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   なつだよりに寄せて                 客員教授  溝口 周二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1． 専門分野の決定 

 横浜国立大学の経営学部に入学したのは昭和44

年（1969）、まさしく大学紛争のピークに達した時

で、安田講堂攻防戦で東京大学の入学試験が無

い年でした。大学に入学しても、清水ヶ丘の校舎は

ロックアウトされて講義はありませんでした（写真1）。 

 

写真1 ロックアウト

下の横浜国立大学

清水ヶ丘校舎 

（経 済、経 営、教 育

学部） 

 

 こうした状況の中

で、経営学部の教

授達が地域ごとに

新入生を集めて、

経営学の原書を講義してくれました。1969年の11月

頃から授業が始まりましたが、9時から21時までの過

密授業でした。2年生になって始めて、坂を飾る桜

並木の美しさや初夏の爽やかなキャンパスの光景

を見て感動したことが思い出されます。 

 学部の3，4年生で経営学と会計に興味を引か

れ、特にその融合としての管理会計に魅力を感じる

ようになりました。ちょうどその頃、IBMの名器と言わ

れたIBM360が大学でも使い始められた頃でした。

大型計算機と管理会計手法が合わさって、新しい

分野の会計が開かれたと感じました。 

 大学院を修了して、三菱総合研究所の研究員と

なってから、エネルギー産業の競争政策、電源開

発と電力コストの算定、為替変動による企業収益の

予測、事業部の業績評価手法の開発などのプロ

ジェクトを担当し、実務と理論に対応する管理会計

の有効性を経験しました。自分が学習した学問が

実務に密接に関わり合い、それが理論をさらに高め

て企業経営のお役に立っていることをビジネスの現

場で実感しました。 

 横浜国立大学の経営学部に管理会計の助教授

として37歳で赴任しましたが、管理会計、原価計

算、業績管理、予算管理、コンピュータ会計論など

を担当しました。特に、大学院では英文で書かれた

ケーススタディを院生諸君と議論しながら学んだこ

とが楽しい思い出です。 

 

2． 薔薇と葡萄 

 英語文献のケーススタディを読むと様々な業種の

ケースが出てきますが、中でも、カリフォルニア地方

でのワイナリーの業績評価、南オーストラリアのワイ

ナリーの製品ラインの決定（赤、白ワインの配分、葡

萄の混合）などの農業ビジネスの振興がケーススタ

ディに掲載されていて、これからの農業ビジネス成

長の萌芽を感じました。個人的にも、ワインの美味

しさがわかるようになり、よくワインを飲むようになり

ました。 

 さて、この10数年間、縁があってフランスのポワチ

エ大学、ポー大学、ツールーズ大学の研究者たち

と共同研究を行っており、この関係でよくポー大学

の経営学教授を訪問することがあります。 

 ちなみにポー大学は広大なキャンパスを持ち、ピ

レネー山脈の麓にあります。ポー駅はTGVに乗れ

ばパリから5～6時間くらいで到着し、キリスト教の三

大聖地のサンチアゴ・デ・コンポステーラへ至る巡

礼道の重要な起点の一つです。ちょうど今頃の初

夏には、よくホタテ貝をリュックに括り付け、杖を

持った巡礼者をよく見かけます。私が訪問したのは

ちょうど5月の終わり頃で、ポー大学の研究者は仕

事が終わった午後に車で巡礼道の一部を案内し、

その途中でブドウ畑に寄ってくれました。 

 フランスをはじめ、欧米のブドウはほとんどが醸造

用で、ワインの原料となります。欧米のブドウは一般

的に皮が薄く取れにくいため、食べるときには皮ご
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と食べますが、あまり美味しくないようです。ところが

醸造用としてのブドウには適していて、フランス（欧

米）の一般栽培方式は支柱にブドウのツタを絡ませ

てブドウを「立ち木」のように垂直に栽培する方式で

す。一方、日本での食用ブドウは、ブドウ棚を作りブ

ドウを棚からぶら下げる栽培方式ですが、欧米式と

は大きな違いがあります。 

 ポー付近のブドウ畑の写真2を見てください。山の

斜面に沿ってブド

ウの支柱が整然と

列を作って植えら

れていますが。写

真の右端にピンク

色の花が2輪有る

のに気がつかれた

でしょうか？これが

薔 薇 で す。各 列

（畝）の最初には必ず薔薇の花が配置されていま

す。 

 収穫者が容易に気づくように畝の最先端の場所に

薔薇が植えられるのは、薔薇が病虫害や伝染病に

弱いために、畝のリスクを薔薇の様子で早期に発見

し、ブドウ畑全体のリスクを低減し、早い処置を行う

ためと聞かされました。薔薇が枯れるとその畦の葡

萄を焼却し、他の畦への病虫害の伝播を防ぐ役割

があります。 

 現在は農薬などでこれを抑えることができますが、

伝統的にこのような危険回避方法を取っています。

ボルドー地方のサンテミリオンを訪ねましたが、象徴

的ではありますが、やはり広々とした葡萄畑の畦の

初めに薔薇が植えられていました。昔、坑道に入る

炭鉱夫が 空気の質を試すためにカナリアを持ち込

んだことと似ています。 

 薔薇という自然界の造形物を利用して健やかな葡

萄の生育と美味しいワインの醸造に貢献していること

は、このポーの葡萄畑を見て、先人の大いなる知恵

に深く感心しました。同時に、自分自身にとっても

様々な示唆を感じられる風景でした。 

 

3． 山梨の葡萄 

 山梨県は現在、生食・ワイン用葡萄の栽培面

積、生産量は日本一で、特にワインづくりも山梨

大学、山梨果樹試験場などで新品種、新技術と

設備等から日本のワインづくりに取り組んでいま

す。 

 山梨県のワイン醸造所は現在80社以上あり、

1,200余りの銘柄ワインが醸造されています。白ワ

インは、甲州種を中心にシャルドネ、セミヨン、デラ

ウェア、赤ワインはマスカット・ベーリーA、カベル

ネ・ソーヴィニヨンなどの葡萄品種が原料となって

います。これらを原料として、赤、白、ロゼワイン、

フレッシュなワイン、長年貯蔵したワイン、甘口、辛

口、ライトボディ、フルボディなどの多種多様で個

性豊かな山梨ワインが作られています。和食と合

うワインが最近の売りのようです。 

 溝口の個人的な好みですが、山梨のワインは甲

州の白がすっきりして美味しいし、和食にもぴった

りです。また、赤は写

真3に示すアルモノ

ワールと言う葡萄品

種から作られたワイ

ンにはコクがあって

美味しいと感じます。 

      

 

 

写真2 ポー近郊の葡萄畑 

写真3 アルモノワール 山梨

県果樹試験場が開発した赤

ワイン専用ぶどう品種。 
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面接授業「リスクコミュニケーション論」            編集部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ５月２０日と２１日、奈良 由美子教授の面接授業、

「リスクコミュニケーション論」が開講された。 

 リスクに関する研究は、

学際的な研究対象で、経

済学・経営学などの社会

科学的な分野から、理学

工学という自然科学、そし

て、心理学まで、多岐に

わたっている。リスクコミュ

ニケーションは、それらの

う ち、（社会）心理学から

のアプローチにあたるとい

う。 

 リスクを考える上での観点は、様相の局面（客観

的、量と質の状態）、認知の局面（主観的な、認識

の状態） 対処の局面（リスクに対してどのように、対

処してゆくか）に、大別される。 

 日頃耳にする、リスクコミュニケーションと響きのよ

く似た言葉に、「リスクマネジメント」がある。リスクコ

ミュニケーションもリスクマネジメントも、ともに、

PDCAサイクル（計画→実行→評価→改善→計

画・・・という過程を取る業務管理の手法）で行われ

るが、リスクマネジメントが、リスクを管理できる者が 

リスクの最小化を目指すことが目的であるのに対し

て、リスクコミュニケーションは、関係する人々（一般

市民等を含む場合もある）が、リスクに関して、相互

に情報や意見を交換してゆくプロセスという違いが

ある。リスクマネジメントとリスクコミュニケーションは、

関係し合いながら、リスクに向かってゆくための車の

両輪のように機能するもの。 

  リスクについて、リスクマネジメントは、安全である

か、危険であるかという客観に基づく軸で捉える。一

方、リスクコミュニケーションでは、安心か、不安かと

いう、主観による軸で捉える。安全であり、安心なら

ばよいが、危険であり不安であるもの、さらに、安全

であるのに不安があったり、危険であるのに安心で

あるもこともある、リスクマネジメントで、リスクを低減

すると同時に、リスクコミュニケーションで、事実と認

識の違いを解消することが必要になってくる。 

 奈 良 先 生 は、大

学卒業して銀行勤

めのあと、大学院に

通い研究者の道を

進 ま れ た。行 員 時

代 に、銀 行 の 持っ

ている情報量と、それに基づく認識の正確さ、それ

に比して、顧客、一般市民の持っている情報は少

なく、的確な判断が難しいことに対して、その差を

を小さなものにしていけないか考えていたことが

あった。その思いが、リスクコミュニケーション研究

の動機でもあるそうだ。 

 授業は、リスクの様相について、リスクの認知につ

いて、とくに、認知の偏りをもたらす認知バイアスに

ついての詳しく解説があった。 

 そして、本題のリスクコミュニケーション。安全と安

心が異なっていることが視点となる。日本人は、安

心を求める傾向が強いようで、リスクコミュニケー

ションが重要であることがわかる。 

 スライド等を使った事例の説明では、釜石の悲劇

と言われる近隣住民が避難していた鵜住居地区防

災センターでの津波災害。防災訓練のときに避難

していた施設で、名前も防災センター、近年の津波

被害を受けていなかったことなどがあり、避難した

住民が集まっていたところへ津波が襲った。 

 釜石の奇跡と言われる釜石小学校等での避難の

話、群馬大学の片田敏孝教授の指導のもと、釜

石市の小中学校では、防災教育が行われてい

た。教授は、「想定にとらわれるな」「最善を

つくせ」「率先避難者になれ」ということを、教

室で、あるいは、防災訓練を通して、浸透させて行

き、小中学生の死亡率を低く抑えることができた。 

その他、ロンドン大火と明暦の大火、四川地震（汶

川地震）なども取り

上げました。  

 新しい考え方を

学んだと感じた授

業でした。 
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 海の生物学・生態系というと初めは、漠然と大きな

イメージであったが、この面接授業を拝聴し、具体

的な事例や先生の体験談により身近な事象として

考えられるようになった。 

 

（１時間目）海の生態系を理解す

るために、調査・観測の仕事に

ついて学習した。普段知ることの

ない水産試験所（水研機構） 

がどんな事をしている所なのかを

知った。そして、海の観測が、多

くの方々の地道な積み重ねと、

新しい観測機器の発展などで、

進化している事を知り、水産業務に携わる人への

理解が深まった。 

 

（２時間目）海の生態系の源であるプランクトンにつ

いて学習した。プランクトンは、美しいものから醜い

ものまで様々なものが、独特のキャラクターを持っ

ていることを知り興味が持てた。授業で見たプラン

クトンの画像やサンプルは、見ているだけでも面白

かった。授業が終わった後でも、配布教材を見直し

て、図鑑やネットで色々なプランクトンを調べてしま

うほど興味深かった。 

 

（３・４時間目）ニホンウナギや伊勢

海老が、日本の沿岸で黒潮と親潮

の海流などに乗って大回遊すると

いう神秘的な生態は、興味が尽き

なかった。しかも何を訊いても適切

な回答が得られる応答の良さが面

接授業の醍醐味であった。また、先生の着ていた

伊勢海老の幼生フィロソーマのTシャツデザインが

凄い格好良かった。 

 

（５・６時間目）乱獲による漁獲量

の激減に対して、放流のために魚

を育てている事を知った。その栽

培漁業の現場で起こっている問

題とその解決策の具体的な努力

のプロセスは、まるでプロジェクトX

を見ているような感じであった。 

 特に、クロマグロの生態や飼育過程で起こる問題

の事例が興味深く、日本の漁業が向き合っている

最新の現場状況を垣間見たことで、自分たちが直

面している深刻な食料問題の実態に関心が向い

てきた。 

 

（７・８時間目）魚（イサキとアジ）と伊勢海老（雄雌）

の解剖実験では、黒板に、

先生によって描かれた解剖

図と照らし合わせながら。一

連の工程の中で魚や海老

がどうなっているのかを確か

めた。はじめは恐る恐る慎

重に突っついたりして触っ

ていたが、いざ解剖バサミ

で切り裂いて、作業が進ん

でいくと、心臓、肝臓、卵巣や精巣、エラや耳石な

どを次々とピンセットで引っ張り出したりできるよう

になり、意外に慣れてしまうものであった。非日常

的な体験を楽しみながら学習することができた。 

 

 今後は、うなぎ、伊勢海老、マグロを食べるたび

にこの面接授業を思い出して、栽培漁業に携わる

方々の努力と成果を

思い浮かべることであ

ろう。 

面接授業「海の生物学」               受講生 一ノ瀬 功                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ６月３日と４日、水産研究・教育機構 中央水産研

究所海洋・生態系研究センター長 の杉崎 宏哉 

先生、水産研究・教育機構 開発調査センター開発

調査専門役 村上 恵祐 先生、水産研究・教育

機構 研究推進部  研究開発コーディネーター    

武部 孝行 先生、３名の講師による「海の生物学」

が開講された。講義と実験（魚、エビの解剖）を含

む特徴的な授業でした。          【編集部】 
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 「第九を楽しむ」コンサート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 「第九を歌う」特別演奏会に参加して 

       ― 知る、喜びの彼方に－  
 

 「第九」合唱団の誕生 
 放送大学南関東７学習センターによるベートーヴェ

ン「第九を歌う」特別演奏会のプロジェクトは、学びな

がら並行して合唱練習を行う「学び・歌う」ことを基本コ

ンセプトにして企画された。放送大学の仲間が「”O 

Freunde(おお、友らよ)“ ともに歌い始めよう」で始まっ

たこの合唱団は、友が友を呼び250有余名の大合唱

団に成長していきました。  
 

 「学び」から始まる各学習センターの面接授業、ゼミ

やサロンで、声楽や合唱の音楽指導専門の先生方に

よる合唱練習と面接授業や講義を積み重ねることで

「第九」への理解を深めることを目指して、平成27年4

月からの音楽文化史（小宮先生）の面接授業がスター

トしました。 

 ベートーヴェンが生きた社

会の時代背景、中世社会の

「音楽文化史」や「ベートー

ヴェンの藝術世界」の学び

の中から作詞者シラーや

ベートーヴェンの音楽とは

どういうものだったのかと考

えたうえで歌う、それが教養

としての音楽の学びになる」

(宮野先生)、ベートーヴェン

が表現したかったことは何

だったのだろうか、歌いながらそれらに思いを馳せて

学問としての自分の音楽の勉強の道をどう発展させる

か、という方向を見出して欲しい」（茂木先生）、放送大

学の「第九」は、音楽とは何であるかを「学び」加えて

「音楽の感動」を体験をすることからと教えて頂きまし

た。 
 

各学習センターの個別練習を経て合同練習へ 

 各学習センターの個別授業やゼミでの柔軟体操・発

声・歌唱練習は、ドイツ リートから始まり「第九」へと続

き、約1年半にわたり新たな世界が開ける。 

 喜びを感じつつ７学習センターの“合同練習”へと進

んで行きました。 

 2017年8月から東京文京

学習センターで行われる

“合 同 練 習”に 参 加 す る 

には一定の歌唱レベルが

必要と言うことから、千葉学

習SCではオーディションに

よる選考があり、神奈川学

習SCでは、歌唱(実技)の

個人指導を経て一人でも

歌えるレベルの確認と指

導個所の克服に向けたレ

ポートを書き、先生のアド

ヴァイスを頂き“合格”した

人たちが参加することになりました。 

 それまで各学習センター毎に離れ離れに練習して

いた「見えない友」同士が、“結団式”から心を一つに

共に学ぶ仲間となり、山本純之介先生の指揮の下、

山本きよみ、松﨑睦両先生による「4手連弾」のピアノ

によるスケールの大きいオーケストラバージョンの伴

奏で、本番さながらの練習でした。以後１０回にわたり

“合同練習”、“パート練習”、“オケ合わせ”が行われ

ました。 
 

ソリスト・オーケストラと一緒に合唱 

 オーケストラには、東京藝大ストリングス(TGS)を母

体とし、木管・金管群に

は、国内外の超一流の

現代音楽スペシャリスト

が参加して下さいまし

た。 

特に、コンサートミストレ

スに「ヨーロッパで活躍

されておられる長尾春

花 さ ん を お 迎 え し た

オーケストラのメンバー

は、新しい世代の集合

体 で あ る」と 山 本 先生

（指揮者）は言っておら

れました。 

 さらに、大橋先生(Fg.)、学生から木下さん(Cb.) ら、

お二人の方が厳しいオーディションを乗り越えてオー

ケストラの一員に加わりました。 

 総勢75名の特別編成となったことも大きな特徴の一

つとなっております。 

 そして要のソリスト4人として、本大学で教えて頂きま

したソプラノの奥村さゆり先生、二期会からアルトの小

川明子先生とテノールの小林大作先生、バスの横浜

国立大学教授の河野克典先生が同じステージで私

の目の前で歌われ、その歌声に聞き惚れ、「声量」と

ボリュームに圧倒され、さらに「響き」の凄さに体が震

えたのを今も覚えております。 
 

 

演奏会が開催できたのは  

 この演奏会の推進には、「演奏学生たちによる実行

委員会の立上げによって真に７学習センターのプロ

ジェクトとして進められたことは誇りとして皆様にお伝



 

 

サポーターでの参加 
 

 去る3月26日、「第九」特別演奏会にサポーターとし

て参加いたしました。 

 サポートチームは当日、ゲネプロ、本番と多忙を極

める合唱団の皆様が心置きなく演奏に取り組めるよ

う、南関東7学習センターの所長先生からご推薦をい

ただいた27名でチームを編成しました。 

 馬場実行委員長とサポート委員会事務局で事前に

すり合わせをしながら、計画を練り上げてゆきました

が、一番苦労したのは、900名の入場者を開場開始か

ら30分でご案内できるかでした。会場が東京芸大の

キャンパスの中なのでスペースが十分でなく、通路目

いっぱいに行列を蛇行させてご案内し、開演５分前に

は入場を完了しました。 「案ずるより産むが易し」で

想定したトラブルは杞憂に終わり、安堵いたしました。 

 終了後、合唱団の方々の達成感あふれる晴れやか

な表情を見て、立場は違いますが、同じ思いをサポー

トチームも共有できたことをうれしく思っております。参

画させていただきまして、大変ありがとうございました。  
 

サポート委員会 高橋 照夫 
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えできる」と宮野先生

は 言 っ て お ら れ ま し

た。 

 これまで、お手伝い

頂きました実行委員

（13名）の方々・パート

リ ー ダ ー（20 名）の

方々や多くのサポート委員(31名)の皆さんと演奏会

に参加された演奏者334名の方々、加えてご支援頂

いた方々など総勢407名の皆さんの“言葉に尽くせな

い程のご協力を頂いた”からこそできました。 
 

「第九」の学びから 今、感じていること 

 二年に亘る「第九」の学びは、鑑賞だけでは味わえ

ない経験をさせて頂きました。これからも地域の 

「第九」演奏会で歌い続けていきたい！と思います。 

「第九」が私の心を豊かにしてくれました。 

 この出会いを頂いた放送大学と、これまで支えて頂

いた参加の皆様がたに心よりお礼を申し上げます。  
 

                  実行委員 馬場 信一 

放送大学で第九をうたうということ 
 

 難聴のベートーベンが、

歌いやすさなど配慮せず

に、自分の脳裏の声のイ

メ ー ジ で 作 っ た「歓 喜 の

歌」。その演奏に合唱で参

加した。 

 参加者の中には第九初

挑戦の学生が多数いて、

戸惑いながらも曲に触れ

ていく姿がとても初々しく

（失礼）、新鮮な気持ちを分けてもらうことができた。 

 また、今回は幸いにも神奈川学習センター内での発

表で独唱を歌う機会をいただき、自分の師匠にもこの

曲の稽古を受けた。師匠曰く、プロでも歌う機会が少

ないパートだから、心して歌うようにと。本番直前に数

人でアンサンブルの練習をしたことも稀有な経験で、

センターでの本番は出来映えはともかく、楽しかった。 

 本番が東京藝術大学の奏楽堂というのが、私の原動

力だった。数十年前音楽を志したものの入試に挫折し

た藝大だが、どんな形でも勉強を続けていれば、ここ

で歌う機会もやってくるのだと体感した。そう、誰にでも

学び続けることで成し遂げられる何かがあるのだ。 

 今回のプロジェクト、演奏会の実施には多くの方の

手間や時間がかかっている。関わって下さった全ての

方々に、心からの感謝を込めて、お礼を申し上げる。 

  

            ソプラノ  李 艶薇（り えんび） 

放送大学「第九」特別演奏会を終了して 
 

 2015年4月に入学して「第九

を楽しむ会」会員募集というチ

ラシを見つけました。コーラスの

経験がないので不安はありまし

たけれど、ダメだったらその時

点で諦めればよいと考え初回

の練習から参加しました。 

 発声法を教えていただいても

自分ができているかどうかも大

勢の中だとわかりませんでした

ので、街の音楽教室にヴォイストレーニングに通いまし

た。だんだんお友達ができ、同じ目標に向かって仲間

とともに学習するのは平素の通信授業とは違った歓び

がありました。 

 約２年間馬場さんはじめリーダーの方にはお世話に

なり感謝申し上げます。 

 文京センターの合同練習は回を重ねるごとに２５０名
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「第九」参加した感想  

 

 「第九」の演奏会が終わって3か月

が過ぎようとしています。思い出す

のは学びである「第九」に関連した

面接授業やゼミがとても楽しく、充

実した時間であったことです。その

喜びは今も心の中で炎となって揺

らいでいる気がします。 

 面接授業やゼミの講師の先生

方、ピアニストの先生方の熱意が自

分の心の中に伝わり、学ぶことへの

喜びと教えて下さる先生方への感謝の気持ちが、

沸々と湧いてきました。通信制大学で、こんなすごい

イベントである「第九」の演奏会が計画され、そして東

京藝術大学の奏楽堂で演奏できたということは、ほん

とに夢のような話だと思います。 

 このイベントが成功したことが自分にとっては、これ

から先の生きて行くうえでの大きな自信につながって

行くと確信しています。多くの仲間達に支えられての

成功であり、また御指導して下さった多くの先生方の 

ご尽力の賜物と思っています。たいへん誠にありがと

うございました。 

                   テノール 高野義信 

“歓喜の歌”に大歓喜！ 

 

 長年、合唱を志す私として

一度は歌ってみたいと思いつ

つ、何故か歌う機会がなかっ

たベートーヴェンの「第九」。

それも出来れば藝大の奏楽

堂で…、という欲張った願望

が図らずもこの度の放送大学

「第九を歌う会」で一挙に実現

したことは望外の喜びでした。 

「第九」オーケストラ（Cｂ.）に参加して 

 

 第九演奏会が終わってか

ら数カ月が経とうとしている

ところですが、まだ新鮮記 

憶が残っています。 

 私にとってベートーヴェン

の「第九」はずっと想いを馳

せていた曲であり、いつの日

か出会うべく、以前より楽譜

を入手し部分的には触れて

いました。 

 今回このような機会を得る

ことができ、会場の奏楽堂や

藝大オーケストラメンバーと

の演奏など、これ以上ない

シチュエーションで念願がかなったことはとても幸運

でありました。 

私はオーケストラの一員として参加でしたので、しば

らくは個人練習の日々でしたが、初めての合唱団との

合同練習の際には、合唱団の方々の意気込みや演

奏会を楽しみにしている雰囲気に触れ、演奏すること

の喜びという基本かつ大事なことを再認識できました。

そうした思いで迎えた本番は第一楽章から第四楽章

の最後の音まで、楽しく弾くことができ、格別な充実感

がありました。 

今回の演奏会は自分の中で今後の財産になって

いくと感じています。 

 

木下健司 

の力がまとまっていくように感じました。帰宅が遅くて

たいへんでしたが、５０余年前通った学校の跡地で様

変わりしていましたが懐かしくもありました。 

 ７センター合同で第九を歌うという壮大なプロジェク

トに出会えたことは本当に幸運でした。「冥土の土産

ヨ！」と友人達には言っていました。人生の終盤で多

くの方々のお力添えをいただきながら仲間と協力して

こぎつけた第九の演奏に心底からの成就感を藝大奏

楽堂のステージで噛みしめていました。 

 皆さま、ありがとうございました。 

アルト  松下祐子 

 また、学習センター内で開講される先生方の「第九」

に関する各種ゼミ、更に面接授業等は、いずれもレベ

ルの高い内容ものばかりで、数ある合唱曲のうち「第

九」だけは一筋縄ではいかない…と言われる由縁を、

身を持って体感しました。 

 特にオーケストラの「総譜」を見ながら合唱パートを

追いかける…などは初めての経験であり、同時に「指

揮者」の偉大さを改めて知りました。 

 ともあれ南関東７学習センター学友諸兄たち約２５０

有余名の合唱団と藝大ストリングスを中心とする特別

オーケストラの演奏は、感動を遥かに超え、身震いの

するほどの「達成感」を感じました。 これは私の長い

合唱生活の中で得られた貴重な財産であり、またこの

ような「場」を創って頂いた各先生方、役員諸氏のご

尽力に大きな感謝を捧げます。 

 バス   菊池信美 
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【退任教職員紹介】 
 

 放送大学神奈川学習センターを平成２９年６月３０

日付で退任されました。 

 たいへんお世話になり、ありがとうございました。 
  

 

【新任教職員紹介】 
 

 放送大学神奈川学習センターに平成２９年７月１日

付で採用になりました。 

 よろしくお願いいたします。 
 

  総務係長    宮﨑 克典 

 

平成２８年度放送大学学位記授与式 

 ３月２５日渋谷のＮＨＫホールにて、平成

２８年度放送大学学位記授与式が行われ

た。学位記の授与に続いて、岡部学長、 

来賓の松野文部科学大臣、金子総務省

大臣政務官、津野同窓会連合会会長の

祝辞、卒業・修了生謝辞、学生表彰、卒

業・修了生で学歌の斉唱が行われた。 

 午後は、ハイアットリージェンシー東京に

会場を移して、謝恩会が行われた、３月

末で退任される先生方の挨拶や、銘酒

コーナーも開設された。学習センターごと

のテーブルで、卒業の喜びを語りあった。 

岡部 洋一 学長 松野 博一 文部科学大臣 金子 めぐみ 総務省大臣政務官 

津野 和子 同窓会連合会会長  

 総務係長    荒川 雅俊 
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 ４月８日神奈川学習セン

ターにて､平成２９年度１

学 期「入 学者 の集 い」が

開催されました。 神奈川

学習センターの入学者

は、学部生1,363名、大学

院生230名。会場には、 

このうち学部生212名、院生22名が集いました。 

 集いは、４月１日に着任された福富所長の式辞に

続き、佐桒同窓会長と客員教授からの祝辞が述べら

れた後、学習センター利用の説明等のオリエンテー

平成２９年度１学期入学者の集い          

ション、そしてサークル等のPRがありました。 

 入学者は、「式に参加して、勉学に勤しもうという意

識がもてた。先生方のお話がよかった。」という感想

などがありました。 

 

池田所長送別会写真集

2017.2.26（日） 

 

湖南广播电视大学副学長一行来訪 

2017.6.3（土） 

６月３日、中国湖南省

にある放送大学、湖南

广播电视大学副学長

一行が、神奈川学習

セン ター を来 訪され

た。福富所長、池田副

学長と中国語学習会

の参加で、歓迎行事

が 行 わ れ た。二 胡 の

演奏を聴いた刘建军

副学長が楽器を借り

演奏され る場 面も あ

り、和やかに海を越え

ての交流が深まった。 



 

 

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、 

（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） 

日本の文化“お正月体験会”      国際交流グループ 肥後 照雄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 2017年1月15日（日）外国人留学生・研究者へ

の日本の文化『お正月体験会』が開催された。放

送大学・神奈川学習センター（横浜・弘明寺）に

隣接する横浜国立大学学生寮・大岡インターナ

ショナルレジデンス（以下、大岡IR）には、約

170名の留学生と、5名の外国人研究者とその家族

らが居住している。 

 日本の正月文化は、家・家族単位が基本で、留

学生たちが肌で体験する機会は少ない。そこで、

2017年の新年を迎えるに際し、大岡IR内で日本の

お正月に家庭で食される御節料理やお雑煮などを

調理し試食して貰う機会を作る「体験会」が企画

された。大岡IRと神奈川学習センター池田所長お

よび国際交流グループの共催による『交流パーテ

ｲー』には、大岡IRの関係者計70名と放送大関係

者12名が参加。同時に、留学生に日本文化である

お茶席（神奈川学習センター同窓会茶道部の協力

による。写真参照）とカルタも体験してもらっ

た。本企画の意図は、“大岡IR

居住者間の交流、大岡IRと放送

大学神奈川学習センターの利用

者間の交流、日本と他国の文化

の“共有・共感・共生”であっ

た。多くの人が参加して大盛

会、かつ大いに喜んでもらえた

ことから素晴らしい企画であっ

たことが証明された。 

 多くの留学生は、折角日本に来ても、表面だけ

見たり触ったりしただけで帰ってしまう。本当に

勿体無いし、不思議な国だという印象で終わりか

ねない。本企画のように多少お金と手間はかかる

が、産官学の受け入れシステムやホスト・ファミ

リーなどの組織・体制づくりの必要性を感じた。

その意味でも、本「体験会」は、3年後の東京オ

リンピック・パラリンピックに来日する外国人へ

の「おもてなし」にも参考となる、画期的な企画

だったというのが私の率直な感想である。 
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 神奈川学習センターの学園祭

行事、春のフェスタが、３月１２日

開催されました。 

 公開講演会は、関東学院常務

理事で、元神奈川学習センター

所長の渡邊愼介先生をお招きし

て「写真で追う”争う鳥” 」演題で

お話しくださりました。 

 神奈川学習センター所長に

なったころから、鳥の写真をとりつづけ、神奈川新聞

に「野生の大岡川」の連載をもたれていました。今回

は、鳥の争いを、食う食われる（生きるための争い）、

春のフェスタ～渡邊愼介先生講演会 

つばぜり合い（異なる種

の鳥の争い）、闘争連帯

（同種の鳥の繁殖をかけ

た争い）の３つに分けご

自身で撮影された、たくさ

んの美しい写真を解説し

ながらの講演でした。カ

ルガモは、個体を識別し

ていて、親子の間で連帯

が見られることなど、興味深く、美しい写真を撮る

だけでなく、動物の生態を観察する研究者の鋭い

視点を感じた講演会でした。 
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 「学生生活に関するアンケート」として、２００９年の

なつだよりに掲載して以来、入学者の集いと神奈川

学習センターで開催される学位授与式で、アンケー

ト用紙を配り、年に２回本誌上で、学生アンケートを

掲載してきました。前回より、入学者の集いでは、学

習センター事務室からのアンケートと統合して、実施

しています。 

知ったか（媒体の種類）／ Ｑ５．募集要項を入手し

た場所／ Ｑ６．入学した目的／ Ｑ７．放送大のし

くみや、学習のすすめかた等で、わかりにくいところ

があるか／ Ｑ８．入学前に、電話相談や学習セン

ターの相談を利用したか／  Ｑ９．パソコン、イン

ターネットの利用状況／ Ｑ１０．入学者の集いの感

想および自由意見。 

 このうち、Ｑ．３．４．５は、主に学習センター事務

室が利用する設問として設定されています。 
 

 はじめに、学生種別の入学者（次頁 上のグラフ）

です。学部について、５０％が全科履修生、そのうち

１／３が、心理と教育。選科生３２％科目生１８％。全

科生の比率は、全回答同等ですが、心理と教育が

占める割合は若干低下しました。 

平成２９年度１学期入学者の集いアンケート                 編集部 

 アンケートの方法は、入学者の集い参加者に配付

資料と一緒にアンケート用紙を配り、会場の出口で

収集する方式。集い参加者２３４名のうち、１７2名の

方に回答いただき回収率は、７３．５％でした。 

 設問は、１０問。Ｑ１．入学の学生種類とコース／ 

Ｑ２．はじめての入学か、再入学か／ Ｑ３．性別、年

代、職業、居住地域／ Ｑ４．放送大学のことをどこで

 2017年2月19日 (日 ) 

神奈川県立国際言語

文化アカデミア(以下、

アカデミア)にて 「日米

の歴史から見る異文化

との出会いと受容」を共

通テーマに、放送大学神奈川学習センター池田龍彦

所長とアカデミア三國隆志所長を講師とする公開講

座に参加しました。 

 池田先生は｢日本人は西欧文明とどう向き合ってき

たか－国際化と開発協力の視点から」と題し、明治期

日本の近代化発展のために尽力した廣井勇や青山

士の取組と実績並びに池田先生のインフラ開発のご

経験などを交えて、日本人が諸外国の人々と関わる

姿勢について説かれました。 

 一方、三國先生は｢多文化国家アメリカの断面－ユ

ダヤ系移民はいかにアメリカ社会に溶け込んだか｣と

題し、18～20世紀に東欧諸国から自由を求めてアメリ

カへ渡ったユダヤ人が自らのスタイルを保持しつつア

メリカの土地に根づいた背景をご紹介されました。 

 いずれも共通するのは、グローバル化が進む現

代社会を生きる我々は、相互に歩み寄る理解と受

容の精神が一層求められ、多文化共生社会を尊

重する懐の大きさが求められるとの見解でした。 

 今講演に見るセッションも共存共栄の精神から

発したものと考えられます。私にとっては放送大

学およびアカデミア前身の神奈川県立外語短期

大学でお世話になった両先生が同じ壇上にい

らっしゃる光景にとても感慨深く胸が熱くなるのを

覚えました。 

 池田先生・三國先生が抱かれる志の融合は 

ボブ・ディランの歌に載せて私たちを鼓舞します。 

 May you stay forever young! 

『国際言語文化アカデミア・放送大学神奈川学習センター連携公開講座』

に参加して                               県立外語短大卒業生／放送大学生  森 操 

三國隆所長（当時）と池田龍彦所長(当時） 
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 入学動機については、前回とほぼ同じ傾向で、生

涯学習、教養、卒業の順になっています。 

 放送大学のしくみ、学習のすすめ方等でわかり難

いところはの問いには、例年より放送大学のしくみ

についての不安が、少なくなっています。 

 前回からはじめた、入学前の相談状況について、

の問いには、半数近くが相談をしなかったと答えて

います。一方、個別相談および電話で相談したと

の回答が約２０％ずつを占めています。（右上図） 

 パソコンの利用について、インターネットを使って

いないのは、７％程度、９０％以上は日常的にイン

ターネットを使っていました。さらに、４３％が、ネット

出願していて、ＩＴ化の傾向は、前回とほぼ同じと

なっています。 
 

【自由記入欄 多かった感想・意見】 

・種々のサポートが受けられることがわかり安心した。 

 （複数） 

・客員教授ほかの先生方のお話がよかった。 

 （複数） 

・サークルやＫ－サポート、学生の活発な活動がある

ことを知り驚いた。（複数） 

・子育てのために入学した。育児をしている人により

配慮があるとよいと思った。（複数） 

・式に参加するまでは、放送大学で学びたいという

気持ちは強くなかったが、式に参加して多くのことを

学びたいと意欲がわいてきた。（複数） 

・説明を聞いて、自分が手続き等十分に理解してい

ないことがわかった。（複数） 

・資料が多いので、最前列だけでなく、全員机を使

えるようにして欲しい。（複数） 

・式の時間が長い、式進行をもっと要領の良いもの

にしてほしい。（多数） 
 

（複数の方から、感想、意見のあった事柄について、

纏めて掲載しました。） 
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天川晃先生を悼んで         元・天川ゼミ生 加藤 喜人・保坂 祥平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 さる４月２７日に天川晃先生が他界されました。 

 先生は２００２年から２０１３年まで放送大学に在職

され、学部と大学院で地方自治や日本政治史等を

担当されました。先生は高名な政治学者であり、専

門の範疇を超えた幅広い分野においても素晴らし

い研究業績を遺されましたが、本稿では放送大学

大学院「天川ゼミ」での思い出を中心にご紹介いた

します。 

 天川ゼミは、神奈川学習センターで開催される月

１回の定例ゼミに、各ゼミ生が年間テキストの書評

や執筆途中の修士（学士）論文を持寄り、それらを

題材に討論を行うスタイルで進められました。放送

大学大学院のゼミの最大の特徴は、年齢・性別・社

会的背景が異なる「大人」がフラットな関係で集う所

にあり、天川ゼミでも自由闊達な議論が交わされて

おりました。その中で、先生は常々「論文に形あり、

研究に作法あり」と話され、学問や研究に臨む際

に、誠実さと謙虚さがいかに大切かということを教え

てくださいました。その言葉は、今も私達の心の中

に深く息づいています。 

 そしてゼミの後は、「玄やセッション」。近くの居酒

屋で、酒を酌み交わしながら森羅万象あれやこれ

や、議論を交わしたことが懐かしく思い出されます。

また、年１回の館外ゼミでは日本国内のみならず海

外にも赴き見聞を広めました。 

 近年は、２０１４年に天川ゼミを母体とする「放送

大学ガバナンス研究会」を発足させ、神奈川学習

センターでの月１回の研究会に精力的に取組ま

れ、２０１６年１２月からは「戦後自治制度の形成」

というテーマで４回連続講義をなされ、これからと

いう矢先の訃報でした。 

 天川先生は、厳しくも優しくユーモアに溢れ、そ

のお人柄は多くの人に慕われておりました。ここに

深く哀悼の意を表するとともに、多くの事を教えて

くださいましたことに心からの感謝を申し上げま

す。 

 韓国語同好会では、韓国語を勉強するとともに、

韓国の人たちとの交流を目的に韓国放送通信大学

との相互訪問を続けてきた。前回、２０１４年のソウル

訪問に続いて今回は釜山を訪れることになった。 

 ５月２２日午後、会員１３名、ゲスト５名の計１８名で

釜山に向けて出発した。会員はほぼ全員に近い人

が参加した。韓国に何度も旅行した人がいる反面初

めての人も多く、バラエティに富んだ構成になった。 

翌２３日は観光バスをチャーターして釜山周辺を観

光する。最初は７世紀に創建された禅宗寺院「梵魚

寺（ポモサ）」を訪ねた。

大半の建物は朝鮮王朝

時代の再建であるが、

日本の名刹とはまた異

なる韓国寺院の美しさ

があった。堂内では熱

心な信者が懸命に祈りをささげているのが印象的

であった。次いで、五六島という海の景勝地を観

光する。海岸の絶壁に張り出したガラスの回廊を

歩くスリルを味わった。昼食は楽しみにしていた参

韓国研修旅行記                韓国語同好会 齋藤 聰二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

修了生が素晴らしい会場を提供。天川先生は

奥様と懇親会後、花火見物までご一緒いただ

き、良い思い出になりました。 



 

 

PAGE 15 通巻第７１号 

鶏湯（サムゲタン）を満喫する。朝鮮通信使歴史館

と近代歴史館では日本と韓国の歴史について勉強

した。好天に恵まれ、日

本語の上手なガイドさん

の説明によって、楽しく

韓国の文化や社会に触

れた一日であった。 

 ２４日はこの旅行の目

的である韓国放送通信大学との交流会の日であ

る。午後から地下鉄で大学に向かった。約３０分の

車内では隣の乗客と会話を交わすなど、実地訓練

に励んだ。大学に着くと校門に歓迎の大きな横断

幕が飾られていたのには驚いた。関係者の盛大な

歓迎を受け、構内を見学した。ここは正式には韓国

放送通信大学校・釜山地域大学といい、日本の学

習センターよりはるかに大規模で設備も充実してい

た。交流会が始まり、全員がそれぞれ懸命に韓国

語で自己紹介をした。

先方のメンバーは日本

学科の卒業生と現役学

生であり、日本語のレベ

ルは高かった。日本の

歌「ふるさと」を韓国語、

中国語、日本語で披露

した。韓国の歌「故郷の

春」を一緒に歌った。韓

国側から太鼓をたたい

て、歌いかつ踊る伝統

芸能「ナンタ」が披露さ

れた。次第に熱が入って最後にはみんな一緒に

なって踊った。夜は、近くの食堂に招待され、おい

しい韓国料理を味わい、お酒を飲み、そして遅くま

で語り合った。楽しい交流のひと時であった。 

 最終日２５日、午後の便で帰国した。４日間、事故

もなく、会話レベルの向上と国際親善の実を上げる

ことができた。今後とも、このような相互交流を続け

ていきたい。 

   

「灰とダイヤモンド」合同上映会報告            永井 藤樹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 6月10日（土）10：30からアン

ジェイ・ワイダ監督の「灰とダイ

ヤ モ ン ド」を、放 友 会、レ ク・

サークル、同窓会合同で開催

しました。 

 この映画は、ポーランド生ま

れのワイダ監督による「抵抗3

部作」の一つであり、柏倉康

夫先生所有のDVDを先生の

ご厚意でお借りすることができ、上映の運びとなりま

した。先生自ら、この映画の時代背景やストーリーを

執筆してくださり、国際的評価の高い、この映画の持

つ意義を感じてくださった方々にご参集頂きました。 

冒頭、同窓会の澤村雅嗣さんから上映に至ったいき

さつや、ワイダ監督の遺作に

なった映画「残像」が、奇しくも

今日この日に岩波ホールで上

映開始されたことなどが報告さ

れました。昭和30年、40年代

に青春時代を送った者には、

青春の一齣として忘れられな

い郷愁を誘う映画でした。 

 第二次大戦でドイツとソ連に

引き裂かれたポーランドが、大戦終了と共に再び

元の国家に戻ろうとしたとき、かつて共に祖国解放

のために戦った二人が親ソビエトの人民軍と反的

な国内軍に分裂して、相戦う複雑な政治状況下、 

（次頁に続く） 
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○学習相談チーム 
 

  平成２９年度２学期の学習相談は、１０月１４日

から１２月１７日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 

・８月２０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 

○２０１６年度Ｋ－サポート発表会報告 
 

 2017年2月26日（日）に、池田所長（当時）と藤田

事務長にご出席いただき、K－サポート発表会が

開催されました。10：00～11：45は、2016年度の活

動実績発表と質疑応答。昼休みをはさみ、12：45～

14：45は、2017年度の活動計画発表が行われまし

た。 

 一部のメンバーは、当日10：00～17：00に実施さ

れた入学前個別相談会で相談員として臨みました

が、発表会にも例年と変わらぬ30名近くのメンバー

が参加しました。 

 2017年度は、K－サポート活動の10年目となりま

すが、これまでと

変わらず地道に

活動を 継続して

いく意思を確認し

合い閉会となりま

した。 

命令に従いテロを実行してきた若者が、人を愛

することで過去の自分と決別して新しく生きるこ

とを模索を始めた瞬間に、悲劇的な結末が待

ち受けていました。忘れられない悲惨で、印象

に残る最終場面でした。 

 神奈川学習センターとして、この種の上映は

初めての試みです。鑑賞に参加してくださった

みなさまに感謝申し上げます。 

        



 

 

○平成２９年度神奈川学習センター開講ゼミ・研究会一覧 2017年7月16日

①客員教授開講ゼミ

教員 ゼミ名 活動内容 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

神奈川県には、箱根火山、丹沢山地、三浦半島など、変化に富んだ地形と多様な地質で構成される
多くの地域があります。地球科学ゼミは、月１回（原則第３火曜日）、これらの地形・地質を対象に野外
見学会（巡検）を開催しております。初めての方々も参加できるやさしい内容とていねいな解説の見学
会を開催するよう努めています。

原則月１回
4/4、5/16、6/20、
7/18、9/19、
10/17、11/21

arima@ynu.ac.jp

杉田正樹 哲学カフェ

「哲学カフェ」をやっています。参加者からその都度問題を出してもらい、それらについてみんなで議論
するというものです。調べれば分かるような問題や、専門的な問題ではなく、身近なところで日頃不思
議だと思っていることを論じます。人の話をよく聴くこと、よく考えることが条件です。黙っていることもも
ちろんOKです。

原則第４土曜日
4/22、6/29、9/30、
8/4

msugita@kanto-gakuin.ac.jp

種田保穂 種田ゼミ
学習センター内の定期のゼミでは動物学に関する様々な面白い話を紹介しています。そのほか不定
期に探鳥会を行ったり、磯の動物の観察会を行っています。博物館、水族館、動物園などにも出かけ
て行きたいと思います。また、年に一回は合宿のゼミを行いたいと思います。

4/19、5/17、6/21、
8/3、8/13、9/5

taneda-yasuho-pj@ynu.ac.jp

角　洋一 角ゼミ

テーマ：寺田寅彦の随筆を読む
－自然現象と災害、海の自然、科学と人間そして社会－
内容：　2017年度の角ゼミでは、小職の担当面接授業「構造物の強度と安
全性」にも関係するテーマとして、明治・大正期を代表する物理学者・随筆家である寺田寅彦の随筆を
読むことを企画しました。彼の随筆で取り上げられる力学と自然災害、大学と教育などのテーマは、現
代に生きる我々も熟考すべき普遍的課題でしょう。

4/6、5/18、6/15、
8/3、9/7

sumi@ynu.ac.jp

茂木一衞 茂木ゼミ

中世ヨーロッパのクラシック音楽の歴史を辿り、その時代に生きた作曲家の曲などを「器楽と声楽」の
アンサンブルでハーモニーを勉強している。
・ゼミ；毎月2回　14:00～16:00　神奈川学習SC　第8講義室
・練習曲　　バッハのコラール：「Ich bins, Ich sollte buessen」
　　　　　　　モーツアルト：「Ave verum corpus」
           　　シューベルト：「Kyrie」　など

原則月2回

4/2、4/9、5/12、
6/18（所外）、
6/30、7/14、8/4、
8/27、9/8、9/24

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

上川孝夫 上川ゼミ

上川ゼミでは、金融や国際金融を中心に、世界経済や経済学について学びます。一見難しそうな学問
ですが、外国為替やマーケットの話など、基礎から学びます。ドルや欧州単一通貨ユーロ、円や人民
元など、話題性の高いテーマについても取り上げます。また、日本銀行や東京証券取引所の見学など
も予定しています。

4/15、5/20、6/24、
7/15、8/19、9/16

kamikawa@ynu.ac.jp

遠山絋司 遠山ゼミ
ものごとをまとめる力、発表する力そして討論する力」を身に付けることを目的としたゼミです。ゼミ担
当者は自分が興味ある問題を探し、解決するまでの過程を考えて発表します。その後、全員で問題の
捉え方、解決策について討論します。ゼミの担当は1年に1回程度です。

原則月1回（第3
又は第4木曜
日）

4/20、5/18、6/22、
8/23、9/21

kmymt@olive.ocn.ne.jp

②元客員教授開講ゼミ

教員 ゼミ名 ゼミ活動内容 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

主な活動は観察会と報告会です。観察会では、藤原先生より植物の見分け方、特徴の解説、植物に
関する指導などを受けることができます。また、
報告会では観察会後のまとめ方などを実践的に学ぶことができます。教養学部「自然と環境コース」
の植物や環境に関する科目に興味がある方や、卒業研究を目指す方にお勧めです。

原則第２木曜日

4/20、5/18、7/6、
9/14、10/12
11/9、12/14、
1/11、2/8
3/8

syokusei@yakatsu.org

影井清一郎 科学の散歩道研究会

身近な物理・生命・社会等の現象を数学・物理学・工学（コンピューター）の切口で自由闊達に議論
し、結果を踏まえて自らの学びに取り入れられます。９月からは放送大学の物理・化学系科目が難しく
感じられた方へ「量子論に至る道しるべ」と題して、高校数学の復習から始め、量子論を理解するため
の道しるべを始めます。奮ってご参加ください。

原則第３土曜日
4/22、5/20、6/17、
9/16

kagei@ynu.ac.jp

浅野　幸弘 浅野ゼミ
経済・金融・証券の分野で興味深くかつ重要と思われる本を取り上げて輪読します。毎回担当者が本
の内容をまとめて報告、質問などがあれば教員が補足説明し、その後、報告をベースに参加者全員で
議論します。2017年度前期は 河村小百合『中央銀行は持ちこたえられるか』 を使っています。

原則第２木曜日
4/13、5/11、6/8、
7/13、8/17、9/14

asano-yukihiro-rc@ynu.ac.jp

③元放送大学教員開講研究会

教員（顧問） 研究会名 活動内容 開催曜日 開催日（予定含） 申込先・連絡先

柏倉康夫 三無会

「三無会」は放送大学情報学の修士修了生を中心に、現在の情報のあり方や、コミュニケーションの
現状を研究する会です。年1回機関誌（審査付き）を発刊。投稿を受け付けています。6月10日総会・研
究発表は「日本語ワープロ黎明期におけるキーボードアレルギーの発症」「テキストマイニングで探る
量子通信技術」でした。

不定期開催 6/10 miyako.f71417@jcom.zaq.ne.jp

④元放送大学神奈川学習センター非常勤講師開講ゼミ

教員（顧問） 研究会名 活動内容 開催曜日 開催日（予定含） 申込先・連絡先

高橋和子 しなやカラダ
会員個々の健康寿命を平均寿命に限りなく近づける為の学習から「しなやカ」に実践をすることで生活
習慣病対策に寄与し、相互の親睦をはかり学生生活を向上させて継続する。

原則月１回水曜日 6/28 1210132280@campus.ouj.ac.jp

⑤放送大学神奈川学習センター開講研究会

世話人 研究会名 活動内容 開催曜日 開催日（予定含） 申込先・連絡先

田口一博
放送大学ガバナンス研
究会

政治学の天川晃ゼミを母体に発足し、会員数約百人。毎月の研究会では会員の研究報告と原書講読
（現在Lane”STATE　MANAGEMENT”・稲継裕昭訳『政府経営論』）のほか、研究者をお招きしての報
告の模範演技＝9月研究会では天川先生の遺作『戦後自治制度の形成』をめぐる村松岐夫・雨宮昭
一両先生の放談会＝を行います。

原則第３土曜日
4/15、5/20（所
外）、6/11、7/1、
8/13、9/16

jkaz5529@gmail.com
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 ゼミ・研究会のご案内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

訃報    

 元、放送大学同窓会連合会会長、元神奈川サークル協議会代表の木村勝紀さんは、３月１６日逝去されまし

た。謹んでお悔やみ申し上げます。木村さんは、２００１年１０月に、放送大学に入学され、神奈川放友会に入

会。放友会会長をつとめ、神奈川学習センターの学園祭実行委員会である、フェスタ・ヨコハマ実行委員会の代

表に就任。同実行委員会を、神奈川サークル協議会改組することに尽力されました。さらに、神奈川同窓会長、

同窓会連合会長をつとめました。 



 

 

○中国語学習会 
 

 昨年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 NHKテキスト「まいにち中国語」各月号    

          で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 
 

★サークル活動：放送大学生との「仲間作り」と 

 ウォーキング等の「健康づくり」 

★例会：２ヶ月に１回（含、映画鑑賞会） 

★ウォーキング：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 
 

 毎月の例会発表 

神奈川学習センターにて 原則１３：００より  

 ８月～１０月までの例会予定 

 ８月 ５日（土）１３：００～  

１０月 ８日（日）１０：００～  

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・植物園美術館巡り等の行事、例会後懇親会もあ

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 

佐藤義春 E-mail: yoshi.l.chie@yd6.so-net.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   

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：５月２２日～２５日、韓国研修旅行を実施。韓

国放送通信大学との交流を図るとともに釜山の観光も

楽しみました。  

★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） 



 

 

○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

○神奈川合唱団 
 

楽しく歌って見ませんか ♬ 

学位記授与式(3月末)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・修了生のお祝いをしています。 

 今学期は、「学歌」・「花になれ」を練習して 

おり「入学者の集い」で歌います。 

☆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 ８月６日（日） 

  第一部「みんなで夏を歌う」 

  第二部 講演会「中世鎌倉人の手紙」 

☆触れ合いの場の活動 

 〇一泊研修旅行 開催日：９月１５～１６日（土）  

  大学本部にて卒業研究発表、翌日はバスで 

  近郊散策 

☆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 

☆5月19日「同窓会通常総会」にて今年度計画 

 が承認されました。同窓会の理念に基づいて 

 活動を進めますので宜しくお願いします。 

☆“弘明寺サロン”とは 

～「行くところがある」「会う人がいる」場所～ 

 ＊会員と会員を結ぶサロンです 

 ＊会員以外の方も大歓迎 

 ＊予約は不要です 

☆・弘明寺ｻﾛﾝ8月12日（土）「映画鑑賞会」 

  13:00～17：00「タイタニック」 

☆ ホームカミングデーの開催 

 9月2＆3日：ﾌｪｽﾀの初日〔（9/2）は無料〕 

 OBの方気楽に来場して下さい。  

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・福祉分野の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（心理系含む）放送大卒業

を目的とする方が多い。内容は、情報交換が中心。                       
 

これからの例会予定 

・８月６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） 

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。 

☆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 



 

 

◆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） 

◆特別聴講学生募集 
 

  放送大学（神奈川学習センター）では、横浜国立大学と相互に単位を互換する協定を締結し、双方向によ

る単位互換を実施しています。これにより、放送大学の学生（全科履修生）は、単位互換協定を締結している

横浜国立大学の授業科目を履修することができ、修得した単位は、放送大学の単位として認定されます。 

  平成２９年第２学期（後期）の募集の詳しい内容は、神奈川学習センターHPやキャンパスネットワークホー

ムページで確認してください。 

 ※出願期間：平成２９年８月６日（日）まで【期間厳守】 

◆入学生の「面接授業等の科目登録申請」概要 
 

《新規10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８月１５日（火）９時～８月３１日（木）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７月１４日(金)までに出願し８月４日(金)までに学費納付者が対象  

《継続10月入学生：学籍が平成２９年度第１学期で終了(自主退学予定者除く)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８月１５日（火）９時～８月３１日（木）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申請後登録申請可能 

 ※3：この期間以外の平成２９年６月１５日(木)～２９年８月１４日(月)及び９月１日(金)～ 

    ２０日(水)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。 

◆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８月1５日（火）９時～８月３１日（木）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２学期にも引き続き学籍のある方(入学金支払不要の方) 

 ※2：他に「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、８月１５日

（火）～８月３０日（水）私書箱必着  【重要】科目登録申請要項等を必ず熟読・理解すること。 

◆事務室からのお知らせ 
 

 ①梅雨が明けると、猛暑日が続きます。どうか、水分補給には十分ご留意していただき、良質な睡眠､ 

   バランスのとれた食事､規則正しい生活を心がけ､夏を乗り切りましょう。 

 ②台風・大雨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。 

◆２０１８年度卒業研究履修申請 
 

  卒業研究履修申請条件を満たす方で、２０１８年度に新規卒業研究履修を希望される場合は、下記期間内

に本部へ申請してください。申請書・送付用封筒がセットされた手引は、窓口で配付しております。 

申請希望者は手引にて今一度内容を確認してください。 

 《申請書提出期間》平成２９年８月1６日（水）～８月２４日（木）（本部必着） 

◆平成２９年度第１学期単位認定試験の成績通知書送付時期 
 

《成績通知書送付時期》平成２９年８月下旬 


