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　放送大学へのご入学おめでとうございま
す。
　４月１日に，三田純義先生の後任として着
任しました，新任所長の小野里です。10年
間電気通信大学，25年間群馬大学に勤務し，
放送大学群馬学習センターで３つ目の大学勤
務となります。学生時代は，学都仙台で過ご
し，大学院は米国ハワイ大学へ進学しました。
いま振り返りますと，私にとって様々なこと
を経験できた学生時代であったと思います。
初めての飛行機，興奮して眠れないうちに，
日のまだ明けきらぬホノルル国際空港へ到着
し，早々，米国移民局で英語による質問攻め
に遭いました。どうやら，「WORK」という
単語を誤って使っていたようで，しばらく足
止めされ，自分の置かれている状況を英語で
うまく説明することができませんでした。翌
日，ハワイ大学職員の方と共にホノルル移民
局を訪問し，釈明していただいたことは，今
でもはっきりと記憶に残っています。ハワイ
では，仙台の大学職員の知人で，ホノルル現
地小学校校長を退職されたＯさんを紹介して
いただき，Ｏさん一家が私のホストファミリ

ーになってくださいました。日常生活を共に
過ごす中で，ハワイ独特のピジン（Pidgin）
英語ではなく，正統な英語を話せるよう，Ｏ
さん一家から教えていただきました。この大
学時代での貴重な経験は，その後の研究成果
の発表や，研究者との議論等で大変役に立っ
ています。このように，学ぶ機会はいろいろ
な場面に現れてくるものです。
　さて，放送大学には，いわゆる大学キャン
パスがありません。授業は，主にテレビ・ラ
ジオ番組として作られ，日本全国に放送され
ます。インターネットにアクセスすれば，い
つでも，どこでも視聴できます。自動車で通
勤途中，放送大学の番組を聞いている方もお
られます。番組は，千葉県幕張のスタジオで，
その分野の日本を代表する第一人者の先生方
により，およそ１年かけて，最新の設備を用
いて，作られます。一度作られた番組は４年
から６年間使用されます。従って，授業内容
のレベルは高く，その時々の時代を反映した
タイムリーなコンテンツが盛り沢山です。
　同じ内容の授業を聞いても，学生のみなさ
んの反応は多様です。学生さん一人ひとり，
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放送大学群馬学習センター

自分なりの
　学園キャンパスを作ろう

新所長就任あいさつ
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　この度定年を迎え，放送大学を退職いたし
ました。昭和61年に赴任して以来31年間放
送大学に勤務したことになります。この間，
群馬学習センターの皆様には大変お世話にな
りました。放送大学に赴任して以来，平成
20年度まで群馬学習センターに配属されて
いたからです。また，本部の勤務になった後
も，おもに週末は群馬学習センターに通って
いたからです。その間，歴代の所長先生や事
務長さんや事務の方々には，学習センターで
の教育，研究そしてセンター使用上の面でさ
まざまなサポートをしていただきました。ま
た，群馬学習センターの学生の皆さんには，
面接授業や質問票などを通して質問を受けた
り，あるいはサークル活動等で接する間に，
いろいろ得難い経験をすることができました
し，皆さんの強い勉学意欲に接して教えるこ
とのモチベーションが高まりました。厚く御
礼申し上げます。

　実は私は，平成21年度から放送大学の本
部の勤務になった時に，学生の皆さんに送別
会をしていただき，上州にも退任の挨拶文を
載せております。したがって，私は学習セン
ターと本部の勤務を両方経験しました。本部
での勤務になってからは，学生の皆さんと直
接接する機会が少なくなりました。もちろん
本部勤務になっても，卒業研究や修士論文の
指導あるいは面接授業等で学生さんと接して
はいますが，群馬学習センター内で声をかけ
ていただいた学生さんや顧問をしていたサー
クルのメンバーの学生さんとの話の中で伺っ
た生の声はなかなか聞かれなくなりました。
その意味で，本部勤務になって現場の学生さ
んの情報が得られにくくなりました。ずっと
本部に勤務されている先生方は余計そうでは
ないかと思います。先生方だけではなく，本
部の事務の方々も学生さんの状況を実感する
のは難しいように思われます。そのためでし
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異なった背景を持ち，様々な能力をお持ちだ
からです。学生さんそれぞれが自分に合った
勉強方法を工夫し，編み出し，学び続けてい
くことが，各自が抱えている問題を解決する
ことにつながります。学習を続けていくうえ
で，様々な問題にぶつかります。その問題を
乗り越えるため，様々な角度から解決を試み，
対応していきます。同じレベルでは解決でき
ないため，より上位のレベルから，或いは，
多様な考えを別の角度から考えるとブレーク
スルーが生まれ，解決の糸口が見つかること
があります。自分なりの学び方を開発し，知
識を身に着けてくださるよう期待しておりま
す。
　「知識が人生を変えていく。誰もが学べる
放送大学」と言われるように，新しい知識を

獲得していく中で，同じものを見てもさらに
深い理解が進んでいきます。皆様の先輩の
方々が，「若いころは勉強が嫌いだったが，
年を重ねるにつれて勉強が面白くなってき
た。」と，日々口にされているように，若い
ころから，勉強の面白さに気づき，若いころ
から生涯学習を開始されると，学ぶ期間は十
分長くとれ，人生を十二分楽しめます。
　このように，放送大学は，各自が自分好み
のキャンパスを自分の中に作ることができま
す。一度，自分なりの学び方を身に着けると，
一生学ぶ面白さが楽しめます。そのベースは，
ここ若宮町にある群馬学習センターです。有
意義な学生生活を送ってくださるよう教職員
一同応援します。

退任あいさつ
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ょうか，委員会などでは学習センターの所長
さんが出席されて学生さんの状況を述べてお
られます。
　逆に本部に勤務するようになって，学習セ
ンターに勤務していた時にはあまり認識でき
なかった放送大学全体の流れが分かるように
なりました。すなわち，より多くの委員会の
委員を務めるようになり，放送大学のそれぞ
れの部署の役割や相互の関係が分かるように
なりましたし，本部の先生方の学生さんに対
する認識状況も分かるようになりました。こ
のように，学習センターと本部の両方で勤務
することにより，放送大学の全体像がつかめ
たような気がします。
　私は本部の勤務になってからは，原則とし
てウィークディは本部，週末は群馬学習セン
ターに居る生活をしてきました。最初の頃を
除くと，慣れたのか，あまり苦にならなくな
りました。また，本部で泊まったセミナーハ
ウスの管理人の方とも顔なじみになりまし
た。また，放送大学の本部の教員や事務の方々
で構成されている放唱会と呼ばれるコーラス

の練習にも頻繁に参加できるようになりまし
た。そして，放唱会の一員として，今年の３
月26日に東京芸術大学の奏楽堂で放送大学
主催の第九の合唱に，放送大学の有志の学生
さんとともに歌うことができて，よい思い出
になりました。
　考えてみますと，私は放送大学に勤めるこ
とができて大変幸せでありました。もともと
話下手な私が31年もの間放送大学に勤める
ことができたのは，尊敬できる優秀な先生方
と接することができたとともに，最初に述べ
たように，事務の方々のサポートを受け，何
よりも学生の皆さんの勉学意欲に後押しされ
たからです。この幸せを維持するために，私
はこの４月から選科履修生として放送大学に
入学いたしました。前回の上州でも「皆さん
とお別れする気分ではありません」と書きま
したが，今回も同じ気持ちです。群馬学習セ
ンター所属の学生として，しばしば行くこと
になるからです。ですからお目にかかる時に
は，これまで通りよろしくお願いいたします。

ご卒業・修了おめでとうございます

― 平成28年度卒業生及び修了生 ―
　平成29年３月25日（土）に東京都渋谷区にあるNHKホー
ルにおいて，平成28年度放送大学学位記授与式が挙行され，
群馬学習センターからも多数の卒業生・修了生が出席し，岡

部学長から学位記が授与され
ました。本センターからは第
２学期学部59名，大学院２
名の方々が卒業・修了されま
した。

卒業・修了祝賀会にて（ホテルハイアットリージェンシー東京）

学位記授与式（NHKホール）

【学部：卒業生】
専攻・コース名 第１学期 第２学期 合計

人 間 の 探 求 0 1 1

生活と福祉コース 19 22 41

心理と教育コース 12 18 30

社会と産業コース 5 7 12

人間と文化コース 7 6 13

自然と環境コース 5 2 3

情 報 コ ー ス 1 3 8

合　　計 49 59 108

【大学院：修了生】
プログラム名 第１学期 第２学期 合計

人文学プログラム 0 1 1

情報プログラム 0 1 1

合　　計 0 2 2
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のでなんとか乗り越えて平成10年１学期にや
っと卒業することができました。念願の大学の
卒業証書を手にできてとても嬉しかったです。
　その後，ほっとし，今まで頑張ってきたのだ
から少しはのんびりしようと思い再入学しませ
んでしたが何時もの勉強の習慣がついていたの
でなんだか間が持てず落ち着かないので平成
12年に３年次に編入学し全科履修生として「発
達と教育コース」を専攻しました。当時はテレ
ビ，ラジオのみの勉強で現在みたいにインター
ネット配信はなかったので録画，録音をし，ど
うしても受けられなかった講義を時間のある時
に勉強しました。一日が過ぎるのがとてもはや
かったです。その後卒業しては少し休み再入学
し「人間の探求コース」「社会と産業コース」
を平成26年１学期に卒業しました。もう大学
卒業の目的は果たしたので今度こそやめて少し
のんびりしようと思いましたが前の加藤所長先
生より卒業のお祝いと再入学の勧めのお電話を
頂き，退職をしたため時間的にも余裕ができた
ので思い切って全コースを卒業しようと思い再
入学をし「自然と環境コース」を専攻しました。
　今まで学習センターには仕事を持っていたの
で面接授業と単位認定試験の時以外はほとんど
来たことがありませんでした。平成25年に退
職したので客員教員の先生による各種「ゼミ」
も受講できとてもよかったです。また，今まで
できなかった「若宮クラブ（サークル）」にも
入会させて頂き沢山の方々とも交流でき，研修
会，講演会と参加できとても充実した楽しい大
学生活を過ごさせていただいております。この
度，平成28年度２学期に「自然と環境コース」
を卒業することができました。今度も三田所長
先生の卒業祝いと再入学の勧めのお電話を頂き
ましたので最後の「情報コース」を専攻すべく
再入学をさせていただきました。これからは図
書館，視聴学習室を時間の許す限り利用させて
頂き学んでいきたいと思います。今まで学んで
きた中で，アイシュタインの「学べば学ぶほど，
自分がどれだけ無知であるかを思い知らされ
る，自分の無知に気づくほどより学びたくなる」
その通りだと実感しております。これからも学
歌の「生きるとは知ること，知ることはよろこ
び，知は力，よりよい生を拓くため」のように
生涯学習として学び続けていきたいと思いま
す。
　学習センターの諸先生，事務所，図書室の皆
様にこれからもお世話になります。宜しくお願
い致します。

　この度，思い掛けなく放送大学のセンターだ
より「上州」の原稿の依頼を受け本当に困惑し
ております。進学高校に通学していた私はクラ
ス（50人）のほとんどの人が大学へ進学して
いく中，家庭の事情で進学を諦め就職しました。
その後20代で家庭を持ち仕事，子育て，家事
と無我夢中で過ごしてきました。でも大学への
勉強は心のどこかに諦めずに残っていました。
ある日郵便局で放送大学のパンフレットを手に
し，いつかはきっと入学し思い切り勉強したい
と思いましたがなかなか機会もなく決断できま
せんでした。平成元年，夫が病気のため他界し
心にぽっかり穴の空いたようなやるせない毎日
を過ごしておりました。こども２人も中学生に
なり時間的にも余裕ができたので平成２年１学
期に全科履修生として入学し，まず最初は身近
な科目からと思い「生活と福祉コース」を専攻
しました。主人亡き後，２人のこどもを見守っ
ていかなければならない。どうしても大学へ進
学させてやろうと仕事と家事を頑張ってきまし
た。兄弟にも大変お世話になり実現することが
できました。
　高校卒業してから長い期間ほとんど勉強らし
きものから遠ざかっていたので最初は教科書を
読んでも直ぐに理解できませんでしたが，勉強
時間をかさねていくうちに何とか高校時代に戻
ったように分かるようになりました。受講科目
はできるだけ土曜日，日曜日に単位認定試験の
ある科目を優先して，さらにテレビ，ラジオの
放送時間が20時以降とし自分が勉強したい科
目が制限されました。また，面接授業は現在の
ような土曜日，日曜日の集中面接授業でなく平
日と夜間（18時～ 20時）に行われていました。
仕事の関係で夜間に受講しました。帰宅はいつ
も21時過ぎです。また当時は体育の実技が必
須科目でした。これもまた夜間に公共機関で行
われる運動をして実技の単位をいただかなけれ
ばなりませんでした。そのため午後18時から
21時までテニスをおこないました。
　途中で何度も仕事と家事，勉強と大変なので
挫折しかけましたが自分の意志で始めた勉強な

放送大学と私
平成28年度第２学期
（自然と環境コース）卒業

関
せき

　口
ぐち

　サト子
こ

卒業生代表の言葉

4



ゼミは入学後，２ヶ月に一回ほどの頻度で東京
の文京学習センターで開催されました。宮下ゼ
ミのやり方は，毎回，参加者（10名前後，学
部四年生，大学院生，院修了後の方々含む）が
各自10分程度で自分の研究について発表し，
質疑応答20分程度で問題点を掘り起こし，方
向性を探るというものでした。
　宮下先生が指導されるフランス文学には，ド
イツ，オーストリアのパン職人の記録を掘り起
こしていられる方，セネカ（ラテン語）のフラ
ンス語訳を研究される方，ソシュールを研究さ
れる方等，ユニークな研究をされている方々が
おられました。そのゼミに伺って，発表される
皆さんのお話と研究方法をヒントに，ルソーも
サドもすでに作品の内容についての研究はし尽
くされているように感じておりましたので，コ
ーパス言語学の方法を参考にして，上記２作品
内の用語の計量的比較研究を思い立ちました。
　具体的には，フランス16世紀から19世紀の
代表的な文学作品（小説）と私が修論で取り上
げた２作品の代表的な用語を比較しました。例
えば，愛amourという語はすべての作品にか
なりの頻度で登場しましたが，自然natureと
いう用語は上記の18世紀２作品に頻度が特に
高いことを確認し，修論を書く自信が持て，何
とか時間切れで不十分ながら仕上げることがで
きました。こうして何とか口頭試問をくぐり抜
け，修了することができました。
　事務の方を含め，関係の皆様に深く感謝申し
上げます。本当にありがとうございました。

学　校
� 中山　　栄
学校，その場所はいつも始まりの合図で満ちて
いる
マニュアルとガイドブックを捨てるたびに
心と体は少し大きく，強くなる
案内図も羅針盤もない街へ　近づく足音
Get�into�the�world�with�elastic�resilience!
新たな出会いを，いざ！

　皆様の次の研究との良き出会いをお祈りいた
します。

　正規退職して，思いっきりぼうっとした生活
を送りたいと思っていましたが，十ヶ月もする
とむずむずしてきました。はるか昔，遊びの合
間にちょっとだけ勉強した感じの大学生活後半
の中途半端だった卒論をきちんとしてみたいと
いう思い，また，退職後，社会とのつながりも
維持したいという思いがありました。収入のこ
ともあり，仕事も学びも一緒にしていきたいと
思いました。
　そこでパートタイムでの仕事をしながら大学
院で学ぶことを考え，毎日通学する必要のない
放送大学大学院の受験を考えました。また，放
送大学大学院は入学前にも単位を取れることを
知り，英語（マークセンス方式）での大学院入
試準備とともに，入学に先行して，単位を12
単位取りました。放送視聴とレポート，添削と
試験のサイクルも学習にとても役立ちました。
入学前に，哲学，人類学，文学，史学，メディ
ア論等の科目をとりました。
　大学院入学後，修士論文研究指導以外の残り
の科目，10単位（精神医学，食物学，心理学，
哲学等）をとりましたが，成績としてはかなり
不十分だったと反省しています。
　大学院２年目，一年あれば，修士論文は何と
かなるという甘い考えでスタートしましたが，
仕事に追われ，どんどん研究は遅れていきまし
た。基本的なフランス文学に対する知識不足の
ためと，研究したいものがあまりにも漠然とし
たものであり，自分でも五里霧中の有様でした。
大学時代，進歩史観に毒されていた私は時代的
に新しいものの方がより良いと誤解して卒業研
究論文を書き，その後の世界の文学界の動向か
ら鑑み，新しいからと言って，時代の試金石に
耐え，歴史に名が残るとは限らないということ
を目の当たりにしました。そのことを思い出し，
修士論文の方向性を考えあぐねておりました。
　人文学プログラムのゼミは，教授の関係で当
時，英米文学，日本文学，史学，フランス文学，
美学（芸術学）等に分かれておりました。宮下

大学院修士課程
　（人文学）に学んで

（修士論文：ルソー『新エロイーズ』と
サド『美徳の不運』における自然）
平成28年度第２学期大学院修了生
（人文学プログラム修了）
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大学院修了生の言葉
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　４月９日（日）に，平成29年度第１学期「入学者の集い」が開催され，新
たな入学者を迎えました。
　「入学者の集い」には，約70名が出席し，学長挨拶（DVD），小野里所長挨
拶に続き，先輩からの経験豊かな激励の言葉，入学者からの挨拶がありました。
　第１学期は，群馬学習センター所属として，学部学生名461名，大学院生
67名の，併せて528名の方々が入学されました。

　そして，前橋の学習センターは，自宅から車
で通える距離なので，念願の放送大学の授業を
受けてみようと思い立ち，最初は書店でテキス
トを２冊購入して，TVとラジオで15回見聞き
して，何とかついていけそうだったので2000
年１学期に選科履修生になり，2005年度まで
選科履修生を繰り返しました。この期間は，好
きな科目だけを選んで学べばいいという気持ち
で，毎年２～３科目を履修しました。その後，
2006年度からは，群馬学習センターで知り合
った女性からのアドバイスで，全科履修生に３
年次編入。しかし，2010年５月に心臓の大き
な手術をし，運動療法，薬事療法，食事療法な
どで思うように学習ができず，在籍年限の６年
間では卒業できませんでしたが，2012年に再
入学し，この2016年度に『社会と産業コース』
を晴れて卒業となりました。満16年かかりま
した。
　この４月からは，新たに『生活と福祉コース』
を選び，再入学しました。
　次に，学習センターでの過ごし方を少し紹介
します。私はPC操作など，最初は我流で，ガ
イドブックを飛ばし読みしながら対応していま
したが，ここ数年はPC愛好会に参加したり古
事記の北川ゼミに加わり，学習センターをベー

　私は，皆様に役立つ情報を提供できるか分か
りませんが，とりあえず，私の永い放送大学の
学生生活を述べて参考にしていただければ，幸
いです。
　最初に興味を持ったキッカケは，「放送大学
で新しい遠隔授業が始まる」という情報がTV
で流れたことでした。30年以上前の話です。
その時，私は，転勤で滋賀県に居りました。本
社がある高崎に戻ってからは，すっかり放送大
学のことを忘れていましたが，定年を迎え，放
送大学を思い出しました。ですが，まず考えた
のが体力造りです。そこで「NHK文化センタ
ー前橋」のハイキング・コースに入会。年間６
回の企画でした。第１回目に参加しましたが，
仕事が見つかって，中断。ただ，新しい職場で
出来た仲間に誘われてハイキングに行けるよう
になりました。

小野里所長の挨拶

ご入学おめでとうございます

― 平成29年度 第１学期学部生及び大学院入学者 ―

平成28年度第２学期
（社会と産業コース）卒業

千
ち

　代
よ

　雅
まさ

　睦
のぶ

先輩からの歓迎の言葉

【学　部】
学生の種別 人　数
全 科 履 修 生 109名

選 科 履 修 生 216名

科 目 履 修 生 119名

特 別 聴 講 生 17名

計 461名

【大学院】
学生の種別 人　数
修 士 全 科 生 １名

修 士 選 科 生 58名

修 士 科 目 生 ８名

計 67名
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スに他の学生との交流から放送大学を生かす方
法を学んでいます。また，私は失敗の連続でし
たが，事務室には，教務係・総務係・図書担当
者を問わず，疑問・質問に答えてくれる人々が
います。何でも身近にいる人に聞く。これが物
事を解決するのに最短のルートであり，時間と
お金の節約にもなります。
　みなさんが何を知りたいのか，何に悩んでい
るか，誰も分かりません。放送大学はマンモス
大学と同じで，同好会・愛好会・セミナー等（実
費だけで参加可）に参加して，人的交流を深め
る好機です。放送大学で学ぶ特典です。

　また，私が楽しみにしているひとつが面接授
業ですが，面接授業は全国各地の学習センター
で行われています。群馬以外の学習センターに
出かけていき，その地域の先生や学生たちと交
流するのに加え，日本の各地を知る上でも大変
役に立つ機会です。ご自分の意思とお金の工面
ができればぜひお勧めします。
　上に述べてきたことは，私だけの経験ではな
く，放送大学で得られた友人・先輩諸氏からの
知恵です。入学生の皆様のこれからの学びに少
しでも参考になれば幸いです。

をしてしまえばよかったと思いますが，その時
は，「40年間働いたのだから少しのんびりしよ
う」と言う誘惑が興りそれに従いました。のん
びりと言っても結構やることがありました。築
30年以上の私の家は，それまでも私の手作業
で，補修をしてきましたが，定年退職後は更に，
２重窓を付けたり，下水配管を直したり，結構
本格的なリフォームをしました。地域の交流会，
ボランティアの会，趣味のクラブ，パソコンの
勉強会，古文書の研究会など，今年の３月まで
は自治会の役員で結構やることがありました
が，一番の障害はスキーでした。毎年書き入れ
時の12月末から４月いっぱいは週４日以上は
これで潰れる事でした。とってもこれから勉強
を開始する体勢にはならない状態でした。状況
が変わったのは去年の３月にスキーで１級合格
したときでした。よし次は大学だという気持ち
でした。しかしまた冬が訪れ，今年もスキー場
に通ってしまいました。これではいけないと今
年２月末になり，一大決心をして放送大学入学
願書を提出した次第です。２月26日に大学の
ホームページを開いたときは後２日で締切とい
う次第で，高校卒業証明は持っていた「卒業証
書」のコピーを書留郵送し，何とか28日の締
め切りに間に合わせました。
　テキストは３月中頃に届きました。後は勉強
部屋の整備でした。２階の空き部屋に机があり，
雑材が放り込んであるのを整理して，机に乗る
小型のテレビを買い，録画用のハードディスク
を付け，BS・地デジの配線工事をしました。
　既に４月１日からの放送授業を受けていま
す。未だ導入科目で，高校でやったことのおさ
らい程度ですが，かなり頭が疲れます。どこま
で私の頭脳が付いていけるか？疑問ですが，終
わった時には，少しは頭の廻りが良くなってい
ることを期待して頑張りたいと思います。

　皆さんこんにちは。今年度４月より全科履修
生として，放送大学に入学しました，菅澤正三
と申します。総務係の方から「入学生代表で挨
拶を」と言われ，なんで私が？と思いましたが，
これも勉強か？と思い僭越ではございますが引
き受けた次第です。
　入学に至った経緯をお話ししてみたいと思い
ます。
　私が「大学」というものを意識したのは高校
１年か２年の時，担任でない先生が授業の中で，
いきなり「この中で大学進学を目指している者
は？」と問い掛けられ，52人のクラスの中で
10人くらいが手を挙げた時でした。私の学校
は工業高校で，私は進学など考えたこともあり
ませんでしたが，うらやましさと衝撃は今も覚
えています。
　しかしながら，家の経済状況と高校に進学す
るときの受験勉強の辛さを考えると，とっても
進学をする気にはならずに，今まで来てしまい
ました。それでも，何時かは「大学へ」と行く
気持ちは常に頭を離れずにいました。よく仕事
をしながら定時制の…と言う話は聞きますが転
勤と残業の私の職場では到底に無理でした。後
は50歳過ぎ頃から，定年退職をしたら…と言
う気持ちが少し具体性を帯びたものができつつ
ありました。
　実際には58歳で早期退職しました。今思え
ばすぐにその時，この放送大学に入学の手続き

平成29年度第１学期入学生
（社会と産業コース）

菅
すが

　澤
さわ

　正
まさ

　三
み

入学生代表の言葉
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キャンパス・ネットワーク』及び『システム WAKABA』を活用しよう！
　

『キャンパス・ネットワーク』を活用すれば，
　○放送授業のインターネット配信を「いつでも」視聴できます。
　○過去の単位認定試験問題・解答等が閲覧できます。
　○各種変更手続きの申請用紙を入手できます。

『システムWAKABA』を活用すれば，
　○科目登録申請や既修得単位の確認などができます。
　○�所属コース変更願，カリキュラム移行届，所属学習センター変更願，単位認定試験受験センタ

ー変更願や住所等変更届の手続きができます。

学生証の交付について
　学生証は，所属学習センター窓口で交付しています。入学許可証を持参し，学習センター窓口に
て受領してください。期限切れの学生証をお持ちの方は，古い学生証をお持ちください。
　なお，出願時に学生証用写真票を提出されていない方については，早急に『写真票』（学生生活
の栞巻末）に所定事項を記入の上，本部学生課へ郵送またはシステムWAKABAから登録してくだ
さい。写真の登録手続きを行っていない方は，学生証を交付できませんので，ご注意ください。
　また，単位認定試験期間中は，学生証の交付を行いませんので，必ず試験開始前までに学習セン
ターで新たな学生証を受領してください。

通信指導の提出について
　通信指導を提出し，合格すると単位認定試験の受験資格が得られますので，次の期日までに必ず
提出してください。
　郵送の場合：平成 29年５月 24 日（水）～６月７日（水）大学本部必着
　Webの場合：平成 29 年５月 17 日（水）10：00 ～６月７日（水）17：00
　なお，新規に科目登録した学期に通信指導を未提出（期限までに未到着を含む。）だった場合や，
単位認定試験の受験資格を得られなかった場合には，次の学期に学籍がある場合に限り，科目登録
などの手続きを行わなくても再度，通信指導が受けられます。（学籍が切れてしまう方は，入学手
続きが必要です。）

各種届（願）の提出先について
　各種届（願）の提出先は大学本部となりますので，提出期限必着でお願いします。
　なお，「住所変更届」については，所属学習センターへの提出となります。
　学習資料を受け取る際に重要ですので，変更があった場合には，速やかにお届けください。

事 務 お 知 ら せ室 か ら の
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カリキュラムの移行について
　平成 28年度以前に入学された全科履修生は，平成 28年度から開始した新カリキュラムへ移行
することができます。
　平成 29年度第２学期から新カリキュラムへの移行を希望する方は，期間内に移行手続きを行っ
てください（学生生活の栞「所属コース・専攻変更願兼カリキュラム移行届」を提出するか，シス
テムWAKABAから手続き）。
　なお，移行後は元のカリキュラムに戻ることはできません。
　また，卒業要件が変わりますので十分にご留意ください。
　（提出期間）
　　平成 29年４月 20日（木）～６月７日（水）郵送必着

単位認定試験について
　平成 29年度第１学期の単位認定試験は，「平成 29 年７月 21 日（金）～７月 30 日（日）」に実
施されます。単位認定試験は，通信指導に合格した方が受験することができます。試験の１週間前
までに「単位認定試験通知（受験票）」が送付されます。７月 13日（木）になっても受験票が届
かない場合，あるいは紛失した場合は，大学本部へ連絡してください。
（大学本部：TEL：043-276-5111）
　試験当日は，受験票と学生証を必ず持参してください。詳しいことは，「学生生活の栞」教養学
部 67頁・68頁，大学院 62頁・63頁を参照してください。
　単位認定試験期間中は，「お身体の不自由な方」以外は本学習センターの駐車場は利用できません。
従いまして，『電車やバス等の交通機関』もしくは『前橋市営パーク城東駐車場』をご利用ください。
（バイクや自転車でご来所の場合は，本学習センターの駐輪場をご利用ください。）

再試験について
　平成 29年度第１学期に登録した科目の単位修得ができなかった場合，平成 29年度第２学期に
学籍がある場合に限り科目登録を行わなくても再試験を受けることができます（再試験を受けるた
めの手続きは不要です）。在学期間が終了する方は，平成 29年度第２学期の入学手続き（出願）
を行ってください。
　＜出願期間：平成 29年６月 15 日（木）～平成 29 年９月中旬＞

図書室・視聴学習室の利用について
　カバン，袋物の持込はできませんので学習に必要な教材以外の所持品（貴重品を除く。）は，設
置のコインロッカーに入れてから入室してください。（投入した 100円硬貨は戻ります。）
　なお，貴重品，筆記用具類を入れるカゴについては，ロッカー室に配置あるカゴをご利用くださ
い。
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要 連 絡重

　単位認定試験は，原則として所属学習センターで受験することになっていますが，転勤・転居
等のやむを得ない事情や通勤・通学等地理的な関係等の場合，所属以外の学習センターで受験す
ることができます。この場合，受験センターの変更手続きが必要となります。「単位認定試験受
験センター変更願」（「学生生活の栞」に附帯の諸様式）を提出するにあたっては，「学生生活の栞」
（教養学部：68・69ページ），（大学院：63・64ページ）を参照のうえ，早めに手続きを済ませ
てください。
　変更手続きをされても，受験を希望する学習センターの収容人員の状況によっては変更できな
い場合があります。
　なお，受験センターの変更は，「学期単位」で，「試験日毎」の変更はできません。

　  提出期限
①システムWAKABAでの届出の場合
　４月１日（土）～６月２日（金）24：00
②郵送による場合
　４月１日（土）～５月26日（金）必着

　学習センターが自宅から遠い方，自宅で視聴を希望する方は是非ご利用ください。

（注意事項）
①�郵送貸出の利用対象者は，群馬学習センター所属の学生に限ります。（休学中の方は利用でき
ません。）

②往復料金は，申込者（学生）負担となります。申込時に必要額の切手を同封してください。
　第四種郵便という特別料金。

③郵送貸出は，放送教材（DVD・CD）のみとなります。

④�貸出から返却までの間の教材の破損・紛失・内容変更等による補償は，原則として申込者（学
生）の負担となります。

⑤貸出日数は，配送日数を含めて９日間とし，延長はできません。

　詳細については，群馬学習センターへお問い合わせください。
　（TEL：027-230-1085　FAX：027-230-1094）

（教材発送時に必要な切手料金）

単位認定試験を所属以外の学習センターで受験することができます !!

放送教材（DVD・CD）の郵送貸出ついて

　  提 出 先
〒 261-8586
千葉市美浜区若葉 2-11
　放送大学学生課単位認定試験係　宛

 
DVD・CD

 ２枚まで 25円

  ３枚 35円
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「土曜フォーラム」を開催平成28年度
第２学期の公開講座

　平成28年度第２学期の第２回公開講座「土曜フォーラム」が１月14日（土）に開
催されました。公益社団法人群馬県看護協会会長の小川惠子先生を講師とし，「住み
慣れた地域で生き生きと活躍するためのヒント～健康寿命を伸ばすには～」と題して
行われ，60名を超える方々が熱心に聴講されました。
　小川先生は，「少子高齢多死社会の現状と課題」，「地域の人々が安心して生活でき
るために」，「健康づくりについて」の３つのテーマに分けて住み慣れた地域で健康に
過ごすためのヒントを，地域または個人の視点からお話しされました。
　今後の日本はますます高齢者の独居世帯が増加するため私たちが安心して生活する
には，医療・介護・生活の支援を地域全体で提供するシステムを作ることが必要だとのことでした。
　このシステムは「支え合う」ことで構築されるもので，「一人で悩まない，一人で抱え込まない」ことや「沢
山の知り合いを持ち，情報を沢山得る」ことが重要で，積極的に社会参加をし，地域の人たちと交流を持つ
こと，そのために心がけた方がよいことなどを分かりやすい事例を出してお話してくださいました。
　また，家庭の中には「必ず看護の人（面倒をみる人）がいるし，必要」ということ，そして「常日頃から
の観察が必要」とのことでした。
　聴講者は話を聞きながら，人との交流や家庭のことを思い浮かべ，安心して生活できるかどうかを考えて
いるようでした。
　そして何より元気に生活していくためにはやはり「健康づくり」が必要で，そのための「ぐんま元気
（GENKI）の５か条」，「定期健診の受診」や「認知症への対応」などをお話しされました。
　聴講生はこれから迎える社会に不安を抱きながらお話をうかがいましたが，お話が進むにつれ少しずつで
すが，前向きに捉えることができ，また，これからどのように生活していけばよいかのヒントを得ることが
できた有意義な講演でした。

第
２
回

「住み慣れた地域で生き生きと活躍するためのヒント～健康寿命を伸ばすには～」
公益社団法人 群馬県看護協会 会長　小川　惠子 氏

　平成28年度第２学期の第３回公開講座「土曜フォーラム」が２月18日（土）に開
催されました。放送大学教授の吉岡一男先生を講師とし，「夜空は何故暗い？―オル
バースのパラドックスのパラドックス―」と題して行われ，約100名の方々が熱心に
聴講されました。
　“パラドックス”とは，一見正しいと思われる前提から導かれる結論が実際とは異
なる受け入れがたい結果が出ることを言い，オルバースが唱えた①星は無限に広がっ
ている　②空間密度が一定で一様に分布している　③星の明るさは同じであるという
３つの前提から導かれる結論では，夜空は昼間より明るいどころか昼間の９万倍以上
も明るいことになるということを“オルバースのパラドックス”という，と説明されました。
　夜空は暗いのか，それとも明るいのか，星は無限に広がっているのか，また星の明るさは同じなのか，宇
宙の始まりはあったのか，聴講生はその神秘に聞き入っていました。
　多くの科学者たちは，オルバースの３つの前提では夜空は明るいはずなのに，実際は暗いというのは矛盾
していると考え，このパラドックスは成り立たないことを証明するために多くの説を唱えましたが，ことご
とく覆されました。
　しかし，このパラドックスの回避は，宇宙の膨張や有限年齢の発見により解明されたそうですが，実はこ
れらの解明よりはるか前の1848年に文学者である「エドガー・アラン・ポー」が最初の正しい回避説を唱
えていたということでした。
　先生は，「宇宙論の専門家や天文学の専門家，まして科学者でもない文学者が考え出した回避説を専門家
たちがなぜ気付かなかったのか，自分には，そこが，パラドックスに思えたため，講演タイトルを“オルバ
ースのパラドックスのパラドックス”としたということでした。
　「どんな偉い人の話も鵜呑みにするな，自分で考えた方がいい，ということがいえるでしょう」というあ
りがたい教訓をいただき，聴講生は感銘を受けた有意義な講演でした。

第
３
回

「夜空は何故暗い？―オルバースのパラドックスのパラドックス―」
放送大学 教授　吉岡　一男 氏
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　３月18日に，平成28年度「私の課題発表会」及び，卒業・修了祝賀会を無事に催すことがで
きました。「私の課題発表会」は群馬同窓会と群馬学習センター共催の催しで，学生に研究成果
を発表する場を提供することを目的としたものです。
　今回の発表会では，放送大学で卒業研究に取り組んだ３名の学部生，修士論文の作成に取り組

んだ２名の大学院生がそれぞれに研究
を続けてきたテーマを発表しました。
約50名の聴講者は，興味深いテーマ
に熱心に耳を傾け，身近な生活で思う
質問や，専門的な分野まで積極的に発
表者に質問していました。今後，卒業
研究・修士論文に取り組もうと考える
学生にとっても，大変参考となる良い
機会になったと思います。

　卒業・修了祝賀会はイタリアンレ
ストラン“トラットリアチィニョ（前
橋商工会議所会館内）”に会場を移
して行いました。午前中の発表会で
発表をした修了生や卒業生，在学生，
客員教員の先生方などが集い，終始
和やかな雰囲気の中，有意義な時間
を過ごすことができたものと確信し
ています。

　放送大学の叢書は，すでに数えて全37刊となりました。全刊のタイトル等の詳細については
学生交流室に掲示しております。また実物は，エントランスホールの書棚に印刷教材とともに保
管しております。
　このたび，次の２種が新刊叢書となりましたので，ご案内申し上げます。

　＊「社会調査　しくみと考えかた」原　純輔
　＊「日本音楽のなぜ？」竹内道敬
　左右社やアマゾンなどインターネットで直接購入することが
できますが，群馬同窓会では学生の皆さんがお求めやすい価格
設定（10％引き）にしております。購入希望の方は学習セン
ター窓口にてお気軽に申し付けください。

同窓会からのお知らせ

「私の課題発表会」及び「卒業・修了祝賀会」を開催

新 刊 叢 書 の ご 案 内
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放　送　大　学
群馬学習センター 客員教員新体制について客員教員新体制について客員教員新体制について

　３月をもって北川和秀先生が退任されることに伴い，群馬学習センターでは，以下の６名の先生方
による教育・履修体制の充実を図っているところです。
　また，所長及び客員教員による「学習相談」を随時行っています。学習方法，修学上の疑問，卒業
研究など気軽にご相談ください。
※相談を希望する場合には，事前に事務室へご連絡ください。

るように感じました。そして，学ぶことを楽し
んでいるように思いました。それは本当にすば
らしいことです。
　入学式や卒業式の折の，入学生代表，卒業生
代表の挨拶は毎回心に響くものでした。それも
明確な目的意識を持って学ぼうとし，学んだ結
果と思います。こういう学生さん達と時間を共
有することができたのは幸いなことでした。縁
あって放送大学の教員として勤めることができ
たことを本当に幸いだったと思います。
　重い病を治療しつつゼミに参加していた学生
さんもいましたし，80歳を超えた方もいまし
た。毎回仲良く受講されていたご夫妻もいまし
た。その奥様がご病気のために入院され，やが
て亡くなられたことは何とも悲しいことでし
た。あれこれ感慨深い５年間でした。
　本務校もこの３月に定年退職しましたが，非
常勤講師として引き続き務めることになりまし
た。群馬や東京での講座や講演などもあり，そ
の準備もあります。なかなか暢気暮らしはでき
ませんが，元気に日々を送っていこうと思って
います。

　５年間勤めた放送大学群馬
学習センターの客員教授を退
任することになりました。歴
代の所長先生，事務職員の皆
さまには大変にお世話になり
ました。ありがとうございま

した。また，ゼミ生の皆さんには名残惜しい思
いでいっぱいです。
　私の本務校は群馬県立女子大学でしたので，
学生の大部分は20歳前後の女子でした。とこ
ろが，放送大学のゼミでは幅広い年齢層の男女
の学生さん達と接することになりました。ゼミ
の時間帯が平日の午後ということもあり，若い
方はむしろ少なく，私よりも高齢の方々の方が
多かったかもしれません。これは誠に新鮮で，
貴重な体験でした。
　皆さんそれぞれに大学で勉強する目的は異な
っていても，それぞれに明確な目的を持ってい

　　前放送大学客員教授（前群馬県立女子大学教授）

北
きた

　川
がわ

　和
かず

　秀
ひで

客員教授

西
にし

谷
たに

　　泉
いずみ

専門分野：
数学教育学

客員教授

落
おち

合
あい

　延
のぶ

高
たか

専門分野：
歴史学，上州の
近世史

客員教授

神
かん

田
だ

　清
きよ

子
こ

専門分野：
看護学

客員教授

堀
ほり

　　　正
ただし

専門分野：
心理学，コミュニ
ケーション論

客員教授

ベアリー・キース
専門分野：
応用言語学，英
語教育

退 任 の あ い さ つ

客員教授

相
あい

澤
ざわ

　 省
しょういち

一
専門分野：
地球化学，分析
化学

平成29年４月以降の新体制
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　群馬学習センターの職員に異動があ
りましたので，お知らせいたします。

教務係長

　都
つ

　筑
づき

　信
しん

　也
や

教務係長　篠
しの

　原
はら

　海
かい

　志
し

教務係員　福
ふく

　田
だ

　江
え

里
り

奈
な

教務係員

　藤
ふじ

　井
い

　綾
あや

　子
こ

よろしくお願いします　　　平成29年４月から勤務しています。

お世話になりました　　　平成29年３月に退職しました。　　

　４月に教務係長として着任しました「都筑」
と申します。学習しやすい環境を提供するこ
とをこころがけ，皆様が身近に感じられるよ
う頑張ってまいりますので，よろしくお願い
いたします。

　４月より教務係でお世話になっております
「藤井」と申します。皆様により良い環境で
学習していただけるよう努めたいと思ってお
ります。よろしくお願いいたします。

職員の異動について職員の異動について職員の異動について

ログインID：学生番号（ハイフン“－”を除く数字10桁）
パスワード：西暦の生年月日８桁
　　　　　　（例：1975年１月１日⇒19750101）
を入力して「ログイン」をクリックする

（※一部の科目を除きます）

①

④

②

③

「キ ャ ン パ ス
ネットワーク
ホームページ」
をクリックする

「資料室」を
クリックする

クリック
　　する

インターネット配信（放送授業）の視聴方法
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平　成
29年度 第１学期 今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール

第２学期 今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール

４月 15日（土）〜７／９（日）　面接授業

５月

17日（水）　通信指導受付開始（WEB）（〜６／７）

24日（水）　通信指導受付開始（郵送）（〜６／７）

26日（金）　単位認定試験受験センター変更願提出期限（郵送必着）

６月

２日（金）　単位認定試験受験センター変更願提出期限（WEB）

７日（水）　通信指導提出期限（郵送必着・WEB）
　　　　　　※�通信指導問題は印刷教材と一緒に発送されますが，５／８（月）までに届かない場合は，放送大学本部へ

連絡してください（TEL：043-276-5111）

25日（日）　卒業研究ガイダンス，大学院修士全科生・博士全科生入学希望者ガイダンス

下旬　　　　通信指導添削結果返送
　　　　　　※�択一式科目は７／７（金）まで，記述式科目は７／19（水）までに届かない場合は，大学本部へ連絡し

てください（TEL：043-276-5111）

７月

７日（金）　放送教材室外貸出停止（〜８／２）

中旬　　　　単位認定試験受験票送付
　　　　　　※�７／13（木）までに届かない場合は，放送大学本部へ連絡してください（TEL：043-276-5111）
 〃 　　　　平成29年度第２学期分「科目登録申請要項」送付

21日（金）・22日（土）　単位認定試験【大学院】

22日（土）〜　集中放送授業期間（〜９／30（土）まで）

23日（日）〜30日（日）　単位認定試験【学部】

28日（金）　臨時閉所日

８月

１日（火）　臨時閉所日

10日（木）　所属学習センター変更願提出期限（郵送必着・WEB）

15日（火）　平成29年度第２学期科目登録受付開始（郵送・WEB）

19日（土）・20日（日）　教員免許更新講習修了認定試験

30日（水）　平成29年度第２学期科目登録期限（郵送必着）

31日（木）　平成29年度第２学期科目登録期限（WEB）

９月

24日（日）　平成29年度第１学期学位記授与式

29日（金）・30日（土）　看護師資格取得に資する科目単位認定試験

30日（土）　休学・復学・退学届　提出期限（郵送必着・WEB）
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入学生募集のお知らせ10月10月

　　平成29年度第１学期が始まりました。学生のみなさんは，新しい学期
を迎え，決意も新たに学習をスタートさせたところではないでしょうか。新

入生のみなさんは，期待と同時に疑問を持ったり，修学上のことを不安に思ったりすることもあるか
もしれません。今回の号では，卒業生，新入生，在学生のメッセージを紹介しています。これらの方
のメッセージは，学業を続けるコツや放送大学の魅力など，みなさんの学生生活が充実したものにな
るようなヒントがたくさんあると思いますので，ぜひ参考にしてみてください。
　また，もし，分からないことがあれば，いつでも事務室にご相談ください。所長以下教職員一丸と
なって学生のみなさんのサポートをさせていただきます。
　次号は平成29年７月を予定しています。

注意！
　センターだより「上州」には，毎回，重要な連絡事項

4 4 4 4 4 4 4

を掲載しています。連絡事項を見落とすこと
がないよう十分注意してください。

編集後記編集後記

　放送大学では，平成29年度第２学期（10月入学）の教養学部および大学院修士選科生・修士科目

生を募集します。ご家族やご友人，職場の方など，放送大学に興味をお持ちの方がいらっしゃいまし

たら，ぜひご紹介ください。

　募集内容の詳細や，インターネット出願については，放送大学ホームページをご覧ください。大学

案内パンフレット，学生募集要項などの各種資料は，群馬学習センターで配布しているほか，放送大

学ホームページまたはお電話でもご請求いただけます（無料）。

● 出 願 期 間

第１回募集期間 第２回募集期間

郵送による出願
平成29年６月15日（木）～

平成29年８月31日（木）

平成29年９月１日（金）～

平成29年９月20日（水）

インターネット
に よ る 出 願

平成29年６月15日（木）９時～

平成29年８月31日（木）24時まで

平成29年９月１日（金）９時～

平成29年９月20日（水）24時まで

放送大学群馬学習センター　TEL 027-230-1085
資料請求フリーダイヤル　　TEL 0120-864-600
放送大学ホームページ「入学案内」ページ http://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/

資料請求・
お問合せ先

※募集要項は６月15日から配付予定です
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