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　「学は疑いを要し、技は信を求む」。これは、名

著「電磁気学」を著した抜山平一の言葉です。恩

師武井健三先生からこの言葉についてご教示いた

だきました。前半部、「学は疑いを要し」は、前

回の上州11月号（No.80）に書きました。今回は、

後半部、「技は信を求む」について考えてみます。

　技術は人間の進歩に貢献してきました。様々な

技術が開発され、実用に供されて人間の活動範囲

は飛躍的に拡大してきました。どのような技術が

どのように使われてきたかは、技術史が解き明か

しています。例えば、携帯電話開発の経過を振り

返ってみますと、最高性能を持つ機器が世界で広

く使われているかというとそうではありません。

いくつかの有力な技術の中で、多数の利用者に使

われた技術は、実は、最高性能を導き出す技術で

はありません。性能のほかに、使いやすさ、信頼

性とか、何か別の要素が絡んできています。それ

を、抜山平一は「信」と表現し、技術だけではな

く、心の問題に影響していることを指摘していま

す。技術が世の中で広く使われるためには、「信」

が求められます。「信」からは今の時代に重要な

事柄が伝わってきます。

　翻って、放送大学群馬学習センターにおける現

状の課題は、多様な学習環境の中で多彩な個性と

豊富な経験を持つ学習者に対して学びの場を提供

することにより、学習意欲旺盛な学生の確保に努

めることです。

　群馬学習センターでは、ベアリー・キース先生

により英語多読に焦点を絞り、英語が流暢に読め

る高次元流暢性（Fluency）を獲得するゼミが開

講されていました。学習者の学びが深くなってい

くと、一緒に多読学びの共同体ができます。いろ

いろな分野の事に興味をもち、大量の本を読む結

果、英語の知識（文法・単語・表現）が身に着き

ます。一緒に英語多読を続けるうちに、仲間が持

つ知識や技能を自然に学ぶことができます。

　そして、このような学びの仲間を、地域に広げ

ることを目指し、群馬大学ベルジュロン先生を講

師として、北群馬郡吉岡町、藤岡市の教育委員会

と連携して多読講座を開催し、地域の方々と群馬

学習センターの学生と一緒に英語多読を行いまし

た。初歩のレベルから学習を始めて高次元流暢性

が獲得できる効率的学習方法を示し、講座参加者

と英語多読を実践しました。講座参加者に準自律

技は信を求む技は信を求む
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学習を進めるために有効な効率的学習法を見つけ

るきっかけを提供し、英語の世界に飛び込めない

人たちの共通課題を一緒に考えました。その結果、

次のような学習体験を共有しました。

１．�新たな学び方を知る感動が得られ、学びのモ

チベーションが高まります

２．�理屈抜きでわかるという体験が得られ、学び

続けることができます

３．�楽しく学ぶことができます

　このような学びは、群馬学習センターの学生の

みならず地域にとっても大切な学習です。講演者

から直接話を聞くことにより、実際に学びを体験

し、さらには質疑応答を通して、本、文献等だけ

　群馬学習センター所属の在学生がより深く学習を進めるとともに、学生同士やセンター教員との交流を

深めるなど、学生の修学環境の充実を図るため、下記の通り所長によるゼミを開講いたします。

１．対 象 者　群馬学習センター所属の全在学生（休学者不可）。学生種別不問。
２．申込方法　１月23日（日）９：30～、定員になるまで受付します。
　　　　　　　学生本人（代理人不可）が、窓口もしくは電話で申し込んでください。

　　　　　　　電話：027-230-1085
３．受 講 料　無料
４．そ の 他　駐車スペースには限りがありますので、公共交通機関、市営駐車場等を利用してください。

担当 定員 時間 日程（都合により変更する場合があります）

小野里　好邦 14 10：30～ 12：00 ２／６（日） ２／ 13（日）２／ 20（日）２／ 27（日）

タイトル「The New York Timesの見出しを読む」
� 小野里　好邦（群馬学習センター所長　専門分野：情報通信工学）

　英語を学ぶ目的は人により異なります。このゼミでは、まず、The�

New� York� Timesのどんな分野の記事を、どのように読みたいか目標を

設定します。次に、これまでの英語学びのヒストリーについて意見交換し、

設定した目標に向かってどのようにアプローチしたらよいか検討します。

そして、その目標に向かって、見出し（Headline）を読んでいきます。

　ちなみに、前回のゼミにおける読みたい分野は右の図の通りでした。

　この所長ゼミではみんなで一緒にThe�New�York�Timesの見出しを読

んでいきます。The�New�York�Timesに記載されている単語をきっかけ

にして話の輪を広げていきます。英語が自然に出てくるようになると、

英語を学ぶ楽しさは倍増し、さらには、新しい世界が広がっていきます。

　今年の冬は、The�New�York�Timesの見出しを読んで、情報の伝え方、

コミュニケーションのとり方について考えてみませんか。４週間、集中

して英語に触れ、自分なりの学び方を見つけるきっかけをつかんでみま

しょう。

では得ることのできない知見を深めることができ

ます。講座開始当初、参加者は戸惑っていますが

そんな時、群馬学習センターの学生は、ご自分の

ために一所懸命学んだことを誇るのでもなく、「こ

ういう時はこう考えるのですよ」と、初めて学ぶ

方々に接していきます。群馬学習センターは地域

の中で学びを育てていくことにより、地域の知の

向上に貢献していきます。地域と学習センターが

連携して、学びを究めながら、あわせて「信」を

達成する地域を形成していけば、より実り豊かな

学びが展開されていきます。

　学生の皆さんの「信」に応えていく学習センタ

ーとして、群馬学習センターは邁進していきます。

所長ゼミ開講のお知らせ
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　重 要 連 絡

2021年度第２学期 単位認定試験について
　2021年度第２学期の単位認定試験は、新型コロナウイルスの国内感染状況を鑑み、以下のとおり
2021年度第１学期に準じた自宅受験方式にて実施します。

【試験期間】

2022年１月14日（金）～１月21日（金）（消印有効）
※�2021年度第２学期授業科目案内やシステムWAKABAの時間割等は、変更前の日程で記載されています
ので、期間をお間違えのないようご注意ください。

【実施方法】

自宅受験（自宅等で答案を作成し、郵便で提出する方法）
※答案作成に必要な書類を、郵便でお送りします。登録住所に誤りや変更がないかご確認ください。

【試験の流れ】

※詳細は、12月末頃に大学本部から郵送される案内を参照してください。

【再試験について】
　2021年度第２学期に登録した科目の単位修得ができなかった場合、2022年度第１学期に学籍がある
場合に限り（休学中の場合を除く）、科目登録をしなくても再試験を受験できます。手続きは必要なく、
授業料等はかかりません。受験票は、次学期の単位認定試験前に自動的に送付されます。
　今学期で在学期間が終了する方は、出願期間中に次の学期の入学出願を行い、学籍を継続してください。
（この他に受講科目がなければ、出願時の学費は入学料のみとなります。）

【その他】
　試験期間中、群馬学習センターでは図書室・視聴学習室・パソコン実習室・学生交流室・講義室等の利
用はできません。図書の返却は、玄関のブックポストに入れてください。

12 月末頃

２月下旬頃

１月 21日（金）
（消印有効）

【大学本部から案内発送】

◆受験方法詳細
◆解答用紙
◆提出用封筒
◇受験票

※�受験票は別便で送付されま
す。

※�送付物を確認の上、未着等
の場合は下記までお問い合
わせください。

　大学本部（総合受付）
　TEL�043-276-5111

2022 年１月 14日（金）
～１月 21日（金）

【試験期間・答案提出期間】

●�放送大学ウェブサイトの試
験問題公開ページから、試
験問題を閲覧し、解答用紙
へ記入する。

※�インターネットが利用でき
ない方は…
●�コンビニのプリントサービ
ス（有料）を利用して試験
問題を閲覧し、解答用紙へ
記入する。

【答案提出期限】

解答用紙を提出用封筒に入れ
て、大学本部へ郵送する。

大学本部から成績通知発送

※�成績は、システムWAKABA
「教務情報→履修成績照会」
でも確認できます。
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事 務 お 知 ら せ室 か ら の

2022年度第１学期の手続きについて
� （※『学生生活の栞』学部P60～ 65・94～ 99　大学院P56～ 62・89）

　次学期に学習を継続するためには手続きが必要になります。ご自身の学籍をご確認のうえ、それぞれ出
願または申請を行ってください。各要項は2022年１月中旬頃に大学本部から送付予定です。

　２月下旬頃の成績判定後に次学期に向けて必要な手続きを行ってください。
①卒業となった場合：他コースの全科履修生、または選科・科目履修生として継続入学ができます。
②�卒業とならなかった場合：次学期も学籍がある方は、【科目登録申請】を行ってください。卒業となら
ず学籍も切れてしまう方は、【継続入学出願】を行ってください。

今学期末（2021年度第２学期末）に卒業見込みの方

今学期（2021年度第２学期）
で学籍が切れる方

次学期（2022年度第１学期）
も学籍がある方

【継続入学出願】 【科目登録申請】

申
請
方
法

●2022年度第１学期に面接授業を登録しない方
郵送

「出願票」を郵送する
第１回：～２月28日（月）私書箱必着
第２回：３月１日（火）～３月15日（火）私書箱必着

システムWAKABA
「教務情報」→「継続入学申請」から出願
第１回：～２月28日（月）24時
第２回：３月１日（火）０時～３月15日（火）17時

●2022年度第１学期に面接授業を登録したい方
システムWAKABA

「教務情報」→「継続入学申請」から出願
２月13日（日）９時～２月28日（月）24時
※�面接授業のみの出願はできませんので、必ず放送授業ま
たはオンライン授業を１科目以上登録してください。

郵送
「科目登録申請票」を郵送する
２月13日（日）～２月27日（日）�
私書箱必着

システムWAKABA
「教務情報」→「科目登録申請」から
申請
２月13日（日）９時～２月28日（月）
24時

注
意
事
項

◇�継続入学される方で次学期に再試験のみを希望される場合は、「再試験受験資格を得るためだけの
出願ですか？→はい」に○を記入してください。

◇�選科・科目履修生の方が初めて全科履修生に出願する場合、郵送、システムWAKABA、いずれの
場合も証明書類の提出（郵送）が必要になります。

◇�集団入学や共済組合を利用して入学された方、自主退学された方には継続入学の案内は送付されま
せん。

◇�全科履修生は、連続して４学期間（休学期間を除く）科目登録申請及び授業料納入を行わないと、
自動的に除籍となりますのでご注意ください。

◇�各要項が2022年１月中旬を過ぎても届かない場合は、大学本部（TEL：043-276-5111）までお
問い合わせください。
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●  今 後 の今 後 の ス ケ ジ ュ ー ルス ケ ジ ュ ー ル    ●

センター職員による初期消火訓練 消火器の使い方説明 学生による消火器訓練

センター職員による救命講習

流れとして心肺蘇生法とAEDの使用方法の講習を受けました。
　火災訓練は、学生にも参加していただき、管理権限者及び自衛消防
隊長を所長、防火管理者を事務長とし、係員による消火、通報及び避
難誘導訓練を実施しました。本訓練は、火災発生時に消防隊が現場に
到着するまでの間、効果的な消防活動ができるよう役割分担を明確に
し、熟練しておくことを目的としています。
　日頃から、火気管理、建物及び施設の点検、教職員の教育等防火管
理上必要な業務を行い、出火防止に努めるつもりですが、学生の皆様
も火災予防のためにご協力をお願いいたします。

　2021年11月19日（金）の10時から救命講習、15時から放送大学群馬学習センター２階演習室を出火
場所に想定した「放送大学群馬学習センター消防計画」による火災訓練を実施しました。
　群馬学習センター職員による救命講習は、前橋市消防局中央消防署から講師をお招きして、救命処置の

群馬学習センターで群馬学習センターで救命講習・火災訓練を実施救命講習・火災訓練を実施

お願い
　新型コロナウイルス感染拡大予防措置対応のため、予定した日程が延期または中止になるこ
とがあります。今後の予定変更は、群馬学習センターウェブサイトで確認してください。

１月

12月 28日（火）臨時閉所　

12月 29日（水）～３日（月）　群馬学習センター年末年始閉所期間

14日（金）～21日（金）　単位認定試験（自宅受験）

〇面接授業〇

29日（土）・30日（日）　「健診検診の有用性と限界を考える」

２月

８日（火）　「所属学習センター変更願」提出期限［郵送必着・WAKABA］

13日（日）　2022年度第１学期　科目登録受付開始［郵送・WAKABA］

27日（日）　2022年度第１学期　科目登録期限［郵送必着］

28日（月）　2022年度第１学期　科目登録期限［WAKABA］

３月

12日（土）　私の課題発表会

23日（水）　2021年度第２学期学位記授与式（予定）

25日（金）　休学・復学・退学届　提出期限［郵送必着］

31日（木）　休学・復学・退学届　提出期限［WAKABA］

【月曜日以外の閉所日】１／１（土）、１／２（日）、２／ 11（金）、２／ 23（水）
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システムWAKABAを単位認定試験対策に活用しよう
　システムWAKABAには日々の学習に役立つ情報が掲載されています。単位認定試験の過去問題・解答や、
今までの成績もこちらから確認することができますので、パソコン、タブレット等でアクセスしご活用く
ださい。� （※『学生生活の栞』学部P22～ 23・115 ～ 117　大学院P31～ 32・103 ～ 105）

【システムWAKABAにログインする】

【（１）過去の単位認定試験問題・解答等の閲覧】 【（２）履修成績照会の確認】

〈
通
信
指
導
〉

〈
単
位
認
定
試
験
〉

①放送大学のウェブサイトを開き、
　「システムWAKABA」をクリック

④それぞれの項目をクリック

②閲覧したい科目の問題や解答・解説のPDFを
　クリック

①閲覧したい学期を選択してクリック
※試験問題・解答の公表期間は約１年間です

①確認したい科目の年度を選択して、「表示」ボタンをクリック

②「全科目」のタブで通信指導、単位認定試験の合否等が表示
　される
※全ての項目を閲覧するには、下部のスクロールバーを動かし
　て確認してください

③認証システム画面で、ログインIDとパスワードを入力し、ログイン
　をクリック

②ログインをクリック

ログインID：入学許可書記載のID
パスワード：ご自身で設定されたパスワード
※初期パスワードから変更されていない方は、
　入学許可書記載のパスワードです。

システムWAKABA
ログイン画面

（１）過去の単位認定
試験問題・解答等

通信指導合否

（単位認定試験の）
評語と合否

右に動かすスクロールバー

（２）履修成績照会

教務情報
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キャンパスメールの使い方
　キャンパスメールはWebブラウザ（Gmail）を利用した電子メールシステムで、在学生全員にメールア
ドレスが割り振られます。システムWAKABAや放送大学ウェブサイトからアクセスして、大学からの修
学関連の連絡の確認や、学習センターへの連絡の際にご活用ください。
� （※『学生生活の栞』学部P22～ 23・117 ～ 118　大学院P31～ 32・105 ～ 106）

■受信メールの確認

■メールのスレッド表示の見方

１通目

１通目
２通目

２通目
３通目

３通目
４通目

【４通目のメール本文】

【３通目のメール本文】

　同じタイトルで同じ相手とやりとりしたメールは、「受信トレイ」を開くと１行にまとまって表示されます。＝スレッド表示
例）全部で４通のやりとりの中で、３通目のメールの内容を確認したい場合

※

※
※

キャンパスメールにログインすると、
「受信トレイ」が開かれた画面になります。
★ログインはシステムWAKABAや放送大学
　ウェブサイトからできます

・メールをやりとりしている全員分の
名前が表示されます（自分を含む）
・数字※が付いていると、同じタイト
ルで２通以上のメールのやりとりが
あることになります

メールの送受信者

複数のやりとりがある場合は、最初のメール
のタイトルから表示されます

タイトルと本文（途中まで）

・「受信トレイ」には上か
ら順に最新のメールが
表示されます
・複数のやりとりがある
場合は、最後のメール
の日時で表示されます

受信日時

・このメールをやりとりしているのは
「自分」と「群馬学習センター」
です
・相手と自分の横に数字「４」が
付いているので、全部で４通の
やりとりがあることがわかります

・上から３行目に表示されていたメ
ールをクリックすると重なっていた
スレッドが開き、３通目のメール
本文が表示されます
・１通目、２通目が見たい場合も
同様です

・１番下に４通目のメール本文の内容が表示され、
その他は途中までしか見えない状態です
・上から古いメール→新しいメールの順番に表示さ
れます

①該当のメール
　をクリック

②３通目の
　メールをクリック

③見たいメール
　本文を確認できる
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よろしくお願いします お世話になりました新任者 ��総務係長　富島 退任者 ��総務係長　平野

2021年９月30日に１名の職員が退職し、10月１日に１名が新規に採用されました。

職 員 異 動 の お 知 ら せ

入学生募集中です！入学生募集中です！入学生募集中です！4月4月4月4月
　2022年度第１学期（４月入学）の教養学部および大学院（修士選科生・修士科目生）の学生を募集中です。　2022年度第１学期（４月入学）の教養学部および大学院（修士選科生・修士科目生）の学生を募集中です。
　募集内容の詳細や、インターネット出願については、放送大学ウェブサイトをご覧ください。大学案内パンフ　募集内容の詳細や、インターネット出願については、放送大学ウェブサイトをご覧ください。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、放送大学ウェブサイトまたはレット、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、放送大学ウェブサイトまたは
お電話でもご請求いただけます（無料）。皆様のご友人・知人で興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひごお電話でもご請求いただけます（無料）。皆様のご友人・知人で興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひご
案内ください。案内ください。

【第１回募集期間】　2021年11月26日（金）～2022年２月28日（月）
【第２回募集期間】　2022年 ３月 １日（火）～2022年３月15日（火）

●資料請求・お問い合わせ先
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

同窓会からのお知らせ同窓会からのお知らせ

2021年度「私の課題発表会」について

叢書のご案内

　群馬同窓会では群馬学習センターと共催で、2021年度「私の課題発表会」を開催予定です。
　「私の課題発表会」は、主に学生が卒業研究や修士論文で取り組んできた課題を発表します。放送大学で
学んだ学生が、長期にわたって取り組んできた研究発表を聞くことのできる良い機会ですので、ぜひご参加
ください。
　なお、当日の開催につきましては、今後のコロナウイルス感染状況により変更になる場合がございますの
で、詳細は追ってお知らせいたします。

日時：2022年３月12日（土）　　　　参加人数：先着28名
場所：放送大学群馬学習センター　　申込方法：※追ってお知らせします

　放送大学の叢書は次の７刊が加わり全58刊となりました。左右社やAmazonなどインターネットで購入
することもできますが、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）で販売してお
ります。全刊を群馬学習センターのエントランスホールの書棚に置いてありますので、購入希望の方は学習
センター窓口にてお申し付けください。

【新刊】
「響映する日本文学史」　　　島内　裕子　著
「遊環構造デザイン」　　　　仙田　　満　著
「精神疾患とは何だろうか」　石丸　昌彦　著

「パレスチナ問題の展開」　　高橋　和夫　著
「自己を見つめる（増補版）」渡邊　二郎　著
「建築を愛する人の十三章」　香山　壽夫　著
「人間発達論」　　　　　　　住田　正樹　著

詳しくは放送大学ウェブサイト詳しくは放送大学ウェブサイト
「入学案内」で検索！「入学案内」で検索！

入学相談も
おこなって
います！
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