
 

 

通巻第６９号 

ＯＵＪ神奈川学習センター
ふゆだより 

馬の背洞門（三浦市三崎町城ヶ島・５ページに関連記事） 

目 

 

 

次 

疫学について            客員教授 大重 賢治  ２～３ 

面接授業 「社会心理学入門」 

面接授業 「三浦半島・三崎地域のジオツアー」 
 ４～５ 

神奈川学習センターウォーキング 

「横濱からヨコハマそしてYOKOHAMAへ」 
 ６～７ 

学生生活に関するアンケート  ７～８ 

「マチュピチュの出会いと古代アンデス文明」展   ９ 

パソコンサポートの一員となって／Ｋ－サポートからのお知らせ １０ 

ゼミ・研究会のご案内 １１ 

サークルからのお知らせ／同窓会だより １２～１３ 

学習センターからのお知らせ １４ 

２０１７年１月２０日発行 

発 行：放送大学神奈川学習センター 

tel:045-710-1910 fax：045-710-1914 

〒232-8510 横浜市南区大岡2-31-1 

url： http://www.sc.ouj.ac.jp/center/kanagawa/ 



 

 

PAGE 2 ＯＵＪ神奈川学習センターふゆだより 

 疫学について                       客員教授  大重 賢治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 2015年度から、神奈川学習センターにて面

接授業という形で「病気の予防と疫学」という科

目の講義を担当しています。「疫学」とは耳慣

れない言葉かと思いますが、病気の予防や流

行性疾患の拡大阻止のために発展してきた、

人々が健やかに生活していくために欠かすこと

のできない学問分野です。「疫」は「疫病」の疫

です。面接授業の前半は、病気の予防への疫

学の関わりを中心にお話ししています。 

 私は、大学院にて「公衆衛生学」を専攻しま

した。「公衆衛生学」とは、社会水準で疾病・健

康をとらえる広い学問領域で、「疫学」は「公衆

衛生学」の一分野として位置づけられていま

す。大学院時代は、カンボジアが私の疫学研

究のフィールドでした（写真１）。大学院を卒業

した後は、大学の教員および疫学の研究者と

なり、国内での研究・調査に多く携わるようにな

りました。面接授業の後半では、疫学研究者と

して関わった調査を紹介しています。特に地域

の救急医療システムに関する調査・研究につ

いては時間をかけてお話ししています。本稿で

は、講義のさわりを紹介したいと思います。 

 

 横浜市では、2008

年10月から、119番

通報時に要救助者

の緊急度・重症度を

識別し、出動する救

急部隊を変化させる

コール・トリアージと

いう制度が始まりま

した。トリアージは、

災害時や非常時に

行われることが多いせいか、どこか助かる可能

性がある人を見捨てるようなニュアンスを感じる

方もあろうかと思いますが、コール・トリアージ

自体は、命の危険のある人を優先的に助けよう

という考え方で成り立っています。コール・トリ

アージが行われているアメリカやイギリスでは、

医学的優先的出動システム（Medical priority 

dispatch system）と呼ばれています。横浜市の

コール・トリアージは「救える命を救いたい」とい

うテーマの下に2005年ごろより横浜市消防局を

中心に検討されてきました。そのプロジェクト

チームにメンバーとして私も関わったわけです

が、疫学研究者である私の役割は、緊急度・重

症度判定のための手順（アルゴリズムと呼びま

す）を考えることでした。トリアージの考え方は、

疫学分野で用いられるスクリーニングの考え方

に似ています。 

 トリアージのアルゴリズムを考えるにあたっ

て、諸外国で実際行われているトリアージのや

り方を可能な限り調べましたところ、医学的に

重要であることが分かっている症候（キーワー

ド）から重症を判断する方法が主流でした。「ク

モ膜下出血は命に係わる」、「クモ膜下出血で

は“激しい頭痛”を感じる」、従って「“激しい

 

写真 1 カンボジアにて 
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頭痛”の訴え（キーワード）があれば“重症”と判

定すべし」・・・、こんな感じです。 

 疫学研究者は、実際に観察した“事実”から結

論を導き出します。いわゆる帰納法的アプロー

チです。きちんとしたデータを大量に収集した

上で、帰納法的アプローチを行うと、「119番通

報において“激しい頭痛”の訴えのあった要

救助者が“重症”である確率は8.5％である」と

いった結論になります。さらに、「119番通報にお

いて“激しい頭痛”の訴えのあった要救助者

が39歳以下であれば“重症”である確率は

2.0％であるが、40歳以上であれば“重症”であ

る確率は11.9％となる」といった結論も導き出せ

ます。横浜市のコール・トリアージは、この様に、

“重症”である確率に基づいて判定を行います。

この方法の良いところは、きちんと集められた

データが大量にあれば、より正確な予測が行え

るようになることです。当時から、ビッグデータの

活用がいろいろな分野で取りざたされていまし

たが、救急医療の分野で活用したのは、横浜市

のコール・トリアージシステムがおそらく最初で

はないかと思います。コール・トリアージ用に完

成させたアルゴリズムを救急医療分野のある国

際雑誌に投稿したところ、編集者から以下のよう

なコメントをもらいました。「The absence of triage 

policies in Japan provides an incredible oppor-

tunity to study these activities properly（日本

におけるトリアージ制度の欠如は、トリアージ活

動を適切に研究するための信じがたい機会を

提供している）」。残念ながら掲載にはいたらな

かったのですが、このコメントは嬉しかったです

ね。このやり方で良い、方向性は間違っていな

い、と。 

 写真２は、横浜市消防局の司令センターに設

置されたコール・トリアージ用コンピュータ端末

です（2008年導入時）。タッチペンで、情報が

入力できるようになっており、要救助者の緊急

度・重症度が判定されリアルタイムで表示され

ます。入力データは全て蓄積され、検証やア

ルゴリズムの再構築に用いることが出来ます。

常に蓄積されていくデータを用いて、近い将

来、AI（人工知能）が、より良いアルゴリズムを

構築してくれることでしょう。 

 面接授業では、横浜市が、トリアージシステ

ム導入に至った経緯についても紹介していま

す。横浜市の「救える命を救いたい」という

テーマの下に進められてきた救急医療システ

ム改革の一つの到着点がトリアージシステム

の導入でした。救える命を救いたい・・・。これ

は疫学のテーマでもあります。 

 

 

 写真 2 コールトリアージ端末 
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面接授業「社会心理学入門」                 編集部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 １０月１５日と１６日に森 津太子 教授による面接授

業「社会心理学入門」が開講された。 

 はじめに、心理学諸領域の関連性の図を示し「社

会心理学は、社会科学系の心理学で、実験と調査

が中心。認知心理学や学習心理学と近い側面があ

ります。私は、認知心理学と社会心理学の境界領

域にもっとも関心があります。」との紹介から始まっ

た。 

 森教授が講義の中で述べたポイントをまとめると

以下の通り： 

・社会心理学は、他者が存在することによって、個

人の趣向、感情、行動がどう影響を受けるか理解し

ようとする学問で社会というと大勢の人を思い浮か

べるが、他者は１人でもよいし、その場にいない人を

想像して影響を受けるといったことでもよい、対象の

広い学問と言える。 

・社会心理学のテーマは、私達が普段暮らしていて

感じることや疑問に思うことが多い。多くの人が影響

を受けたり関心を持つような、出来事や事件が契機

となって行われる実験もある。また、事件が起きた時

など、社会心理学の知見が引用されることも多く、社

会心理学を知ってもらうことで、いろいろな問題に当

たった時「社会心理学ではこう考えていたな」と思い

出し解決のヒントになるかも知れないし、理解に役

立ち、対処法が見つかるかも知れない。心理学一

般に言えるが具体的データを使っての実証が重要

なので、さまざまな実験を行う。この授業では、幾つ

かの有名な実験を取り上げる。なお、理解する上で

は、「自分自身が実験参加者になった気分」なるとよ

い。そして、さまざまな実験を具体的に解説してくれ

た。 

 権威への服従、ミルグラムの電気ショック実験 命

令に服従して、どこまで強い電気ショックを他人に

与えるのか。権威を持たせるように巧妙な仕組みを

つくり実験したと感心

した。ちょっとした条

件の違いで、命令に

従わない人の割合が

増えたことが分かっ

て、本当は従いたく

なかったのだと複雑

な気持ちになった。 

 状況の力、ジンバ

ルドの監獄実験 参

加者を看守と囚人に

分け、それぞれの立場で振る舞って行くとどのよう

に行動が変化して行くか。警官役の者が自宅まで

出向いて逮捕するところから再現していることがわ

かり、こういう状況に置かれると自分も被験者と同じ

にならないとは、言えないなと思った。 

 冷淡な傍観者、ダーリーとラタネの緊急事態介入

実験 多くの人が気づいている状況で、誰もその事

件に対処しないと言うことが起こるか？実際の事件

がきっかけで行われた実験だが、結果は思い当た

ることが多く、ぞっとした。緊急事態かも知れないと

思ったら、ためらわず、行動を取る必要がある。教

訓になる実験。 

 つり橋の上の恋、ダットンとアロンの情動二要因

説にまつわる実験 最近この実験をテーマに行わ

れたテレビ番組の映像を見ながらの説明だった。

先生は、カナダを訪れた際、実験が行われたつり

橋を見学に行ったという。写真では、山間にある凡

庸なつり橋に見えるが、地元ではもともとちょっとし

た観光地になっていたとのことだった。 

 ほかに、予言がはずれるとき、フェスティンガーの

認知的不協和実験。影響力の武器、チャルディー

ニらの説得テクニックの実験。オプティミストは成功

するか、セリグマンの学習性無力感の実験。木を見

る西洋人 森を見る東洋人、ニスベットとマスダらの

文化と思考様式の実験。を取り上げた。 

 これらの実験の名前と結果は聞いたことがあって

も、実際にどのようなものであったか、あまり知られ

ていない、実験の詳しい内容をできる限り、当時の

映像を交え（当時のものがないものは、再現映像な

ど利用）説明してくださり、そして、受講生に考えさ

せる授業で先生の心理学への情熱と学生に伝えた

いという気持ちが感じられた。学生の質問に対して

も、ひとつひとつ考えて丁寧に回答されて、受講生

の皆さんとても満足されていた。 
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10月22日,23,29日の３

日間、有馬眞客員教

授による面接授業「三

浦半島・三崎地域の

ジオツアー」が開講さ

れました。巡検が中心

の授業で、教室内の

授業と違う、実体験が出来ると思い、参加しました。 

 10月22日（土）はジオツアーの説明と三浦半島の

地形・生い立ちと地殻変動等について有馬先生か

らの丁寧な説明と２日間の進行についての注意が

ありました。神奈川県の周辺は、日本国内に存在

する４つのプレートの内、３つがせめぎ合っている

場所。先生から「いつ地震が起きてもおかしくない

場所です。何も起きていないでいられる“いま”が奇

跡かも知れません。」と

の説明。 

 10月23日（日）朝9時

半に京急三崎口駅に

集合。快晴で暖かく穏

やかな日だった。バス

を待つ人が多かったが、城ヶ島行きのバスに、何と

か全員乗り込めた。 

 城ヶ島西側の海岸では、地層の観察。ひび割れ

てずれている地層がそのまま残されている。実際の

現場を見て、グイグイ

引き込まれ興味を持

てた。波の飛沫のよう

な火炎構造、くねくね

と曲げられたスランプ

構造、時代の古い新

しいがわかったり、上

下が逆転していたり、

右に左に考えられな

いような地形。生痕化石は、まるで生きているように

感じた。また、地層の走向や傾斜を測るクリノメー

ターの使った実習も行った。なかなか難しく充分に

は使いこなせなかった。 

 城ヶ島は、断層や地層の宝庫であるらしい。他の

大学のグループも沢山観察に来ていた。昼食は、

皆で持参のお弁当やおにぎり。鳶に狙われないよ

うに、崖を背に食すように先

生か ら指導を 受 ける。午 後

は、馬の背洞門まで、地形、

地層を観察しながら移動。

城ヶ島公園の入り口まで歩き

解散。 

 10月29日（土）も9時半に 

京急三崎口駅に集合。バスで

天神町に下車する。そこから、住宅街の中を歩い

て諸磯の隆起海岸へ。畑に囲まれた路頭、穿孔貝

によって造られた小さい穴が、数段にわたり開いて

いた。畑には、大根が沢山植わっており、長閑な

風景だった。さらに、三崎の丘陵を歩き、浜諸磯

へ、スランプ礫や水抜け構造などを観察した。昼

食は神社の境内でとり、食後はバスで移動して、

デュープレックス構造を見た。最後は、海外町。道

路脇の岩盤はと

ても大きく、反対

側に渡らない と

全 体 が 見 れ な

い、県の 天然 記

念物になってい

るスランプ褶曲。 

 今回の観察授業では、海岸に元々あったもので

はなく、何十キロ、何百キロも離れた沖から移動し

てきた地層が、海岸や町のそこかしこに姿を現して

いた。神奈川県に住んでいながら、城ヶ島や諸磯

を訪れたことはなく、地層にも深い興味はなかっ

た。授業に参加したことで、環境は変化する、静か

に見える大地も、プレートの動きでダイナミックに変

動して行く事を教わった。単に素敵な風景を眺め

るだけではなく、地形の生い立ちを知り観察するこ

とが、面白いなぁ～と思った。 

 

有馬先生、そして、ＴＡの学生さん、本当にありが

とうございました。 

面接授業「三浦半島・三崎地域のジオツアー」  受講生 寺口 久恵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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神奈川学習センターウォーキング 
 

橫濱からヨコハマ 

そしてYOKOHAMAへ 
2016.11.5（土） 
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  ９月２５日（日）神奈川学習センターの学位記授

与式には６９名の卒業生が集いました。また、１０月

８日（土）の入学者の集いには、入学者１３３名が参

加。学習センターだより編集部では、前年度同様

のアンケートを実施し、卒業生からは、５４名の回答

があり回収率７８％。入学者は、９０名から回答を得

て回収率は、６８％でした。（入学生と卒業生のアン

ケート、あわせて掲載しています。） 

 はじめに、入学生の学生種別（左図）です。全科

生、選科生、科目生の割合は、１：１：１で、アン

ケート開始以来、初めて全科生の大幅な減少があ

りました。 

 コースでは、各コースに分散していて、さらに、人

間と文化や自然と環境等の教養の色彩が強い科

平成２８年１０月 学生生活に関するアンケート    Ｋ－サポート機関紙編集チーム 
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 2016年11月5日（土）、放送大学神奈川学習セン

ター・ウォーキングの会主催のイベントに参加させて

頂きました。私は放送大学の学生でもＯＢでもありま

せんが、スタッフの垣谷様にお声掛け頂き参加の機

会を得ました。普段、意識して歩く事もなく、ましてや

今回のようなウォーキングの会に参加するのは初めて

のことでした。そのため、参加に際しては、わくわく感

と共にちょっぴり見知らぬ人ばかりの集まりに参加す

る不安もありましたが、参加してみると講義頂いた池

田所長をはじめスタッフ役の方々、参加されている

方々、皆さんに温かく会話も頂き楽しい時間を持つこ

とが出来ました。 

 ９時に桜木町駅前に集合し、ウォーキングは、桜木

町駅（旧横浜駅）⇒日本丸⇒ドックヤードガーデン⇒

新港埠頭⇒旧横浜港駅跡⇒赤レンガ倉庫⇒象の鼻

パーク⇒山下公園⇒山下埠頭⇒本牧海づり施設⇒

横浜港シンボルタワー⇒本牧海づり施設⇒山下公園

⇒みなとみらい と、それぞれの地点で施設や施設跡

を回遊しました。 

 横浜港に詳しい池田所長の助言の下で、スタッフの

方が何度も現地踏査してコースを設定され、途中

の様々な施設の紹介・説明資料もご用意頂き、大

変解り易く楽しい会でした。私は仕事の関係で横

浜港の施設・設備等について以前調査したことが

あり少しは知っている施設などもありましたが、知

らない事や、あらためて再認識したことなどもあり、

とても勉強にもなり、この様な良い機会を頂いた事

に、ご準備頂きました皆様にあらためて感謝致し

ます。 

 勿論、一日歩いて健康面でも良かった？ので

しょうね。同行した方にお聞きしたところ、１万６千

歩の方や２万歩の方などおられ、実はコースの途

中、本牧海づり公園との行き来に乗車したバス路

線の違いで、歩数の差が生じた様でした。 

 私の初めてのウォーキング参加は天候にも恵ま

れ、とても楽しく有意義な時間となりました。放送

大学には部外者ではありますが、また機会があれ

ば参加させて頂ければと思います。最後に、この

場をお借りしスタッフの皆様にお礼申し上げます。

有難うございました。 

「横濱からヨコハマそしてYOKOHAMAへ」ミニ講義＆ウォークに参加して    村上 出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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目登録、通信指導、過去問調べは、かなり利用して

いますが、Gmailは、今回、とても少なくなっていま

す。利用していない方は、少数派で、今年の卒業生

については、ネット利用が定着していると言えます。 

 最後に、卒業生の学生生活満足度です。今回は、

前回やや低かった面接授業の評価が向上して、

前々回並みに戻っています。また、最近までの数年

間消失していた２こぶ傾向がキャリアアップについて

明確に見られ、交流やサークル、行事について、不

満傾向の回答が、若干増えてきました。満足度の低

い卒業生の層が形成されつつあるのかも知れませ

ん。 

印象に残った放送授業（卒業生）：錯覚の科学、認

知症と生きる、日本美術史、認知心理学各２名 

 

印象に残った面接授業（卒業生）：心理学実験４名、

日本文学（源氏物語等）３名、臨床心理学実習２名 

 

自由記入欄（卒業生）  

・進路について相談できる機会を設けて欲しかった 

・自然体で続けて行ったことがよかった（４名） 

・取りたい面接授業がとれなかったのが残念（２名） 

・勉強が楽しかった（２名） 

 

自由記入欄（入学者） 

・参加して良かった、入学した実感がわいた 

・集いのタイムスケジュールや、参加される先生方な

どの情報が事前にほしい 

・コーラスや客員の先生が素晴らしかった 

目群への入学が多めのようです。 

 つぎに、年齢構成です。（前項に掲載）入学者で

は、４０代と６０代にピークがあり、卒業生では、６０代

が際立っています。 

 入学動機を見てみましょう。（上図）入学者では、生

涯学習をあげる傾向が続いています。また、卒業生

では、教養と卒業を目的としている方の割合が高い

です。卒業以外の項目については、今回、目立った

差はありませんでした。 

 入学者が、どのようなことに不安を感じているかを

聞いた質問です。単位取得への学習量という具体

的項目の割合が高く、既に学習に取り組みはじめて

いる方が多いと思われます。。 

 卒業生対象の放送大学でのパソコン利用に関する

質問（下）では、ネットを利用している方は、視聴、科

ＯＵＪ神奈川学習センターふゆだより 
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「マチュピチュの出会いと古代アンデス文明」展 

 １２月３日から２５日まで、横浜みなと博物館にて、

放送大学、日本マチュピチュ協会主催の「マチュピ

チュの出会いと古代アンデス文明」展が開催された。 

 初日の３日には、共催しているBIZEN中南米美術館

主催の「Christmas Fantasy Jazz Live」ペッカリー（Vo） 

成田玲（Ky）、清水洋之助（Sax）、佐藤奏（Dr） が行わ

れた。開催期間中には、ペルー共和国のエラルド・エス

カラ大使ご一家が来場されたほか、延べ約2,500人の来場

者があった。会場内で行われた民族音楽の演奏、BIZEN中

南米美術館森下館長のギャラリートークは、皆が足を止め質

の高い展覧会となった。また、神奈川学習センターが全面的

に支援し、多くの学生がボランティアとして参加、稲村教授、

マチュピチュ協会、ペルー関係者とともに、設営、会場運営、

撤収に協力し展覧会の成功に貢献した。 



 

 

ＯＵＪ神奈川学習センターだより編集部 
家田、伊藤、入江、遠田、笠井、吉川、木下、筥崎、 

三国、和田 

（５０音順、以上、Ｋ－サポート機関紙編集チーム） 

垣谷（Ｋ－サポート事務局） 

宮﨑（学習センター事務室） 
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○学習相談チーム 
 

  平成２９年度１学期の学習相談は、４月１５日

から６月１８日（予定）までの土曜日と日曜日、

午後１時から午後３時５０分の間、２階談話室

の相談コーナーで行います。 

 予約は不要です。 放送大学での学習に関して

困っている点に限らせていただきますが、まずは

気軽に何でも相談にきてください。 

○パソコンサポートチーム 
 

 パソコン初心者塾 

・２月１９日(日）13：00～15：30 

 「科目登録の提出」 

※参加・サポートを受けるには、申し込みが必要で

す。学習センター事務室で、お申し込みください。 

上記日程（定期塾）のほか、日程を調整して個別対

応（不定期塾）もいたします。こちらも、学習センター

事務室でお申し込みください。 

Ｋ－サポートからのお知らせ 

 パソコンサポートの一員となって    パソコンサポートチーム 鈴木菊子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 放送大学に平成２５年２学期に入学しました。 

１０月から１２月迄１日おきに大学の視聴学習室

に通い放送授業のテレビ視聴をしました。 

 １２月中旬頃、図書館の人から自宅でインター

ネットから授業が受けられると教えてもらいました

が、操作の仕方が分かりませんでした。 

 ２６年１学期、遠隔学習のためのパソコン活用

（’１３）・初歩からのパソコンを受講しましたが理

解できませんでした。以前、パソコン教室に通い

文章は打つことはできましたが、ワードの機能に

ついては正しく理解できていませんでした。 

 神奈川学習センターで、一度初歩からのパソコ

ンを他の学習センターで受講したことのある人で

も「放送大学で使うパソコン入門」の面接授業を

受講できると聞き参加しました。 

 このきっかけでパソコンサポート（Ｋ－サポート）

に参加してパソコンの初歩から学ぶことができま

した。パソコンサポートでは、何を質問しても教え

てもらえました。最初何を質問してよいか質問の

仕方も分かりませんでした。また、間違えてキー

を押して画面が変わった時の修正のしかたが分

からない、パソコンが壊れてしまったらどうしよ

う？と不安に思いながらパソコンを使用していま

したがパソコンの仕組みを教えていただき簡単

に壊れないと知ることができました。こうしてパソ

コンに興味を持ち参考書を見ながらパソコンを始

めるきっかけとなりました。 

 この私が今年度からパソコンサポーターの一員とな

り、教える側となりました。成長していく自分に驚いて

います。これもサポーター皆様の支援があったからだ

と思います。 

 皆さん、パソコンサポートのサポーターの中には高

度の技術（ワード・エクセル・論文作成・パソコン機能

等）から私のような初心者もいます。 

 サポーターの方達は、皆様のお役にたつために

日々努力と研鑽に努めています。一度、パソコンサ

ポートの扉をたたいて下さい。インターネットから簡単

に授業が受けられ、通信指導の提出や科目登録の提

出もできます。また、過去の試験問題・回答もみること

もできます。放送大

学での勉強の仕方

が大きく変わりまし

た。パソコンサポート

の扉を叩いて、日々

の生活にお役に立て

ていただければと心

より願っております。 
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 ゼミ・研究会のご案内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  学習センター機関誌、表紙に写真

や絵を使ったものが、近年多数を占

めるようになってきた。神奈川学習センターだよりは、

当初から、表紙に絵を使っているが、これは、創刊に

尽力された坂井素思教授の芸術をこよなく愛する気持

ちからではなかったかと思っている。創刊から暫くは、

絵の好きな学生が持ち回りで描いていたが、１０号から

は、学生の坂戸五葉さんが、カット絵とともに担当され

２６号まで続いた。一時休刊からＫ－サポートの編集

になった３５号、表紙は絵から写真になった。絵を描く

人を見つけるのが難しかったことも一因だが、印刷が

コピー機から、印刷会社へ変わったことが大きい。以

来、海外旅行好きの学生から、南アフリカやバングラ

デシュ、果ては、南極の写真まで使った。渡邊愼介所

長（当時）から、神奈川新聞の連載中「野生の大岡

川」掲載の鳥の写真、その別カットを何回かいただい

て掲載した。最近は、種田客員教授からいただいた

真鶴港の写真など、神奈川の海を取り上げたものが

多くなっている。表紙一つでも時々の先生方と学生、

みなさんのお世話になりながらつくってきたと思う。 

３月１２日春のフェスタでは、渡邊愼介先生の写真が

テーマの講演がある。みなさま是非ご聴講ください。        

編集後記 

○平成２８年度神奈川学習センター開講ゼミ・研究会一覧 平成２８年１２月２５日現在

①客員教授開講ゼミ

教員 ゼミ名 開催曜日 開催日（予定含） 申込先・連絡先

有馬 　眞 地球科学ゼミ 原則月１回
5/24（所外）、7/5（所外）
11/15（所外）、12/20

arima@ynu.ac.jp

杉田正樹 哲学カフェ 原則第４土曜日
4/23、6/25、8/27、9/24
10/29、11/26、12/21

msugita@kanto-gakuin.ac.jp

中嶋俊夫 第九を楽しむ 原則月２回（土・日）
4/9、5/7、5/29、6/11、6/26
7/10、8/14、8/27、9/10

shinichi-36820-baba@extra.ocn.ne.jp

種田保穂 種田ゼミ
4/21、5/20、9/28、10/26
12/21-22（所外）、

taneda@ynu.ac.jp

角　洋一 角ゼミ

4/12（所外）、6/9、6/23、7/14、8/4
9/21（所外）、9/29、10/13、12/8、
1/12、2/9、3/9

sumi@ynu.ac.jp

茂木一衞 茂木ゼミ 原則月１回 10/6、11/10、12/7、1/12、2/9 shinichi-36820-baba@extra.ocn.ne.jp

遠山絋司 遠山ゼミ
4/14、5/19、6/30、9/15
10/20、11/17、12/15

kmymt@olive.ocn.ne.jp

②元客員教授開講ゼミ

教員 ゼミ名 開催曜日 開催日（予定含） 申込先・連絡先

藤原　一繪 植生研究会 原則第２木曜日

4/21、5/12（所外）、6/10（所外）
7/14、9/15、10/20（所外）
11/17（所外）、12/8

syokusei@yakatsu.org

影井清一郎 科学の散歩道研究会 原則第３土曜日
4/23、5/21、6/18、9/17
10/22、11/26、12/10、2/25

kagei@ynu.ac.jp

浅野　幸弘 浅野ゼミ 原則第２木曜日

4/14、5/12、6/9、7/14、8/18
9/8、10/13、11/10、12/8
1/12、2/9、3/9

yasano37@ynu.ac.jp

③元放送大学教員開講研究会

教員（顧問） 研究会名 開催曜日 開催日（予定含） 申込先・連絡先

天川　晃 放送大学ガバナンス研究会 原則第２土曜日
4/9、5/7、6/18、7/3、9/17
12/17（所外）、2/18、3/18

jkaz5529@gmail.com

柏倉康夫 三無会 不定期開催 6/4 miyako.f71417@jcom.zaq.ne.jp



 

 

○中国語学習会 
 

 10月までの訪日外国人旅行者が2000万人に達し、

中国、台湾からの旅行者も820万人を超えたそうです。

中国語を耳にする機会は日増しに多くなることでしょ

う。あなたも中国語に触れてみませんか。 

＊学習日：第１、第３日曜日（原則） 

 午前の部 告旭平先生  

  10:00-11:00 「本気で学ぶ中級中国語」を教材に  

          文法理解、表現力を高めます。  

  11:15-12:00 自由会話 講師の話の後、各自が 

          話題を提供して語り合います。 

午後の部 唐斌先生 

  13:00-15:00 「中国語Ⅰ’14」放送大学教材にて  

          発音練習を繰り返し、初心者の 

          基礎固めを図ります。 

  どの時間帯でも自由に参加できます。 

＊お問合わせ e-mail：snuf.708w@ezweb.ne.jp  

       tel.080-3552-2497  和田 

○放大かながわレク・サークル 
 

★パソコン部：個人のニーズに応じた学習。 

学習日時：第2、第4木曜日 １３時３０分～ 

１５時３０分。 

場所：神奈川学習センター 実習室:申込制 

★ウォーキング部：２ヶ月に１回、「東海道五十三次」

実施中。名所旧跡文化 施設等も対象 

★その他観劇、観光、映画、美術鑑賞等。 

上記の各種活動はいずれも自由参加。 

 ―会員募集中（随時申込・受付）― 

 問合せ：島田 義治 Tel 090-3907-8384 

 E-mail simada.yosiharu@coral.plala.or.jp 
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 学生サークルからのお知らせ 

○うえるかむKanagawa 
 

私たちは英語を楽しみながら学んでいるサークル

です。 

☆例会は毎月第２、第４水曜日です。（試験月等は

変更があります。） 

＊Benny Class（３クラス） １０：１５～１２：３０ 

＊English songｓ      １３：１５～１３：３０ 

＊Group study       １３：３０～１５：３０ 

☆そのほか暑気払い、うえるかむ名画座、 

  ゲスト講演会などを開催しています。 

問い合わせ 片野眞明 ０９０－４７１４－８２６０ 

○人間学研究会 
 

 神奈川学習センターにて毎月の例会で会員の卒業

研究や仕事、旅行等での経験、趣味やライフワーク等

の発表を行っています。 

２月～３月までの例会・総会予定 

２月 ４日（土）１３：００～ 「放送大学で学んだ３２年間

の軌跡を辿る」 

３月 １２日（日）１３：００～総会 １４：００～例会 

「中国１７年の生活体験記－まちかど情報アレコレ－」 

会員の寄稿による会誌「せせらぎ」を毎年１０月発行。

今年は２８号を発行予定。 

遠足・演劇鑑賞・美術館めぐり等の行事もあります。 

会員随時募集中 

 

お問い合わせ先： 

小林鋭子 E-mail: d52n66su_yoof@ybb.ne.jp 

片野賢治 E-mail: mt.dream@jcom.home.ne.jp 

○ダンスサークル（社交ダンス） 
 

場所:神奈川学習センター第7講義室 

曜日:第2・第4火曜日  *第1・第3火曜日自主練習 

時間:午後2時～4時 講師:菊島弘明・ユリ子 

会費:1か月 1500円 

活動内容:社交ダンス(モダン、ラテン)の学習(ダンス

パーティーで踊れるレベルに) 

 ダンスはスポーツです。健康増進(特に、姿勢が良く

なる)、ストレス解消に、楽しく踊りませんか!! 人生がよ

り明るくなります。 不定期ですが、1泊での実習旅行も

実施しています。初めての方も楽しく踊っています(初

心者、歓迎!)  

 また、全科履修生の方は30時間のレッスンで、体育

実技1単位を取得できます。  

連絡先:印南英敏 E-mail:in-nami@oboe.ocn.ne.jp 

○韓国語同好会   
 

★月例会 第２、第４土曜日 ただし、２月は４，１８，２５

日、３月は１８，２５日  

①10：00～11：30 初級クラス 

②11：30～12：00 ミーティング（全員） 

③12：00～13：30 中級クラス 

④13：45～14：45 自主学習（「ソナギ（にわか雨）」読書

会） 

★講師 横浜国大大学院生 林恵園先生 

★行事：２月に懇親会を予定 

★問い合わせ 神奈川サークル協議会のホームペー

ジからどうぞ。  http://kcc-ouj.net/dantai/hangugo/ 

          （代表：斎藤） 



 

 

○神奈川合唱団 
 

♬ 合唱団の皆さんと一緒に 

              楽しく歌って見ませんか ♬ 

 今年も学位記授与式(3/25)には、NHKホール 

で「学歌」を総勢60名の皆さんと一緒に歌い、 

卒業生・修了生をお祝いする予定です。 

 今学期は、「学歌」や「と・も・た・ち」等を 

練習しており「入学式」に歌います。 

☆場所：大岡地区センター音楽室(2F) 

☆日時：毎月第1・第3水曜日18:00～20:30 

お問い合わせ 

馬場信一shinichi-36820-baba@extra.ocn.ne.jp 

高野義信  seiza_olion@docomo.ne.jp 
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○神奈川放友会  
 

 豊かで実りある学生生活を共有することを目的

に、「学び」と「触れ合い」を柱とする幅広い活動を

展開し、140余名の会員から強い支持を得ている

サークルです。 

☆学びの場の活動 

〇例会 2月5日（日） 

   第一部「雅楽について…お話と演奏」 

   第二部 講演会「銀行員が見たマハティール  

                      のマレーシア」 

☆触れ合いの場の活動 

〇お花見と卒業祝賀会 開催日：3月30日（木） 

 場所：弘明寺公園他 

☆毎月の活動：俳句の会、書に遊ぶ会、女性の

会、詩游会他 

  詳しくはWebで、http://kanagawa-hoyukai.jp 

入会申込・問い合わせ先：山崎正之 

             info@kanagawa-hoyukai.jp    

 神奈川同窓会だより 

“行くところがある・会う人がいる” 

 そこは同窓会“弘明寺サロン”です 
 

☆2月18日（土）弘明寺サロン映画上映会 

 13:30～17:00「劒岳点の記」 

 「点」とは三角点のことです。日本地図完 

 成のため測量官は危険な山「劒岳」に挑む。 

 上映終了後は「同窓会・学生団体室」にて 

 懇話会を行っています。多数参加ください。 
 

 神奈川同窓会は卒業祝賀会にて大活躍！ 

☆平成28年度学位記授与式3/25→NHKホール 

 卒業・修了祝賀ﾊﾟｰﾃｨ→ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京 

HP:→http://hatoh.net/ 

お問い合わせ…045-333-4426 金田 保男 

○資格取得研究会 
 
 看護・福祉分野を中心にキャリアアップや進学・就

職を目指す集まりです。各種資格（認定心理士含む）

放送大学卒業を目的とする方が多いです。内容は、

例会（情報交換）と講演会の聴講など。                       
 

これからの例会予定 

・２月５日（日）10:00～神奈川学習センター講義室未定 

会費：￥５００（１年間） 

ホームページ…http://shikaku.yumesora.net 

お問い合わせ…080-5546-7913（はこざき） 

○放送大学西洋音楽史研究会 
 

  毎月一回「文京学習センター」にて勉強会を開催。佐々木先

生による講義と関連する音楽を聴き、質疑応答などをとおし

て、西洋音楽史の知識、理解を深めることを目標に活動を行っ

ています。古代から中世・ルネッサンス・バロック時代後半へと

勉強会も３９回と回を重ね、現在、大バッハをジャンル毎にじっ

くりと読み解いています。今後、勉強会は、古典派・ロマン派・

現代へと展開する予定です。 
 

☆今後の勉強会予定 

２月１２日（日）１３：３０－１７：００ 文京学習センター 講義室１０ 

※３月以降はお問い合わせ下さい。 

☆講師： 佐々木勉 先生 

（慶應義塾大学非常勤講師／元名古屋音楽大学教授） 
 

☆お問合せ seionken.ouj@gmail.com 

日時：2017年3月12日（日） 10:00～15:30 

場所：神奈川学習センター 第8講義室 
 

映画鑑賞会：10:00～12:00 
 

講 演 会 ：13:30～15:30 

演題：写真で追う”争う鳥” 

講師：渡邊 愼介 関東学院常務理事 

    （元神奈川学習センター所長） 
 

講演要旨：鳥の生活を、餌を捕る弱肉強食、異なる鳥

どうしのつばぜり合い、同種の鳥の闘争と連帯、これら

三つの争いの観点から観察します。 
 

入場無料・事前申込不要（直接会場にお越し下さい） 

主催： 神奈川サークル協議会／神奈川同窓会 

後援： 放送大学神奈川学習センター 

お問い合わせは、045-491-9111（木下）まで 

 春のフェスタヨコハマのご案内 



 

 

◆学習センターからのお知らせ 

 お問い合わせ： 放送大学神奈川学習センター  

            電話045（710）1910 (月曜日･祝日等を除く、9時10分～17時40分） 

◆2017年4月入学生 ただいま第１回出願受付中！ 
  対象学生：教養学部（全科・選科・科目）、大学院（修士選科・修士科目） 

   出願期間：平成28年12月1日(木)～平成29年2月28日(火)（私書箱必着） 

  願書配付：無料で配付中！ 詳しくは下記へお問合せいただくか、 

       神奈川学習センターHPからご請求ください。 
 

放送大学は、学ぶ意欲に多彩な授業で応えます。 

◆在学生（※１）の「科目登録申請」概要 
 申請科目：放送授業科目、オンライン授業科目、面接授業科目 

 申請期間：平成29年2月13日（月）9時～2月28日（火）24時まで 

 申請方法：システムWAKABAへログインし科目登録申請（※2） 

 ※1：平成29年度第1学期にも引き続き学籍のある方(入学金支払不要の方) 

 ※2：「科目登録申請票」郵送による申請方法があり、この方法の申請期間は、 

    平成29年2月13日(月）～2月27日（月）大学本部必着 

【重要】科目登録申請要項を必ず熟読・理解すること。 

◆入学生の「面接授業の科目登録申請」概要 
《新規4月入学生※1》  

 申請科目：面接授業科目（放送授業科目は出願時に登録済） 

 申請期間：平成29年2月13日（月）9時～2月28日（火）24時まで 

 申請方法：システムWAKABAへログインし科目登録申請(郵送申請不可) 

 ※1：平成29年1月16日(月)までに出願し2月6日(月)までに学費納付者が対象  

《継続4月入学生：学籍が平成28年度第2学期で終了(自主退学除く)する方。》 

 申請科目：放送授業科目、オンライン授業科目、面接授業科目（※2） 

 申請期間：平成29年2月13日（月）9時～2月28日（火）24時まで（※3） 

 申請方法：システムWAKABAへログインし出願後、科目登録申請(郵送申請不可) 

 ※2：面接授業科目は、放送授業科目、オンライン授業科目登録後申請可能 

 ※3：この期間以外の平成28年12月1日(木)～29年2月12日(日)及び 

    3月1日(水)～20日(月)に出願した者は学期当初から面接授業の登録不可 

【重要】学生募集要項（特にP28からP29）を必ず熟読・理解すること。 

◆事務室からのお知らせ 
  ①まだまだ、寒さが続きます。手洗い・うがいの励行、適度な運動、バランスのとれた 

   食事、十分な睡眠、規則正しい生活を心がけましょう。 

  ②大雪等による臨時閉所があり得るので、HPやCNを日頃から見てください。 

  ③本センターの駐車場は身体に障がい等がある等の理由で特別に許可された学生のみ 

   が利用できます。許可のない方の駐車はご遠慮ください。 

◆学部・大学院の単位認定試験の問題、結果及び解答 
《問題》平成29年2月上旬頃キャンパスネットワークホームページに約1年間掲載｡ 

    但し、著作権の問題で、公表できない問題もある。 

《結果》平成29年2月下旬頃到着する成績通知書により通知 

《解答》平成29年2月下旬頃主任講師の了承があった科目は解答を、ない場合は 

    解答のポイント等を同ホームページに約1年間掲載。（ともに非公表有） 

    ※ 問題、解答とも、神奈川学習センター図書室で約１年間閲覧できます。 


