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外国語のすすめ 
 
坂本 千代 兵庫学習センター客員教授 
神戸大学名誉教授（国際文化学研究科） 
専門 フランス文学 

  

 

大学のフランス語教師として30年以上働いてきましたが、ときどき「なぜフランス語を学ぶ必要が

あるのですか？どうしても外国語が必要なら、英語ができれば十分ではないですか？」と言われるこ

とがあります。その時はだいたい以下のように答えています。 

外国語は人生をより豊かに楽しくするための知識です。ある人は「新しい言語を学ぶことはもうひ

とつの人生を生きるようなものだ」と言いました。未知の外国語を学ぶ時には、だれでもまず生まれた

ての赤ん坊のように一歩ずつ基礎的なことから覚え込んでいかなくてはなりません。ただ、小さな子

どもと違って、私たちは大人の頭脳を駆使してより効率的にその言語を学ぶことができます。大人は

また、新しい言語を自分のすでに知っている言語と比べたり置き換えたりして、そのおもしろさや複

雑さを味わうことができます。「言語は世界を見るための窓」と言った人もいました。ひとつの窓（母

語）だけでなく、2 つあるいは 3 つ以上の窓があると、この世界の多様な側面を捕えやすくなります。

そしてこれらの窓（言語）にも様々な特性・個性があるのです。 

以前のことですが、友人と話していて「中年の危機」という言葉が出てきました。これはもともと 

midlife crisis から来た言葉のようです。この「中年の危機」に相当するフランス語表現はと言うと、

厳密な心理学用語は別にして、よく使われるものは démon de midi、直訳すると「真昼の悪魔」です。

（『ディコ仏和辞典』で調べると「中年を襲う性愛の誘惑」と説明されています。）この démon de midi

を「中年の危機」と比べてみると、「中年」を（人生の）「真昼」とみなし、（性愛の）「危機」を「悪魔」

と擬人化(?)するフランス人の感性はとてもおもしろいと思ったものでした。 

16 世紀の神聖ローマ皇帝カール 5世（スペイン王カルロス 1世）の言葉とされるものに「馬にはド

イツ語で、鳥には英語で、友人にはフランス語で、恋人にはイタリア語で、神にはスペイン語で話すべ

きだ」というのがあります。また、18 世紀末から 19 世紀初めにかけて活躍したスタール夫人の『ドイ

ツ論』には次のような文章が出てきます。「ドイツ語は自然描写にフランス語は社会描写に使うべきで

ある。ゲーテは『ヴィルヘルム・マイスター』の中であるドイツ人の女性に、恋人がフランス語で手紙

をくれたので、彼が彼女から離れたがっていることに気づいたと言わせている。事実フランス語には、

言外の言葉や、あることを言わないための言葉、約束することなく期待させたり、拘束することさえな

いのに約束するためなどの多くの言い回しがある。ドイツ語にはそんな柔軟性がない。そしてそのま

までよいのだ。」（『ドイツ論 1』梶谷温子ほか訳、第1 部第12 章） 

皆さん、もうひとつ新しい言語を勉強してみてはいかがでしょうか？ 
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面面接接授授業業ととはは         （※参照『学生生活の栞』学部P35～39 学部生のみ対象） 

 
放送大学では、全国の学習センター等において「面接授業（スクーリング）」を実施しています。面接授

業は、直接教員から指導を受ける機会として重要であるばかりでなく、学生相互の交流・啓発の場としても

広く活用されています。 
 
面接授業は 1 科目が 1 単位となり、全 8回（90 分×7 回＋45 分×1 回）行います。（原則、8回目の授業

時間内に試験・レポート等を行う。）全科履修生の方は、卒業要件として面接授業又はオンライン授業の単

位を 20 単位以上修得する必要があります。また、選科履修生・科目履修生は必修ではありませんが、自分

の学習したい内容に合わせた面接授業を受講できます。 
 
在学生で次学期も学籍が続く方は、「科目登録申請要項」に基づき、システム WAKABA もしくは郵送で、

「面接授業時間割表」にある次学期の科目登録を行います。新規入学・再入学（継続入学を含む）の方も入

学当初に面接授業を登録できますが、出願の手続き期限等が通常と異なりますので、募集要項等をご確認く

ださい。 
 
2022 年度第 2 学期の面接授業は、10 月 15 日（土）～2023 年 1 月 29 日（日）の間、全国の学習センタ

ーで開講しています。開設科目の詳細（日程・概要等）は、放送大学ウェブサイトおよび学習センターホワ

イエにて閲覧できます。 
 

 
 
 
 
 
 

「「科科目目登登録録決決定定通通知知書書」」ををごご確確認認くくだだささいい  

・科目登録後の取取消消・・変変更更ははででききまませせんん。。慎重に選択のうえ申請してください。 
・「科目登録決定通知書」が届いたら、登録された科目・授業日程を必ず確認してください。 
・科目登録したにもかかわらず、通通知知書書にに記記載載さされれてていいなないい科科目目はは、、抽抽選選にによよりり落落選選した科目で 

あり受講できません。ご注意ください。 
 

    「「教教科科書書」」のの準準備備  

・「教科書」を指定している科目は、講義に必ず持参してください。 
「面接授業時間割表」の授業概要（シラバス）をご確認の上、各自で用意してください。 
不所持の場合は成績評価にかかわる場合があります。 

・教科書によっては書店で取り寄せが必要な場合があり、時間を要するものがありますので余裕をもって

注文・購入してください。 
・兵庫学習センターおよび姫路サテライトスペースでは、面接授業の教科書は販売しておりません。 
※「参考書」は受講する前に読んでおいた方が良いものや授業を理解する上で参考となるものです。 

購入は必須ではありません。 

2022 年度第 2 学期 面接授業について 

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等の不測の事態により、

2022 年度第2 学期の面接授業が学習センター内で実施できなくなっ

た場合は、「閉講」または「WEB（Zoom）授業で開講」します。 
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  当当日日のの受受講講  

・当日は授業開始時刻までには教室に入室してください。 
・教室の場所は、当日学習センターの掲示でご確認ください。 
・当日の携行品 

１．学生証 
２．授業内容に応じて必要とされるもの 
「教科書」の他にも「受講生が当日用意するもの」を指定している科目がありますので、必ず「面接

授業時間割表」の授業概要（シラバス）で携行品の必要の有無をご確認ください。 
３．その他（筆記用具、ノートなど） 

・兵庫学習センター（神戸大学構内）には、学生用駐車場がありませんので、公共交通機関等を利用し

てください。 
・兵庫学習センターには、食堂がありません。 

神戸大学構内の食堂及び売店の営業は保証できませんので、昼食は各自でご用意ください。 
 

追追加加登登録録ににつついいてて   （※参照 2022年度第 2学期 面接授業開設科目一覧 P9～15） 

 
科目登録決定後、収容定員に空席のある科目については、当該科目を開設する学習センター窓口で追加登録

を受付けます。追加登録の受付方法は各学習センターで異なりますので、当該学習センターへお問い合わせ

ください。 
■■  空空席席状状況況のの発発表表：：1100 月月 1155日日（（土土））1122：：0000  

空席状況は学習センター掲示板および放送大学ウェブサイトでお知らせします。 
10 月 20 日（木）15：00 以降は、システム WAKABA でリアルタイムの空席状況が確認できます。 
※兵庫学習センターおよび姫路サテライトスペースの 2022 年度第 2 学期の追加登録可能科目は 11 月以降

開講の面接授業に限ります。10 月開講の面接授業は追加登録の募集は行いません。 
 
■■  追追加加登登録録期期間間：：1100 月月 2200 日日（（木木））～～科科目目毎毎にに定定めめらられれたた期期限限日日ままでで  

科目毎の追加登録受付期限日については、空席状況発表時に放送大学ウェブサイトに掲載します。 
 
■ 申申請請方方法法（兵庫学習センター・姫路サテライトスペース開設科目）  

受受 付付 初初 日日：：1100 月月 2200 日日((木木))  1100：：0000  抽抽選選 抽選会場は兵庫・姫路のどちらでも可。抽選後は先着順。 

受受付付 22 日日目目：：1100 月月 2211 日日((金金))  以以降降     兵庫に電話連絡のうえ、「窓口」または「郵送」で手続き。 

                    （兵庫学習センター ᔎᔏᔐ078-805-0052）  

■ 申申請請時時必必要要書書類類 
窓口申請の場合 

１．面接授業追加登録申請書（面接授業時間割表［近畿ブロック版］巻末、ウェブサイトに掲載） 
２．学生証（コピー不可） 
３．所定の授業料 1 科目 5,500 円 

 
郵送申請の場合 ※電話連絡のうえ、下記４点を現金書留で郵送してください。 
１．面接授業追加登録申請書（面接授業時間割表［近畿ブロック版］巻末、ウェブサイトに掲載） 
２．学生証のコピー 
３．所定の授業料  1 科目 5,500 円 
４．返信用封筒（長 3 型封筒に宛名明記、84 円切手貼付） 
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兵兵庫庫学学習習セセンンタターー客客員員教教授授にによよるる「「特特別別講講義義（（ゼゼミミ））」」ととはは 

 
放送大学の正規カリキュラムとして開講している面接授業とは異なり、受講することで単単位位取取得得はは出出来来

まませせんんが、いずれの科目とも客員教授の専門分野に関する講義です。受講料は無料ですが、テキスト代等の

実費が必要な講義もあります。 
受講を希望される方は、下記の受付開始日より兵庫学習センターで開講する講義は兵庫学習センターへ、

姫路サテライトスペースで開講する講義は姫路サテライトスペースへ、それぞれお申し込みください。 
※※前前学学期期受受講講ししてていいたた講講義義をを引引きき続続きき受受講講すするる場場合合ででもも、、教教室室のの定定員員のの関関係係ががああるるたためめ新新たたににおお申申しし込込

みみををおお願願いいいいたたししまますす。。  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受受講講申申込込ににつついいてて 

 
■■  受受講講資資格格  

   ・ 10 月以降、兵庫学習センター所属または姫路サテライトスペース所属である学生 
      ・原則として、１学期間（2022 年 10月～2023 年 3 月）毎回受講ができる学生 
 
■■  受受付付開開始始日日時時    1100 月月 1111日日（（火火））1100：：3300  ～～  （月曜日、祝日を除く）  

 
✔ 上記の受付開始日時以降、電話にてお申し込みください。 
  電話受付のみとなっておりますのでご注意ください。当日窓口へお越しいただいても受付できません。 
✔ 先着順に受け付け、定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。 
✔ 受講者本人がお申し込みください。（複数人を一人が申し込む代理登録は不可。） 
 
         
 
 
  
■■  申申込込方方法法      電話にてお申し込みください。直接、事務室の窓口では受付できません。  

             兵兵庫庫  開講の講義  兵庫学習センター ᔎᔏᔐ078-805-0052 
             姫姫路路  開講の講義  姫路ｻﾃﾗｲﾄｽﾍﾟｰｽ  ᔎᔏᔐ079-284-5788 

2022 年度第 2 学期 特別講義開講について 

現在、対面式での講義を予定していますが、今後の新型コロナウイルス感染症の状況によりオンライ

ン(Zoom)形式での講義となる場合があります。 

どちらの方法で実施するかは 10月初めに WAKABA の｢学内連絡｣(学習センターから)でご案内しますの

で、必ずご確認ください。 

Zoomを利用いただくには、カメラ・マイク・スピーカー付きのパソコン、タブレット、スマホなどの

機器と双方向での映像・音声情報交換ができるネット環境が必要です。(通信が途切れてしまわぬよう、

Wi-Fi を利用することが最低条件)また、スマホを利用する場合には、通信量(1時間あたり最低400～

500MB 消費)や通信速度などについてもご注意いただく必要があります。 

※第２回募集期間でのご入学の方は、受付開始初日には、まだ学生番号が付与されていない

可能性があります。 
学生番号付与が未だの方は、本人確認ができない為、申し込みの受付はできませんのでご

了承ください。 
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兵兵庫庫学学習習セセンンタターーでで開開講講すするる特特別別講講義義（（ゼゼミミ））    申込電話番号 � 078-805-0052 

 

 
 

✔ 担当講師の都合により、日時を変更する場合があります。予めご了承下さい。 

✔ 前学期に引き続き受講を希望する方も、改めて申込が必要です。 

講義名 定員

オンライン心理学入門１ 25

曜日・時間 テキスト

火曜日　13：30 ～15：00 10/18 11/15 12/13 2/14 3/14
不要

（プリント配付）

講義名 定員

食環境学入門－食の安全をどう考えるか 25

曜日・時間 テキスト

火曜日　13：30 ～15：00 10/25 11/22 12/20 2/21 3/7
不要

（プリント配付）

講義名 定員

フランスの「時代小説」を読む 25

曜日・時間 テキスト

水曜日　13：30 ～15：00 10/19 11/16 12/21 2/15 3/15
不要

（プリント配付）

講義名 定員

超高齢社会におけるWell-beingについて考える 25

曜日・時間 テキスト

水曜日　13：30 ～15：00 10/26 11/30 12/14 2/22 3/22
不要

（プリント配付）

開催予定日

　ユゴー『ノートル=ダム・ド・パリ』『九十三年』、デュマ『三銃士』『ブラジュロンヌ子爵』、サンド
『モープラ』など、19世紀の文豪たちが古い時代を取り上げて架空の登場人物を活躍させる「時代小説」
を読んでみましょう。

開催予定日

担当講師

岡田　修一（専門：身体運動科学）

内　　　　　容

　Well-being(ウエルビーイング)は、身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念で
す。本講義では、超高齢社会に生きる私たちの Well-beingについて、受講生の皆さんと共に考えてみたい
と思います。

担当講師

白杉　直子（専門：食環境学）

開催予定日

担当講師

坂本　千代（専門：フランス文学）

内　　　　　容

内　　　　　容

　「デジタルライフの光と陰」をテーマに受講者と議論する。今期のトピックスは、リモートワークと
リーダーシップ、ケータイ・ゲーム・SNSへの依存と対策、デジタルデトックスとミニマルライフを予定。

担当講師

米谷　淳
（専門：実験心理学・社会心理学）

開催予定日

内　　　　　容

　食の安全に関心を持ちながらも、氾濫する情報をどのような考え方で取捨選択したらよいのか、戸惑う
人は多いのではないでしょうか。リスク分析の学習を通して、科学的な視点に基づいた情報への向き合い
方を模索しましょう。
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姫姫路路ｻｻﾃﾃﾗﾗｲｲﾄﾄｽｽﾍﾍﾟ゚ｰーｽｽでで開開講講すするる特特別別講講義義（（ゼゼミミ））    申込電話番号 � 079-284-5788 

 
※開催場所：イーグレひめじ 4階（10 月：セミナー室C・D、11～3 月：セミナー室 A） 

講義名 定員

資本主義と日本経済 25

曜日・時間 テキスト

木曜日　13：30 ～15：00 10/20 11/17 12/15 2/16 3/16
不要

（プリント配付）

講義名 定員

水辺の生態学 25

曜日・時間 テキスト

金曜日　13：30 ～15：00 10/28 11/18 12/16 2/10 3/17
不要

（プリント配付）

講義名 定員

Webでプログラミングを 16

曜日・時間 テキスト

金曜日　13：30 ～15：00 10/21 11/18 12/16 2/17 3/17 不要

担当講師

担当講師

萩原　泰治（専門：産業連関分析）

内　　　　　容

　産業連関分析について講義をします。産業連関分析は産業部門間の相互依存関係を取り扱います。
この講義を通じて、経済循環、経済波及効果の分析、雇用、環境の分析、地域間・国際間の相互依存関係
の理解を深めます。

開催予定日

角野　康郎
（専門：植物生態学・保全生態学）

内　　　　　容

　「水辺の環境学」の締めくくりとして、湿地(水辺環境)の生きものたち(ヒトも含む)の生態に焦点を当
てます。開発や人間活動の影響で大きく姿を変えた湿地と生きものたちの現状から、ヒトと自然の未来を
考えます。

開催予定日

担当講師

森下　淳也（専門：情報科学）

内　　　　　容

　パソコンのブラウザを使いhtmlとjavascriptという2つのプログラム言語を習得することを目指します。
ブラウザとテキストエディタがあればどんな環境でも使えるので特別なものは準備しなくて良いです。勿
論、便利な道具となるフリーソフトも紹介、活用します。
　資料はGoogle Workspaceを活用して電子的に配布いたします。
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木曜日　13：30 ～15：00 10/20 11/24 12/22 2/16 3/9
不要

（プリント配付）

担当講師

角野　康郎
（専門：植物生態学・保全生態学）
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　「水辺の環境学」の締めくくりとして、湿地(水辺環境)の生きものたち(ヒトも含む)の生態に焦点を当
てます。開発や人間活動の影響で大きく姿を変えた湿地と生きものたちの現状から、ヒトと自然の未来を
考えます。

開催予定日

－6－
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7 月 5 日（火）、兵庫学習センター 岡田修一所長が 

恒例の学生募集キャンペーンで、学生の飯田敏郎さ

んと FM ゲンキ に出演されました。 

FM ゲンキは、姫路市を中心に放送するコミュニティ

FM ラジオ放送局です。 

姫路ｻﾃﾗｲﾄｽﾍﾟｰｽに在学中の飯田さんと、「放送大学

での学び」について楽しくお話されました。 

入学をきっかけに、興味のある分野に次々とチャレ

ンジする飯田さん、応援しています！ 

― ピアサポーターが皆さんの学生生活を支援します！ ― 

9 月より、学習相談・サークル相談・パソコン相談などを実施します。 

詳しくは、兵庫学習センターのホームページをご覧ください。 

2022 年度学生研修旅行は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑みて、中止となりました 

学生ピアサポーター制度が始まります！ 

 

 

 

 

 

ポスターセッションのお知らせ 

  兵庫学友・同窓会の主催で、卒業研究・修士論文の発表会を開催します。 

  日 時 令和4年 10 月 2 日（日）13：30～16：30 頃 場 所 兵庫学習センター 多目的室 

 

2022 年度文化祭のお知らせ 

11 月 12 日(土) ・13 日（日）兵庫学習センター文化祭を開催します。 

作品展への出品、企画を募集しているほか、公開講演会を予定しています。 

●●  文文化化祭祭作作品品展展示示・・企企画画  

作品展示期間：11 月 12 日(土) ～ 27 日（日） 作品出展・企画の申込期間：11 月 6 日（日）まで 

申込方法：申込用紙を兵庫学習センター事務室へ 
※「展示作品申込書」・「文化祭企画申込書」をシステム WAKABA に掲示しています。 

 

  ●●  兵兵庫庫学学習習セセンンタターー、、兵兵庫庫学学友友・・同同窓窓会会共共催催  公公開開講講演演会会  

１.テーマ（仮） 「東南海地震にどのように備えるか」       講師：兵庫県広域防災センター 

「東南海地震のメカニズムと地震・津波被害予想について」 講師：神戸地方気象台 

２.日  時    令 和4年 11 月 12 日（土）13：30～16：30 

３.場  所   神戸市中央区文化センター 会議室 1103 （住所）神戸市中央区東町 115 番地 11 階 

４.申込・問合先 兵庫学友・同窓会事務局 高東嘉毅 y.takatoh6301@gmail.com 

 

岡田所長が FM ゲンキ「飛び出せ！まちの元気人」に出演しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの佐々木ともみさん、飯田さん、岡田所長 
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興味のある方は、サークル代表者にご連絡ください。ご参加お待ちしています！ 

 

代　表　者

連絡先

　　　　　　　　E-mail：cjd47870@ams.odn.ne.jp

地学サークル
月に１回、地質、環境、トピックス、災害について語り、年２回程度地層や

関連施設の見学を行う。

中野　嘉人

☎080-5368-1584

サークル・ヒストリエ
月１回、西洋古典の著作の中から優れた作品を選択し、会員全体で輪読す
る。

松本　信一
☎078-992-6547

「健康と病気」

清談・漫談
２ヶ月に１回程度の学習会を開催する。

松浦　久美
☎090-9252-7742

経済と金融を学ぶ会
第３土曜日の午後、テキストと関連資料により学習し、テーマに沿って意見

交換する。
　　　　　　　　 E-mail：medakakojiro@yahoo.co.jp

本城　健二
☎090-8377-7047

ＩCＴサークル
（ＰＣＱＡサークル）

パソコン等の疑問について、参加者がお互いに情報交換を行える場を設けて
います。ご自由に参加ください。

　　　　　　　　E-mail : campus.ouj.hyougo.pcqa@gmail.com
　　　　　サークルHP : https://sites.google.com/site/pcqacircle

中倉　　清

ＥＳＳサークル
月１回、コミスタこうべにて、簡単な英語を使って練習する初級英会話サー
クルです。

　　　　　　　　E-mail：okamagy20@jcom.zaq.ne.jp

岡島　伸吉

☎078-821-7320

ゴルフ同好会 ２ヶ月ごとにゴルフコンペを開催する。
小野　雅章

☎078-851-2883

武田義明先生と
里山を歩こう会

毎月第一金曜日に、近郊の里山に出かけて、植物の観察を行います。顧問
は、神戸大学名誉教授武田義明先生。（7月、1月は原則お休み）
　　　　　　　サークルHP：http://housou0052.main.jp/index.html

　　　　　　　　Cメール希望致します。

玉垣　久美子
☎090-3032-3237

中国語会話サークル
月２回、中国語会話のレッスンを行う。 東　　晃弘

☎078-752-9328

生命と人間を考える研究会
（ＳＬＨ研究会）

毎月１回土曜日の午後に、医学の視点からヒトのからだと、哲学の視点から

こころに付いて学ぶ。顧問は神戸大学医学部名誉教授の岡田安弘先生です。
　　　　　　　　E-Mail : y.takatoh6301@gmail.com

高東　嘉毅
☎090-1719-6301

「うたごえ」

先生の指導を受けながら、男女約15人のメンバーで楽しく歌っている合唱
サークルです。レッスンは月１～2回、７階多目的室で。秋には皆さんに呼

びかけてオープンレッスンを開催します。
　　　　　　　　E-mail: saitoh-suma＠hi-net.zaq.ne.jp

斎藤　修二

☎080-1407-5489

数学おもしろクラブ
毎月１回 原則日曜日（午前10時～12時30分）に開講しています。神戸大学
稲葉太一先生を招聘し、「線形代数学」を和気あいあいの雰囲気の中で学習

します。　　　  E-mail：qqn63ht9n@voice.ocn.ne.jp

山本　國夫

☎090-6962-1595

歴史同好会
－クリオの集い－

会員有志による自由テーマで幅広く歴史を学ぶ。月１回、学習会を開く。
　
　　　　　　　　E-mail:s654649k@gmail.com

鹿毛　　聡
☎090-2382-4417

でじかめくらぶ
季節に合わせ、随時例会を企画。ホワイエ掲示板に写真の展示。期末には東
京周辺の旅を企画。

石井　立夫
☎06-6431-6563

Ｃ言語研究会
Ｃ言語のプログラミングの演習等を行う。（兵庫SC）
エクセル、ワードの演習等を行う。（姫路SS）

素川　幸男
☎090-7763-3252

団体・サークル名 活　動　内　容

やまびこ
毎月第２日曜日に近郊日帰りで例会山行しています。ホワイエに例会案内を

掲示しています。体験参加を歓迎しますので、一緒に歩きましょう。

平野　祐子

☎072-770-2957

サ ー ク ル 紹 介 
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でじかめくらぶ 

“でじかめくらぶ”と言っても、所謂カメラマニアの集まりではありません。本格的な撮影技術

を競うものではありませんので、腕に覚えは不要です。季節の花を探しに行ったり、古い町並みや

お城・社寺などを訪ねています。３月には千葉の学園本部にあるセミナーハウスの宿泊施設を拠点

にして、恒例の江戸下りの旅を企画しています。一緒に遊びに行きましょう。 

Ｃ言語研究会 

「C 言語研究会」は、演習第一主義、毎月、兵庫学習センターの実習室で初心者向けの「C 言語

の基礎と応用」と中上級者向けに「ラズベリーパイ、アルディーノの応用」、「機械学習と深層学

習」 (小高知宏著 オーム社 )、スクラッチの演習等色々なものに興味を持ってプログラム演習を

しています。外部からは、「難しそう」と思われているようですが、初心者にも分かりやすく、例

会の時に作成するプログラムは、エラーを取り除いて、必ず動作させ、プログラミングを楽しんで

います。C 言語研究会の演習の資料は、放送大学兵庫同窓会のホームページのサークル活動内で公

開しています。プログラミング等に興味のある方は例会の時に、実習室にお立ち寄りください。 

や ま び こ 

六甲山系や関西一円の近郊の山へ、公共交通機関利用での日帰り山行を行っています。例会は主

に毎月第二日曜日、メンバーが交代で各月のリーダーを担当し、初心者向けの穏やかなハイキング

コースから、少しハードなコースまで、それぞれの力量に合わせて和気藹々と楽しんでいます。他

にメンバーが自主的に企画するオプション例会もあります。 

山の新鮮な空気と木々の緑、四季折々の花、自然の中でリフレッシュしませんか。自然に癒され

ながら食べるご飯は格別に美味しいですよ。 

例会案内はセンターのホワイエに掲示しています。体験参加を随時受け付けていますので、是非

一度参加してみてください。 

数学おもしろくらぶ 

数学おもしろクラブは、神戸大学稲葉太一先生を招聘して「数学の考え方・正しい学び方」を身

に付けることを目的に学習しています。 

令和4 年度のクラブ活動は、三宅敏恒著「線形代数学 ～初歩からジョルダン標準形へ～」(2008）

培風館出版をテキスト（text)にして開講・学習しています。 

現在“クラブ会員”募集中です。学生諸君の加入をお待ちしています。開講日には、お気軽に立

ち寄り、体験参加してみてください。 

１．開講日時: 毎月 1 回 原則日曜日 午前10 時～12時(or13 時) 

２．場 所 : 放送大学兵庫学習センター６階  

３．会 費 : 毎月 1,500 円 

歴史同好会－クリオの集い－ 

「未来は過去の延長にある」（ピーター・ドラッガー） 

2006 年 3月 31日、高橋秀行神戸大学名誉教授（故人）と有志数人が明石公園で発会式を開催、

ギリシャ神話の歴史の女神「クリオ」に因んで、月 1回の学習会を「クリオの集い」、史跡散策を

「クリオの散歩道」と名付けられた歴史同好会がスタートし、今年で 16 年目を迎えます。 

2012 年 4 月からは会員有志が講師となり、興味のあるテーマを色々な切り口で発表するスタイ

ルで、学習会開催200 回（現在196 回）を目指しています。 

新型コロナウイルス感染症対策のため活動自粛が続いていましたが、2022 年 4 月から兵庫学習

センター7 階の小講義室にて学習会を再開しています。 

どなたでも気軽に参加できる学習会を目指していますので皆さんの参加をお待ちしています。 

－9－
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生命と人間を考える研究会（SLH 研究会） 

生命とは何かヒトはなぜ生きるのかに就いて学び考えるサークルです。そのためにヒトの身体の

構造と機能や疾病について医学的視点から学びます。またヒトの精神面や倫理面のはたらきに就い

て哲学的視点から学びます。 

前半第1 部は、『好きになる病理学』第2 版 早川欽哉著をテキストにして、顧問の神戸大学医学

部名誉教授岡田安弘先生に講義をして頂きます。後半第2 部は『日本の科学思想 その自立への模

索』辻哲夫著を輪読して岡田先生の解説で学んでいます。テキストはどちらも令和 3年 4月から学

び始めたところです。解説のプリント資料は当日お渡しします。 

前半第1 部又は後半第2 部だけでも参加できます。会費は6 カ月で2,000 円です。 

例会は原則として毎月1 回、土曜日の午後に開催していますが、一昨年来のコロナ禍で緊急事態

宣言下での例会は中止とし、それ以外では充分な感染対策をして開催しています。 

また毎年1 回しあわせの村で「夏期研修発表会」を開催し、会員がサークルの目的に関連したテ

ーマでの研修成果を小論文に纏めて発表しお互いの親睦と研鑚する機会としています。 

「 う た ご え 」 

なつかしい童謡・唱歌から、ちょっとハイカラな最近の曲、また誰でも知っている世界の歌まで、

先生から丁寧にわかりやすく指導を受けながら、和気あいあいとハーモニー作りを楽しんでいます。 

高齢化老齢化をぼやきながら男女15 人前後のメンバーで歌っており、新入会員さんを切望してい

ます。レッスンは 7 階多目的室で、月１～２回（原則火曜日午前中）。詳細予定は６階ホワイエの

掲示板をご覧ください。 

♪ 初心者歓迎します！ いつでも気軽にのぞいてください！ ♪ 

中国語会話サークル 

中国語会話の基本を学ぶために、中国人女性講師による基礎的なレッスンを行っています。今の

ところ、10人程度の少人数ですが、中国人に少しでも通じる中国語をマスターしたいという気楽な

集まりです。講師の美しい中国語に惹かれて、初心者とベテランが一緒になって楽しくやっていま

すので、気軽にご参加ください。ご連絡をお待ちしています。 

場  所：兵庫学習センター７階多目的室 

日  時：月 2回（原則 第１､第３火曜日) 13：00～14：30 

会  費：毎月2,500 円、初回のみ入会金 1,000円 

テキスト：相原茂著「国民的中国語教本/ときめきの上海」(朝日出版社) 

（注）コロナ感染対策でセンターの教室が使用できない期間は、Zoom を利用しての 

オンライン学習に切り替えて活動を行っています。 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

武田義明先生と里山を歩こう会 

「植物の種子は、自らの分布を広げるために、親元から離れてより広範囲に散らばる必要がある。

果実や引っ付き虫になって動物や鳥に遠くに運ばれたり、水に流されたり、プロペラ・綿毛で飛ん

だり、種子が熟すると勢いよくはじけて飛んだり、スミレのように蟻にご褒美を上げる代わりに運

んでもらったり。」 
様々な驚くような仕組みや戦略を持つ植物のことをもっと知りたいと思われたなら、ぜひ、武田

義明神戸大学名誉教授に教わりながら、一緒に月 1 回、近郊の里山にお出かけしませんか？ 
 
 予定・活動記録はホームページ http://housou0052.main.jp/index.html をご覧ください。 
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「健康と病気」清談・漫談 

谷口洋先生（神戸大学名誉教授・元放送大学客員教授、現役内科医師）の健康と病気についての講

義をきかせていただきながらの学習会です。２か月に一度水曜日の開催予定です。一度のみ、興味の

あるテーマのみの参加も可能です。皆様お気軽にご参加ください。テーマ、日程など詳細につきまし

ては、ホワイエにポスターを掲示しておりますのでご参考になさってください。 

  

ＥＳＳサークル 

やさしい英単語を使って、日常会話を中心に勉強する英会話サークルです。皆さんが放送大学や

NHKの英語番組等で覚えたフレーズを互いに教え合いながら学習を進めます。英語で会話する中

で、話すコツを学びます。是非一度見学においでください。 

例会は、毎月1 回（第 1日曜日、午後 1:30～4:00）練習場所は、「コミスタこうべ」（阪神春

日野道駅より徒歩５分）です。    

連絡先 E-mailアドレス okamagy20@jcom.zaq.ne.jp 

ゴルフ同好会 

放送大学にご入学の皆さん ご入学おめでとうございます。 

皆さん ゴルフをしましょう。私たちは放送大学で勉学に励むかたわら神戸，三木市近郊のゴル

フ場で年６回コンペを開催しゴルフを楽しんでいます。老若男女併せて１５名の会員で，暑い時も、

寒い時も、ゴルフに最適な季節もコンペを開催し，交流を深めています。経験者はもちろん初心者の

方も大歓迎です。友人と一緒の参加もＯＫです。春，夏，秋など、四季を感じながら自然の中で爽や

かな汗をかく！いかがでしょう？ 楽しいですよ。学習の合間に仲間とともにゴルフをやりません

か、ご連絡をお待ちしています。 

経済と金融を学ぶ会 

テキストとして 1950年から版を重ねている「日本経済読本」の最新版（第20 版 2016 年 3 月 3 日

発行）を使用して学習しています。メンバーで輪読し、テーマごとの最新資料なども紹介しながら自

由な討論、意見交換を行っています。理論の勉強というよりは経済や金融、財政、政治などから見た

国家／地方、社会／組織、職場、教育現場、家庭／個人などの現状理解、国際比較、課題検討などを

行っています。放送大学ならでは、広い年代層のメンバーと意見交換ができます。是非参加してみて

ください。会費は 6か月 500円 

ＩCＴサークル（ＰＣＱＡサークル） 

パソコン等の疑問について、参加者がお互いに情報交換を行える場を設けています。 

コロナ禍におきましては、オンラインを中心に活動しています。ご自由にご参加ください。 

サークル HP ：   https://www.pcqacircle.com 
連絡先    ： E-mail : campus.ouj.hyougo.pcqa@gmail.com 

 

地学サークル 

2014 年 4 月に発足しました。地質学御専門の田結庄先生とともに、地質、環境、トピックス、災

害などのテーマについて語り合い、また１年に２回ほど近郊の地層見学や関連する施設の見学も予

定しています。 
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放送大学には、学生専用サイト「システム WAKABA」、各学生専用のメール「キャンパスメール」があります。

大学から配信される最新情報の確認や、各種申請・届出などにも、ぜひご利用ください。 

放送大学ホームページ https://www.ouj.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生専用サイト WAKABA の利用方法 

② シシスステテムム WWAAKKAABBAA  をクリック 

③ ロロググイインン  をクリック 

① 在在学学生生（（WWAAKKAABBAA））  をクリック 

④ ロロググイインン II  DD を入力 

  学生番号（ハイフンなし数字 10桁） 

⑤ パパススワワーードド  を入力 

  初期設定は生年月日（西暦8 桁） 

⑥ ロロググイインン  をクリック 

－12－
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✔ 初期パスワードから自分で決めたパスワードに必ず変更してください。 

✔ 一定期間内に変更しなければパスワードロックがかかります。 

✔ 以下の条件を満たす任意のパスワードを設定してください。 

・8文字以上 

・英字（大小は問わず）を 1文字以上、数字を 1文字以上含む 

・ログイン名をパスワード値に含まない 

パパススワワーードドににつついいてて  

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ログインできない方は下記いずれかへご連絡ください。本人確認後、初期パスワードに戻します。 

‧ 学生サポートセンター ᔎᔏᔐ043-276-5111 ‧ 本部 教務課 教務係 メール：kyomuka@ouj.ac.jp 

‧ 兵庫学習センター   ᔎᔏᔐ078-805-0052 

✔ 翌朝 6時までに自分で決めたパスワードに変更してください。 

6 時を過ぎると再びロックがかかります。 

 

シシスステテムム WWAAKKAABBAA ののトトッッププ画画面面  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※※キャンパスメールは、学生全員に割り振られています。 学籍番号（ﾊｲﾌﾝなし）＠campus.ouj.ac.jp 

重重  要要  

パパススワワーードド変変更更  

・・学学生生カカルルテテ  

・・変変更更・・異異動動手手続続  

・・履履修修成成績績照照会会  

    自分の修得した 

  単位が確認できます 

・・科科目目登登録録申申請請  

                ほほかか  

学学内内連連絡絡  

随随時時確確認認ををおお願願いいししまますす！！  

キキャャンンパパススメメーールル

※※  

通通信信指指導導・・単単位位認認定定試試験験・・  

イインンタターーネネッットト配配信信はは  

ここちちららかからら！！  
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学学生生証証のの手手続続ききににつついいてて    （※参照『学生生活の栞』学部 P18～19、大学院P24～28） 

学生証は、所属する学習センターおよびサテライトスペースで、本人確認の上、直接お渡しします。 

学生証は、視聴学習・図書室の利用や面接授業の受講に必要となりますので、来所の際に手続きを行ってく

ださい。 

◆ 学期開始後（10 月 1 日以降）に受け取り可能です。 

◆ 新規入学・継続入学の方は「「入入学学許許可可書書」」を提示してください。  

全科履修生で有効期限切れの方は「「有有効効期期限限切切れれのの学学生生証証」」と交換します。 

 ◆ 代理受け取りは出来ません。 

◆ 姫路サテライトスペース所属の方は、即時発行ができませんので、先に電話で姫路サテライトスペー

スに発行状況をお問合せください。（姫路サテライトスペース ᔎᔏᔐ079-284-5788） 

◆ 出願時に顔写真を提出または登録しなかった方は、ご自身でシステム WAKABA に登録していただ 

くか、写真票を本部に郵送してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学学割割証証発発行行ににつついいてて    （※参照『 学生生活の栞』学部P125～127、大学院 P115～116） 

学生旅客運賃割引証を学習センター・サテライトスペースで発行します。 

事務室窓口、または郵送でお申込みください。 
［対象学生］全科履修生、修士全科生、博士全科生 
［利用区分］回数券 2 割引：JR・阪急 （片道区間が 200km 以内の場合） 

   普通乗車券 2 割引：JR のみ（片道区間が 100km を超える場合） 
        ※神戸市バスは発行できません。詳細は事務室にお問い合わせください。 

［利用区間］回数券：自宅最寄り駅～学習センターもしくはサテライトスペース最寄り駅 
        普通乗車券：自宅最寄り駅～放送大学本部・附属図書館等 
 
【申込時必要書類】 

①『学割証発行願』（事務室窓口で交付、またはシステム WAKABA からダウンロード） 

②学生証（郵送の場合はコピー）  

③郵送申込の場合：返信用封筒（長3型封筒に宛名明記、84 円切手貼付） 

④その他（研究指導のため移動する場合は、指導教員から指示があったことを示す書類が必要） 

事務室からのお知らせ 

■■■ 郵郵送送ででのの交交付付 ■■■ 

事情により来所出来ない方は特例として郵送で交付します。 

事前に兵庫学習センターまでご連絡ください。（📞📞078-805-0052） 

連絡後、下記の書類を同封し兵庫学習センターへ送付してください。 

申請書類到着から発送までに 1週間ほどかかる場合があります。 

【申請時必要書類】 

 ①任意様式の申請書に「学生番号・氏名・住所・生年月日・郵送希望の旨」を記載 

 ②宛先を明記したレレタターーパパッックク（（ププララススままたたははラライイトト））※※  

 ③確認書類 今学期入学者：入学許可書コピー、顔写真付の公的身分証明書コピー 

       在学生：有効期限切れの学生証 

 （①～③の送付は普通郵便で構いません） 

‐学生証‐ 

※※  交交付付方方法法をを変変更更ししままししたた  
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各各種種証証明明書書のの発発行行ににつついいてて  （※参照『 学生生活の栞』学部 P100～102、大学院 P92～94） 

兵庫学習センター事務室で発行します。 

姫路サテライトスペースでも申請は受け付けますが、発行は郵送のみで、数日を要します。 

※現在教員免許状を持っている方で、上位または他教科等の教員免許状を申請する場合は、「諸証明書交付

願」（様式10）で申請してください。発行に2週間程度かかる場合があります。 

■ 事務室窓口での申請 

  『学生生活の栞』巻末にある「諸証明書交付願」（様式 9 または10）に必要事項を記入し、 

 事務室窓口にて、手数料（１通につき200 円）を添えて申請してください。 

 ※「諸証明書交付願」は、システム WAKABA からもダウンロードできます。 

■ 郵送による申請 

 郵送での申請は、以下のものを同封して学習センターまで送付してください。 

① 「諸証明書交付願」（様式9 または10） 

    ②  手数料（１通につき 200 円） 

 ※郵便局で必要な手数料分の「郵便定額小為替証書」を購入し同封するか、 

現金書留で200 円を送付してください。 

③ 返信用封筒（宛先明記、切手を貼付したもの） 

証明書 1通の場合→長形 3号封筒に 84 円  2 通の場合→長形3号封筒に 94 円 

3 通以上の場合→角 2型封筒に 140 円以上 

 

  保保険険ににつついいてて                        （※参照『 学生生活の栞』学部 P127～128、大学院 P116～117） 

学生教育研究災害傷害保険は、全ての種類の学生が加入できます。兵庫・姫路の事務室で随時申込受付中。    

● 学生教育研究災害保険（面接授業中や学校行事参加中の事故など） 100 円（6年）  

● 通学特約（通学中の転倒や交通事故など） 40 円（6 年） 

 

  住住所所変変更更ににつついいてて                          （※参照『 学生生活の栞』学部 P87、大学院 P81） 

現住所および連絡先電話番号に変更があったときは、直ちに「住所等変更届」（『学生生活の栞』巻末 学部

生：様式 4、大学院生：様式 3）を下記宛先まで提出してください。 

システム WAKABA から変更することも出来ます。あわせて郵便局へ「転居届」を提出してください。 

◆ 学部生：兵庫学習センター 

◆ 修士全科生・博士全科生：大学本部 教務課 大学院研究指導係 

◆ 修士選科生・修士科目生：大学本部 学生課 入学・履修係 

 

 

 

 

 

兵兵庫庫学学習習セセンンタターー駐駐車車場場ににつついいてて  

 兵庫学習センターには駐車場はありません。また、神戸大学敷地内は駐車禁止です。 

 ※来所の際は、公共交通機関をご利用ください。 

各各種種手手続続ききににつついいててはは、、22002222 年年度度『『学学生生生生活活のの栞栞』』にに詳詳ししくく記記載載ししてていいまますす。。  
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新型コロナウイルス感染拡大予防のため、予定した行事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、兵庫学習センターのホームページで随時、確認してください。 

 

 期 間 開所日 事務室窓口 視聴学習室・図書室 

兵庫学習ｾﾝﾀｰ 
通常期間 火～日 

閉所日除く 

午前  9：30～12：00 

午後 13：00～17：30 

9：30～17：30 

図書貸出等 
11：00～12：00 

13：00～16：00 

単位認定試験期間 9：00～19：00 閉 室 

姫 路 

ｻﾃﾗｲﾄｽﾍﾟｰｽ 

通常期間 火～日 

閉所日除く 

午前  9：30～12：00 

午後 13：00～17：30 
9：30～17：30 

単位認定試験期間 9：00～19：00 閉 室 

★閉所日：月曜日、国民の祝日、所長が特に必要と認めた日 

★年末年始休業：12/29～1/3 ★臨時閉所日：1/14、15（兵庫 SC のみ） 

日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土 日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土

11 11 22 33 44 55

放放送送授授業業 閉閉所所日日

開開始始 面接授業(姫) 面接授業(姫)

22 33 44 55 66 77 88 66 77 88 99 1100 1111 1122★★

入入学学者者 閉閉所所日日 オオンンラライインン 集集中中科科目目 閉閉所所日日 面接授業(兵) 面接授業(兵) 文化祭作品展

のの集集いい 授授業業開開始始 課課題題〆〆 面接授業(姫) 面接授業(姫) 12～27まで

99 1100 1111 1122 1133 1144 1155 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199

閉閉所所日日 面接授業(兵) 閉閉所所日日 米谷ゼミ 坂本ゼミ 萩原ゼミ 森下ゼミ 面接授業(兵)

空席発表 角野ゼミ(兵)

1166 1177 1188 1199 2200 2211 2222 2200 2211 2222 2233 2244 2255 2266
面接授業(兵) 閉閉所所日日 米谷ゼミ 坂本ゼミ 萩原/角野（姫） 森下ゼミ 面接授業(兵) 面接授業(兵) 閉閉所所日日 白杉ゼミ 閉閉所所日日 面接授業(兵) 面接授業(兵) 面接授業(兵)

面接授業(姫) 面接授業(姫) 角野ゼミ(姫） 面接授業(姫)

追加登録～

2233 2244 2255 2266 2277 2288 2299 2277★★ 2288 2299 3300
面接授業(兵) 閉閉所所日日 白杉ゼミ 岡田ゼミ 面接授業(兵) 面接授業(兵) 面接授業(兵) 面接授業(兵) 閉閉所所日日 岡田ゼミ

面接授業(姫) 面接授業(姫) 面接授業(姫) 通信指導〆

角野ゼミ(兵)

3300 3311
面接授業(兵) 閉閉所所日日

日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土 日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土

11 22 33 11 22 33 44 55 66 77
面接授業(兵) 面接授業(兵) 面接授業(兵) 閉閉所所日日 閉閉所所日日 閉閉所所日日

面接授業(姫)

44 55 66 77 88 99 1100 88 99 1100 1111 1122 1133 1144
面接授業(兵) 閉閉所所日日 面接授業(兵) 面接授業(兵) 面接授業(兵) 閉閉所所日日 臨臨時時閉閉所所日日

面接授業(姫) 面接授業(姫) 面接授業(姫)

1111 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211
面接授業(兵) 閉閉所所日日 米谷ゼミ 岡田ゼミ 萩原ゼミ 森下ゼミ 面接授業(兵) 臨臨時時閉閉所所日日 閉閉所所日日

角野ゼミ(兵)

1188 1199 2200 2211 2222 2233 2244 2222 2233 2244 2255 2266 2277 2288
面接授業(兵) 閉閉所所日日 白杉ゼミ 坂本ゼミ 面接授業(兵) 面接授業(兵) 面接授業(兵) 閉閉所所日日

角野ゼミ(姫）

2255 2266 2277 2288 2299 3300 3311 2299 3300 3311 2288 2299 3300
面接授業(兵) 閉閉所所日日 閉閉所所日日 閉閉所所日日 閉閉所所日日 閉閉所所日日

12月29日～1月3日：年末年始閉所日 12月29日～1月3日：年末年始閉所日

1月14・15日：兵庫SCのみ臨時閉所（大学入学共通テストのため）

中旬：通信指導結果 返送、単位認定試験受験票 送付

中旬：次学期『科目登録申請要項』送付

➡1月17日～25日：単位認定試験期間（視聴学習・図書室閉室）

10月 2日：入学者の集い

10月 7日：集中科目生単位認定試験課題 提出期限[本部必着］

10月15日：面接授業空席発表

10月20日～：面接授業追加登録受付開始

　　　　　（科目ごとに定められた追加登録期限日まで）

1100月月 1111月月

1122月月 11月月

★11月12日～27日：文化祭作品展（兵庫SC）

●通信指導 提出期間

（Web） 11月 8日～29日[17：00まで］

（郵送）11月15日～29日[本部必着]

下旬：2023年度第1学期 募集要項配付、出願受付開始

今 後 の  予  定  

－16－


