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 意味のないことばの意味                客員教授  林部 英雄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ことばは何の役に立っているのか 

 

私が長年考えてきたことの一つは、「ことばの

機能」でした。これは、ことばが人間にとって何の

役に立っているのかということです。例えば、食

事をするとか呼吸をするというのは人間の生命

を維持していくのに役に立っています。同じよう

にことばも何らかの役に立っているはずだとい

うのが基本的な考え方です。 

少し別の観点から考えてみると、ことばには

「意味」があります。「意味」の定義は大変難しく、

古来論争があるのですが、ここでは深入りしな

いことにして、単純に「指示対象」のことだとかん

がえておきます。みなさん、「椅子」ということばや

「歩く」ということばを聞いたときには、頭の中で

そのことばが指し示すイメージを思い浮かべる

でしょう。それが「意味」だとしておきましょう。そし

て、相手が知らないことを意味のある言葉で伝

えることを、「情報伝達」といいます。例えば学校

で「隣の教室へ椅子を持って歩いて移動してく

ださい」というのは情報伝達です。 

しかしそうすると、ことばの中には意味のある

ものも多いけれど、意味がないと思われることば

もあります。例えば、挨拶で使われる「おはようご

ざいます」や「こんにちは」ということばはどうで

しょう。それらが何か具体的な物や状態を指し

示しているとは思えません。そうだとすると、これ

らのことばは、単純な情報伝達に用いられてい

るとは考えられないでしょう。また機能の観点か

らすると、いわゆるゴシップのように、既に誰もが

知っていることをとりたてて話

題にするのも、情報伝達の役

割は小さいでしょう。いわば意

味のないことばです。 

そのようなことばは人間が

生きていく上で役に

立っていないのでしょ

うか。比較的最近に

なって生物学の観点

から、「そんなことはな

い。意味のないことば

も役に立っているの

だ」とする考え方が出

てきました。ことばの

機能は情報伝達だけではなく、人と人の関係を

敵対的ではなく親和的な関係にし、それを維持

するのに役に立っているという考え方です。こ

の機能を社会的調整（social exchange）と呼び

ます。つまりことばのやりとりをすることで人と人

は親和的でいられるのだということです。 

一例として、あなたが「こんにちは」と挨拶した

のに、相手がそれを無視したという場面を考え

てみてください。声が小さくて聞こえなかったと

いうことがない限り、「この人は私が嫌いなのか

な」と感じ、次からは挨拶しないだけでなく、敵だ

とみなすようになるというのはおわかりいただけ

るでしょう。 

 

サルの毛づくろい―ヒトのゴシップ 

 

間接的にではありますが、この考えを支持す

るデータも出てきています。中でも興味深いの

は、ロビン・ダンバーという英国の研究者がとな

えた「ヒトのゴシップはサルの毛づくろいと同じ

役 割 を 果た し て い

る」という説です（「こ

と ば の 起 源」青 土

社）。サルの毛づくろ

いは、ノミ取りともい

われますが、特に霊
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長類といわれるサル同士の間で頻繁に行われ

る特徴的な行動です。この毛づくろいが社会的

調整の役割を果たしていることは、多くのデータ

から明らかになっています。ロビン・ダンバーの

主張は、サルの場合、群れの大きさが大きくなる

ほど毛づくろいに費やす時間が長くなるという

もので、それ故ある程度以上の数の群れは維

持していけないはずだということです。しかしヒト

の祖先はホモサピエンスが現れる以前から、か

なりの数の群れで生活していたと考えられ、そう

だとすると毛づくろいに代わる社会的調整の手

段があったはずで、それがことばなのではない

かということです。つまりことばはその起源からし

て、社会的調整の機能を持っていたということ

になります。 

 

乳児の発声の機能 

 

私自身の研究のデータでも、このことを示唆

するものがあります。生まれて間もない乳児は、

喃語と呼ばれる、意味はないがことばのように

聞こえる音声を発します。この喃語の機能につ

いては古くから議論がありました。自分の声を

自分で楽しんでいるのではないか、つまり自己

強化行動だろうという説もありました。しかし、母

親が近くにいる場合と、近くにはいない場合を

比較すると、顕著に近くにいる場合の方が喃語

の頻度が高いのです。もし自己強化行動だとす

るなら、このような結果にはならないはずです。 

そこで私たちは、喃語の機能を確かめるべく、

ビデオ録画により乳児の喃語と母親の行動と

の関係を確かめることにしました。喃語の直後

に母親の特定の行動が起きているとすると（こ

の確率を遷移確率といいます）、喃語はその行

動を引き起こすためのものである可能性が高

いという考え方です。母親の行動を、「乳児に近

づく」「乳児に触れる」「抱き上げる」「音声で話し

かける」等いくつかの類型に分類して、喃語との

関係を遷移確率によって確かめたわけです。 

その結果、統計的に有意に高い確率であっ

たのは、喃語の直後に母親が「音声で話しかけ

る」という行動だけでした。近づいたり触れたり

することもあるのですが、それらは偶然に起こっ

たことなのだろうと考えられます。音声による応

答だけが飛び抜けて大きな確率で直後に起

こっています。表現を変えれば、乳児は母親に

対して「お腹が空いた」とか「抱っこして」などと

いう要求をしているわけではなく、単に返事を

期待して「こんにちは」と挨拶しているようなもの

なのです。因みに、生後数ヶ月の乳児が空腹を

訴えたり抱いて欲しいと要求したりするには「泣

く」という行動が普通です。 

勿論、この喃語の機能がそのまま通常のこと

ばに受け継がれるという明確な証拠はありませ

んが、少なくともヒトの生後最初期の発声行動

の機能は社会的調整であり、それがことばを含

む発声行動の最も基本的な機能であるという

仮説は成り立つでしょう。つまり意味のないこと

ばにも意味があるのだと考えることができるだ

ろうということです。 

このように考えると、親しい友人や恋人同士

が、特に新しい情報もない会話を繰り返すこと

や、敵対する国の間で対話が重要だといわれ

ることも、うまく理解できます。ことばには人間と

人間の親和的関係を作り上げ維持するという

役割があるのです。 
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人間と文化コース 吉本 佳子  
 

 放送大学入学を決心したのは、ある日唐突に「私も

勉強しよう」と思い立ったからでした。夫が仕事で忙しく

していながらも、その合間を縫うように世界情勢や社会

のあらゆる問題提起に関する書物を読んでいるのを見

ていた事、息子が受験で毎晩遅くまで勉強をしていた

事、そのような夫や息子に刺激された事が入学のきっ

かけでした。 

 まずは選科履修生と

して入学しました。た

くさんある科目の中か

ら履修科目を選ぶ楽

しみ、印刷教材を読

む楽しみ、試験を受

ける楽しみ等、放送大

学に入学した事でそれまでの日常に新たな楽しみが

増えました。その後体系的に学習をするため「放送大

学エキスパート」を利用しました。手始めに歴史系博物

館プランを履修し、認証状を手にした時は小さいながら

も達成感を得ました。次はどのプランにしようかと考え

ていた時、いっその事“学士”を取得しようと思い、人間

と文化コースの3年次に編入学しました。   

 選科履修生として入学し8年の歳月をかけてゆっくりと

学んできました。大変な科目もたくさんありました。「近

代哲学の人間像」は何度教材を読んでも何度インター

ネット配信を聞いてもさっぱり理解出来ず、通信添削問

題や自習型問題・過去問にすがる形で試験を受けまし

た。「日本の近現代史」の記述式試験では、終了時間

ギリギリになんとか書き終えひどい疲労感に見舞われま

した。そのような思いをして取得出来た単位は殊の外

嬉しいものでした。 

 ふとした思いつきで入学し学士取得に至った事は、

私の中で大きな自信にもなり又学びの楽しさを気づか

せてもくれました。以前とは違うジャンルの本を読んだ

り、博物館や美術館でも学芸員の思いを感じながら鑑

賞するようにもなりました。卒業という形で放送大学から

は離れますが、今後はこの経験を生かし、いつまでも

学びの楽しさを忘

れずに人生を歩ん

でまいりたいと思い

ます。 

平成２９年度学位記授与式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ３月 ２４日

（土）渋 谷 の

ＮＨＫホール

で、平 成 ２ ９

年 度 の 学 位

記 授 与 式 が

行 わ れ ま し

た。神奈川学

習センターか

ら は、多 く の

卒業・修了生が参加し卒業の喜びを分かち合ってい

ました。式終了後は、ハイアットリージェンシー東京に

会場を移し謝恩会が開かれました。 

 これに先立つ、３月１７日（土）、神奈川学習センター

では、卒業生の集いが

開催されました。 

 式辞では、福富所長

が、学習センター図書

室にあった一冊の本を

手に持って話をされた。

その本は、博士課程の

在学中に読んだという湯川秀樹博士の随筆集「目に

見えないもの」。そして、科学と教養につい書かれた箇

所を引用されたあと「放送大学の学び（教養）におきか

えるとコース専門科目だけではなくて、さまざまな分野

の科目を学び多様な知識を持つだけではなく、多彩

な分野のものの考え方を知ると捉えることができるが、

みなさんはどう考えるか」と問いかけられました。 

 また、神奈川学習センターに誇るものとして、短期大

学の図書館に匹敵する図書室の蔵書と、同窓会、

サークル等との連携があ

る。みなさんとの繋がりを

大切にして行きたい、と

話されました。 

 つづいて、来賓の佐桒

同窓会長の祝辞、客員

教授祝辞、所長表彰と、

名誉学生の紹介。式終了後は、学歌の練習と同窓会

主催の茶話会が開催され、参加者は、卒業までの道

のりなどを語りあっていました。 

 なお、神奈川学習センターの卒業生は、２４１名。卒

業生の集いの出席者は５６名でした。 

 本誌では、所長表彰の成績優秀者の吉本佳子さん

と最年長の石田清一さん、また、臨床心理学プログラ

ムを修了された余田みさ絵さんに寄稿いただきました

ので、掲載します。 
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自然と環境コース 石田 清一 
 

 卒業生の皆様、ご卒業、おめでとうございます。 

 大学関係の皆様、同窓会の皆様、種々、ご指導・

お世話を頂きありがとうございました。お陰をもちまし

て、このたび卒業することが出来ました。 

 放送大学学歌に「まなぶのはたのしみ、知ることは

よろこび、知は力」とありますが「見えない友と共にま

な ん だ」多 く の 学 生

が、今日の 良き 日を

迎えたのでございま

す。い ざ 卒 業 と な る

と、私には、今迄の学

生生活のあれこれが

思い出されて参りま

す。 

 私は、今回の卒業は３回目で、始めの入学から既

に９年が過ぎ、ここにお集まりの皆様の中で、最年長

の８７歳、4月には米寿を迎えます。この度いただき

ました表彰は、「この齢まで頑張ったね」とのご褒美

と思っております。ありがとうございます。 

 私は、平成２１年に放送大学に入学しましたが、し

かし入学以前は、放送大学の存在を知らず、放送

学園と混同しておりました。人づてに、弘明寺に大

学があることを知って、センターを尋ね、こんなに全

国的で、立派な大学と知り、入学いたしました。最初

に専攻したのが「人間と文化コース」でした。そして、

特に気を入れて挑んだのが卒業研究で、題材は二

葉亭四迷の「『浮雲』を通して観る四迷の人間観」で

した。これは、はからずも、年度の優秀論文として、

お褒めをいただきました。これに勇気を頂き、次に挑

んだのが「社会と産業コース」での「社会変動に伴う

家族形態変化」についてでした。これは、古代から

現在に到るまでの家族形態の変化を調べたもので

す。 

 私には、こうした研究的な事が性に合っており、と

ても楽しく勉強ができました。勿論、的確なご指導を

頂いた諸先生の存在が大きく、忘れられません。ま

た面接授業では、思い出に残る授業が沢山ありまし

た。特に三浦半島や横浜国立大学での野外授業

は、楽しく思い出に残る授業でした。こうした勉強の

合間に「やる気」を出させてくれたのが「フェスタ・ヨコ

ハマ」です。普段「お会い出来ない、お話の機会が

ない」人達との交流を楽しく演出してくださり、これか

らも、放送大学で学んでいこうという気持ちにさせて

いただきました。 

 こうした諸々をあわせ、私は９年間通うことができ、

今年度も再入学することに到りました。私は体力、記

憶力などの衰えから、新知識を得るより忘れる方が

多い今日ですが、それでも勉強を続けたい気持ち

放送大学大学院の修了までの道のりを振り返って 

           臨床心理学プログラム 余田 みさ絵 
 

 私は、２０１６年に放送大学大学院臨床心理学プログ

ラムに入学し、論文作成にあたって、図書館の存在と担

当職員の方の笑顔やあたたかい対応は大きな励みに

なりました。論文を書くにあたって、参考文献・論文を手

に入れることは、放送大学の図書館の機能を無くして

は、成り立たないほどでした。公共の図書館もあります

が、所属大学の安心・快適な環境の図書館を利用でき

ることは、大きなメリットを感じます。心理学関連の本は

高価なものが多いので、放

送大学図書館で取り寄せ

て内容を確認してから、購

入していました。本や論文

を取り寄せると、学習セン

ターの図書館から直ぐに

連絡が届き、その速さに驚

きます。丁寧迅速な図書館の対応で、本を取り寄せる

のも楽々です。 

 神奈川学習センター最寄り駅の引明寺駅まで、横浜

市営地下鉄や京急線一本で来られる在学生の方は、

是非積極的に図書館を利用して、学びを深めて下さっ

たら嬉しいです。家でも勉強はできますが、図書館まで

来ることで、密度の濃い勉強時間ができます。学習セン

ターの行きかえりに弘明寺商店街を散策するのも楽し

いですよ。おいしいお惣菜や、日用雑貨がとても安いの

で、たくさん買ってしまい

たくなります。本の重さも

気にせず買い物して、欲

張りすぎたかな？？と思う

ことがほぼ毎回。懐かしい

思い出です。  

※一部を除き、写真と文には、直接の関係はありません。 

から、今回の卒業が終わりではなく、次の段階への第一

歩であると心して、今年度「生活と福祉コース」に入学し

ました。 

 どうぞ今後も宜しくお付き合いをお願いし、放送大学

の益々の発展と皆様のご健康を祈念して、受賞挨拶と

させていただきます。 



 

 

PAGE 6 ＯＵＪ神奈川学習センターはるだより 

神奈川県立国際言語文化アカデミアと放送大学の連携講座       吉見 唯一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 2018年2月18日（日）、放送大学神奈川学習センター

にて、「西洋文化との出会い」をテーマに連携講座が

行われました。 

 第1部では、国際言語文化アカデミアの中島ベルナ

ルド先生から「イエズス会にとっての日本」と題して講演

がありました。講演では、1549年にフランシスコ・ザビエ

ルが来日して始まる日本人の西洋文化との出会いに

ついて解説がありました。さらにザビエルの人物像、来

日の理由、ザビエルを宣教活動に派遣した修道会であ

るイエズス会について詳しくお話がありました。 

 特にザビエルの書簡集を提示され、ザビエルの見た

日本と日本人の印象、山口での宣教活動についても

詳しく語られました。 

 日本へ派遣されたザビエル

の働きが、今もなお、日本で

の宣教活動とともに、大学な

どの高等教育活動はじめ、私

たちの身近に生き続けている

ことを思い、ザビエルが残した

志を改めて感じさせられた講

演でした。 

 第2部では「西洋音楽の魅

力」と題して、放送大学の茂

木一衞先生の講演がありました。副題として「『聞き流

し』を越えて音楽と音楽文化の本質へ」を挙げられ、日

本人は西洋のクラシック音楽を積極的に受け入れては

きたが、心良いBGMとして「なんとなく聞き流して」いる

のではないか、それ

はもったいないこと

だと指摘されました。 

 音楽は天才たちが

真剣に、ときに命を

削るようにして書い

た芸術だと語られま

した。その例として、

日本人が最も好む

作曲者であるモー

ツァルトの器楽曲から、交響曲第35番変ハ長調K425

《リンツ》を、声楽曲からモテット《アヴェ・ヴェルム・コル

プス》K618を取り上げ、実際の演奏を聴きながら曲の

組み立てられ方などを教えていただきました。 

 茂木先生のお話は、一昨年に受講した面接授業で

も、作曲者がどのような意図で作曲したのか、作曲者の

創造過程を追体験することで、音楽と向き合って聴くこ

とができると話されたことを、改めて心に刻むことができ

ました。 

 初めて出席した連携講座でしたが、定員を超える申

し込みがあったとのことで、皆さんの関心の高さをうか

がうことができました。 

次回も是非参加して

みたいと思う講演でし

た。 

 ４月８日神奈川学習センターにて､平成３０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、

１，４ ９ ５ 名。会 場 に

は、このうち２６０名

が集いました。 

 福富所長の式辞で

は、放送大学の新し

い 中 期 ビ ジ ョ ン、

Vision’17の紹介と、

地上波放送の終了とオンライン授業の増加等の教育

手法の改善。学習センター視聴室の機材が、パソコ

ン、タブレットに移行して行くので慣れてほしいと話され

ました。そして、「通信制の放送大学は、自分のペース

で学習できるメリットがあると同時に、孤独感に陥りやす

平成３０年度１学期入学者の集い          

く壁に突き当たったときの脱出が難しい。それを、解

決する場として神奈川学習センターがある。１７０科

目の面接授業が開講され、また、見えないところで

つながっていた友と語りあうことができる。学習セン

ターを存分に使ってほしい。」 

 式辞に続き、来賓の佐桒同窓会会長の祝辞、客

員教授の先生方からお祝いの言葉があり、オリエン

テーション、そして、Ｋ－サポートやサークル等のＰＲ

が行われました。 
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 お正月体験会について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 松の内もあけた1月13日、学習センター隣の大岡イ

ンターナショナルレジデンスでは昨年に引き続いてお

正月体験会が催されました。こちらは留学生が多く住

む寮なので、彼らに他国と比べて独特の風習を持つ日

本のお正月を体験してもらおう、という会です。 

私はレジデンス側のお手伝いとして駆り出されました。

前年同様お雑煮を作る担当でした。前日に材料を調

達(寮にはムスリムの方もお住まいなので肉はハラル認

証を受けたものを、材料はアルコールや豚等を使用し

ていないものを用います)するところから始まり、当日は

朝から鍋の前で昆布や鰹節から出汁をとって作りまし

た。寮のキッチンは共用なので、出汁の香りに誘われ

てか、料理中にもちらほらと入居者がやってきていまし

た。 

 昼過ぎからのイベントということもあり、準備は昼前に

佳境を迎えました。おせち料理の詰まったお重が次々

と運び込まれ、オーブンからは餅の焼ける香りが漂い、

寸胴鍋には小豆が煮え、会場にも人が増えて、高揚感

がありました。 

 会が始まると参加者は一斉に食べ物へと向かって

行きました。どの食べ物も売れ行き(？)は好調で、10

分程度でなくなったものもありました。どんな人でも大

抵、食事をすると何かが満たされるようで、会場は終

始和やかな雰囲気でした。食は国境を超えるとはよく

言ったものです。会場の片隅には和室もあり、お茶会

の体験も出来ました。 

 散会は3時頃でした。私が会を満喫している間にお

雑煮はすっかりなくなっていました。出し汁をとった残

りの鰹節と昆布は、放送大学の学生の方のお手伝い

で佃煮にして持って帰りました。寮に住む留学生に

とって、「日本の正月」は日本で過ごすものですが、寮

に住む日本人にとって、「日本の正月」はしばしば帰

省を伴います。抱え

きれないほどの佃煮

を手に部屋へ戻る途

中、横浜にいながら

実家にいたような安

心 感 に 包 ま れ ま し

た。 

 講演会「チェコとはどんな国？」       国際交流グループ 勾坂 行男                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3月31日、神奈川学習センターにて、ヘリス・リボル氏

(Dr.HelisLibor)による講演会が開催されました。講師

は、福富所長の教え子で、現在は、日本で勤務されて

います。 

 今回、「チェコ共和国とはどんな国?」との演題で、

チェコの歴史、地理、文化など全般にわたる内容を大

変分かり易く、ご講演を賜りました。本紙面をお借りして

ご講演の内容を簡単にご紹介したいと存じます。  

 ・面積 : 78,866平方キロメートル(日本の5分の1)  

 ・人口 : 1061万人(2005年) 

 ・首都 : プラハ(人口117万人)  

 ・公用語 : チェコ語  

 通貨 : CZK(チェコクローネ) 

  日本では、チェコは東欧と言

われていますが、地理的には

欧州の中央となります。 

 チェコ語を話す人々は、世

界にわずか1200万人。チェコ

には365日 名前の日があり、

自分の名前の日にお祝いを

するという、大変興味あるお話

もありました。 

 経済面では、チェコはEUのメンバーですが、ユーロ

ではなく自国通貨を使用し、自国による金融政策を可

能にしています。現在の経済は好調で、EU南部(イタリ

ア、ポルトガル )から移民が流入しているようです。

元々、チェコは工業国であり、1918年にはその経済力

は世界10位に入っていました。 

 チェコは、1620年頃からハプスブルグ帝国の統治下

に入り、第一次世界大戦終了後の1918年に、チェコス

ロバキア共和国となりました。初代大統領はマサリクで

す。しかし、その後、ドイツの保護領となり、第二次世

界大戦後、再び独立を回復しました。そして、1948年

には共産主義体制となり、有名な「プラハの春」やビ

ロード革命を経て、1989年に民主化されました。1993

年にスロバキアと平和裏に分離・独立に至っていま

す。 

 さて、講演会後の茶話会においては、チェコに訪問

された方も数名おられ、ピルセンのビール、プラハでの

オペラ鑑賞、日本人には馴染みのあるドボルザークや

スメタナの音楽の話など活発に質疑応答が行われ、皆

様の関心の高さが伺われました。 

  私自身としては、ドイツ駐在時代(2003～2008)にチェ

コへ出張する機会が多かったため、今回のご講演は

スチューデントサポーター(当時)  藤原 兼二郎 
大岡インターナショナルレジデンス 



 

 

教員名 ゼミ名 活動内容 開催等 開催日 連絡先 備考 

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水曜日）、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 

4/24、5/16、6/20、

7/18、9/19、10/17、

11/21、12/12 

arima@ynu.ac.jp 
所外

有 

上川 孝夫 上川ゼミ 

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。 

原則 

第 3 土曜日 
4/21、5/19、6/16 kamikawa@ynu.ac.jp 

所外

有 

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 
4/28 msugita@kanto-gakuin.ac.jp  

角 洋一 角ゼミ 

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。 

【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－ 

原則月 1 回 

木曜日 

4/12、5/17、6/14、

7/12、8/9、9/13 
sumi@ynu.ac.jp  

高橋 邦年 
英語基礎ゼミ

ナール 

これまで英語を習ったことがなかった、習ったけどほとんど覚えていないという学生さ

んもいらっしゃいます。 

そういう学生さんを支援しながら「やさしい英文法」を勉強したいと思います。 

原則月 1 回 

土曜日 
4/28 takahak18@gmail.com  

種田 保穂 種田ゼミ 

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や、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。 

原則 

月 1 回 
4/17 

taneda-yasuho-pj 

@ynu.ac.jp  

茂木 一衞 茂木ゼミ 

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音楽作品を器

楽と声楽のアンサンブルで演奏し、また鑑賞し学んでいきます。歌と楽器でのユニーク

な編成で楽しみます。自分のできるパート、やってみたいパートを自由に選んでご参加

ください。 

・練習・鑑賞曲 バッハ、モーツァルト、シューベルトなどの名作から 

原則 

月 2 回 

4/13、4/15、5/11、

6/29、7/8、7/20 
kmoteki@nifty.com  

教員名 ゼミ名 活動内容 開催等 開催日 連絡先 備考 

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） 

4/19 kmymt@olive.ocn.ne.jp  

●本部客員教授開講ゼミ 

●神奈川学習センター客員教授開講ゼミ 

平成３０年度 神奈川学習センター開講ゼミ・研究会一覧 
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大変興味を持って、また、懐かしく昔を思い出すことがで

きました。特に、今回、チェコ人の宗教観のお話があり、

何と、チェコではカトリックは10％程度で、ほとんどが無

宗教との事です。宗教改革運動で火刑にされたフスが

民族の英雄とされていること、共産主義時代の影響も

あったものとは思われますが、「真実以外の何者にも従

わないとする」考えがチェコ人に根付いていると思われ

ます。そして、その真実追求の精神が、無宗教観を醸成

し、工業国チェコを支え、EUの中で独自の発展を可能

にしているのではないでしょうか? 

  最後に今回、ご講演

を賜ったヘリス・リボル

氏及び講演会を可能

にしてくださった福富

先生に御礼を申し上げ

ます。 

  

春のフェスタ 

 ３月１１日神奈川サークル協議会主催

の春のフェスタが開催されました。種田

保穂客員教授の講演「おもしろい動物

の 行 動」。ほ 乳 類、昆 虫、海 洋 生 物、

様々な動物の人間には一見理解できな

い不思議な行動を通して、人間を遥か

に凌ぐ能力や巧みな生存戦略などを話

されました。定員１１０人の教室がほぼ満員となり、午前

の映画鑑賞会とあわせて、大盛況の行事となりました。 

 また、２月１７日には、サーク

ル成果発表会として、研究発表

の「高島町考」、中国語学習会

の寸劇、朗読、講演が行われま

した。 



 

 

○学習相談チーム 
 

 平成３０年度１学期の学習相談は、６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う予定で

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 

・5月27日（日）13：00～15：30 「通信指導の提出」 

・6月16日（土）13：00～15：30 「Word＆Excel超入

門」 

・8月23日（木）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。） 

Ｋ－サポートからのお知らせ 

○2017年度K‐サポート発表会 
 

 2018年3月18日（日）午後、第7講義室にて、福富所長

と藤田事務長をお迎えし、K－サポートメンバー25名が

出席して、年度末恒例のK－サポート発表会が開催され

ました。 

 前半は、5つのチーム（①学習相談、②機関紙編集、③

地域連携、④バス研修、⑤PCサポート）から2017年度の

活動実績の報告がありました 実質的な活動期間が10年

間となる今回は、報告に対して質問や意見が活発に交

わされました。 

 休み時間とチーム毎の打合せをはさみ、後半は、各

チームから、これまでの活動を踏襲しつつ新たな試みを

盛り込んだ2018年度の活動計画が発表されました。 

 通常の活動の日時や場所が異なる5つのチームのメン

バーは、他のチームの活動報告から刺激を受けるととも

に、K－サポート活動

全体について原点を

振り返り、これからの

計画に向けて思いを

新たにされたのでは

ないでしょうか。（事務

局 垣谷江里子） 

教員名 ゼミ名 活動内容 開催等 開催日 連絡先 備考 

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、会員約百人。毎月の研究会では会員の研

究報告と原書購読(現在 Lane "State Management" 稲継裕昭 訳)のほか研究者を

お招きして報告会を行っております。 

原則 

第 3 土曜日 

4/21、5/19、6/16、

7/21 
jkaz@nifty.com  

教員名 ゼミ名 活動内容 開催等 開催日 連絡先 備考 

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、現在の情報のありかたや、

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。また、「放送大学情報化社会研究会会報」を年 4 回、

会の ML にて送信（ホームページで一般公開）しています。6 月に総会・研究発表

を開催。 

不定期開催 6/30 miyako.f71417@jcom.zaq..ne.jp  

教員名 ゼミ名 活動内容 開催等 開催日 連絡先 備考 

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。2018 年度前期は ブリニョ

ルフソン,マカフィー（村井章子訳）『ザ・セカンド・マシン・エイジ』 を使います。 

原則 

第 2 木曜日 

4/12、5/10、6/14、

7/19、8/9、9/13 
asano-yukihiro-rc@ynu.ac.jp  

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。 

原則月 1 回（第

3 又は第 4 木曜

日） 

4/21、5/19 kagei@ynu.ac.jp  

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、植物や植生の見分け方、特徴の

解説、植物に関する指導などを受けられ、自身で疑問を持つこと、考える力をつ

けてゆきます。 

また、観察会のまとめを年に 1 度は発表し、まとめと発表の力をつけます。教養

学部「自然と環境コース」の植物・植生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 

4/12、5/17、6/14、

7/12、9/13 
syokusei@yakatsu.org 

所外

有 

●神奈川学習センター開講研究会 

●元放送大学教員開講研究会 

●元客員教授開講ゼミ 
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○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ヶ月分前納。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 

○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に於 13：00～ 

6月2日：テーマ「鮎」、第４講義室 

7月1日：テーマ「もう一つのシルクロード」、8月12日  
 

☆会員寄稿の会誌「せせらぎ」を毎年発行。今年は

２９号を発行予定 

☆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 

○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:中村 健 tarumakan0904n@gmail.com 

○韓国語同好会   
 

★月例会 第２、第４土曜日 

① 10：00～11：30 初級クラス 

② 11：30～12：00 ミーティング（全員） 

③ 12：00～13：30 中級クラス 

④ 13：45～14：45 自主学習 読書会 

（「昔話で学ぶ韓国語」） 

★講師 李 明淑（イ・ミョンスク）先生 

★6/23(土) 韓国放送大学(ソウル)日本学科17名来

日4年振りのソウル訪問も検討 

★問合せ 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：露木） 



 

 

○神奈川合唱団 
 

♪♪♫みなさん合唱団と一緒に 

           楽しく歌ってみませんか ♫♪♪ 

 例年３月、学位授与の式典（ＮＨＫﾎｰﾙ）で合唱

団のみなさんと一緒に「学歌」を歌い、卒業生・修

了生をお祝いしております。今年度から音楽の専

門家を招き、合唱、ボイストレーニングの指導を受

けて混声四部合唱の魅力を味わいながら取り組ん

でおります。 

☆今期は「学歌」に次の３曲を練習曲とします。 

＊いのちの歌  Miyabi 作詞,村松崇継 作曲,富澤裕 編曲 

＊大地讃頌   大木惇夫 作詞,佐藤眞 作曲 

＊マイ・ウェイ  C.Francois作曲,中島潤 訳詞,久石譲 編曲 

☆場  所：大岡地区センター ２F音楽室  

☆日 時：毎月第１・第３水曜日18:00～20:30 

☆連絡先： 

  馬場信一shinichi-36820-baba@extra.ocn.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余名の会員がいるサークルです。 
 

☆学びの場の活動  

  Ｏ クラシックを楽しむ会：8月８日（水） 

                  みなとみらいホール 

☆触れ合いの場の活動 

 Ｏ 旅に行こう会 6月16日（土） 

    歌舞伎鑑賞（国立劇場）と上野動物園見物 
 

☆毎月の活動 

  Ｏ 俳句の会、書に遊ぶ会、女性の会、詩游会、   

   音楽部  
 

問合せ：吉岡 淳 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 
 

☆弘明寺サロンおよび会内同好会 

 ①春の行事 6/22「能楽鑑賞会」（国立能楽堂） 

   能：「葵上」 狂言：「清水」 

  を鑑賞 

 ②弘明寺サロン 6月中（詳細未定） 

 ③茶道同好会→原則：各月第3水曜日開催 
 

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 

・６月２日（土）10:00～神奈川学習センター学生団体室 

・７月１４日（土）10:00～神奈川学習センター第２講義室 

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） 

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） 

○スペイン語研究会 
 

★学習日：月二回（原則第１、３木曜日） 

会費：一回1,000円、①講師による日常会話習得、

ＣＤ・ＤＶＤを利用したヒアリング。②会員/ゲストス

ピーカーによるスペイン語圏歴史・文化に関する研

究発表及び講演。実績；マチュピチュと南米、スペ

イン・サンチアゴ・デ・コンポステーラ、ブラジル・イ

グアスの滝他コロンビア、ベネズエラ、グアテマラ、

アルゼンチン。スペイン研修旅行も計画中。 

★連絡先：会長・講師 肥後 照雄  

（電話： 080-2049-3523 

 メールアドレス： t_higo@cb3.so-ne.tne.jp ） 

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、卒業式関係で一般院生からの寄稿をいた

だきました。学習センター図書室が、修士論文の執

筆に役立ったという内容。卒業謝恩会で、図書室

司書の方にお礼が言いたかったというものを寄稿

いただきました。奇しくも、卒業生の集いで、福富

先生が図書室について話されていて、学習、研究

における図書館（室）重要性を再認識しました。 

 また、学習センターお隣のインターナショナ

ルレジデンスの藤原さんからも、ご寄稿頂きま

した。お礼申し上げます。 



 

 

 

 

神奈川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、９：１０～１７：４０） 

 

● 2018年度第１学期面接授業追加登録受付中！ 

今年度第１学期に神奈川学習センターで行われる面接授業で、空席のある科目については、現

在追加登録受付中です。先着順、定員になり次第締め切らせていただきますので、手続きはお早め

に。 

【申請方法】 

①空席のある科目を確認！（システムＷＡＫＡＢＡ、１階ロビーの掲示板で確認できます。） 

②「面接授業科目追加登録申請書」を窓口に提出してください。 

③窓口で申請書を提出の際、学生証を提示してください。 

④授業料（１科目）５，５００円を現金でお支払いください。 

 

※ 郵送申請も受付けています。ご不明な点は学習センターまでお問合せください。 

 

● 放送授業の地上デジタル放送等が９月末で終了します。 

現在、放送授業をご視聴いただいている地上デジタル放送（１２チャンネル）及びＦＭラジオ放送

は、今年度９月末をもって終了します。１０月からはＢＳ放送に完全移行しますのでご注意ください。

なお、インターネットラジオ radico（ラジコ）インターネット配信は引き続き利用できますのでどうぞご

利用ください。 

 

● インターネット視聴用端末が使用できるようになります。 

視聴学習室での学習は、これまでのＣＤ・ＤＶＤを視聴する方法から、パソコン、タブレットを使用し

たインターネット配信へ順次切替中です。 

この流れを受け、今年度視聴学習室にＷｉ-Ｆｉスポットを設置しました。ご自身のノートパソコンや

スマートフォン、タブレットからＷｉ-Ｆｉ接続することが可能です。Ｗｉ-Ｆｉ接続用のＩＤ/ＰＷ発行希望の

方は窓口へ。 

（ただし、放送教材のダビング防止のため、視聴学習室・図書室へノートパソコンの持ち込みはで

きません。（スマートフォン・タブレットは持ち込み可） 

 

● 学習センターの施設等を整備しました！ 

談話室やサークル掲示板など神奈川学習センターの設備等が整備されたことお気づきになりまし

たか？今後も学生の皆さんが快適に楽しく学習や課外活動を行えるよう頑張ります。 

①談話室の整備  

②名誉学生銘板の設置 

③実習室の椅子交換 

④サークル掲示板の更新 

⑤１階ロビーに応接ソファーの設置  等 


