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〇学習センター内では常にマスクの着用をお願いいたします。

〇入所の際は手指消毒、手洗いをお願いいたします。

〇体調に不安のある場合は来所をお控えください。

（体温が37.5度以上ある場合は来所をお断りします）

〇他の方と距離を保ち会話等はお控えください。

〇入所の際は必ず学生証をご持参ください。

埼玉学習センター外観

学習センターの最新情報は埼玉学習センター

のホームページにてお知らせしております。

来所される前にご確認ください。

2020年春号は、新型コロナウイルス
感染拡大に伴い休刊となりました。

埼玉学習センターのホームページへ
スマホでアクセス ▶▶▶



新任客員教員のご挨拶

専門は情報工学です。中でもディジタル信号処理と呼ばれる、
音や画像などを利用するマルチメディア機器の中核を担う技術に
ついて、主に研究を進めております。最近では、人工知能（AI）が
世の中を席巻する時代になってしまいましたね。何でもAIで解決で
きる、という感じが漂っています。このような、情報分野の先端につ
いて、一緒に考えて行けたらと思います。機械が学習をする方法
は、まさにディジタル信号処理そのものです。情報とは、信号を処
理する方法とは、AIとは、等々、一緒に考えてみましょう。

本年度から放送大学埼玉学習センターの客員准教授に
就任します加藤有希子です。ふだんは埼玉大学基盤教育
研究センターの准教授をしています。印象派をはじめとした
近現代の美術の歴史、広告や報道なども含む視覚イメージ
の歴史を研究しています。新型コロナの影響で、遠隔授業の必要性が
叫ばれる今、ホットな放送大学で仕事ができることはとても幸せなこ
とです。今は美術館や劇場も閉館を経験した、文化にとって厳しい時
代。だからこそその有難さを味わって、ともに学んでいきましょう。

私は2020年3月末日、埼玉大学を定年退職いたしました。経済
学部で「経済地理学」を担当してきました。アメリカではオバマ政権
からトランプ政権へ移行し、政治的分極化が激化していることに関
して興味を抱いています。アメリカではシングルマザーの福祉プログ
ラムに関してフィールド調査を実施し、またスウェーデンにおいて保育
サービスの調査をして、地理的な視点から福祉国家の比較研究を
行いました。人口移動や出生率に関する計量的分析も行ってきま
した。どうぞよろしく。

島村 徹也
専門：情報工学、信号処理（情報コース）

田中 恭子
専門：経済地理学、人口地理学（社会と産業コース）
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加藤 有希子
専門：近現代芸術史、表象文化論（人間と文化コース）

コロナ禍での生活が続いておりますが、皆様いかがお過ごしで
しょうか？放送大学では第１学期面接授業の全国全面閉講、単位
認定試験の在宅受験などの措置をとりました。第２学期の単位認
定試験も在宅受験となることが決まっています。埼玉学習センタ
ーでは3月から図書室・視聴学習室の閉鎖、4月の緊急事態宣言以
降は電話応対を除き窓口の閉鎖を続けています。埼玉フェスタ、
学生研修旅行も大変残念ながら中止となりました。「さきたま」
につきましても春季は発行を見合わせました。

“新しい生活様式”では、３密を避けることが求められていま
す。“密閉”については建物構造上窓の開放ができませんので換
気に一段と留意すること、“密集”については面接授業の定員を
半減する、図書室に替わり講堂に勉学スペースを設けること、な
どソーシャルディスタンスの確保、“密接”についてが結構難し
いのですが、人と人の接触をなるべく避ける、室内での発声を制
限する、などで対処したいと考えています。窓口を再開せず、緊
急事態宣言中と同じ電話・郵便対応でお願いしているのも“密
接”をなるべく避けるためです。ご不便をかけますが了解いただ
ければ有難く存じます。

2，3月時点よりはコロナウィルスに関する知識も増えてきまし
たが、いろいろなことを決断するにはまだまだ未知なこと、見通
せないことが多くあり日々苦慮しています。本稿執筆時点（9月
初旬）では、段階的に平常に戻していきたいと考えていますが、
どの時点でどこまで戻すかは非常に悩ましく、学生の皆様からは
遅々としているとお感じになるかもしれませんが、どうかご理解
いただきたく存じます。

お久しぶりです。
埼玉学習センター所長

堀尾 健一郎

～所長のひと言～

-２-



新任客員教員のご挨拶

専門は情報工学です。中でもディジタル信号処理と呼ばれる、
音や画像などを利用するマルチメディア機器の中核を担う技術に
ついて、主に研究を進めております。最近では、人工知能（AI）が
世の中を席巻する時代になってしまいましたね。何でもAIで解決で
きる、という感じが漂っています。このような、情報分野の先端につ
いて、一緒に考えて行けたらと思います。機械が学習をする方法
は、まさにディジタル信号処理そのものです。情報とは、信号を処
理する方法とは、AIとは、等々、一緒に考えてみましょう。

本年度から放送大学埼玉学習センターの客員准教授に
就任します加藤有希子です。ふだんは埼玉大学基盤教育
研究センターの准教授をしています。印象派をはじめとした
近現代の美術の歴史、広告や報道なども含む視覚イメージ
の歴史を研究しています。新型コロナの影響で、遠隔授業の必要性が
叫ばれる今、ホットな放送大学で仕事ができることはとても幸せなこ
とです。今は美術館や劇場も閉館を経験した、文化にとって厳しい時
代。だからこそその有難さを味わって、ともに学んでいきましょう。

私は2020年3月末日、埼玉大学を定年退職いたしました。経済
学部で「経済地理学」を担当してきました。アメリカではオバマ政権
からトランプ政権へ移行し、政治的分極化が激化していることに関
して興味を抱いています。アメリカではシングルマザーの福祉プログ
ラムに関してフィールド調査を実施し、またスウェーデンにおいて保育
サービスの調査をして、地理的な視点から福祉国家の比較研究を
行いました。人口移動や出生率に関する計量的分析も行ってきま
した。どうぞよろしく。

島村 徹也
専門：情報工学、信号処理（情報コース）

田中 恭子
専門：経済地理学、人口地理学（社会と産業コース）

-３-
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金剛賞 奥田 征雄 様 金坂 祐爾 様

金 賞 内島 豊 様 岡野 充甫 様 岡安 孝一 様

小川 ふみ江 様 川井 悦子 様 波多野 常蔵 様

銀 賞 天田 徹 様 江原 啓子 様 齊藤 照夫 様

島方 厳子 様 藤田 武敏 様

銅 賞 遠藤 好彦 様 鹿角 雅子 様 小林 道弘 様

佐藤 由美子 様 清水 正子 様 関谷 伸次 様

高田 雪美 様 田口 京子 様 田中 泰治 様

奈尾 博子 様 松久 謙一 様 武藤 達雄 様

吉田 江里 様 渡邊 貞善 様 （50音順）

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２学期卒業生から27名の皆様が、令和２年度１学期は
12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。

～令和元年度第２学期～

～ 令和２年度第１学期～

金 賞 長岡 精二 様

銀 賞 稲垣 安代 様 塚本 和也 様

銅 賞 佐藤 マサ子 様 庄司 信子 様 鈴木 秀光 様

中川 佳明 様 永田 充 様 馬場 令子 様

町田 浩二 様 山本 幸宏 様 吉本 みなほ 様

（50音順）

令和２年９月26日(土)、埼玉学習センター８階講堂にて、卒業証書・学位記授与式および生涯学習奨励

賞の授与式が感染予防対策を徹底し行われました。埼玉学習センターでは97名が卒業されました。

おめでとうございます。
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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・パスワード

2020 年度第２学期に新規入学された方
は【入学許可書】に記載してあります。

（注）初回ログイン後、当日中に必ず初期
パスワードから変更してください。

変更されない場合、ロックアウトされ、
次回利用時にログインできなくなります。

「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.115～）（大学院：P.31～、P.103～）でご確認ください

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

パスワードの変更
はこちらから！

※英数字８文字以上

【キャンパスライフ】
・学内連絡
・スケジュール
・各種届出・申請様式 など

【授業サポート】
・授業連絡
・質問箱
・資料室 など
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２０１９年度学生研修旅行報告

2019年度の学生研修旅行は11月1日（金）に催行され

34名の学生が参加されました。

学習センター前からバスで出発し、道中の海ほたるで昼食

をとり、午後は千葉県君津市にある「日本製鉄株式会社

君津工場」へ。

今回は、鋼の塊（鋼片）を特定の大きさに固める工程を見

学させていただきました。２階程の高さの通路からの見学で

したが、運ばれる鋼の塊からものすごい熱気を感じ、参加

者のみなさんもわくわくした眼差しで見入っておられたのが印

象的でした。また、広い敷地内をバスで移動し、プラスチック

リサイクル設備も見学し、充実した「大人の工場見学」の

一日となりました。

通信指導の提出 お忘れなく！

未提出の場合は単位認定試験を受験できません。提出期限内に必ず本部へ送付してください。

【提出方法】 郵送またはシステムWAKABAより（一部の科目を除く）

【提出期限】 郵送・・・令和２年11月17日（火）～12月１日（火）必着

システムWAKABA：令和２年11月10日（火）10：00～12月１日（火）17：00

※詳しくは「学生生活の栞2020年度」（教養学部P.66～70）、（大学院P.63～67）で確認ください。

新規設立サークルの紹介

はじめまして。がん哲学サークル「COCON」（ココン）です。当サークルは、昨年12月に埼玉
学習センターで開催された樋野興夫先生の公開講演会がきっかけで、放送大学内でもがん
哲学カフェを開催しようと発足したサークルです。がんは日本人の2人に1人がかかると言わ
れている身近な病気です。治療の進歩によりがんとともに生きる時代となりましたが不安は
尽きません。COCONで心の荷物を下ろしていきませんか。ご参加をお待ちしています。

がん哲学サークル「COCON」 代表 臼倉 恵美子
連絡先：080-3470-1683

0721252531@campus.ouj.ac.jp（茂木佐知子)

事務室からのお知らせ事務室からのお知らせ

-７-

在学生からの寄稿

『オープン フォーラム』16号に「緒方洪庵の医学業績と適塾の教育」が
載せられた。洪庵は幕末に大阪で蘭学の適塾で多くの俊英を育てた。天然痘
が流行ると種痘を日本で初めて行って人々を救い、コレラ流行の時は徹夜で
医書を訳して刊行した。幕府の奥医師に招かれて激務が過労となり、
妻八重の腕の中で亡くなったのはせめてもの救いである。

洪庵の遺志は弟子に受け継がれ、福沢諭吉は慶應義塾を
設立し、長与専斎は明治の衛生制度の基礎を築いた。
コロナ禍で偉大さを再認識し、洪庵の墓に参り、論文を大阪
大学の適塾担当の先生にお持ちして御礼を申し上げました。

オンデマンド型２科目

科目名:「POV-Ray」「実習で学ぶ宇宙・地球・環境」

提示資料に基づき「自分の時間」で演習に時間を掛ける事ができ、十分
学習ができて楽しめました。提出課題例
（私の「作品例」）を例示します。
両科目共、提出課題へのフィードバックが
ありました。片方の科目では「走査型電子顕
微鏡をリモート接続で使う」というテーマが
あり短時間でしたが、大いに楽しめました。

2019年度２学期に修士課程を修了された岡里順子さんの修士論文がオープンフォーラム
（放送大学大学院教育研究成果報告）第16号（最新号）に掲載されました。この度特別
にコメントをお寄せいただきました。

中尾 雅躬

オープンフォーラムは学習センターでも購入できます。
詳しくは８ページに掲載しております。

『オープン フォーラム』掲載の喜び
岡里 順子

2020年度第１学期は新型コロナウイルス感染拡大により、すべての面接授業が閉講
（中止）となりました。代替措置としてWeb会議システム等を利用した授業（Web
授業等）が設けられ、受講された中尾雅躬さんに体験や感想をうかがいました。

「POV-Ray」の提出作品例
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〒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             

検索放送大学 埼玉
埼玉学習センターの
ホームページに写真
付きでアクセス方法
を掲載しております。

事務室からのお知らせ

●各種証明書の申請は郵送が便利です！
以下のものを送付ください。（１通につき200円）

◆在学証明書、成績・単位修得証明書、在学期間証明書等
①諸証明書交付願（様式９）
②手数料（定期小為替または現金書留）
③返信用封筒（長形３号）に84円切手貼付・宛名（自宅住所）明記）
※２通の場合は10円切手を別途同封してください。

◆教員免許状用単位認定証明書（学力に関する証明書）、学芸員、司書、
社会教育主事の単位修得証明書
①諸証明書交付願（様式10）
②手数料（定期小為替または現金書留）
③返信用封筒（長形３号）に84円切手貼付・宛名（自宅住所）明記）
※２通の場合は10円切手を別途同封してください。

注）証明書の種類によっては発行に２週間程度要する場合があります。
余裕を持って申請してください。

※諸証明交付願の様式は学生生活の栞巻末ページ及び、システムWAKABAから出力できます。

●オープンフォーラムは郵送でも購入できます。

定価：850円（消費税込み）」／在学生は680円（消費税込み）
※発行号数により価格が異なります。学習センターへお問い合わせください。
放送大学のホームページでもご案内しております。

2020年度第２学期単位認定試験も自宅受験となりました。

実施期間：2021年１月13日（水）～１月21日（木）(消印有効)

注意
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