても受講するどうかを確認させていただきました。

②

大学本部・学習センタ

短期間でのお願いでしたが、素早く回答してくださった

ーなどから当該授業に

受講生の皆さんには大変感謝しています。

参加するためのお知ら

9 月には卒業式を Zoom を使いインターネット上で開催

せを、大学が各学生に

しました。参加してくださった卒業生お一人お一人のお

与えたアドレスの

名前をお呼びし、証書をお渡しするジェスチャーをご覧

[ キ ャ ン パ ス メ ー

いただきました（実際には証書は後日郵送されました）。

ル ]( 次頁 参照 ) で通 知

10 月から面接授業が始まりました。21 科目を Web 授業
としたため、来館者数は当初予定の３分の２程度になり

③

通知に記載の URL をクリックし、Zoom 上の講義室
に入室が許可されると、受講開始となります。

④

でのところ無事に実施されています。Web 授業も、やはり
受講生の皆さんがそれぞれに準備してくださり、また模

③

します。

ましたが、それでも土日はかなりの受講生が来館してい
ます。しかし、受講生の皆さんのご協力により、これま

②

試験や課題の提出もインターネット上で行う場
合があります。

⑤

授業受講前にメールの送信・受信や、URL の接続

擬授業やテストセッションに積極的に参加していただい

方法の確認、基本的な Zoom の操作方法などに慣

たお蔭で、ほぼ３分の２が終了したところです。

れておくと円滑に授業の受講が進行します。

この間、学習センターとしてもいろいろなノウハウを
蓄積することができました。それを活かしながら、今後
も学修機会の確保に、職員一同、努力していきたいと思
います。
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画面の例。表示が変わる場合があります。

【システム WAKABA】利用方法
① 本部より郵送の入学許可書を用意する。
② 放送大学公式ホームページを開く。
③ 右側列の[在学生の方へ]に進む。
システム WAKABA(教務情報システム)また
は キャンパスメール を選択する。
④ 本人認証画面に移るので、入学許可書に記載
のログイン ID と初期 PassWord を入力して
ログインボタンをクリックする。
⑤ 認証が完了すると、左上に[放送大学の鳩の
シンボルマーク]のメニュー頁に移る。初期
PassWord は必ず新しく変更設定する。

②

③

④

⑥ 右側の学内リンクメニューを利用する。

⑥

⑤

⑦

例えば【Web 通信指導】や 24 時間利用可能な
【放送授業のインターネット配信】での学修
や【オンライン授業】の受講。また英語の基礎
確認やリメディアル科目の学修ができる【自
己学習サイト】、さらに【単位認定試験・解答】
メニューでは過去 2 学期分の過去問検索(公表
科目のみ)が可能。
【面接授業】の頁ではシラバ
スなどの情報検索も可能。
⑦ 中 央 の [ キ ャ ン パ ス ラ イ フ ][ 授 業 サ ポ ー
ト][教務情報]のタブを選択すると、様々なメ
ニューが利用可能。特に、[教務情報]⇒(学生
カルテ)⇒(単位修得状況情報)では、修得状況
に応じて卒業までに必要な残りの単位数な
どを一覧表で随時確認することが可能。
⑧ この頁でも、[キャンパスメール]の確認と
[学内連絡]の確認が可能。

⑧

お知らせと注意事項
①初期 PassWord を変更しないまま一定期間経過する
と、セキュリティ面でロックされてしまいます。この場
合は、所属の学習センターへ至急ご連絡ください。
②【放送授業のインターネット配信】は BS 放送と同一
の内容、【オンライン授業】は指定の受講期間内での課
単位修得状況表の一例

題提出などを利用した授業で、同時刻に双方向で発信・
受信する【Zoom を使用する面接授業】とは別形式です。
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客員教員紹介

授業と研究の方法の変化

客員教員 河村 哲也
私の専門は流れに関連する諸問題をコンピ
ュータを使って解析する「数値流体力学」です。
ここで、流体力学とは流れの力学的な性質を解
明する分野で、主に気体と液体のマクロな目に
見える運動に関連します。しかし、気体や液体
に限らず、微小な粒子の集まりである粉体のマ
クロな流れや地球内部のマグマの運動につい
ても流体力学が用いられますし、さらに車の流
れや人の流れの解析も流体力学の守備範囲で
す。われわれは空気や水など流れる物質（流体
といいます）に取り囲まれて生活しているため、
流体力学は実用上もきわめて重要な学門分野
です。流体は簡単に変形して流れるため、非線
形現象とよばれ、数学的な取扱いは非常に困難
です。運動を記述する基礎方程式は 19 世紀半
ばには確立されていたにも関わらず、式の形で
の解を得ることは非常に特殊な場合を除いて
不可能です。そのため理論的な方法はあきらめ
て実験に頼るか、あるいは思い切った簡略化を
して解を求めていました。しかし、20 世紀半ば
に登場したコンピュータがこの状況を一変さ
せました。流れを、コンピュータを使ってシミ
ュレーションにより解析するという方法が確
立され、かなりの精度で流れが予測できるよう
になりました。もちろんシミュレーションは万
能ではなく解決すべき問題は多く残っていま
すので、そういったことについて研究していま
す。
シミュレーションの基礎は数値計算ですが、
その関連で放送大学では、ここ数年、簡単な言
語を使った数値計算の講義を行ってきました。
今後、新型コロナウイルスの流行が落ちついた
段階で、自主ゼミとして、簡単な流れのシミュ
レーションを始めたいと思います。興味のある
方は是非、ご参加下さい。

客員教員 梅谷 博之
２０２０年１１月から客員教員になりまし
た梅谷博之と申します。専門は言語学で特にモ
ンゴル語の文法研究をしています。
今年春からの新型コロナウイルス流行の影
響で多くの大学で授業形態が変わりました。放
送大学の面接授業も、中止になったり、ウェブ
会議システムを使っての実施になったりしま
した。客員教員の最初の仕事として、私は面接
授業のオンライン化のお手伝いをさせて頂い
ています。ウェブ会議システムを使った授業の
進め方を皆さんにお伝えするために模擬授業
をしました。学習センターで皆さんと直接お会
いすることは現状では少ないかもしれません
が、このようにオンラインでお会いできる機会
はあるかと思います。
自分の研究の話に戻りますが、研究に必要な
言語データは、母語話者の方に聞き取り調査を
することで入手しています。新型コロナウイル
ス流行前は母語話者の方と直接会って調査し
ていました。しかしそうした調査は難しくなり、
最近は残念なことに調査ができていません。し
かしこのままではいけないと思っています。私
と同じ方法で研究をしている研究仲間の中に
は、オンラインで調査しはじめている人もいま
す。先日も、オンラインでの調査実施例を紹介
する研究会が（オンラインで）あり、参加しま
した。近いうちにこうしたオンラインでの調査
も行ないたいと考えています。その経験も何ら
かの形で学習センターの運営に役立てること
ができるかもしれません。学習センターでの授
業・学習形態が変わる中でも皆さんが引き続き
学習を続けられるよう、微力ながら運営のお手
伝いをさせて頂きたく思っています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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非対面型クラス会
～新たな期待とチャレンジ

東京学友同窓会活動紹介
同窓会連合会 30 周年の主な活動紹介
その１
東京学友同窓会会長 齊藤 成吾
放送大学同窓会は 1990(H2)年 3 月 11 日に創
立し、その会員数は 390 名でスタートしました。
放送大学の授業開始が 1985 年 4 月、学習セン
ター（群馬、埼玉、千葉、東京第一、東京第二、
神奈川）学生受け入れで、最初の卒業生が 1989
年ですから、その 2 年後のことでした。当時の
卒業生総数は、約 1,950 名でした。
その後東京足立、山梨、長野の順で卒業生が
同窓会に加盟をし、関東甲信地区中心の同窓会
本部・支部組織として、その同窓会会員数 4,110
名を有する同窓会を 1997(H9)年度までの同窓
会活動を展開、その主な活動は下記の通りでし
た。
1)放送大学卒業祝賀パーティーの開催
（幕張メッセ、国立教育会館）
2)同窓会会報・公孫樹の発行
3)放送大学本部と同窓会との懇談会
4)支部同窓会連絡協議会
（組織。体制等協議）
上記支部同窓会連絡協議会の結論を以て、
1998(H10)年から放送大学同窓会は、放送大学
同窓会連合会として、各同窓会は独立した同窓
会として、上記同窓会連合会に加盟する形で、
現在の同窓会活動を展開することになりまし
た。 (注)続きは次号に掲載します。

－クラス会活動報告と次回開催のお知らせ－

クラス会支援委員会委員長 中村 由美
会創立から６年目を迎えた今年度は、コロナ
禍の影響で、今日まで開催を見送っております。
学習センターやクラス会企画員の皆様と、開催
テーマを審議したり、会運営をしてきました。
今号は 27 名の企画員の声を紹介いたします。
クラス会は、職業や年齢など豊かな人材の集
合体といえます。対話では、通勤途中や家事の
合間、図書館の利用など学習の工夫が垣間見れ
ました。
話題は、税務や統計、気象や天文、自然。心
理や医療・福祉など。歴史や文学、芸術など多
彩です。推薦科目やユニークな面接授業、逆に
少し期待外れだった授業とその理由について
も、忌憚のない学友同士の懇談で賑わいました。
専門分野を重点的に学ぶ、好きな領域を深堀し
たい、生活の張りや余暇の充実、純粋に皆と語
り合いたい方もいました。さらに、進行役のス
キルアップや自己学習の話題提供など、会活動
に参加して通信制の大学生活が変りました。
いまは時勢にしたがいリモートワークなど
の環境から、従来の対面型とは別の開催方法を
模索中です。クラス会のオンライン化は、新た
な形式のチャレンジです。ホストやグループ人
数を検討したり、非対面型の２次元的画面を通
した新しい交流の場として、未体験から一歩、
駒を進めます。
次回の予定は、２０２１年２月１３日（土）・
１４日（日）。対象は２０１５～２０２０年度
入学の学習センター在籍者です。詳細は学習セ
ンターＨＰや案内メールを参照ください。皆様
それぞれの場所から気軽にご参加ください。

〔クラス会参加登録〕 bunkyo_classkai@ouj.ac.jp
件名に「クラス会参加希望」と明記の上、
メール本文に、入学年度と前後期、学生
の種類、所属コース、学生番号、氏名、
メールアドレスを記載して下さい｡
／右記、QR コードの登録も利用ください。
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くらげ？

水母？

海月？

水月？

事務長 布施 典明
今回の表紙は【くらげ】です。
昨年７月に池袋のサンシャイン水族館がリ
ニューアルされ、新クラゲエリア「海月空感(く
らげくうかん)」が誕生しました。新型コロナウ
イルスの第２波の中でしたが、CM をみて、どう
しても本物を見たくなり、平日の午前中に行っ
てきました。
狙い通り、平日の午前、ほぼ１番で行ったの
で来場者も少なく、クラゲのトンネルなど、ま
るで別世界の中でひと時をすごした時の１枚
です。

さて、クラゲという生き物は、何時頃から
我々の前に現れたと思いますか？
日本最古の歴史書とされる「古事記」の出だ
しに
『天地初めて発けし時、高天の原に成れる神の
名は、天之御中主神。
次に高御産巣日神。次に神産巣日神。此の三柱
の神は、並独神と成り坐まして、身を隠したま
ひき。
次に国稚く浮きし脂の如くして、久羅下那州
多陀用弊流時、葦牙の如く萌え騰る物に因りて
成れる神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神。次
に天之常立神。此の二柱の神も亦、独神と成り
坐して、身を隠したまひき。』
というものがあります。
古事記の国産みの文章ですが、この「久羅下
那州多陀用弊流時」は、
「クラゲのようにゆらゆ
らと漂っていた時」という意味だそうです。日
本最古の歴史書ということで、話を進めると、

「久羅下（クラゲ）」という単語が使われていて、
日本で初めて「クラゲ」という名称が使われた
ということになるのでは？
クラゲは、この「久羅下」という表記は別に
して、他にも「水母」、
「海月」、
「水月」等の表
記があります。
最近では２０１４年に実写映画化された「海
月姫(くらげひめ)」の「海月」が、皆さんの頭
に浮かぶのではないでしょうか。
菅田将暉さんが演じた強い女装男子(鯉渕蔵
之助)とヒロインの能年玲奈(倉下月海)さん、
ストーリーが進むにつれて、覚醒モードに入り、
その変貌ぶりは、面白いものがあります。
またクラゲは、食用にもなっています。私が
思うには、いったい誰が、最初にこんな生物を
食べようと考え、本当に実行したのでしょうか。
調べてみたら、食べられるクラゲの種類は４種
類で、主に中国と日本がクラゲを食べる食文化
があるようです。

この話を始めると原稿の行が足りませんの
で、このあたりで、止めますが・・・
皆さんも、新型コロナウイルスに追い回され
るだけでなく、例えば、僅かな時間、クラゲで
も鑑賞して、心の潤いを取り戻してみません
か？
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〇

２０２０年８月～２０２１年１月までの行事報告
８月

２日（日）

面接授業終了

８月

８日（土）

公開講演会（滝浦 正人 先生）

８月

９日（日）～１６日（日）

夏季臨時閉所

８月２２日（土）～２３日（日）

教員免許講習修了認定試験（自宅受験）

９月

学生研修旅行

３日（木）

９月１２日（土）～１３日（日）

学園祭（茗荷祭）

９月２０日（日）

卒業証書・学位記授与式（Zoom 形式）

１０月

１日（木）

学生証発行（文京 HP 参照、郵送方式）

１０月

３日（土）

臨時閉所・大学院入学試験（筆記）

１０月

４日（日）

入学者の集い

１０月１１日（日）

臨時閉所・大学院入学試験（筆記）予備日

１０月１７日（土）

面接授業開始（２月３日まで）

１０月２３日（金）

面接授業追加登録

１１月１７日（火）

通信指導提出（１２月１日まで）

１１月２２日（日）

午前

クラス会（２０１９年４月入学者）

午後

クラス会（２０１９年１０月入学者）

１２月

１日（火）

１２月１９日（土）

通信指導提出期限（１１月１７日から）
オンライン公開講演会
（杉山 温人 氏（国立国際医療研究センター病院 病院長）
）

１２月２８日（月）～１月４日（月）

閉所日

１月１３日（水）～２１日（木）

単位認定試験

１月３１日（日）

臨時閉所

※赤字の表示につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により中止になった行事です。
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〇

２０２１年２月～２０２１年７月までの行事予定

２月 ３日（水）

面接授業終了（学部）

２月

オンライン公開講演会（松原 隆一郎 先生（放送大学）
）

７日（日）

２月１３日（土）～１４日（日）

クラス会（２０１５~２０２０年度入学）

２月２０日（土）

オンライン公開講演会（大森 聡一 先生（放送大学））

２月２７日（土）～２８日（日）

教員免許講習修了認定試験

３月２０日（土）

卒業証書・学位記授与式（文京 SC・Zoom 予定）

４月 １日（木）

学生証発行

４月 ４日（日）

入学者の集い

４月１６日（金）

面接授業開始（８月１日まで）

４月２２日（木）

面接授業追加登録

５月 ７日（金）

通信指導提出・Web（５月２８日まで）

５月１４日（金）

通信指導提出・郵送（５月２８日まで）

５月２３日（日）

クラス会（２０２０年４月入学者）

５月２８日（金）

通信指導提出期限 Web・郵送

６月２６日（土）

午前 大学院博士課程全科生進学希望者ガイダンス
午後 卒業研究ガイダンス

６月２７日（日）

午前 大学院修士課程全科生進学希望者ガイダンス（臨床心理以外）
午後

大学院修士課程全科生進学希望者ガイダンス（臨床心理）

７月 ３日（土）又は４日（日）

公開講演会（予定）

７月１６日（金）～２２日（木）

単位認定試験

７月２３日（金）～２５日（日）

臨時閉所

注．オリンピック開催のため、単位認定試験期間が短縮されているので、注意すること。

－編集後記－
全世界的に新型コロナに見舞われている中、放送大学も、本学習センターも、日々対応に追われてい
ます。
第２学期は、
「面接授業」受講、
「視聴学習室」利用(本センター所属学生に限る)の目的以外は、センタ
ー内に入構できず、さらに入構する際は、「マスク着用」、
「入構票の提出」、「手指の消毒」が必要。
このような状況下、第 11 号の機関誌を発行することができました。ご協力いただいた皆様には、御礼
申し上げます。
本学習センターの学生・教職員の皆様から、写真・記事等の投稿をお待ちしています。

発行者

東京文京学習センター
〒112-0012

機関誌「文京通信」編集委員会

東京都文京区大塚 3-29-1
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