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広島学習センター客員教授 澤田 英三 

 

2020 年は新型コロナウイルス禍によって、私たちがこれまで当たり前にしてきた生活様

式を見直す必要に迫られた年になりました。その中で、3 月下旬からマスコミを通して伝え

られるようになった「社会的距離の確保 Social Distancing」は、私たちがこれまで自然

にとってきた他者との距離を、突然意識させることとなりました。 

私たち人間は、それぞれが身体の周りに目に見えない境界で囲まれた個人空間

Personal Space を持っています。そして、条件（たとえば相手との間柄）によって個人

空間を縮めたり、広く取ったりしています。米国の文化人類学者 Hall（1966）は、相手

との距離を、密接距離（0～45cm）、個体距離（45～120cm）、社会距離（120～360cm）、公共距

離（360cm～）と特徴づけました。社会的距離は近い方から 3 番目のカテゴリーで、社会的距離の確保とは、こ

れまで私たちが知らない人と会話をするときに自然に（無意識に）取っていた相手とのある程度の距離（＝社会

距離）を、知っている相手、親しい相手と接するときさえ、同じ距離を空けるよう意識的に行動することを指します。

これまで当たり前のように近い距離だった人と、突然意識的に距離をとるようになって、心の面でもよそよそしさや距

離を感じるようになったと思った人もいると思います。そして、距離のとり方をめぐって人間関係がぎくしゃくすることを懸

念し、4 月 13 日には日本心理学会が米国の学会が示した「社会的距離を保つよう、感じよくお願いする方法」を

翻訳して紹介するに至ったわけです（https://psych.or.jp/special/covid19/Lets_Stay_Safe/）。 

個人空間には、他者の侵入を排除する防衛機能とともに、親密で積極的なコミュニケーションをとる親密性機能

があります（岡田，1974）。つまり、個人空間はただ自分を守るだけでなく、他者と親しくなるための道具（距離

を縮める）として機能していたわけです。学校や職場など、出会いから親しくなっていくプロセスを経ることが大切な組

織の中では、今年は距離を取りつつ親しくなるさまざまな実践や実験がなされています。来年度 4 月のスタートに向

けて、さまざまな組織の実践例が共有されることを期待したいですね。 
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広島学習センター所長  山田 隆 

 

 卒業研究の履修申請に先立って、履修希望学生との面談をすることになっている。彼らの

不安材料のひとつとして、「文章を書くのが苦手である」、「長文を書くことに慣れていない」とい

った問題があがる。実は、日常生活の中に文章を書く機会は沢山ある。例えば、スマホでメー

ルを送ったり、手紙を書いたり、会合の案内を出したり、議事録を取ったり、回覧板の連絡事

項を書いたり、人によっては日記をつけたりしている。それでも、論文として「まとまった」形に書き

上げるのが難しいという。この問題は、放送大学の学生にとどまらず多くの人の頭をも悩ませて

いる。その証拠に、ある大手の本屋をのぞいてみると、文章書きのハウツー本が書棚の 2 段分

を占め、ざっと見て 100 冊は並んでいた。ためしに 2~3 冊を手に取ってページをめくってみた。

論理的なパラグラフ構成が大切、序論―本論―結論の在り方はこうあるべき、建てる家をイメージして骨格を準備する、手持ち

の部品を骨格に合わせて組み立ててゆく云々が記されている。はて、これではますます書きにくくなってしまうのではないか？これら

の指南本を読破して、さあ始めましょうと立派な論文を仕上げた人が何人いるであろうか？小説家や評論家、ジャーナリストなど

文筆を職業としている人ならば、スラスラと思いを文字化して変幻自在に仕上げるのは朝飯前かもしれない。それでも、問題のあ

る人がいるらしい。太宰治や井上ひさしは極端な遅筆家として知られている。太宰は、語彙が貧弱だからペンが鈍る。言葉が正

しいかどうか不安だからいちいち辞林を調べてから書く。これが遅筆の公然の口実であったという。一方、井上の場合は、とにかく

立派なものを書かなくてはいけないというのが信条だったらしい。質が悪いものを出すくらいなら書かないほうが良い。大幅な遅れ

が出ても納得がいくまで推敲を重ね質の良いものしか出さない。その結果、いつも編集担当者は振り回されたという。この二人の

作家に「文章を書く」コツのようなものを見出すことができる。まず、太宰の例からは、事前の準備を周到にするということが思いつ

く。これから書こうとするテーマについて、関連事項をできるだけたくさん集めておくことである。文献を読み、大事な事項を断片的

でよいから記録しておく（文献と一緒に）。場合によっては、これら資料の適切な整理によって論文の骨格ができるかもしれない。

井上の例は反面教師として利用できる。立派なものを書こうと身構えたら素人は立ちすくむしかない。机に向かって、ペンと紙、あ

るいはパソコン画面を前にして何時間も無為の時間を費やすことになる。とにかく、書くことである。断片的でもよいから書けるとこ

ろからどんどん書いてゆく。書いているうちに筋道ができてくる。不明な部分や必要な部分は書いているうちに浮かんでくる。もちろ

ん最後にまとめ上げる時点では、井上の言う十分な推敲が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

「所 長 室 コ ― ―」 ナ か ら 

文章を書くということ 

～お知らせ～ 

広島学習センター前所長安原 義仁先生の寄稿文「黒死病とイギリスの大学」を広島学習センター

のホームページへ掲載しております。ぜひご覧ください。 

※掲載場所「放送大学広島学習センターホームページ→広島学習センターからのお知らせ→安原

義仁先生寄稿文」 
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各種申請・変更手続きについては下表のとおりです。学生生活の栞もあわせてご確認ください。 

各種申請手続き 概要・申請方法・申請先 

学生旅客運賃割引証 

(JR 普通乗車券、回数券) 
＊学部：学生生活の栞 P128～ 

＊大学院：学生生活の栞 P115～ 

・全科履修生・修士全科生・博士全科生対象。 

・自宅から所属学習センターへの通学や、面接授業で他学習センターに行く場合

に利用可能。研究調査での旅行は指導教員の指示が分かる書類が必要。個

人的用務での利用は不可。 

・普通乗車券の購入期間は面接授業・試験等の初日10日前～終了日5日後、

回数券の購入期間は発行日より 1 か月。 

・申請先 ➡ 所属学習センター 

学生教育研究災害傷害保険 
＊学部：学生生活の栞 P130～ 

＊大学院：学生生活の栞 P116～ 

・全ての学生種において加入することができる。 

・教育研究活動中に被る事故に対する補償を目的とする。 

・加入の翌日午前 0 時から保険適用が開始し、加入日に関わらず 10 月入学生は

9 月 30 日、4 月入学生は 3 月 31 日が保険終期となる。 

・基本保険料は 100 円(学籍が継続する限り６年間有効)。 

・申請先 ➡ 学習センター 

各種証明書の発行 
＊学部：学生生活の栞 P103～ 

＊大学院：学生生活の栞 P91～ 

・発行手数料は 1 通につき 200 円。 

・資格関係の証明書は発行までに 1 週間程度かかる。 

・窓口と郵送にて申請可能で下記書類等が必要。 

窓口：諸証明書交付願、学生証、手数料。 

郵送：諸証明書交付願、手数料分の郵便定額小為替証書(切手は不可、

現金の場合は現金書留で送付する)、宛先を明記し切手を貼付した返

信用封筒(長形 3 号)をすべて同封し学習センターへ郵送。 

・申請先 ➡ 学習センター(資格関係の証明書は所属学習センター) 
 

各種変更手続き 手続き方法・提出先 受付期間 

住所等変更 
＊学部：学生生活の栞P88 

＊大学院：学生生活の栞P80,84 

・「住所等変更届」を提出する(提出先 ➡ 学部は所属

学習センター/修士・博士全科生は本部教務課/修士選

科・科目生は本部学生課)。もしくはシステム WAKABA

の「教務情報→変更・異動手続」から手続きする。 

・住所変更は最寄りの郵便局にも転居届を提出する。 

随時受付 

(在籍期間終了後は変更不可) 

氏名等変更 
＊学部：学生生活の栞P88 

＊大学院：学生生活の栞P80,83 

・「氏名等変更届」を提出する(提出先 ➡ 学部、修士選

科・科目生は本部学生課/修士・博士全科生は本部教務

課)。もしくはシステム WAKABA の「教務情報→変更・異

動手続」から手続きする。 

・手続きの際は必ず戸籍、免許証等の変更前と変更後の

氏名が確認できる証明書の写しを添付する。 

随時受付 

(在籍期間終了後は変更不可) 

所属コース・専攻・

カリキュラム変更 
＊学部：学生生活の栞P86 

・「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(提出先 ➡ 本部学生課)。もしくはシステムWAKABA

の「教務情報→変更・異動手続」から手続きする。 

2021年度1学期からの変更受付 

10 月 20 日(火)9：00～ 

12 月 7 日(月)24：00 

所属学習センター

変更 
＊学部：学生生活の栞P87 

＊大学院：学生生活の栞P79,83 

・「所属学習センター変更願」を提出する(提出先 ➡ 学

部、修士選科生は本部学生課/修士・博士全科生は本

部教務課)。もしくはシステム WAKABA の「教務情報→変

更・異動手続」から手続きする。 

2021年度1学期からの変更受付 

10 月 20 日(火)9：00～ 

2 月 8 日(月)24：00 

単位認定試験 

受験センター変更 
＊学部：学生生活の栞P71～ 

＊大学院：学生生活の栞P68～ 

・「単位認定試験受験センター変更願」を提出する(提出先 

➡ 本部学生課)。もしくはシステム WAKABA の「教務情

報→変更・異動手続」から手続きする。 

※2020 年度第 2 学期の単位

認定試験は自宅受験に変更し

たため、届けは必要ありません。 

●○各種申請・変更手続きについて○● 

事務室からのお知らせ 
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通信指導とは、放送授業または一部のオンライン授業について、各学期の途中に1回一定の範囲から出題された課題

について、その答案を提出し担当教員の添削指導を受けることです。下表の提出期間内に郵送もしくはWeb通信指導に

て提出してください。未提出の場合は単位認定試験の受験資格が得られませんので、必ず締切日までに提出しましょう。   

未提出や不合格の場合は、当該科目を登録した次学期に在学(休学は除く)している場合に限り、再度通信指導を

受けることができます。 

 

＊通信指導問題は、印刷教材と一緒に送付します(一部科目は別に送付する場合があります)が、11月5日(木)までに

届かない場合は、大学本部(043-276-5111)に連絡してください。 

＊同一科目答案を郵送とWeb通信指導両方で提出した場合は、Web通信指導の方を評価対象とします。 

＊添削結果は、択一式科目の場合は1月8日(金)、記述式科目の場合は1月18日(月)までに送付されます。もし届

かない場合は、大学本部(043-276-5111)に連絡してください。  

＊通信指導の内容に関する質問は、提出期間締切後までお受けできません。提出期間後に疑義等が生じた場合は、

システムWAKABAの「授業サポート→質問箱」または「質問票」を用いて質問してください。 

 

 

 

 

 

2020 年度 10 月入学生の方及び全科履修生で学生証の有効期限が切れた方は、広島学習センター・福山サテラ

イトスペースの事務室窓口で、学生証をお渡ししています。顔写真が未登録の方は、インターネットのシステム

WAKABA の「教務情報→学生カルテ」から写真登録するか、「写真票」を本部学生課まで提出してください。 
 
受け取り方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵送 11 月 17 日(火)～12 月 1 日(火)放送大学本部(千葉市美浜区若葉 2-11)必着 

Web 通信指導 

(インターネット) 
11 月 10 日(火)10：00～12 月 1 日(火)17：00 

窓口 入学許可書または有効期限の切れた学生証をお持ちください。 

郵送 

下記の書類を同封して、広島学習センターまたは福山サテライトスペースまでお送りください。 

・郵送による学生証交付願(下記の用紙を切り取り、必要事項を記入してください) 

・新規・継続入学生は「入学許可書」及び「運転免許証等顔写真の入った証明書(継続入学生は

旧学生証の同封でも可)」のコピー 

・在学生は、有効期限切れの学生証 
・返信用封筒(宛名を記入し 84 円切手を貼付したもの) 

-------------------------------------------------- キリトリ --------------------------------------------

----- 

---- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

●○学生証の交付について○● 

郵送による学生証交付願 

   年   月   日 

 

氏名                                         電話番号                       

学生番号                          

学生の種類等（○で囲んでください） 

【学部】 全科履修生・選科履修生・科目履修生・特別聴講学生   【大学院】 修士全科生・修士選科生・修士科目生 

◆来所が困難な理由◆ 

遠方のため・仕事等の都合・その他(具体的に：                           ) 

●○通信指導について○● 

学生生活の栞(教養学部 P66～/大学院 P63～)参照 

事務室からのお知らせ 
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●○面接授業の追加登録について(教養学部生対象)○● 

追加登録の手続きはどうやってやるの？ 

 

①空席発表で面接授業の空席数・追加登録期限を確認しましょう！ 

●空席のある面接授業科目の発表日：10 月 17 日(土)12：00 

空席状況は学習センター・サテライトスペース掲示、及び放送大学のホームページでお知らせします。 

10 月 23 日(金)15：00 よりシステム WAKABA からリアルタイムで空席状況が確認できます。 

 

②追加登録申請をしましょう！ 

●受 付 期 間：10 月 23 日(金)～科目ごとに定められた追加登録受付期限日 

●受付最終日： 1 月 17 日(日) (2 月開講科目もこの日までで受付終了します) 

＊追加登録期間前に開講する科目は追加登録できません。 

＊受付期限は原則開講日の 1 週間前です。一部例外もあります。 

＊定員に達し次第、その科目の追加登録受付を締め切ります。 
 

追加登録申請受付は、面接授業を開設する学習センター・サテライトスペースで行います。広島学習センター

及び福山サテライトスペースでは、受付初日は、10：00までに来所された方の追加登録申請科目を確認し、空

席を上回る申請があった科目は、抽選により追加登録をする方を決定します。それ以降は、先着順に受け付けを

します。（※37.5 度以上の発熱がある方、体調不良の方は来所を控えてください。） 

＊希望者多数の科目は、直接来所の方を優先します。 

＊福山サテライトスペース開設科目を郵送申請される場合は、広島学習センターへ郵送してください。 

＊郵送の場合、登録できなかった科目の授業料は、返金にかかる費用を差し引いた金額を返金いたします。 

●○追加登録申請方法○● 

事務室からのお知らせ 

学生生活の栞(教養学部 P36～,P63～) 面接授業開設科目一覧 面接授業時間割表中国・四国ブロック版 

窓 口 

●左記「追加登録に必要なもの」を提出 

●その場で科目登録決定通知を受け取り登録完了 

追加登録に必要なもの 

●面接授業科目追加登録申請書 

●学生証 

(郵送の場合はコピーを申請書に貼付) 

●授業料 

(1 科目：5,500 円) 

●郵送の場合は返信用封筒 

(宛先明記・84 円切手貼付) 

郵 送 

●左記「追加登録に必要なもの」を現金書留で学習

センターに郵送 

●科目登録決定通知を学習センターから返送する 

面接授業って何？ 

 

面接授業とは、学習センター等で

他の学生と一緒に直接講師から指

導を受ける授業のことです。面接授

業は8回(1時間30分×7回＋45

分×1回)で1科目(1単位)が構成

されています。 

追加登録の注意事項 

 

広島・福山では、広島県内及び

中国地方にお住まいの学生以外の

受講はお控えいただいています。 

他の学習センターにおいても越境

受講を認めていないセンターがありま

すので事前に確認してください。 

今学期開設面接授業 

まだ申込みはできるの？ 

 

追加登録で申し込みが可能で

す。科目登録決定後に、空席の

生じた科目について、追加登録の

申し込みを受け付けます。 
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学習センター・サテライトスペース内で個人のパソコンやスマートフォン、タブレットを無線 LAN 接続することが可能です。

無線 LAN 利用にあたっては下表の 3 点 を事務室へ持参しアカウントを申請してください。アカウントの交付には 2 日

程度時間を要します。 アカウントの有効期限は在学期間です。再入学した場合は再度申請する必要があります。 

無線 LAN 使用にあたっては、申請書裏面に書かれている利用条件を遵守してください。 

 

➀ 無線 LAN 利用申請書(学習センター事務室窓口にて用紙を申請) 

② 学生証 

③ 
サイバーセキュリティ研修修了証 

(システム WAKABA の放送大学自己学習サイト内「情報セキュリティ研修(学生用)」)  

 

 

 

 

 

◆システム WAKABA の入り方 

放送大学ホームページ(https://www.ouj.ac.jp/) ➡ 「在学生の方へ」 ➡ 「システム WAKABA(教務情報シ

ステム)」 ➡ 放送大学認証システム画面から ID とパスワードを入力しログイン 
 

＊ログイン ID とパスワードは入学許可書に記載されています。ログイン ID とパスワードが不明な場合は、放送大学

本部(043-276-5111)へお問い合わせください。 
 

◆システム WAKABA の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●○学生専用 Web システム(システム WAKABA)を活用しましょう○● 

事務室からのお知らせ 

学内リンク 

●Web 通信指導 

●オンライン授業 

●放送授業のインタ

ーネット配信 

●単位認定試験問

題・解答の閲覧 

●面接授業日程・概

要の確認 

●新規開設科目の

印刷教材試し読み 

●放送大学自己学

習サイト 

キャンパスライフ 

●学内連絡(大学・学

習センターからの連絡

の確認) 

●各種届出・申請(様

式をダウンロード) 

●学内 FAQ(学内の

よくある質問と回答を

掲載) 

●セミナーハウス予約 

授業サポート 

●授業連絡(履修中

の科目・ゼミの教員か

らの連絡を参照) 

●資料室(授業・教材

に関する各種資料をダ

ウンロード) 

●質問箱(履修中の

科目について教員へ質

問を登録・回答を確

認) 

教務情報 

●学生カルテ(学籍情報・履修情報・単位修得状況情報・教材発送状況等を確認) 

●変更・異動手続(各種情報の変更等を申請) 

●履修成績照会(履修した科目の成績を確認) 

●科目登録申請(次学期の科目登録申請や登録申請済みの科目の内容の確認) 

●継続入学申請(継続入学の登録申請) 

キャンパスメール 

 

●○学内無線 LAN 接続サービスについて○● 

学生生活の栞(教養学部 P116～/大学院 P103～) 

学生生活の栞(教養学部 P118～/大学院 P106～) 
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学習をすすめるうえで疑問に思うことは、「学生生活の栞」、「学習センター・サテライトスペース利用の手引き」や「往還

ノート(当冊子)」を参考にしてください。また、学習センター・サテライトスペース事務室の掲示板には、面接授業・公開特

別講座等、単位認定試験、その他学習に関するお知らせ・連絡事項を掲示しています。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務室からのお知らせ 

広島学習センター文化祭<展示会> 

 

●○大学からの送付物・事務室の掲示板を必ず確認しましょう○● 

 

行事のお知らせ 

放送大学広島学習センター 開設 30 周年記念公開講演会 

 

 

 

 

人生 100 年時代の生涯学習と放送大学  (14：00～15：30) 

講師：来生 新 （放送大学学長） 

 

英国オープン・ユニバーシティの半世紀を振り返って―放送大学への示唆― (15：30～17：00) 

講師：安原 義仁 （広島大学名誉教授・放送大学広島学習センター前所長） 

 

■日 時：10 月 31 日(土)            ■定 員：100 名(要予約) 

■場 所：広島大学東千田未来創生センター ４階講義室 （広島大学東千田キャンパス内） 

■申込先：広島学習センター事務室 

 
 

 学生団体、同窓会会員、学生の皆様、客員の先生方より出品いただいた絵画、写真、俳句、短歌等を展示

します。 展示時間内は自由にご覧いただけます。 

■日 時：10 月 31 日(土) 14：00～18：00 
        11 月  1 日(日)  9：30～16：30 

■展示会場：広島学習センター小・中講義室(4 階) 

作品展示について 

 
 

放送大学広島学習センター   

開設 30 周年記念公開シンポジウム  

 

■日 時：11 月 1 日(日) 

■場 所：広島学習センター大講義室(3 階) 

第１部：13：30～14：30 放送大学に学んで 学生４名による体験談 

第２部：15：00～16：00 放送大学への期待 パネルディスカッション 

※事前申込は必要ありません。 
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 3 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

閉所日(月曜日、祝日、年末年始、所長が必要と認めた日)　　（※）臨時閉所日

１０月 １１月

29日(火)～1月3日(日)　年末年始閉所期間
13日(水)～21日(木)　単位認定試験(自宅での受験)

※当初の予定から変更しています。

  3日(土)　大学院入試(筆記試験)

17日(土)　面接授業空席発表

23日(金)　面接授業追加登録

31日(土)　広島学習センター開設30周年記念講演会

　　　　　　　文化祭<展示会>(広島)

  1日(日)　広島学習センター開設30周年記念公開シンポジウム

　　　　　　　文化祭<展示会>(広島)

10日(火)10：00～12月1日(火)17：00　通信指導提出期間(Web)

17日(火)～12月1日(火)必着　通信指導提出期間(郵送)

26日(木)～　2021年度第1学期学生募集開始

                    第1回募集：11月26日(木)～2月28日(日)

                    第2回募集：　3月　1日(月)～3月16日(火)

１２月 １月

行事のお知らせ 

 

スケジュール（10 月～1 月） 

広島学習センター所長を交えて、学生・卒業生同士で「お話」しましょう。 

入学してよかったこと、学習の悩みや疑問、他の学生はどんなふうに学習しているの？等々、交流の輪を広

げ、放大ライフをもっと楽しみましょう。 
 
■日 時：2 月 7 日(日)14：00～16：00 ■場 所：広島学習センター会議室(4 階)予定 

■申込先：広島学習センター事務室へ電話、又は 0321366664@campus.ouj.ac.jp(同窓会)へメール 

■申込締切：1 月 31 日(日) 

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合がありますことをご了承ください。 

放送大学広島同窓会主催 

山田所長を囲んでの座談会  
(在学生・同窓会会員・卒業生対象) 


