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所長からのメッセージ 

退任にあたって 

 

福井学習センター所長 梅澤章男 

新型コロナウィルスの国内感染が連日報道され，3月に予定していた学位記授与式と入学者の集い

は，感染拡大の防止のために中止しました。出席を予定されていた皆様には，大変申し訳なく思って

おります。特に，初めて放送大学に入られた皆さんには，後日説明資料を郵送しますので，ご覧にな

って，分からないところは，お電話でお問い合わせ下さい。 

さて私事になりますが，3月末で定年退職いたします。この 5年間新鮮で，得難い経験をさせてい

ただきました。紙面を借りて厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。 

楽学喜に文章を書くのも，これで最後になりますので，この 5年間で印象に残っていることを書い

ておこうと思います。学習センターの大事な役割の 1つに，面接授業の開講があります。できるだけ

放送授業では体験できないことを面接授業でという趣旨で，企画を考えてきました。ディスカッショ

ン，実技・実習，そして野外での巡検を含む面接授業を担当の先生にお願いしてきました。2020 年

度の面接授業もどうか楽しみに受講してください。 

放送大学は自宅で学習を進められるという特長がありますので，学習センターに学生さんが来ら

れる頻度はそれほど多くありません。皆さんの生の声を聞くために，学習相談を受けてきました。相

談を受ける度に，簡単なメモを作っていました。今読み返してみると，5 年間で 52 人の相談を受け

ていました。センターに所属されている方の約 1割です。相談の内容は多岐にわたりましたが，もっ

とも多かったのが大学院への進学相談でした。学部は 124 単位を修得すれば卒業が可能ですが，大学

院修了には修士論文を執筆し，審査に合格する必要があります。放送大学の学部と大学院は，研究論

文の執筆が必修か，そうでは無いかの違いがあります。そこで，大学院への進学相談を受けた場合は，

必ず研究テーマとテーマに関連した先行研究を調べていらっしゃるかどうかを確認するようにして

いました。 

在任中のうれしい出来事として，進学相談の後，大学院に合格し，この 3月めでたく修了された方

が出てきたことです。そのなかには地域の大学の先生に修士論文の指導を受けた方もいますし，専任

教員のゼミに出席するため，東京や幕張に通われた方もいらっしゃいます。修了された方々の道のり

を拝見して，強く感じたことがあります。それは，大学院にチャレンジする場合には，あなたの関心

に近い専門分野の先生が，客員教員や面接授業の担当教員にいるのなら，是非相談されることを強く

勧めたいと思います。というのは，幕張本部の専任教員に研究指導を受ける場合，何か月かに 1 度，

東京や幕張で開かれるゼミに出席し，進捗状況を報告し，コメントを受けるだけで，後はメールのや

り取りで，修士論文を完成しなくてはなりません。これほど少ない指導回数で，修士論文を書くのは，

相当力のある学生さんだと思いますし，かなり高いハードルだと感じました。大学院進学を考えてい

らっしゃる方は，是非学習センターをうまく利用していただきたいと思っています。4月には図書室

に卒業，修了された学生さんの論文を掲載した「放送大学での私の研究ノート」を配架しますので，

興味のある方は是非手に取ってください。皆さんの学習が順調に進むよう祈っています。 
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ご卒業・ご修了おめでとうございます  

福井学習センターから２５名の方が卒業・修了されました。心からお喜び申し上げます。 

令和元年度第 2 学期卒業生・修了生 (敬称略・専攻、コース別五十音順) 

 

 

 

 

生活と福祉コース     心理と教育コース     社会と産業コース 

寺谷 康男        阪口 俊雄         奥林 惠子 

前田 由紀        野村 剛史        齊藤 尚子 

             野村 佳紀        水野 剛大 

             三上 みどり        

             八尾 英樹 

             渡辺 抄織 

人間と文化コース     情報コース        自然と環境コース 

平松 茉莉子       佐々木 与志実      秋山 肇 

                       出倉 義昭        北島 和雄 

                       西田 圭吾         岡 世紀子 

                       福岡 俊雄 

                       三宅 潤 

 

生活健康科学プログラム 倉内 美奈 人間発達科学プログラム 宮崎 香澄 臨床心理学プログラム 木下 壽子 

 

※本人のご同意をいただいた方について、氏名を記載させていただいております。 

（敬称略・コース別五十音順） 

編集サークル作成ページ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

生活と福祉コース：２名  心理と教育コース：６名  社会と産業コース：４名 

人間と文化コース：１名  情報コース   ：６名  自然と環境コース：３名 

生活健康科学プログラム：１名 人間発達科学プログラム：１名 臨床心理学プログラム：１名 

 

卒業生・修了生 

からの 

メッセージ 

ごご卒卒業業・・ごご修修了了おおめめででととううごござざいいまますす。。編集サークルから卒業生・修了

生全員に““卒卒業業ににああたたっっててのの一一言言””をお願いしました。その内容について、

“喜喜びび・・抱抱負負等等”に加えて、在学生に向けてのお言葉として“おお勧勧めめのの科科

目目名名ととそそのの理理由由”及び“勉勉強強すするる上上ででのの工工夫夫”についても併せてお願いし

ました。今回お寄せしていただいた全ての方のメッセージを掲載しまし

た。参考になるメッセージ有難うございました。   （掲載順不同） 

辻岡 世紀子 さん 

 二つ目のコースだったため、ゆっくりと 

していましたが、気がつけば、あと少しで 

卒業というところになっていた。 

 そこで、今期は久しぶりに２つの授業を 

取り卒業に向かった。最後に取ったのは 

「食と健康」。授業は元素記号の説明から

入り、「もう無理だ！」が最初の印象。しか

し、後半は興味深い内容ばかり、印刷教材

持ち込みということもあり。過去問題を解

くときは、どこに何が書いてあるのかを調

べるように勉強して、ばっちりでした。 
 

              自然と環境コース 

出倉 義昭 さん 

「学生番号 061- 」 

私の学生番号は、061 から始まります。 

四十路を過ぎ、2006 年 4 月より放送大学

へお世話になり、働きながら学ぶことの 

難しさはありましたが、学ぶことに充実感を 

得てきました。 

 「継続は力なり」の言葉を胸に秘め、再度 

４月からの再入学の手続きを済ませました。 
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三上 みどり さん 

放送大学は教養学部のため、他分野の科目

も選択して学べるのが魅力です。 

 初めは科目履修生からのスタートでした。

次に選科履修生に進み、3 年次に編入しまし

た。無理せず楽しみながら少しずつ単位を修

得しました。 

 面接授業では、各専門分野の講師の先生か

ら直接お話を聴ける貴重な体験ができて、学

びが深まりました。 

渡辺 抄織 さん 

心理と教育を学んでいました。テキストを

読むときには、まずキーワードと目次より言

葉を拾い出し、マーカーでチェックしまし

た。そのまま読むよりも、文の意味が 

理解し易かったです。 

 また、面接授業は直接学ぶことができ、 

その都度質問や疑問に応えてくださり大変

楽しく前向きに学ぶことができました。 

寺谷 康男 さん 

 実学と捉え５１歳から始め、３回目の卒業 

です。 

 今回は、勿論目指せる年齢ではありません 

が、社会福祉主事任用資格なるものを取得。 

丁度、地域の社会福祉協議会の役目をいただ 

きましたので、喫緊課題の公衆衛生も含み、 

学びを活用します。 

 ノート等の持ち込み可の試験では、指サッ

クがとても便利です。 

木下 壽子 さん 

 大学院での生活を振り返ると、面接授

業や実習、修士論文と日々学習に追われ、

とても大変な 2 年間でありましたが、一

方で、学ぶことの喜びに常に満たされて

いたとも感じます。 

 また、たくさんの素晴らしい出会いが

あり、かけがえのない日々を過ごすこと

ができました。 
 

          臨床心理学プログラム 

野村 佳紀 さん 

  再入学して学びを続けます。 

 これからも、よろしくお願いします。 

福岡 俊雄 さん 

 平成 12 年第 2 学期から受講を初めて 

19 年半で、ようやく全 6 コースの卒業が 

できました。 

 最初の卒業式は、千葉幕張メッセに行き

ました。今回は、最後の記念にＮＨＫホール 

へと意気込んでおりましたが、例のコロナ

ウイルスで中止となり残念です。 

 福井学習センター職員各位の多年にわた

るご支援に深く感謝申し上げます。 

佐々木 与志実 さん 

放送大学の卒業証書５枚目（情報コース）を

いただくことになり、うれしく思います。 

本年の誕生日で８８歳になりますが、これ 

からも認知症などにならないよう脳の働きを 

維持していくためにも、放送大学の学生を続 

けたいと思っています。 

八尾 英樹 さん 

 退職を機に、以前から興味のあった心理

学を学びたいと思い入学しました。 

 放送授業は心理学基礎、臨床心理学基礎

の認証状取得を目標としました。面接授業

は、福井学習センター、県外へも足を延ば

し単位習得できました。 

 今年度は情報コースに再入学します。 
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自コースの科目ではなかったのですが、

次の科目が印象的でした。「博物館・メデ

ィア論」から、人間の最高・究極の娯楽は

学習すること。「危機の心理学」から、危機

を経験した後に、成熟を果たすための要素

は驚き・謙虚さ・勇気である。 

次年度は、「心理と教育」コースを学び

ます。 

奥林 惠子 さん 倉内 美奈 さん 

 人に支えられ、人に励まされ、人から沢山

の力をもらった２年間でした。 

 先生方や仲間たちと、地理的な距離がある

ため、簡単に相談できない環境が、かえって

自分で考える時間を得ることに繋がりまし

た。 

 本当にありがとうございました。 

西山のレッサーパンダ さん 

 １．認知心理学’13（高野陽太郎先生）

の講義は、難しい内容でしたが、人間の

精神活動全体を網羅している点、人間に

ついて理解を深める点、実生活との接点

で役立つ研究成果も紹介され大変参考

になりました。ただし、現在は閉講科目

のため、本部で借りてください。名講義

だと思います。 

 ２．テレビ放送授業の場合、パターン 

（ＰＷ）で映し出される内容を、よく吟

味して学ぶとよいと思います。図や表、 

イラストで要点がまとめられていて、教

科書に載っていないことも映し出され

ることもあるようです。 

 最近の放送授業は、しっかり受講しな

いと教科書を読んだだけではだめだと

感じています。 

西田 圭吾 さん 

  軍事学コースの新設を「要請」 

 教養としての軍事は重要です。毛嫌い

する方は多いですが、嫌いだという理由

で知らないというのは、市民として問題

でしょう。嫌いだからこそ、知らねばなら

ないと思います。 

 今回「情報コース」を卒業しましたが、

興味を持てるところは特にありませんで

した。それでも、教養として勉強したつも

りです。 

 「学問の自由は努力により勝ち得るも

のなので、補助金など右からの誘惑に打

ち勝たねばならない」という意見もあり

ますが、そこが学問の左翼的な限界なの

でしょう。個別専門の学問が修身の道だ

とは思えません。むしろ修羅妄執の道な

のではないでしょうか。霊感のない試験

エリートのだらしない行状を見ればわか

ると思います。しかしながら、興味を持て

なくても広く勉強するのであれば、教養

は修身の一つの道になると思います。 

 「福井の教育では、天才は育たない」と

いう説もありますが、放送大学では、左翼

的秀才より独創的な天才を育む場になる

ことを願います。 

宮崎 香澄 さん 

 放送授業は、家事など何かをしながら 

繰り返し聴きました。BGM 感覚で聞き

流すことで無理なく理解を深められ、継

続もできたと思います。 

 「道徳教育の理念と実践」は、授業を

通して自己を見つめなおすことを促し

てくださった教科で、私の愛読書の一冊

になりました。 
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 新型コロナウイルス（COVID19）感染防止のため、

2019 年度第 2 学期の学位記授与式が中止となった

ことは、初めて卒業・修了される方、そして全 6 コース

を踏破し最後の卒業となる方にとっては、本当に残

念なことだった思います。それにも関わらず卒業・修

了に当たってのメッセージをお寄せいただいた皆様

に深く感謝いたします。在学生には励ましのメッセー

ジになることでしょう。        編集サークル 

匿名希望 さん 

 ようやく辛かった学生と社会人の両立から解放され、嬉しく

もあり、ちょっぴり寂しくもあります。 

 学生の間、多くの方々に協力をいただき、その方々への感謝

の気持ちでいっぱいです。 

 在学生へのアドバイスとして、まず計画を立て、それを達成

するために、毎日短時間でもよいので、課題に取り組みましょ

う。 
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新入生の方へ 

事務室からのお知らせ 

４月 

５月 

・福井学習センターで学生証を受取りましょう 
・学習開始（印刷教材、放送授業、オンライン授業にて学習） 
・面接授業追加登録開始（空席発表 4/18 日(土) 12 時） 

・通信指導問題の提出 
（提出して、合格しないと「単位認定試験」が受験できませんので、必

ず期限内に郵送するか、システム WAKABA で提出して下さい。） 

７月 

・単位認定試験（7/17(金)～7/23(木)） 
・単位認定試験通知 
（受験票等が送付されますので、同封の注意事項を必ず読んで下さい。） 

８月 

・単位認定試験成績通知発送 
（成績が送付されます。システム WAKABA でも確認ができます。） 

・２学期の科目登録 

学生証を受取りましょう 

通信指導問題を提出しましょう

福井学習センター事務室窓口でお渡しします。 

受取りに必要なもの 
・本部から送付された入学許可書 

（入学許可書が無い場合は、運転免許証等の顔写真入り 
の身分証明書）を事務室窓口に提示して下さい。 

通信指導に合格することで、「単位認定試験」の受験が可能

となりますので、必ず期限までに提出しましょう。 
【提出期間】 

・郵送 ５月１５日（金）～５月２９日（金）必着 
・Web ５月 ８日（金）～５月２９日（金）17：00 

１学期のスケジュール 
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２月１６日（日） 福井学習センター 講義室１ １３：３０～１６：３０ 

                  講 師 ： 牧野 史子 氏 一般社団法人 日本ケアラー連盟代表理事 

NPO 法人介護者ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 

   アラジン理事長 

                              「家族等介護者(ケアラー)の社会的支援について」 

                          高田 洋子 氏 放送大学福井学習センター客員教員 

                                     福井大学名誉教授 

                              「在宅家族介護の現状 - 福井県における調査から -」 

 

 

 

 

 
介介護護保保険険制制度度施施行行かからら２２００年年、、多多くくのの介介護護ササーービビススががででききてて要要介介護護者者をを支支ええるる仕仕組組みみががででききままししたた。。

家家族族同同居居にに関関係係ななくく家家族族がが要要介介護護者者をを支支ええてていいるる事事もも少少ななくくあありりまませせんん。。介介護護ササーービビススでで家家族族等等介介護護者者

（（ケケアアララーー））のの負負担担はは軽軽減減さされれたたののかか、、ケケアアララーーはは誰誰ががななっってていいるるののかか、、ケケアアララーーのの社社会会的的支支援援のの必必要要

性性やや内内容容及及びび法法制制化化へへのの動動ききににつついいてて、、本本シシンンポポジジウウムムでで学学びびここととががででききままししたた。。  

牧牧野野史史子子氏氏かからら、、ケケアアララーーのの望望むむ支支援援内内容容ややイイギギリリススとと日日本本のの介介護護者者支支援援施施策策内内容容のの違違いい、、今今後後のの介介

護護者者支支援援のの法法制制化化にに向向けけたた動動ききななどど、、地地域域ででのの活活動動事事例例をを交交ええななががらら話話ししてていいたただだききままししたた。。  

ままたた、、高高田田洋洋子子氏氏ににはは介介護護環環境境やや家家族族のの変変化化とと介介護護のの関関係係、、福福井井県県ににおおけけるる調調査査結結果果をを通通ししてて在在宅宅家家

族族介介護護のの現現状状をを、、具具体体的的にに話話ししてていいたただだききままししたた。。  

参参加加さされれたた皆皆ささんんはは、、身身近近なな介介護護のの課課題題

等等つついいてて、、多多くくのの資資料料にに目目をを通通ししななががらら、、

熱熱心心にに聴聴きき入入っってていいままししたた。。現現在在、、家家族族介介

護護をを行行っってていいるる人人かかららはは、、ケケアアララーーのの家家

庭庭・・体体調調・・経経済済等等をを、、どどここでで相相談談ししたたららいい

いいののかかとといいうう悩悩みみ等等をを、、質質問問さされれてておおらられれ

ままししたた。。  
 

 

 

参加された方々の感想＞ 
   ・とても有意義な時間でした。勉強させていただきました。 

 ・要介護者のみならずケアラーの現状について知ることができて、とても有意義なものと感じられた。 

  ・市民ベースの活動内容が判りました。大変勉強になり、今後に活かしたいと思います。 

  ・近年の介護状況を理解することができました。 

  ・ケアラーのこととか、知らなかったのでとても良かったです。今まで、家族が見てあたり前だと思っていたのが、 

これから益々そうでないというのが必要になります。知らないことが多かったので、役立てたいと思います。 

  ・お二人の先生の話から、ケアラー支援について理解が深まりました。介護者支援の統計数値の読み方、各地 

で行われているカフェの現状を知ることができました。福井若しくは立地の良い所に、ケアラーズカフェを作りた 

いと思いました。実現に向けて、早速スタートしたいと思います。 

  ・介護疲れの事件がよく報道されているが、その度、介護者の負担に心を痛めていました。今日、ケアラーの話 

を聞いて、とてもうれしく感じました。 

  ・心強いお話で落ち着きました。専業農家で、仕事と同居家族の介護の両立で心身共に疲れています。介護保 

険制度は、ケアラーの状態も重視して欲しいと感じました。 

  ・今日的課題でもある介護殺人、介護虐待などにも少し言及してもらえると、有難かったです。 

テーマ 

在宅介護の現状と家族等介護者への社会的支援 

高高田田  洋洋子子  氏氏  牧牧野野  史史子子  氏氏  

  

新所長・新客員教員のご紹介 

この４月から新たに所長と２人の客員教員の先生をお迎えしました。 

  小野田 信春 先生 

福井学習センター所長 
 専門分野：可換代数学 

   柴田 正輝 先生 

福井県立大学 
恐竜学研究所准教授 

 専門分野：古脊椎動物学 

  廣澤 愛子 先生 

福井大学学術研究院 
教育・人文社会系部門准教授 
 専門分野：臨床心理学 

退任のご挨拶 

東先生、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 

          前を向いて歩こう                

                    私は、この 3 月末をもって放送大学客員教員を任期一杯で退きました。放送大 
学のみなさんに退任のご挨拶をしたいと思います。思い返せば昭和 48 年に職 
を得てから 47 年間も働いてきたことになります。最近まで過去を振り返るこ

となく、前ばかり見つめてきたような気がします。しかし最近になって、よう 
やく過去の道筋を振り返るようになりました。 
 私の人生の中心には「化石」があったように思います。私の故郷は映画「この世の片隅に」の舞台

になった広島県呉市です。小学校五年生の時に、広島県庄原市の西城川の河原に化石採集に行ったこ

とに“化石少年”の始まりがありました。そして現在まで化石に関わり続け“化石爺”となってしま

いました。特に、35 年前に恐竜化石と出会い発掘調査や研究に携わってきました。この間、研究の楽

しさを味わうことができ、まさに趣味と実益が兼た仕事ができたようです。そして、学芸員として福

井県立博物館と福井県立恐竜博物館の建設にも関わることができ、研究成果を展示に反映することが

できて「学芸員冥利に尽きる」思いです。放送大学の皆さんには、職業を持ちながら学んでおられる

方が大勢いることと思います。おそらく、それぞれの目標を持って学んでおられる事でしょう。今は

皆さん全員が前を向いている事でしょう。そして、何時か後ろを向いた時に「＊＊冥利に尽きる」こ

とを感じることになればいいですね。今は、ひたすら前に向いて走って下さい。私も、まだ学ぶこと

を止めません。 

          よろしくお願いいたします。 

東 洋一 先生 
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      図書室 INFORMATION 

放送大学【叢書】のご案内 

図書資料の閲覧・館外貸出について 放送大学附属図書館 OPAC の利用について 

放送教材・印刷教材の利用について 

福井学習センター図書・視聴学習室にある

図書については、貸出をしています。 

一部貸出できない（禁帯出）図書があります 

    貸出期間 1 ケ月 

学部生 4 冊以内、院生 6 冊以内 

２０２０年度、新学期を迎えました。新入生・在学生の方々、図書・視聴学習室

をどんどん活用して、充実した学習の時間を過ごしてください。 

利用のルール ★ 鞄は休憩室ロッカーへ 

 貴重品・学習用品は透明バックを利用 

 ★ 学生証は受付にお預けください 

 ★ 携帯電話は電源を切るかマナーモードにして下さい 

 ★ 飲食は禁止です 

図書・視聴学習室にある放送教材（DVD・CD）は全て館内利用のみとなっています。 

             注：２０１９年度以降の新規開講科目は配架されていません 

＊放送授業の視聴   

専用のパソコン（無線 LAN 利用許可証での個人 PC 利用は可能）・タブレットによる視聴が可能です。 

＊印刷教材  

 開講されている教科は、全て配架されています。室内のみ閲覧可能です。（貸出は出来ません）     

放送大学 HP から、「附属図書館」にある OPAC を利

用して蔵書検索・貸出予約を行ってください。 

図書の受取・返却は福井学習センターで行います（送

料は無料ですが自宅取り寄せは有料です）。 

放送大学叢書（そうしょ）とは 

これまで放送大学の授業で用いられた印刷教材の

一部を再録する形で作成されたものです。 

本学の教員がその優れた研究業績を基に執筆され

た多岐にわたる文化的教養の書です。 

    ２００９年から 48 巻発行中 

    貸出可能です、是非、ご利用下さい。 

【新刊の紹介】 

 ４７巻 「日本社会の変動と教育政策」 

       -新学力・子どもの貧困・働き方改革- 

         著者  小川 正人 

 ４８巻 「現代中国 都市と農村の７０年」 

         著者  浜口 允子 

単位認定試験問題・解答の公表について 

図書室では、過去 1 年分の単位認定試験問題と

解答を配架しています。それ以前のものは閲覧で

きません。 

（現在は 2019 年度 1 学期・2 学期分） 

＊室内で自由に閲覧できますが、コピーは 

   できません、書き写しか携帯等で写真を 

   撮ることは可能です。 

＊システム WAKABA からも閲覧は可能 

   ですが、図書室のプリンターでの印刷は 

   禁止しています。 

   USB メモリに保存しての持ち帰りは可能 

   です。 

 

 

 

４４
月月 

１日（水） 放送授業開始 

１６日（木） 教員免許更新講習申込期間【～５月２１日（木）朝９時まで】 

１８日（土） 令和２年度第１学期面接授業 空席発表  

事前受付開始【～４月２３日（木）１７：００必着】 

上旬    卒業研究履修許可通知 

２４日（金） 令和２年度第１学期面接授業 追加科目登録開始  

５５
月月  

８日（金） 郵送による通信指導 提出期間開始  

１５日（金） W e bによる通信指導 提出期間開始  

２９日（金） 通信指導提出期限 【Web の場合は１７時まで、郵送の場合は本部必着】 

 

６６
月月 

７日（日） 卒業研究・大学院入試ガイダンス(2021 年度履修者向け) 

１０日（水） 令和２年度第２学期入学生 教養学部・大学院（修士選科生・修士科目生） 

募集要項配布・出願受付【～９月１５日（火）予定 本部必着】 

令和３年度入学生 大学院（修士全科生）募集要項配布【～８月２６日（水）】 

放送大学 福井学習センター   

〒910-0858 福井市手寄 1 丁目 4-1 AOSSA7Ｆ 

TEL;0776-22-6361 FAX;0776-22-6431 

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/fukui 
☆福井学習センター利用時間（月曜・祝日は閉所） 

（火～金） 9：30～18：00 

（土・日） 9：00～17：30 

※単位認定試験期間は（火～日）9：00～19：00 

職員異動のお知らせ 

＜３月退職職員＞   ＜４月新任職員＞ 

広報主幹 村井 藤四郎  広報主幹 増永 行延 

事務職員 岡田 麻理   事務職員 山川 容子 

図書担当 谷田 千津枝        事務職員 笹岡 由美子 

図書担当 田山 文恵          

お世話になりました   よろしくお願いいたします 
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