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ここ２ヶ月の雑感 

〜Covid-19 がもたらした ICT への影響〜 

 
 

新型コロナ感染症(Covid-19)の伝搬防止を目的に、緊急事態措置が実施された４月８日から５月末まで、

沖縄学習センターも閉所しました。学生の皆様の「学び」を一時的に止めることになり、申し訳ありませんでした。 

しかし、この間、当方は移動や対面談会議もできなかったことから、代わりに、大学本部からの多くの e メー

ルと頻繁なオンライン会議が開催されました。その多くが、単位認定試験の進め方と卒業がかかった皆様の

面接授業の受講中止に、どのように支援するかでした。 

ところで、我が国の高等教育機関の多くは通学制で、対面授業（本学の面接授業に相当）を主体とする講

義形式です。そのため、ほとんどの大学の教育現場では当初は、講義の継続性の立場から急場しのぎの予

定（恐らく）で、オンライン会議ツール（Zoom、Webex、Teams など）による遠隔授業の導入が図られました。し

かし、緊急事態措置が解除され、一定の距離を保ち、公衆衛生上の対策を行えば、対面授業も可能となった

場面でも、依然として遠隔授業が続けられています。この状況は、事態が完全に改善されたとしても、今後の

講義方法の一つとして取り入れられることを示しています。何故なら、オンライン授業は、講義する側は最初、

準備に若干の手間がかかりますが、学生は対面授業よりも理解が深まり、今までの対面授業ではできないよう

な授業展開も可能であることを、教員と学生を含めた各々が身をもって学修しているからです。 

文部科学省、総務省及び経済産業省が連携してこれまで進めてきた教育の ICT (情報通信技術)化を結果

的に一気に加速したことになるでしょう。いや、教育だけでなく、産業界、国民の暮らしにも ICT 化は飛躍的に

進展するでしょう。 

放送大学は 1983 年にテレビ・ラジオ、CD・DVD などによるメディアを活用した生涯学習を第一義的な目的

に設立されましたが、37年経過した今日、目的は同じでも、前出のマスメディアからインターネットメディアを活

用した情報や教育が主要ツールになりつつあります。ICT 教育を先導していた放送大学でしたが、第３期教

育振興基本計画(2018)では、「ICT の活用による生涯を通じた学習の推進」をミッションとするように提案され

ていました。そんな中、今回の Covid-19 の感染の広がりという特殊事情で、課題が浮き彫りになりました。前

述した単位認定試験と面接授業は、インターネットメディアを活用するシステムへの変換にすぐに移行出来そ

うでしたが、いくつかの解決すべきハードルがありました。インターネットメディアを活用する場合、「PC、タブレ

ット、スマホなどの端末」、「WiFi などのネット通信環境」そして、「Web メールなどに代表されるクラウド上での

個人アカウント」の３項目が必要ですが、それが十分に満たされていないことでした。教育だけでなく今後の

我々の生活にも、これらの３項目は必須になるでしょう。 

Covid-19 を経験した我々は、この後の教育に ICT を活用することを国内外で一層推進することになるでし

ょう。そこで、最後に、この約２ヶ月間の雑感をまとめると、CM のセリフではないですが、次の一言です。 

「教育にも ICT を活用しない選択肢はないやろ」。 

沖縄学習センター所⻑ 
川本 康博 
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多様な年代層と経験、素養をもつ学生との「共の学び」を楽しむ 
 

 
 
 

 
放送大学沖縄学習センター 

客員准教授 藏根美智子 
 

 2020 年、子年という干支のはじめの節目の年、私にとりましては記念すべき年がスター

ト致しました。それは、年の初めの 1 月 6 日に、沖縄県教育委員会教育委員を拝命いたし、

長年勤めた教育現場や教育行政の経験を生かし、放送大学における多様な学びと教育の実

践をも生かしながら、沖縄の教育界に微力ながらも貢献できると夢膨らんでいた折、図ら

ずもさらに今度は、琉球新報教育活動賞という身に余る賞を頂くこととなったのでした。 
 表彰式には、来生新放送大学長の参加も頂き、私にとってはまさに夢のようにスタート

した 2020 年、そして「東京オリンピック・パラリンピック」の開催を楽しみにしていた

時に、新型コロナ禍が発生、日増しに状況が悪化し、放送大学沖縄学習センターも一時閉

所を余儀なくされてしまいました。4 月から新しい学びの場を楽しみにされていた新入生

や在学生の皆様には想定外の事態となったことでしょう。 
最近になって、ようやくコロナ禍も落ち着き、沖縄学習センターも開所時間を制限しな

がらも普段の学習の場が提供できるようになってきました。客員教員による学習支援も再

開でき、6 月 19 日には、私のゼミも無事開講でき大変喜んでおります。 
去る 6 月 26 日行われた私の第 2 回目のゼミには、放送大学ならではの多様な年代層の

学生たちの参加となり、様々な経験や世界観からの意見に富む議論となりました。ゼミの

内容は「沖縄県教育大綱」と「沖縄県教育振興基本計画」の概要を説明した上で、「沖縄県

の学力問題」を議論するというものでしたが、中でも経験的な意見として上がったのは、

A さん（80 歳代・元公務員）「詰め込みでもいい、頭を鍛えてほしい」、B さん（70 歳代）

「小中高ぼくは勉強したことがない。高校卒業と同時に就職、58 歳で退職し、県内の離島

と 46 都道府県は全部行ったし、23 か国海外へも行き、留学もした。人生は楽しいし今後

も益々楽しむ」、C さん（60 歳代、元校長）「中学校は教科担任制なので組織的に学力対策

ができてない所に課題があると思う」、Ｄさん（70 歳代）「私は県外出身だが、英語は米留

した近所のお姉さんに教わり、英語が好きで沖縄の米軍基地に勤めた。大学へ行っていな

いので、放送大学で学位を取れるので期待している」、E さん（40 歳代主婦）「私は学校や

福祉施設でボランティアをしている。学力だけでなく優しさも育てるのが教育」、F さん

（40 歳代、元中学校教員）「小学校が学テで成果を上げている。中学校は、部活や塾など

生徒も教師も忙しい、小学校のような学力対策は難しいのが問題」等々の意見が出され、

議論白熱、予定の時間を大幅に超えました。 
沖縄学習センターの広報活動も徐々に動き始めました。5 月 22 日には、川本康博新所長

一行で県立図書館常設の放送大学コーナーを見学すると共に平良朝治館長を表敬訪問する

ことができました。また、金城弘昌県教育長をも表敬訪問させて頂き、沖縄県の教育界と

も連携が強化されます。 
新型コロナ禍の発生により、新しい生活様式、そして遠隔授業による新しい学びのスタ

イルがはじまりつつあります。しかし、放送大学はこうした遠隔授業を真っ先に取り入れ

てスタートした大学であり、時代を何十年も先取りした大学でもあり、まさに今時代が求

める大学とも言えます。様々な年代層と経験、素養をもたれる学生の皆様と共に、多様な

学びと研究ができることを、私自身が最も感謝いたし、楽しんでおります。 
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過去問題・自習型問題で単位認定試験対策！ 

単位認定試験の過去問題や、通信指導に付いている自習型問題を Web で閲覧することができます。ぜ

ひ今学期の単位認定試験の対策に活用しましょう。出題の傾向をつかむことができると同時に、学びが定

着しやすくなります。 

 システムWAKABAの

「学内リンク」から「単

位認定試験問題・解答

等」に進みます。 

 

 過去 2 学期分（1 年分）
の過去問題が学部・大学
院・夏季集中科目に分か
れて表示されます。 

単位認定試験・解答の過去問題 

通信指導の自習型問題 

 システム WAKABA
の「学内リンク」から
「Web 通信指導」に
進みます。 

 「自習型問題」から「問題を受
験する」に進み、学習してくだ
さい。自習型問題はあくまで自
習に役立てるためのもので、解
答結果が単位認定試験の成績に
影響することはありません。 

が使えます！利用期限は在学期間末日まで。 

・研修を受け「修了証」を提示して申請します。 

・事務室で「無線 LAN 利用申請書」は配布しています。 

・詳細は事務室へお尋ねください。 

【接続可能エリア】 

４階：図書室・視聴学習室、学生控室 

５階：小講義室、中講義室、大講義室、実習室 

※研修は、システム WAKABA→放送大学自己学

習サイト→情報セキュリティー研修（学生用）

を受講し、修了証を呈示し申請してください。 

学習センターで 

 過去問題・解答は科目番号順に並んでいます。印刷
は私的利用の範囲で許可されています（学習センター以外

の場所でお願いします）。センターでの受験時では、試験時
に印刷教材・ノート類の持込みが可能な科目について
は、印刷した過去問題の持ち込みも許可されています。 
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視視聴聴学学習習室室・・図図書書室室のの利利用用ににつついいてて  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 

 

☆☆☆☆☆ 事務室からのお知らせ ☆☆☆☆☆ 

学学習習セセンンタターーのの利利用用ににつついいてて  

 沖縄学習センターでは、新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、利用時間を短縮してご利用いた

だいております。 

 利用時間 ： 火～日 １０：００～１７：００（通常は 9:30～18:00） 

 閉 所 日 ： 月曜日 ・ 祝日 ・ 年末年始 

 来所時には、マスク着用、センター設置のアルコール消毒液で手指消毒をお願いします。 

 

視聴学習室・図書室は、パーテーションを設置し、 

学生控室においては、座席数を減らすことで三密を避ける対策をとりました。 

 

 

学習センターのご利用は、面接授業（スクーリング）や学習相談、単位認定試験、放送授業の視聴、更には、

学生さんが教職員や学友とふれあうことのできる大切な場でもあります。 

センター利用や学習継続するにあたってご不明点やお悩みのことがあれば、これからも気軽にお声かけく

ださい。 

学生控室  

学学生生証証・・車車輌輌入入構構証証ににつついいてて  
学学習習セセンンタターー窓窓口口ででののおお手手続続ききををおお願願いいししまますす！！  

【【学学生生証証】】※※学学生生証証のの発発行行ににはは写写真真登登録録がが必必須須でですす。。  

新入生の方…入学許可書をお持ちになり、学生証をお受取りください。 

在学生の方…有効期限が切れた学生証と引き換えに、お受取りください。 

  

視聴学習室に放送授業視聴専用のパソコンを 9 台導入しています。このパソコン

は、使用可能な機能が放送授業の視聴のみに制限され、インターネット検索やメール

の閲覧、Word や Excel などソフトの利用はできないようになっています。これまで

の、ＣＤ・ＤＶＤによる室内視聴用の機材も今年度中は設置しておりますので、イン

ターネット視聴、ＣＤ・ＤＶＤ視聴、どちらも利用可能です。（2019 年度以降の新

規開講講座はインターネット視聴のみとなります） 

視聴学習室 

図書室  

【【車車輌輌入入構構証証】】※※二二輪輪車車でで入入構構さされれるる方方はは、、入入構構証証はは必必要要あありりまませせんん。。  

所所定定のの駐駐輪輪場場へへ駐駐輪輪くくだだささいいまますすよよううおお願願いいいいたたししまますす。。  

大学構内で駐車場を利用するための入構証です。申請書は事務室に用意しております。

手続きの際、車車輌輌ナナンンババーー・・運運転転免免許許証証番番号号のの記記入入がが必必要要でですす。。期限が切れた場合は

更新をお願いします。 
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の、ＣＤ・ＤＶＤによる室内視聴用の機材も今年度中は設置しておりますので、イン
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●インターネット申請の場合 

放送大学ホームページより 

システム WAKABA にログインし、申請。

2020 年 8/15（土）９:00～8/31（月）24:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●郵送申請の場合 

「科目登録申請票」に記入し、 

大学本部へ郵送。 

2020 年 8/15（土）～8/31（月）必着 

科目登録についての詳細は、7月上旬に届く「科目登録申請要項」を必ずご確認ください。 

次学期科目登録のご案内 

2020 年度第２学期も引き続き学籍がある場合、７月上旬に大学本部から継続申請に係る要項が送付され

ます。学生は、8/15（土）～8/31（月）の期間、郵送またはインターネットで科目を登録することができ

ますので、早めの科目登録をお勧めします。卒業や資格取得をめざしている方は、計画的に履修しましょう。 

申
請
ま
で 

□1 大大学学かからら届届いいたた資資料料をを参参考考にに、、学学びびたたいい科科目目をを選選ぶぶ  

放送授業：「2020 年度第 2 学期授業科目案内」 

面接授業：「2020 年度第 2 学期面接授業時間割表」 

     「2020 年度第 2 学期面接授業開設科目一覧」 

科
⽬
登
録
申
請
期
間 

□2 科科目目登登録録申申請請  

９９月上旬 

科目登録決定 

学費払込 

 

印刷教材が届く 

□5 印印刷刷教教材材のの送送付付      

学費の納入を確認後、遅くとも 20 日程度で発送されます。  

□6 22002200 年年度度第第 22 学学期期  開開始始  

登録の前に、単単位位認認定定試試験験のの日日程程を

確認しましょう。再試験科目の日程や

他の予定と重なっていませんか？ 

面接授業の会場は「「沖沖縄縄学学習習セセンンタターー」」

と「「石石垣垣市市」」の 2 箇所があります！ 

会場を誤って登録しないよう気をつけま

しょう。 

□3 「「科科目目登登録録決決定定通通知知書書」」とと「「学学費費払払込込取取扱扱票票」」がが自自宅宅にに届届くく 

□4 「「学学費費払払込込取取扱扱票票」」にによよりり学学費費のの払払込込（（９９月月末末日日ままでで））  

入金が 9 月の後半になりますと、印刷教材のお届けが学期開始に間に合わない場合があります。  

科
目
登
録
申
請
票 

シ
ス
テ
ム
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｂ
Ａ 

※郵送申請の場合、

科目登録申請後の

科目の変更・追加・

取消はできません 

「「科科目目登登録録決決定定通通知知書書」」はは必必ずず内内容容をを確確認認ししててくくだだささいい。。  

定員を超える申請があった面接授業科目については、抽選による選考を行うため、落選した

面接授業は記載されていません。 

次の学期も学籍が続く⽅（科⽬登録スケジュール） 

 
8⽉15⽇（⼟） 

9:00 
 
8⽉31⽇（⽉） 
   24:00 

～～  
トップ画面「教
務情報」の「科目
登録申請」から 

※Web 申請の場

合も、登録する科

目かどうか再確

認後、申請してく

ださい。 
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８月18日、25日、９月8日、15日 

全全 4回回  
定定員員 10名名  
※※定定員員をを減減らら
ししてていいまますす。。  

大城 進先生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

2020 年第 1 学期ゼミ開講のお知らせ 

沖縄学習センター客員教員の先生方による無料のゼミを開講します。それぞれのフィールドで活躍されて

こられた先生方の専門分野に一歩近づく絶好のチャンスです。ご参加お待ちしております。 

■■申申込込受受付付期期間間：：  各各ゼゼミミ開開講講  のの 11 週週間間前前ままでで  
※学習センター窓口または原原則則ととししてて電電話話（（009988--889955--55995522））ににてて受受けけ付付けけまますす。。 

■■受受  講講  料料：：    無料  ■■場場    所所：： 沖縄学習センター５階講義室 
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1992 年、ユネスコが読み書き・計算とともに、科学リテラシーを人権の保障、

社会参加に必要な 21 世紀の基本的素養として位置づけました。科学リテラシーと

はどのようなものか、なぜ、重視されるのか。本ゼミではサイエンスの英文抜粋や

英語ニュースを読み聴きしつつ共に考えていきます。皆さんの社会参加と豊かな人

生に少しでもお役に立てば幸いです。お気軽にご参加下さい。和気藹々
わ き あ い あ い

と語り合う

場にしたいと思います。 

大城 賢先生 

 

  曜日 14:00～16:00  5 月2８日、６月4日、11日、17日、24日 

全全 4回回  
定定員員 10名名  

 2020 年コロナの自粛中、ご家庭によっては、外食・中食依存から自宅食とな

り食事に苦慮することもあったようです。第２派が予想される今、献立の基本、免

疫力 UP の食品や調理法を学ぶことが必要と考えます。また、子育て世代の子ど

も（小６） 2007 年生まれの半数が、 107 歳まで生きる」とされていますの

で、子どものためにも、１００年を生きる食べ力（哲学）、献立（理論） など給食

をモデルにアクティブラーニングで共に学んでみませんか？ ZZoooomm ななどどのの遠遠隔隔でで

のの参参加加もも、、ごご自自身身でで機機器器ををごご用用意意いいたただだけけれればば、、柔柔軟軟にに対対応応ししまますす。。  森山 克子先生 

 
曜日 10:00～12:00   5月 13日、20日、２7日、6月 3日、10日 

 

全全 3回回  
定定員員 10名名  

一般的に英語が話されている環境に置かれると，日本人の子どもでも英語をすぐに話

せるようになりますが大人はなかなか話せるようにはなりません。それはなぜでしょう

か。また，母語習得はほぼ誰でも成功するのに，外国語の習得は個人差が大きく習得が

難しいのはなぜでしょうか。このゼミでは，母語習得や外国語習得の研究を踏まえて，

どのようにしたら効率よく英語を学べるのかを考えていきます。 

言語習得理論と英語の学び方 

曜日 11:15～13:15  

サイエンスカフェ：現代英語で学ぶ科学リテラシー 

ウイズコロナ時代の子育て世代を支援する食育講座  
～献立作成から島野菜などを使った免疫力 UP 食まで～ 

9 月９日、16 日、２３日 に変更しました。 

新型コロナウイルスの影響および感染症対策として、⽇程等を⼀部変更し、開催しま
 

新たにタイトルと内容

を変更しています。 
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英語ニュースを読み聴きしつつ共に考えていきます。皆さんの社会参加と豊かな人

生に少しでもお役に立てば幸いです。お気軽にご参加下さい。和気藹々
わ き あ い あ い

と語り合う

場にしたいと思います。 

大城 賢先生 

 

  曜日 14:00～16:00  5 月2８日、６月4日、11日、17日、24日 

全全 4回回  
定定員員 10名名  

 2020 年コロナの自粛中、ご家庭によっては、外食・中食依存から自宅食とな

り食事に苦慮することもあったようです。第２派が予想される今、献立の基本、免

疫力 UP の食品や調理法を学ぶことが必要と考えます。また、子育て世代の子ど

も（小６） 2007 年生まれの半数が、 107 歳まで生きる」とされていますの

で、子どものためにも、１００年を生きる食べ力（哲学）、献立（理論） など給食

をモデルにアクティブラーニングで共に学んでみませんか？ ZZoooomm ななどどのの遠遠隔隔でで

のの参参加加もも、、ごご自自身身でで機機器器ををごご用用意意いいたただだけけれればば、、柔柔軟軟にに対対応応ししまますす。。  森山 克子先生 

 
曜日 10:00～12:00   5月 13日、20日、２7日、6月 3日、10日 

 

全全 3回回  
定定員員 10名名  

一般的に英語が話されている環境に置かれると，日本人の子どもでも英語をすぐに話

せるようになりますが大人はなかなか話せるようにはなりません。それはなぜでしょう

か。また，母語習得はほぼ誰でも成功するのに，外国語の習得は個人差が大きく習得が

難しいのはなぜでしょうか。このゼミでは，母語習得や外国語習得の研究を踏まえて，

どのようにしたら効率よく英語を学べるのかを考えていきます。 

言語習得理論と英語の学び方 

曜日 11:15～13:15  

サイエンスカフェ：現代英語で学ぶ科学リテラシー 

ウイズコロナ時代の子育て世代を支援する食育講座  
～献立作成から島野菜などを使った免疫力 UP 食まで～ 

9 月９日、16 日、２３日 に変更しました。 

新型コロナウイルスの影響および感染症対策として、⽇程等を⼀部変更し、開催しま
 

新たにタイトルと内容

を変更しています。 

 
曜日 10：15～12：00  ６月19日、26日 

全全 2回回  
定定員員 15名名  

藏根 美智子先生 

 
曜日 14:30～16:00 8月２日、16日、２３日、9 月6日、１3日 

全全 5回回  
定定員員 20名名  

髙木 博先生 

 
曜日 14:00～16:00  

 
５月15日、22日、29日、6 月5日、12日 

全全 5回回  
定定員員 10名名  

 
曜日 14:00～16:00 ８月8日、15日、９月5日、12日 

全全 4回回  
定定員員 10名名  

大湾 知子先生 

2020 年度沖縄学習センター客員教員による学習相談 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

曜日  相談対応日時  担当教員  専門分野  

火 11:00～15:00 大大  城城    進進（沖縄県立芸術大学非常勤講師） 教育指導・教育管理・物理教育・理科教育 

水 
10:00～13:00 大大  城城    賢賢（琉球大学名誉教授） 英語教育学 

13:00～17:00 等等々々力力  英英美美（琉球大学地域連携推進機構客員教授） 公衆衛生学・栄養疫学 

木 14:00～17:00 森森  山山  克克  子子（前琉球大学准教授） 給食管理、調理学、食育 

金 
10:00～14:00 藏藏根根  美美智智子子（沖縄県教育委員会委員） 国語教育、図書館教育、教育行政 

14:00～17:00 古古  川川    卓卓（琉球大学保健管理センター教授） 臨床心理学 

土  13:00～17:00 大大  湾湾  知知  子子（琉球大学医学部准教授） 成人看護学、感染看護学、尿失禁看護学 

日 13:00～16:00 髙髙  木木    博博（琉球大学特命准教授） 脳科学、心の科学 
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 令和２年１月６日に沖縄県教育委員会教育委員を拝命いたし、沖縄県の良質な教育環境の構

築のために微力ながら努めております。本ゼミにおいては、その経験を活かし、「良質な教育

が保障される環境を整えることを仕事とする教育行政」について情報共有したい。日本国憲法

や教育基本法がうたう教育の諸原理を確認し、教育委員会制度の概要、沖縄県教育大綱、沖縄

県教育振興基本計画など、沖縄県の教育行政について理解を深めたい。 

脳と心について、昨年と同様に参加者の興味について、調べてプレゼン及び討論をする形

で行います。適宜最新の脳科学や臨床医学のトピックスについても紹介することを考えてい

ます。皆さんの参加をお待ちしています。楽しい時間にしたいと思っております。 

ZZoooomm ななどどのの遠遠隔隔ででのの参参加加もも、、ごご自自身身でで機機器器ををごご用用意意いいたただだけけれればば、、柔柔軟軟にに対対応応ししまますす。。  

私たちは自分のことをどこまでわかっているでしょうか。そして他の人から見た私はどんな人な

のでしょう。ロール・プレイングは、過去の体験や仮定の話を実際に演じてみることです。頭の中

に思い描いていることを現実化すること、とも言えます。このゼミでは、ロール・プレイングを通

して受講者自身の人間関係を見直すことにチャレンジしたいと思います。 古川 卓先生 

 切迫性尿失禁による頻尿や腹圧性尿失禁による尿失禁予防のために骨盤底筋体操は有効で

す。また、感染症にならないための感染予防対策は重要です。手指衛生により接触感染を予

防し自己導尿により尿路感染予防にもなります。基礎知識から実践を通して学びご自身の健

康を主体的に取り組みましょう。 

沖縄県の教育環境について理解を深めよう 

ロール・プレイングを通して見直す人間関係 

尿失禁予防のための骨盤底筋体操と感染防止対策 

脳と心のゼミナール     

古古川川先先生生ののゼゼミミはは、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策がが難難ししいい

内内容容ににななりりまますすののでで、、中中止止ととささせせてていいたただだききまますす。。  
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