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所長のひと言
埼玉学習センター所長 堀尾 健一郎

9月14,15日に埼玉学習センター学園祭「埼玉フェスタ」が開催されました。小生にとって
は“放送大学に学園祭がある”というのが最初の驚きでしたが、当日に各サークルの
パフォーマンス、音楽祭、個人作品展示、卒業研究・修士論文発表、体験
コーナーなどを拝見して、更なる驚きの連続でした。その道のプロや達人の
方がこんなにも多数おられるということは、放送大学の特質がよく表れて
いると感じました。最後のイベントである懇親パーティにも多くの方が参集
されて大いに盛り上がっていました。“在籍学生の20％以下しか参加し
ていない”という点でも普通の大学の学園祭と同じと思いましたが、
今まで参加経験のない方に、来年の埼玉フェスタ特に懇親パーティを
学生相互の絆作りの機会とされることをお薦めしたい、と感じました。
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令和元年度 第１学期

学位記・生涯学習奨励賞授与式
令和元年9月21日(土)、令和元年度第1学期の卒業証書・学位記授与式および生涯学習

奨励賞の授与式が行われ、埼玉学習センターでは晴れて107名が卒業されました。
おめでとうございます。



生涯学習奨励賞を戴けることになって
髙橋 三夫

金剛賞 髙橋 三夫 様

金 賞 武村 勝人 様 榑井 博 様 上田 のり子 様

銀 賞 戸塚 秀明 様 長橋 勇 様

銅 賞 上村 清人 様 森本 博 様 矢内 克幸 様

吉村 純子 様 加藤 裕 様 赤尾 惠理子 様

吉田 憲一 様 山田 三好 様 大畑 みえ子 様

（順不同）
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生涯学習奨励賞
埼玉学習センターでは、複数の専攻・コースを卒業された方を表彰する

「生涯学習奨励賞」の制度を設けています。令和元年度第1学期卒業生からも
15名の皆様が表彰されました。 受賞された皆様、誠におめでとうございます。

今回、金剛賞を受賞された髙橋三夫様からコメントをお寄せいただきました
ので、掲載させて頂きます。

　令和元年１学期の卒業で、生涯学習奨励賞「金剛賞」を受賞することにな
り、大変光栄に思っています。私の学生番号は「911」で始まりますので、今年
で２９年目になるわけです。入学当時は学部のカリキュラム（産業と技術専
攻）と自分の仕事内容とが一致し、大変有意義な日々を過ごすことができま
した。ＴＰＳ（トヨタ生産方式）、ＴＰＭ（全員参加の生産保全）、ＴＱＣ（全社会的
品質管理）、ＶＥ（価値工学）、管理会計、ＥＥ（経済性工学〉等々。学んだ内
容がそのまま仕事に役立つ訳ですから楽しい学習となり、欲が出てしまい次
のコース、その次のコースと続けてしまったわけです。
　私は今、さいたま市岩槻区の「高齢者生活支援コーディネータ」なるものを
務めており、この放送大学のカリキュラムは「生きがい探し」には”もってこい“の
手段となると考えております。いろいろな事情から中学までしか卒業できなか
った方々も試験なしで受け入れてくれ、16単位取れば高卒と同等とみなし「大
学生」として入学ができ、努力すれば所謂「大卒」と「学位記」が入手できま
す。私はリカレント学習機関としての、この放送大学はいつまでも続けていくつ
もりです。



放送大学埼玉学習センター 学園祭

第１３回 埼玉フェスタ
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ステンドグラス
体験

朗読の会こころ

令和元年９月１４日(土)～１５日(日）の2日間に亘り、埼玉フェスタが開催されました。

今年度は『あなたが主役 未来に向かって』をテーマに絵画や書道の展示、絵手紙教室、

ステンドグラス体験、ジャズ演奏やダンスなど、さまざまな催し物で盛り上がりました。



“e-グル”
代表者 及び 連絡先 浅子 英子
mail：asako_eiko＠yahoo.co.jp

パソコンを楽しみながら仲間と共に学びましょう！
という共通の思いで、学習センター９階のＰＣ実習室
で金曜日午前10時から12時半まで開催しています。

Wordでチラシ・ポスター・ハガキ・イベント記録
などの各種書類作成、Excelで家計簿・アンケート・
医療費など各種集計分析やインターネット・画像等の
活用法をベテラン講師の親切で明快な実地指導により
学んでいます。
“見学・飛入り歓迎！”お待ちしています。

代表者 及び 連絡先 大島 祥市

０４８-７７４-４５８８

ラルゴは音楽用語で「非常にゆっくりと」いう
意味があります。ストレッチやヨガ、気功法を取
り入れて、ゆったりした体ほぐし運動は、同時に
「心」もほぐしてくれるようです。

毎週水曜日、午後1時半から3時まで講堂を中心
に活動しています。

月謝は1000円ですが、会員にならずとも300円で
オープン参加されている方も居られます。

活動に必要な道具やユニフォームもありません。
どうぞお気軽に、一度のぞきに来ませんか？

代表者 及び 連絡先 関根 智久

０７０-１５２５-０４１４

海外文学読書会は毎月第３火曜日の午後に読書
会を開催しています。設立のきっかけは、大石
和欣先生の面接授業です。ウルフ『ダロウェイ
夫人』を読んだ際、これから読書会を始めよう
との一言で始まり、先生の退任後も毎月開催し
ています。放送授業の教科書に出てくる作品や
村上春樹翻訳の作品などを読んでます。名作映
画を鑑賞したり、授業の話をしたり、毎月楽し
く行っています。会費などは無いので、いつで
も気軽に参加してください。
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体ほぐしの会 ラルゴ

パソコンサークル

海外文学読書会



システムＷＡＫＡＢＡって？

◆放送大学のホームページを開く

クリ ッ ク

【ログインＩＤ】 学生番号10桁の数字を
半角で入力（ハイフン除く）

【パスワード】 初期設定は生年月日を
西暦で８桁（例：1964年10月1日の場合
は”19641001“）

「単位認定試験問題・解答等」

過去２回分の試験問題・解答

が閲覧できます。

「放送授業のインターネット配信」

放送授業をインターネットで視聴す

るときはこちらから！

「変更・異動手続」

住所等の変更手続きはこちらから

申請できます。
※現住所の変更は最寄りの郵便局にも
「転居届」を提出してください。

ログイン

※詳しくは「学生生活の栞」（学部：P.22～、P.117～）（大学院：P.31～、P.103～）でご確認ください
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システムWAKABAは、学生がインターネットを介して利用できる本学の教務情報システムです。
学籍情報や単位の修得状況等を閲覧できます。

いろいろな機能が

あるから活用してね！

大学からのお知らせ

もチェックしてね！

「https://www.ouj.ac.jp」

放送大学 検 索



令和元年度第２学期 単位認定試験について

試験実施日

全国の学習センター等において一斉に行われます。

大学院：令和２年１月２１日（火）・２２日（水）

学 部：令和２年１月２３日（木）～１月３０日（木）

※１月２４日（金）・２７日（月）は除く（学習センターも閉所です）

通信指導の提出

学期のはじめに印刷教材と一緒に届きます。

提出期限内に必ず本部へ送付してください。

未提出の方は単位認定試験を受験できません。

【提出方法】 郵送またはインターネット（一部の科目を除く）

【提出期限】 郵送・・・令和元年１１月１５日（金）～１１月２９日（金）必着

Web・・・令和元年１１月８日（金）１０：００～

１１月２９日（金）１７：００

※詳しくは「学生生活の栞2019年度」（教養学部：Ｐ．６７～７１）、（大学院：Ｐ．６２～６６）

をご覧ください。

試験当日に必要なもの

◇受験票

◇学生証

◇筆記用具（ＨＢ黒鉛筆） ※シャープペンシル不可

学生証について

学生証の交付は、所属学習センターまでご本人がお越しください。顔写真の登

録が完了されていれば即日交付できます。

今学期入学されたかた・・・入学許可証

学籍が継続するかた（休学中も含む）･･･期限切れ学生証

をご持参ください
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埼玉学習センターに関する情報は、ホームページでいち早くお知らせ
しています。是非、ご覧ください。  

大宮ソニックシティ  
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放送大学埼玉学習センター

〒330-0853 さいたま市大宮区錦町６８２－２
ＪＡＣＫ大宮ビル（受付：１０階）

TEL 048-650-2611 FAX 048-650-2615             

放送大学 埼玉 検索

◎年末年始の閉所期間◎
令和元年１２月２９日（日）～ 令和２年 １月 ６日（月）

図書室・視聴学習室を含めて全館閉所となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承の程お願い申し上げます。

学習センターからのお知らせ

◇ 窓口事務取扱時間の変更について ◇

公開講演会のお知らせ

１ ２ 月２ ２日（日 ） 13:30～15:30

講師： 樋野 興夫
（順天堂大学名誉教授、新渡戸稲造記念センター長、

一般社団法人がん哲学外来理事長）

『がん哲学～教育 ・ 対話学の確立～』

※一般のかたもご参加いただけますので、ご家族・ご友人もお誘いください

１０月１日から下記のとおり窓口事務取扱時間を変更することとなりました。

９：３０～１２：００ / １３：００～１８：００
（１２：００～１３：００ 昼休みによる閉室）

窓口対応の充実を図るため、ご理解の程お願い致します。

※図書室、視聴学習室、情報学習室はいままでどおりです。
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