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生命を支えるタンパク質の不思議な働き
はじめに

客員教授

内藤 晶

と呼ばれるタンパク質が体内で分泌されて、生

平 成 27 年 4

命を支える様々な働きをもっています。胃の中

月に放送大学

ではペプシンと呼ばれる消化酵素が働いて、

に着任して3年

栄養素を分解します。また、輸送タンパク質が

目となりました。

体の中でいろいろな物質を輸送する働きをし

この間、面接授

ています。赤血球の中に含まれるヘモグロビン

業、公 開 講 演

というタンパク質は酸素を肺から受け取って、

会を通して勉学

その酸素をからだの隅々まで運んでいます。ま

意識の高い皆様とともに、私も一緒に学んでま

た、筋肉はアクチン、ミオシンという繊維状のタ

いりました。

ンパク質でできています。この筋肉を動かすた

私の専門は構造生命科学という分野です

めにはエネルギーがいりますが、このエネル

が、特にタンパク質の分子構造を決定してその

ギーの源はATPという物質です。このATPは高

働きを理解する研究を中心に行ってきました。

エネルギー分子であり、体の隅々にいきわた

放送大学の面接授業でも「タンパク質科学入

り、細胞にエネルギーを供給しています。さら

門」、「生命を支えるタンパク質の科学」という授

に、このATPは、筋肉の細胞に多く含まれるミト

業を行い、皆様とともにタンパク質を学んでま

コンドリアという細胞小器官で製造されます。し

いりました。タンパク質は生命を支えている重

たがって、ミトコンドリアは正味の反応でみると、

要な分子であるとともに、美しい立体構造をも

酸素を消費してATPを合成するとみることがで

ち、奥の深い不思議な働きをもつ分子です。こ

きます。この機能をもつためミトコンドリアは細

の点を中心にタンパク質の働きについて述べ

胞の呼吸器官とみることができます。

てみたいと思います。
タンパク質の構造は美しい
身の回りのタンパク質

このような多様な働きをもつタンパク質はど

私たちの回りを見渡すだけでも、至るところ

のような構造を持っているのでしょうか。化学の

にタンパク質が存在しています。もちろん、私

言葉を使うとタンパク質はアミノ酸がペプチド結

たちの体自身も水が７０％を占めていますが、

合でつながった高分子と呼ばれる分子量の非

残り３０％の内７０％がタンパク質でできていま

常に大きな分子です。この高分子のタンパク質

す。筋肉はタンパク質のかたまりでありますし、

は体の中では、遺伝子というアミノ酸配列の設

髪の毛や爪にいたるまでタンパク質でできてい

計図をもとに作られます。タンパク質は通常数

ます。体を構成するタンパク質に加えて、酵素

百個のアミノ酸がつながっていますが、このアミ
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ノ酸配列は一つの間違いもなく繰り返して作ら

精密構造が完全に決まっているわけではあり

れます。さらに驚くべきことに、同じ蛋白質であ

ませんが、部分的なタンパク質の構造をもとに

れば、何度作られても、全く同じ立体構造にな

全体構造を構築してみると図２のようになりま

ります。構造にばらつきは全く見られません。

す。ミトコンドリア内膜に結合している部分は

2017年度のノーベル化学賞はクライオ（低

モーターの軸受けになっています。

温）電子顕微鏡の開発によってタンパク質の構

これをF0部位といいます。さらに、モーターの

造決定の道筋を切り開いた貢献により、スイ

軸受けにはまり込み、回転子の役割をするタ

ス、米国、英国の 3人の研究者が受賞し まし

ンパク質をF1 部位といいます。驚くべきこと

た。この中で英国のリチャード・ヘンダ―ソンは

に、この軸受けと回転子はH+が移動するエネ

バクテリオロドプシンという細胞内でプロトン輸

ルギーを用いて、モーターのように回転しな

送を司る膜タンパク質の構造を研究し、図１に

がら、高エネルギー分子ATPを合成する機能

示すように7本のヘリックスでできた桶のような

をもっているのです。

構造をしていることを、電子顕微鏡で初めて明

このように美しい形をもつタンパク質が、日

らかにしました。

夜、私たちの体の中で働いて私たちの命を支
えていることの不思議を、面接授業では皆さ
んと一緒に学んでいます。タンパク質の働き
をもっと知りたいと思われた方は、ぜひ面接授
業で共に学んでいきましょう。

図１ 膜タンパク質バクテリオロドプシンの立体構造
（Chem-Stationより引用）

初期の構造はぼやっとしていましたが、実験法
の進歩とともに美しい構造が現れてきました。
2000年には構造がさらに精密に決定され、プ
ロトン(H+)が移動する経路まで分かってきまし
た。

エネルギーを作り出すタンパク質
さらに精密な機械のような働きをするタンパ
ク質が存在します。ミトコンドリア内膜に存在す
るATP合成酵素です。このタンパク質は全体の

図２ ATP合成酵素の立体
構造
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平成２９年度学生研修旅行
学生研修旅行（テーマ：神奈川の西部
小田原を知る）に参加して
修士選科生 山田 香織
最高気温29.5度、真
夏を思わせる10月12日、
くじで選ばれた我々30名
は西部小田原をバス研
修で訪れました。行きの
車内では早々から講義
が始まり学びモード全開でした。
国立印刷局小田原工場では厳重チェックを受けた
後、お札の誕生秘話、製造過程を見学。凹版印刷、
識別マーク、すかし、
ホログラム、特殊発行
インキ、隠れ文字等を
紫外線やルーペを使
い確認しました。身近
でいつもお世話になっ
ているはずなのに、
じっくり眺めたことがなかったことを改めて感じました。
お札には日本の高度技術が集結しており、厳重に品
質管理されていることも解り、国内での偽造はありえな
いと思えました。寿命１
～２年で消えゆくお札と
の一期一会を惜しみ、
大切に使おうと思いま
す。
小田原城址では小
田原城天守閣、小田原
城歴史見聞館、常盤木門SAMURAI館を見学。ガイド
さんの案内で公園の松、藤、龍舌蘭等の自然を堪
能。震度７規模の地震
を何度も受け、修復を
繰り返しながら今に至
る石垣の説明を聞き
感動しました。
石垣山一夜城では

展望台から城下町、小田原城を眺め、戦国時代の
武将たちの陣営とシンクロした気分で、壮大な歴史
を感じることができました。また、パワースポットとし
て注目の淀殿も使われたであろう化粧井戸（国指
定史跡石垣山
井戸曲輪跡）
を特別に見学
でき、パワーを
もらいました。
鈴廣蒲鉾本
店では手作り
の高級かまぼ
こを見学、購入しました。敷地一帯は「かまぼこの
里」と称されて
おり、地域の観
光を支えている
ことが窺えまし
た。
帰りの車内で
は外来種や帰
化植物につい
ての興味深い講義があり、通り道に車内から眺めた
芒を思い出し、頑張って強く生きようと思いました。
盛り沢山の内容でしたが、Kサポートの方々が先
導してくださり、楽しく研修できました。普段は顔を
合わせない方々とご一緒できたことも有意義でし
た。共に学んでいることを時々は思い出し、今後の
学びの道程における励みにしたいと思います。
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2017年度学生研修旅行『小田原の今と
昔を学ぶ』
Ｋ-サポート・バス研修チーム 武井 宏
神奈川学習センターのバス研修旅行が10月12日
に行われました。今回初めてバス研修チームの一
員として企画・下見などを経験し、本番を迎えること
が出来ました。
今年度の研修テーマは「神奈川の西部 小田原を
知る」ということで、学習センターに集合後小田原
へと出発する。
最初の見学場所は「国立印刷局小田原工場」で
す。この工場では紙幣・印紙・切手・パスポート・官
報などの印刷を行なっていて、以前には放送大学
関係の印刷もやっていたそうです。DVDによるレク
チャー後、職員の案内で工場見学へ。
ガラス窓越しに見る印刷機から裁断前の紙幣が
次々と刷り上がってくる様は、何とも圧巻でした。参
加者からも次々と質問が出て、あっという間に時間
となってしまった。”一億円”の重さを体験後、集合
写真を撮って工場を後にした。私にとっては縁の薄
い紙幣ですが、現在流通している紙幣について知
り、まさに”今”を学
ぶでした。
次の見学場所は
「小 田 原 城 址 公
園」で、到着後3班
に別れ観光ボラン
ティアガイドの説
明を聞きながら園内を巡った。小田原城は中世城
郭（大森氏や後北条氏時代）と近世城郭（江戸時
代）が並存し、現在も両方の遺構が残る全国的に
見ても珍しい城郭なのです。特に後北条氏時代は
関東支配の中心拠点として繫栄したが、小田原合
戦で滅亡します。
その小田原城を
発ち次に向かっ た
の は、小 田 原 合 戦
で秀吉軍の本陣と
なった石垣山一夜

城 で し た。一 夜 城
は、関 東 で 最 初 の
総石垣の本格的な
城（延 4 万 人 動 員・
約80日間で完成）で
す。二の丸跡・本丸
跡・天守台跡などの
遺構が見られ、秀吉
や淀殿そして名立
たる武将達が闊歩し
た城なのです。井戸
曲輪へも案内しまし
たが、当時の石垣や井戸の石積みなどがよく残って
います。井戸を覗くと、水面に淀殿の姿が写ってい
そうな雰囲気でパワースポットです。小田原合戦で
対峙する二つの城址を訪ね、”昔”を学ぶことができ
ました。
研修旅行の最後は、小田原の重要な産業の一つ
である”蒲鉾”を知る
ということで「鈴廣蒲
鉾 店」に 立 ち 寄 り ま
した。私は見学だけ
でしたが、買物され
た方も多かったよう
です。
小田原は戦国時代からは城下町として、江戸時代
には宿場町として、また明治時代は別荘地として栄
え、中世・近世・近代を通して独自の文化に育まれ
た魅力的な都市です。
これで研修旅行も帰路となり、先生お二人のミニ講
義など有意義な時間を過ごすうちに横浜駅へ無事
到着しました。参加された皆様方のご協力に感謝い
たします。
（学習センターのロビーの棚に、研修旅行の資料等
が置いてありますのでご覧ください）
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１１月４日（土）第１０回神奈川学習センターウォー
キング「歩こう！！ペリーが見た浦賀から久里浜へ」
が開催されました。午前９時浦賀駅前に集合、西叶
神社、浦賀奉行所跡、灯明堂跡、ペリー上陸記念碑
までの７キロの行程を、学外、学内８０名余りの参加
者で歩きました。途中、浦賀コミュニティーセンター
分館では、特別展「絵図で解く浦賀奉行所の謎」も
開催されていて、幕末の歴史散歩を楽しみました。

「ウォーキング」の企画・実施に携わって
片野 賢治

私が初めて地域連携チームのウォーキングに参加
したのは2015年のことです。神奈川学習センターの掲
示板で「金沢文庫と野島」のウォーキングのポスター
を見つけ、この地域は、身近であり私にとって思い入
れのある場所でしたので申し込みました。
コースは、広い意味では自分の地元でしたが、リー
ダーの田代さんの説明は、見るのも聞くのも初めてと
いうことが多く、準備、下見をかなり入念にしたことが
想像されました。終了後は、金沢文庫駅近くの「すず
らん通り」の居酒屋での打ち上げは盛り上がり当時の
スタッフの皆さんには感謝をしたいと思います。
個人的には、趣味の登山で北は北海道利尻岳から
南は屋久島宮之浦岳まで日本全国の山を登り、若い
時から数えて現在日本100名山中84を数えるに至りま
した。当初はチャレンジ精神で登っていましたが、最
近は健康志向へと変わり、タウンウォーキングも様々
な仲間と、時には一人でも歩いています。
そして、翌年2016年からの地域連携チームへの参
加は、一参加者ではなくスタッフとしての参加となりま
した。好きなウォーキングで何か役に立てないかと考
えていた矢先、K－サポートのメンバーに勧められて
の参加となり、2016年と2017年の2年間、企画・実施に
携わりました。ウォーキングの実施は例年10月か11月
ですが、準備は年明けの単位認定試験終了後の2月
から始まります。予想通り、準備にはかなりの時間と期
間を要することがわかりました。まず、ウォーキングの
場所・実施日の選定と年間計画から始まります。2016
年 は、「横 浜」、2017 年 は「浦 賀 か ら 久 里 浜」と 私 に
とっては土地勘と最低限の基礎知識のある場所にな
りました。ウォーキングのエリアの下見は何通りかの
コースを選定し歩きました。忙しい日程の合間を縫っ

ての参加で、必ずしもすべて参加できませんでし
たので他のスタッフの皆さんには頭の下がる思い
です。最終的なコース決定は、見どころその他条
件で決めます。「横浜」は桜木町をスタート地点と
し海沿いを山下公園まで進み、バスで本牧ふ頭最
先端「シンボルタワー」まででした。バス使用は、
ウォーキングとしてはイレギュラーですが、横浜
ウォーキングの目玉として、是非取り入れたいと
思ったところです。横浜をよく知っているつもりの私
でも初めて見る
光景が広がりま
し た。実 際、参
加者からの受け
も 上 々 で し た。
ま た、昨 年 の
「浦賀から久里
浜」で 印 象 に
残ったのは「浦賀奉行所跡」です。下見の段階で
は、社宅が建っていましたが本番では更地になっ
ていました。跡地利用については新聞紙上でも報
道され話題になっているところです。ウォーキング
は実際歩かないと見えてこない部分がかなりあると
同時に季節の移り変わりも感じることもできます。ま
た、横浜育ちの私としては、なじみの場所では、班
のリーダーとして歴史の説明だけでなく、自分とそ
の場所のかかわりみたいなものも話すことにしまし
た。
ウォーキングは、神奈川学習センターの地域連
携活動の一環として行われていて、地域の方に募
集を行って実施していますので、放送大学の学生
も参加しますが、地域の方の参加も多くあり、様々
な人達との出会いも楽しいし、その参加者にとって
は、私たちスタッフが大学の顔でもありますのでか
なり緊張します。そして今年2018年のウォーキング
は、これからスタートです。是非多くの皆さん方に
スタッフとして、一般参加者として携わってほしいと
思います。私自身、微力ではありますがお役に立
ちたいと思います。最近は健康寿命ということがよ
く言われ保証のかぎりではありませんが、今後も生
涯ウォーキング、生涯登山をめざしたいと考えてい
ます。
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面接授業「銀河天文学」
11月16日と17日、
谷口義明教授の面接
授業「銀河天文学」が
開講されました。
昨 年 度、放 送 大 学
に 着 任 さ れ、今 回 が
初めての面接授業で
した。
授業の初めは先生
の 自 己 紹 介 か ら、旭
川 出 身 で、幼 少 期、
昆虫採集や化石発掘に勤しんでいた先生。
中学生のとき、友達のもってきた天文雑誌を借り
て読み、きれいな写真がいっぱいあって宇宙も面
白そうだと思ったそうです。高校に入って、天文部
に入り勉強や観測もしたが、将来は法律家になろ
うと思っていた。３年になる頃、「せっかく大学に行
くなら、本当に自分が勉強したいことをやったらい
いのかな」と思い始め、理学部に行きたいと担任の
先生に相談した。
子どもの頃には自分の将来は、自明ではなく、人
間の運命とはわからないものと思う。何事もまず
は、目指してみるのがよい、本質的に重要なのは
「夢を持って挑戦する」こと、そして、研究者になる
には、３つのこと、好奇心とそれから仕事とするに
は、集中力、継続力が必要になる。
講義は、シラバス記載どおりの、銀河天文学入
門、 銀河の構造、銀河の環境、銀河の誕生と進
化、銀河の活動性、超大質量ブラックホール、 宇
宙大規模構造、 観測的宇宙論と銀河天文学の８
章８時限の構成で、教養科目として平易に講義す
ると言うよりは、専門科目として、最新の研究成果
や観測事実とその理論付けを丁寧に説明されると
いうスタイルで「専門科目」の面接授業を受けてい
る実感が沸いてきました。また、「銀河天文学」のタ
イトルは、銀河をテーマにした「天文学」の講義の
意味ではないかと思えました。
そして、宇宙論等についても谷口先生の知見に
触れることができたように思います。例えば、この
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編集部
百年くらいの間で、
宇宙の年齢につい
ては、ほぼ正確にわ
か っ て き た こ と や、
先生が天文学を は
じめたころに資料と
して使っていた銀河の写真が技術の限界で鮮明
でなかったものが、最新の装置で撮影するととても
鮮明で、細かい構造がわかってきた。そうやって新
しい発見があると、それまでの常識が覆されること
も多い、これからも新たな発見があってそれに応じ
た新しい考え方が生まれてくるであろうこと、我々
のいる宇宙が唯一無二のものではなく、いくつもの
宇宙があるという考え方～マルチバース（多元宇
宙論）もいずれもっと進展して行くのではないか、と
いうことも話されていました。
天文学について、全く学んだことのない方にとっ
ては、少々難しかったかも知れませんが、天文宇
宙の学びの機会となったでしょうし、いろいろな本
を読んだり勉強してきた方にとっては、天文学の最
先端の知識が得られたり、谷口先生の考え方を知
ることができたりと、興味深い講義になったのでは
ないかと思います。
授業に参加できないが、講義の内容を勉強した
いという方は、20冊ほど出版されている先生のご本
があります。先生の生い立ちは「谷口少年、天文
学者になる」という本に詳しいとのことでした。
今までに３５０本もの論文を書いたという、現役研
究者の香り漂う先生のお話しが聞かれたのは、貴
重な経験でした。

通巻第７３号

面接授業「映画と精神分析」
10月28日と29 日に
横浜国立大学清田友
則教授による心理学
に関わる面接授業が
開催されました。三本
の映画が上映され、
どれも精神分析に
とって中心的テーマ
で ある「性 愛」(desire)
と「生 と 死 の 欲 動」を
取り上げた作品でし
た。
映画の“あらすじ”を記す。
●「アメリカン・ビューティ」は、バラの品種名で「アメ
リカの美」を意味する。一見幸せそうなアメリカの中
流核家族を描く。事業を営む見栄っ張りな妻、十代
の娘は頑なに父親を嫌っている。主人公の夫は、人
生の黄昏時に差し掛かっていて妻との関係は冷え
切って、やるせない日々を送っている。そんなある
日、あろうことか男は娘の級友に恋心を抱き、愛欲
の虜になっていく。その時から男の周りに堅固に構
築されていた均衡が崩壊しだし、家族をめぐる人々
の本音と真実が次々と暴き出され てい く。冒頭、
真っ赤なバラの花びらで埋め尽くされたバスタブに
横たわる美女の姿態が強烈な印象と暗喩を与える。
バラは美の象徴であるとともに、根から腐敗していく
花であり、見た目は美しく幸せな家族の崩壊を暗示
していて、現代のアメリカ社会が抱える闇を描く。
●「私を離さないで」は、今年のノーベル文学賞受
賞者カズオ・イシグロの作品の映画化。クローン技
術で産み出された男女がヘイルシャムという隔離さ
れた寄宿学校で、普通の人々と変わらぬ感情を抱
き、恋をし希望にすがり、絶望する様が淡々と描か
れ、静謐さが漂う。彼・彼女らは、臓器提供のためだ
けに生かされているドナーチャイルド。過酷な宿命
の中で、限られた命をひたむきに生きようとする若
者の姿。架空の物語ではあるが、東南アジアの貧
困にあえぐ山村の子どもたちの臓器が売買されて
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永井 藤樹／遠田 雄子
いる現実から、現代に通ずる社会問題を暗示して
いる。
●「チェンジリング」は、ロサンジェルスで起きた実
話の映画化。幼い息子が突然行方不明になる。警
察が見つけ出した子どもは全くの別人。しかし、そ
の子は頑なに母親だと主張する。警察の発表と子
どもの主張を無批判に報じるマスコミ。市民に極度
に不評のロス市警が、手柄を誇示するためのでっ
ち上げである。否定する母親を医者と共謀して精
神異常者に仕立て上げ、独房に監禁し拷問を加
え、偽の供述書に署名させて事件を闇に葬り去ろう
とする。市長、警察署長、医師、命令の奴隷になっ
た看護師たち。権力・権威が結託して暴走する恐
ろしさを描く。行方不明になった我が子の死が信じ
られない母親は、子どもの死の確証が得られるまで
独り探し続ける姿が痛ましい。21世紀に入って制作
された最高傑作の映画だという。
それぞれの映画の内容を精神分析的に解説して
くださり、さらに社会学的、歴史学的、芸術学的考
察が加わって、とても楽しく意義ある面接授業で、
80名の定員に100名以上が応募した人気の授業で
あった。
（永井藤樹）
授業で観た映画は、3作品とも面白かったです
が、私が一番心に残ったのは、授業の帰りに清田
先生に質問して返ってきた答えです。
「人間の『価値』とは、変化する事と周りが決める
事。今現在『価値』がなくても、その時その時に、価
値は変化するので、将来『価値』がうまれるかも」と
教わりました。私も、放送大学の学びを通じて、価
値のある人間になれたらと思い、これからも学び続
けようと思いました。
(遠田雄子）
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平成２９年１０月 学生生活に関するアンケート
9月23日（土）神奈川学習センターの学位記授与
式には72名の卒業・修了生が集いました。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42名からの回答があり回収率は58％でした。
また、10月8日（日）の入学者の集いには、新入生
166名が参加、 122名からの回答を得て回収率は、
73％でした。

ていると考えられます。
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卒業生

0

１．入学生へのアンケート（一部項目は、卒業生の
アンケートと比較しています。）
入学者アンケートは、学生種別（下図）です。全科
生、選科生、科目生の割合は、50％、25％、25％
で、例年より選科生の割合が若干少ない傾向があり
ます。コースでは数年ぶりに心理と教育が突出して
35

Ｋ－サポート機関紙編集チーム

入学動機を見てみましょう。生涯学習をあげる方
が、一時期ほど顕著ではなくなりましたが、卒業生の
中では、あげる方が多くなっています。
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多くなりっています。
次に、年齢構成です。（下図）10代から80代まで年
代の方がいます。入学者では、50代がピークとなり、
次いで40代となっていて、ここ数年の傾向が続いて
います。卒業生については、60代が多く、20代が少
0.3
0.25

学習の進め方

学習量等

しくみ

不安はない

その他

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。例年より、科目選択等に不安を持
つ方が少なく、学習の仕方への不安があるようにみ
られます。入学目的では、キャリアアップを図りたいと
言う方も多いので、学習方法についての理解が進む
とよいと思います。
80

0.2
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科目選択等

入学者
卒業生
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ない傾向が続いています。比較すると、入学者の
ピークと卒業生のピークの離れ方が大きくなってい
て、今後、何かの変化が起こす可能性が大きくなっ

インターネットの利用等に関する項目です。現在

通巻第７３号
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インターネット等を利用されない方は、かなり少数に
なっていますが、全く使われない方が、数パーセント
いる状態は続いています。インターネット出願をされ
た方は、５０％を越えていますので、入学前
から使いこなしている方が多いと言えます。
○大学、サークル、その他（自由記入欄）
・先生方の話がよかった。面接授業や、ゼミが
楽しみ。（多数）
・いろいろな、サークルや活動等があることが
わかった。（複数）
・合唱等はよかった。（複数）
・情報がわかったり、サポートがあることを知っ
たのは収穫だった。（複数）
・資料を読むには全員机が必要と思う。音量
や、音声に注意してほしい。また、少し式が長
い。

25
20

次に、卒業生が放送大学の授業やシステムと、放
送大学での交流等についてどのように感じているか、
１１項目で満足度を伺ってみました。

放送授業

面接授業
卒業研究

15
10
5

キャリアアップ
サークル

交流
行事
システム

0

２．卒業生へのアンケート
所属コース（専攻）は、人数に大きな差はあるもの
の、以前よりは差が小さくなってきました。生活と福

生活と福祉
心理と教育＋発達と
教育
社会と産業＋社会と
経済＋産業と技術
人間と文化＋人間の
探究
自然と環境＋自然の
理解

サービス

目的達成
総合

面接授業、放送授業とも授業に対する満足度がと
ても高い傾向（とても満足と回答された方が多い）は、
例年通り続いています。そして、総合評価や大学の
システム等が、かなり高評価になってきています。ま
た、いくつかの項目については、低評価は僅かです
が、評価にばらつきが見られました。行事、交流、放
送大学のシステムでは、人によって評価の違いが大
きいです。
○印象に残った放送授業
履修者が多いためか、心理学系の科目をあげる方が
多いです。また、美術、文学、国際政治等をあげられる
方が多いけれど、特定の科目に集中はしていません。

情報

祉、心理と教育が、多い状況です。
学習センターの利用については、図書室や、サー
クル、面接授業と言った、インターネットでは補えな
い部分の利用が増加しているようにみえます。
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○印象に残った面接授業
心理学実験の１，２，３をあげる方が多くなりました。
その他、文学や、開催学習センター独特の科目（横浜
港関連等）をあげる方が多いです。
○自由記入欄
・「千里の道も一歩から」、「継続は力なり」等のコメント
がありました。（複数）
・放送大学は、孤独な学びで、学習に関して、人との
接点があればよいと思った。
・いろいろな、年齢や職業の方と知り合えるのも、大き
な収穫でした。
・放送大学の学びは楽しかった。
・卒業できるとは思わなかった。
・神奈川学習センターの面接授業を充実してほしい。

○平成２９年度神奈川学習センター開講ゼミ・研究会一覧
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

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・
原則月１回
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。

4/4 、 5/16 、 6/20 、 9/20 、
arima@ynu.ac.jp
10/18、11/21、12/19

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 、 10/12 、 11/25 、 kamikawa@ynu.ac.jp
12/16、1/13、2/17、3/17

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
4/22 、 6/29 、 9/30 、 8/4 、
原則第４土曜日
msugita@kanto-gakuin.ac.jp
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
10/28、11/18
が条件です。黙っていることももちろんOKです。

有馬 眞

角 洋一

角ゼミ

種田 保穂

種田ゼミ

茂木 一衞

茂木ゼミ

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。
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。
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
原則月2回
・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

4/6 、 5/18 、 6/15 、 8/3 、 9/7 、
10/12 、 11/9 、 12/14 、 1/11 、 sumi@ynu.ac.jp
2/15、3/15

4/19、5/17、6/21、8/13、9/5、
taneda-yasuho-pj@ynu.ac.jp
10/17・18、11/28、2/6
【 所内】4/2 、4/9、5/12、6/30、
7/14 、8/4、 8/27、 9/8 、 10/1、
11/12 、 11/26 、 12/3 、 12/15 、
1/11、2/4、2/25、3/11、3/18
【所外】6/18、9/24、10/29

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

開催日（予定含）

申込先・連絡先

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

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
4/13、5/11、6/8、7/13、8/17、
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
原則第２木曜日 9/14 、 10/12 、 11/9 、 12/14 、 asano-yukihiro-rc@ynu.ac.jp
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
1/11、2/8、3/8
られるか』 を使っています。

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
4/22 、 5/20 、 6/17 、 9/16 、
原則第３土曜日
kagei@ynu.ac.jp
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
10/21
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。

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
4/20 、 5/18 、 6/22 、 8/23 、
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 原則月1回（第3
9/28 、 10/17 ・ 18 、 10/19 、 kmymt@olive.ocn.ne.jp
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 又は第4木曜日）
11/16、12/14
す。

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、
4/20 、 5/18 、 7/6 、 9/14 、
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 原則第２木曜日 10/12 、 11/9 、 12/14 、 1/11 、 syokusei@yakatsu.org
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
2/8、3/8
す。

浅野 幸弘

影井 清一郎

③元放送大学教員開講研究会
教員（顧問）

柏倉 康夫

研究会名

三無会

活動内容

開催曜日

「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
不定期開催
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。

開催日（予定含）

6/10

申込先・連絡先

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）
高橋 和子

研究会名
しなやカラダ

活動内容

開催曜日

開催日（予定含）

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
原則月１回水曜日 6/28
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。

申込先・連絡先
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

田口 一博

研究会名

活動内容

開催曜日

開催日（予定含）

申込先・連絡先

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
放送大学ガバナンス と原書講読（現在Lane”STATE MANAGEMENT”・稲継裕昭訳『政府経営論』）のほか、研
4/15、6/11、7/1、9/16、11/26
原則第３土曜日
jkaz5529@gmail.com
研究会
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
【所外】5/20
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。

Ｋ－サポートからのお知らせ
○学習相談チーム
平成３０年度１学期の学習相談は、４月１４日

から面接授業のある土曜日と日曜日、午後１
時から午後３時５０分の間、２階談話室の相談
コーナーで行う予定です。（詳細は、後日発表）
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１７日(土）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１階ロビーＫ－サポート掲示板下に、用紙とポ
ストがありますので、ご利用ください。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。（定期塾受講のときにご相談ください。）
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ＯＵＪ神奈川学習センターふゆだより

学生サークルからのお知らせ
○韓国語同好会

○ダンスサークル（社交ダンス）

★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 李 明淑（イ・ミョンス）先生
★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）

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

○放大かながわレク・サークル

○うえるかむKanagawa

★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

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
○中国語学習会
学習日：原則、第１、第３日曜日
（学生掲示板のポスターで確認）
① 10：00～12：00 中級程度文法、表現力アップ、
自由会話。 告旭平先生
② 13：00～15：00 入門、初級発音基礎から簡単な
表現を習得。 李春霞先生
③どの時間帯でも参加自由です。
会費：１ヵ月 2000円 3か月分前納。他に、街歩き、
映画会、研修旅行など、会員相互の親睦を深めるた
め各種イベントがあります。
問い合わせ 080-3552-2497 和田
E-mail: snuf.708w@ezweb.ne.jp

☆毎月の例会で会員が卒業研究、旅行経験等を発
表
例会予定 ：神奈川学習センター 於
2月3日（土）13：00～「ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ（仮想通貨）とその基
盤技術を知っておこう！」
3月11日（日）13：00～
☆会員寄稿の会誌「せせらぎ」を毎年発行。今年度
は28号を発行した
☆散策・植物園美術館巡り等の行事、例会後懇親
会もあります。会員募集中
お問合わせ ：
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

通巻第７３号
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○神奈川合唱団

○資格取得研究会

♬♫♪皆さん合唱団と一緒に
楽しく歌って見ませんか ♪♫♬
毎年3月の学位記授与式(NHKﾎｰﾙ)で合唱団の皆
さんと一緒に「学歌」を歌い卒業生・修了生をお祝い
しております。来春の入学者の集いでは「学歌」と
「春」「春の小川」「春の日の花と輝く」を歌います。
今年から合唱指導の専門家を招き、ボイストレー
ニング・合唱練習に取り組んでおります。
☆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
☆お申込み・問合せ
馬場信一shinichi-36820-baba@extra.ocn.ne.jp

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。

○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余名の会員から高い支持を得ているサークル
です。
☆学びの場の活動
○例会：平成30年2月4日（日）「四国お遍路報告」
他、第７講義室
○クラッシクを楽しむ会：平成30年3月7日（水）みなと
みらいホール
○会員投稿企画「私の行った所、思い出の場所」を連
載中
☆触れ合いの場の活動
○お花見・卒業祝賀会：平成30年3月25日（日）
☆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

○スペイン語研究会
★世界４億人が話すスペイン語と歴史・文化を学ぶ
目的で2017年8月創立。主な活動は、月二回（第１，３
木曜日）の例会。前半講師による日常会話習得、後
半会員持ち回りによる研究発表及びゲストスピーカー
による講演。テーマはスペイン語圏の歴史、文化、音
楽、スポーツ、観光、旅行、料理等など。近い将来、
他学習センターとの交流。マチューピチュ、イグアス
の滝など南米研修旅行も計画中。
★連絡先：会長 肥後 照雄
（電話：080-2049-3523
メールアドレス：t_higo@cb3.so-ne.tne.jp）

これからの例会予定
・２月３日（土）10:00～神奈川学習センター部屋未定
・３月は、日時未定。 ・４月８日（日）16:00～会場未定

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）

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10日（土）弘明寺サロン映画上映会
14:00～16:30「細雪」
船場の暖簾問屋で育った四姉妹の人生を描く。
☆2月17日（土）13：00～13：45「プラン講演会」
発展途上国支援状況を報告。
☆3月11日（日）AM 映画鑑賞会「日の名残り」
☆平成28年度学位記授与式3/24→NHK
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
神奈川同窓会は卒業祝賀会にて大活躍！
HP:→http://hatoh.net/
お問い合わせ…045-333-4426 金田 保男

編集後記
読者のみなさま、関係者のみなさま、みなさまのご協
力で、発行の運びとなりました。お礼申し上げます。
今回、「春のフェスタ」（サークル協議会主催）ポスター
の掲載が間に合いませんでした。春のフェスタは、3月
11日（日）種田保穂客員教授の講演ほか、サークル成
果発表会は、2月17日（土）開催いたします。
以前、当紙にもご寄稿いただいた「問題解決の進め
方」主任講師、遠山紘司先生の著書「もっと知りたい!
定年の楽しみ方」が、昨年末、学文社よりを出版されま
した。ご自身が定年後に悪戦苦闘された経験から定
年後を快適に過ごすためのノウハウが詰まった一冊で
す。 また、近々、元所長の渡邊愼介先生の作品が、
写真集になると聞いています。出版時には、お伝えし
たいと思います。

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）
荒川（学習センター事務室）

神奈川学習センターからのお知らせ
● ２０１８年４月入学生 ただいま出願受付中！
平成３０年４月入学生を募集しております。お友だちや知り合いの方も神奈川学習センターで一
緒に学びませんか？
【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】
（第１回） １２月１日（金）～２月２８日（水）迄 （第２回） ３月 １日（木）～３月２０日（火）迄
【資料請求】 無料配布中です。お気軽に神奈川学習センターまでご連絡ください。

● 図書室・視聴学習室 閉室のお知らせ
新学期準備ため、図書室・視聴学習室は以下の２日間閉室となります。 ご不便をおかけしま
すが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
【閉室期間】 ３月２２日（木）～３月２３日（金）
※閉室期間中は、図書・放送教材の返却のみ受付けます。事務室カウンターの返却BOXをご利
用下さい。

● 放送教材(ＤＶＤ・ＣＤ)の郵送貸出しが変わります
放送教材の室外・郵送貸出しは、来年２月末をもって所属学習センターによる業務は終了し、４
月から放送大学本部で行います。詳細はキャンパスネットワークホームページ等をご確認くださ
い。

● 公開講演会を開催します
【講 師】 高木 秀明 先生（聖心女子大学教授、放送大学名誉教授）
【テーマ】 自己理解
【日 時】 ２月３日（土） １３時～１５時
【講 師】 橋本 和幸 先生（了徳寺大学准教授）
【テーマ】 臨床心理学ではどのような援助を行うのか
【日 時】 ２月１０日（土） １３時～１５時

● 神奈川県立国際言語文化アカデミアとの連携講座を開催します
放送大学と神奈川県立国際言語文化アカデミアは連携協定を結び、協力を進めています。
今年は「西洋文化との出会い」をテーマに開催します。皆様のご参加をお待ちしております。
【日時】 ２月１８日（日） １３時３０分～１５時４５分
【会場】 放送大学神奈川学習センター 【定員】 １８０名
【演題】 《講 師》 中島 ベルナルド 先生
《テーマ》 イエズス会にとっての日本
《講 師》 茂木 一衞 先生
《テーマ》 西洋音楽の魅力
※ 公開講演会・連携講座参加希望の方は神奈川学習センター（TEL：045-710-1910）までお申し込
みください。

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）

