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９月28日(日)に放送大学埼玉学習センター平成26
年度第１学期卒業証書・学位記授与式が開催されまし
た。
爽やかな秋晴れのこの日、眩しい日差しが、新たな

目標に向かって飛び立っていかれる卒業生をより一層
輝かせていたように思います。皆様、おめでとうござ
いました。
授与式の後は、同窓会の主催による「卒業・修了祝

賀会」が催され、少しリラックスした表情の卒業生が、
先生方や、諸先輩方と学生生活の思い出を語らい、終
始和やかな雰囲気が感じられました。

10月４日(土)、平成26年度第２学期入学者の集
いが開催されました。137名の参加者に、会場は活
気が満ち溢れ、入学者の喜び、緊張、期待など様々
な表情が見られました。
集い終了後は、各サークルの紹介が行われ、会員

の皆さんの熱心な活動紹介に、どのサークルにしよ
うか迷ってしまうほどでした。
学生生活が始まりました。入学生の皆さん、頑張

ってください！



埼玉学習センター
では、複数の専攻・
コースを卒業・修了
された方に対し表彰
する制度「生涯学習

奨励賞」を設けており
ます。平成26年度第１学期卒業生
からも８名の方々が表彰されました。

皆様、誠におめでとうございます。

生涯学習奨励賞受賞者より、崇島様、武村様、
土田様、松尾師孝様の感想を掲載いたします。

崇島三郎

「学び続ける限り、人は老いない」を信じて入学、このた

び生涯学習奨励賞をいただいた。
その間、「未来の会」会員から某市が保有する主にパプ
アニューギニア国の民族造形美術品の運用、活用のボラ
ンティアをしていることを知り、同国を訪れる機会を得た。
しかし市は美術品の維持管理が難しいとの理由で三大学
へ寄贈したが、その時の人脈は継続して私の糧になって
いる。一方「今に生きる盲目の学者・塙 保己一」の受講の
お蔭で渋谷の温故学会（塙 先生の顕彰団体）の会員とな
り保有する群書類従の17244枚の版木をユネスコ世界記
憶遺産登録、3Dプリンターで版木の複製事業の試み、そし
て15歳江戸に旅立つ時の像が本庄早稲田駅前に出来る
事を想像すると毎日が心ワクワクして老いていられない。

〔金賞〕２名

江川 康範 様 白鳥 誠様

〔銀賞〕６名

崇島 三郎 様 武村 勝人 様

土田 清作 様 松尾 師孝 様

松尾 洋子 様 矢野 公士 様
３

予定変更の卒業
自然と環境 武村 勝人

２０１２年、３回目の学部入学時に考えたことは理系音痴
を払拭してみたい、そのためには数学、物理、化学、生物
学等を学ぶ必要があるということであった。基礎科目から
始めて徐々にレベルを上げて量子物理、量子化学、微分
方程式等に挑戦することを夢見て専攻を決めた。
卒業要件は、過去の履修科目で個人差があり、一概に
は言えないが、私の場合、専門科目から３０単位が必要で
あった。よって好きな科目だけを履修しただけでは卒業要
件を満たせない。天文学、地球科学、動植物学、分子生
物学等に面接授業を織り交ぜて履修した。
当初の予定は途中でつまずき変更となったが、決して諦
めたわけではない。好きな天文学（星空観望の域を出な
い）を深めるためには、当初夢見た科目群を学ぶ必要が
ある。

「ちょっと休憩」 松尾 師孝

今から二十一年前、大学の授業に付いていけるかとい
う不安があり、選科履修生として放送大学の授業を受け
ることにしました。
入学の動機は、幼稚園の長男に親の勉強する後ろ姿
を見せながら、一緒に勉強しようと思ったからです。２年
後には、妻も一緒に放送大学に入学しました。仕事や子
育てをしながらなので、「無理をせずに興味のある科目
を選択しながら継続して勉強することが大事だ」とお互い
に励まし合いながら３回目の卒業式を二人一緒に迎える
ことができました。
放送大学は、生活のリズムになっていますが、定年を
迎えるにあたり、少しのんびりしようという気持ちになり、
一時休憩します。
先生並びに職員の皆様には、長い間、大変お世話にな
り、ありがとうございました。

放送大学と私 土田清作

私が放送大学について初めて知りましたのは、国立赤
城青年の家主催で２泊３日の“尾瀬の自然を訪ねて”と
いう行事に参加したことによります。内容は昔経験したこ
とのある、時間遵守と集団行動の生活パターンの再現を
思わせるものでした。日程も無事消化し、まとめの反省
会で自己紹介、各話題の発表、歓談が進むなかで、参
加者の大半が体育実技の受講生であることを知り、併せ
て、私自身放送大学に関しては無知に等しく、聞くことす
べてが新鮮に思えたことでした。それからもう20年近く過
ぎました。今では、昔の学生時代と思い比べ、また教歴
30年余りの自分に自戒と反省を得させてくれたこと、また
単位認定試験では過度の緊張感を抱かせ、老化現象抑
制剤として、心地よさを交えて、大いに役立たせてくれた
ものと自画自賛しています。



沢山の方
を楽しま
せてくれ
ました！

講師の解説を
参加者は真剣
に聞き入って
いました。

皆さんの
自信の一作
が投句され
ました。

美味しいお
抹茶、お菓
子に笑顔が
はじけます。

民話をじっくり
と聴く、良い
機会でした。

どんなお宝が
あったでしょう
か？

様々な企画を、
どうぞ楽しんで
下さい♪

來生 新 放送大学
理事・副学長による
公開講演会が行わ
れ、多くの受講者の
方々が、“海洋国家
日本”について、よく
知り、考える機会に
なりました。

講演後の茶話会で
も、質疑応答が続き、
参加者の充実した
表情が溢れて
いました。

４

オープニングを
華々しく飾りまし
た！
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フェスタのラストは、
皆様おまちかねの
懇親パーティー。
菅野所長、来賓の
挨拶の後、
平野事務長の乾杯!!

充実の２日間を
振り返って笑顔も満開★
抽選会や俳句・川柳の優秀
作品発表と

10月11日（土）・12日（日）、第８回埼玉フェスタが開催されました。参加者の

強い気持ちが伝わり、心配された台風の影響も少なく、実施する事ができました。

日頃の成果が感じられる、それぞれの舞台発表や作品展示の内容を、写真で

振り返ります。ご興味を持たれた皆様、どうぞ来年のフェスタにお越し下さい。お待ちしております。

名曲の数々を、
楽しくみんなで
合唱♪

観客の方々
の、心に
染みる朗読
でした。

盛んな
サークル活動。
内容も
充実しています。

全身を使って、
笑顔でいち・
にっ・さん!!

気持ちの
こもった
力作です。

秋を感じる
一枚に仕上
がりました。

ｷｬﾝﾊﾟｽ･ﾈｯﾄﾜ
ｰｸ･HPについ
て学びました。

フェスタのラストは、
皆様おまちかねの
懇親パーティー。
菅野所長、来賓の挨拶の後、
平野事務長の乾杯!!

充実の２日間を振り返って
笑顔も満開★
抽選会や、俳句・川柳の
優秀作品発表と参加者は
大いに盛り上がりました。
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筑波山は茨城県つくば市の北端にあり、西側の男体山（標高

871m）と東側の女体山（標高877m）からなります。山頂からは富士山

の美しい景観を眺められ、また、ガマの油売りの口上などでも有名で、

多くの観光客が訪れます。旅の途中での、「筑波山山腹でみかんが

栽培されているのは、気温の逆転層が存在するため」という菅野所

長の説明に皆納得。購入したみかんの味は、少々すっぱめでした。

研修旅行の一行は、筑波山神社を参拝し、色づき始めた紅葉を観

賞しながら、ケーブルカーで山頂へ。天候にも恵まれ、参加者の多く

が健脚ぶりを発揮し、男体山頂上まで登る事が出来ました。

①筑波山

筑波宇宙センターは、1972（昭和47）年に開設された、宇宙開

発研究の総合的な事業所です。約53万平方メートルの敷地に、

緑ゆたかな環境と最新の試験設備を備えています。

今回は「宇宙飛行士コース」の見学ツアーに参加し、ガイドの

話を聞きながら、宇宙飛行士の基礎訓練・健康管理のための施

設も見学。通常では見る事の出来ないものばかりで、貴重な体

験となりました。お土産の宇宙食はどんな味だったでしょうか。

②筑波宇宙センター

おすすめ撮影スポット

“H－Ⅱロケットの実機”

前で、パチリ☆

宇宙開発の前進に重要

な役割を担う、国際宇宙

ステーション（ISS)につい

ての話を聞いています。

男体山制覇！！途中、

険しい道もありました。

気分はサイコー、健康っ

て素晴らしい（＾＾）ｖ

筑波山神社にて。家内

安全、合格祈願に縁結

び。それぞれの思いを

込めてお参りもしました。

11月4日(火)、「筑波山から関東平野を一望し、筑波宇宙セン

ターで宇宙開発の技術を見る」をテーマに学生研修旅行が催さ

れ、地理学が専門の菅野所長の下、31名の学生が参加しました。
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サ ー ク ル 紹 介

代表者 篠田 安彦
［江戸時代の古文書を読む会］は、1995年12月に発足しました。本年で、18周年を迎えますが、現会員数は31名です。
当時、［人間の探求］の客員講師の堀 新（ほりしん）先生の講義を受講した少数有志学生でサークルを設立し、認可さ
れました。
活動目的は江戸時代の古文書を読み、当時の文化を鑑賞し、知見を広めることとしております。月2回土曜日に活動し

ています。午前中は自主勉強会（西鶴好色一代男、世間胸算用）等、初歩的古文書の解読、検討を行い、午後は共立女子
大学文芸学部教授堀 新先生に、古文書の写真版テキストを作成していただき、勉強会を行っています。翻刻とその内容
の解析であります。堀先生が選んでくださる興味深い教材と、わかりやすく、レベルの高い解説のおかげで、無理なく力
をつけることが出来ると考えています。近世古文書独特の用語、文体、くずし字に慣れるため、大変根気のいる学習をし
ています。初心者の方が入会されると、ボードに翻刻文を書いて、初歩的な質問にも丁寧に答えてくださいます。
年度末には研修旅行（一泊）を企画しています。近世江戸時代に書かれた文献を、北は山形県米沢から、南は岡山県岡

山までの博物館、郷土資料館、文書館、古文書館を訪ねて、所蔵の古文書等を閲覧し、解読を積み重ねています。

面接授業、公開勉強会については、前述の共立女子大学文芸
学部教授堀 新先生のご指導で、埼玉学習センター平成20年度
の面接授業［信長・秀吉とその時代］や、25年度公開講演会
［のぼうの城と秀吉襲来］が行われ、折からの歴史小説ブーム
も加わり大好評を博しました。本年8月の講演会［軍師官兵衛
に訊け］も大変好評で、それ以降、［古文書を読む会］に多く
の感想文、質問等寄せられております。｢古文書を読む会｣では、
一歩一歩の積み重ねが求められますが、楽しく学び、親切丁寧
な指導を受けられます。皆さんも、古文書を一緒に読む体験し
てみませんか。
今後の方向性としては、日本の文化・歴史・伝承を顧み、近

世古文書内で現代のライフスタイルに継承された事案を模索し
てみたいと考えています。

代表者 及び 連絡先

相川智子

090-4628-3004

「朗読を通して、言葉の持つ意味を考え、豊かな人間形成と学習
の向上をめざします。」このフレーズを掲げ朗読の会「こころ」は
平成23年に発足した。月一回の活動日に、好きな本を読み合うとい
うのんびりしたサークルだった。
翌年に岡本光幸講師（日本語音声表現トレーナー）を迎えること

ができ、にわかに活気を帯びてきた。世界の言語の中でも日本語の
響きは音楽的で美しい。その日本語の表現の一つとして朗読がある
と教えてくれる。腹筋口唇筋を鍛える練習を行い、人前で自分をさ
らけ出す訓練をする。講師は会員の持てる力と可能性を引き出して
くれ、皆も新しい自分を発見し朗読の世界に引き込まれていく。
会員は15名。埼玉フェスタにて発表できるまでに成長した。

【発表作品】第１回 夏目漱石「夢十夜」、第２回 十篇の詩の朗
誦、朗読劇「したきり雀」・「吝嗇記」、第３回 朗読劇「百貨店
残影」・「平家断章」
今後も朗読の持つ楽しさ、奥深さを考えながら練習に励みたい所

存である。「こころ」は学生の本分である学業も忘れず、それ以上
にサークル活動を楽しみ、仲間の絆がどんどん強くなっていくサー
クルである。
活動日 毎月２回・第２第４木曜日
時間 13：00～16：30 体験歓迎
会費 年２,０００円



各種証明書・学割証等の発行について

各種証明書の発行は、学習センターで行っています。(郵送可 )
学割証の発行は全科履修生・修士全科生・博士全科生が対象です。

各種証明書

―学習センター窓口での発行手続― ☆以下を持参して下さい。

●学生証（卒業・修了生は身分証明書） ●所要事項を記入した「諸証明書交付願」

●発行手数料（一通につき200円）

―郵送での発行手続― ☆以下を送付して下さい。

●所要事項を記入した「諸証明書交付願」●発行手数料（一通につき200円）分の郵便小為替

●切手貼付、宛名明記の返信用封筒

※即日発行可能のもの、２週間ほど期間を要するものがありますので、ご確認の上、ゆとりを持って交付依頼
を行って下さい。

各種証明書

全科履修生・修士全科生・博士全科生が、自宅から学習センター又は大学本部等への通学、面接授業の受講等
修学上必要とされる場合に使用できます。区間は目的地への最短経路で、往復が同一の経路の場合に限ります。
※休学中は使用できません。

【乗車券の種類】
・一般普通回数乗車券（11枚つづり、片道区間が200km以内の場合）
・学生割引普通乗車券（片道区間が100kmを超える場合） が通常料金の２割引となります。

―学習センター窓口での発行手続― ☆以下を持参して下さい。

●学生証 ●必要事項を記入した「学割証等発行願」（※事務室窓口にもあります。）

―郵送での発行手続― ☆以下を送付して下さい。

●学生証のコピー ●必要事項を記入した「学割証等発行願」

●切手貼付、宛名明記の返信用封筒

※卒業研究、研究指導及びゼミ出席等の場合は、指導教員から指示のあった事を示すものも、あわせて提出
して下さい。

※使用開始日をご確認の上、ゆとりを持って発行依頼を行って下さい。

学割証等

郵送（第四種郵便）による放送教材の貸出について

ご希望の方は、下記の要領で手続きして下さい。

対 象 者 ：埼玉学習センター所属の学生（休学中及び、貸出放送教材の返却が遅れている方は利用できません。）
貸出範囲：履修している科目・再試験科目
貸出範囲 （試験期間終了後から学期末までは、全ての科目の貸出ができます。）

貸出枚数：３枚まで
貸出期間：センター発送日から、センター到着日含めて９日間
送 料：往復分とも申込者（学生）の負担
申込方法：「郵送（第四種郵便）による放送教材貸出申込書(※)」に必要事項を記入し「学生証の

コピー」を貼付のうえ、送料分の切手を同封し、埼玉学習センターへ送付して下さい。
※「申込書」は埼玉学習センターのホームページからもダウンロードできます。

埼 玉学習センターでは、郵送による放送教材の貸出を
行っています。有効にご利用下さい。

８
詳細は学生生活の栞、ホームページ等でご確認下さい。



平成26年度第２学期単位認定試験について

試験日程、受験に必要なもの等をよくご確認下さい。
図書および放送教材が貸出停止になります。ご注意下さい。

看護師・医療関係者のための個別相談会を実施します！

学士 ( 看護学 ) 取得！看護師国家試験受験！！を目指す方々、
普段疑問に思っている事、この機会に相談しませんか。

学士(看護学)取得をお考えの方、また放送大学との併修で、看護師国家試験の受験を目指しご入学をお
考えの方、並びに、すでに在学されている方向けに、個別相談会を開催いたします。
放送大学の学習システムやスケジュール、仕事と学習の両立について、また失敗しない単位の取り方な

ど各種の疑問、質問に専門スタッフが細かくお答えいたします。

－大学院の試験－

平成27年１月23日(金)・24日(土)

－学部の試験－

平成27年１月25日(日)～２月１日(日)
※１月26日(月)及び、30日(金)を除く

※試験日の約一週間前までに本部から直接送付される受
験票で、科目・日時・試験室等を確認し、同封の「単位
認定試験受験に際しての注意事項」をよく読み、持ち物
等確認した上で受験して下さい。

※平成26年度第２学期に登録した科目と再試験科目の
試験日・時限が重なる場合は、いずれか１科目を選択し
て受験することとなりますので、注意して下さい。

◆単位認定試験を受験する際は「学生証」が必要になります。試験の前日までに、必ずお受け
取り下さい。

新規及び継続入学生の方は、システムＷＡＫＡＢＡへの顔写真の登録確認後、発行手続きを、全科履修生及
び修士全科生で有効期限切れ（※学生証左下に記載あり）の学生証をお持ちの方は更新手続を、所属学習セ
ンターで行って下さい。

【手続きの際持参するもの】 ※手続は学生本人が行って下さい。

●新規、継続入学生・・・入学許可書

●全科履修生、修士全科生（有効期限切れ更新の方）・・・旧学生証

◆上記試験期間に伴い、図書資料・放送教材は下記の通り貸出停止となります。

【図書資料】平成27年１月 ９日(金) ～ ２月１日(日)まで
【放送教材】平成27年１月1６日(金) ～ ２月１日(日)まで

日時 ◆平成27年１月１３日(火),２月１４日(土)
内容 ◆10：00 ～ ※一人30分程度

場所 ◆放送大学埼玉学習センター ９F講義室

定員 ◆各日２０名（※要予約(申込み順)、参加無料）
●申込は電話及び、事務室窓口で受付いたします。

◆各科目ごとに送付された（又は、Web上に掲載された）通信指導を未提出もしくは不合格の
場合は、試験の受験が出来ません。

心理学をテーマにした公開講座を開催します。

放送授業「心理臨床の基礎(’14)」、「心理臨床とイメージ(’10)」の主任講師である、小野けい子放
送大学教授による公開講座「心理学への誘い ～自分と他者理解のための座標軸～」を開催いたします。
資格取得を目指し勉強されている方、心理学に興味のある方、皆様お誘い合わせの上、ご参加下さい。
（一般の方の参加も可能です。）

日時 ◆12月21日(日) 14：00～
９

場所 ◆放送大学埼玉学習センター ８F講堂
※詳細は埼玉学習センター、HP にてご確認下さい。



学習室―

学習に必要な情報を科

目別に見ることができ、

修学上生じた質問は、

こちらの「質問箱」を

利用する事もできます。

学内システムを使ってみよう！

http://www.sc.ouj.ac.jp/center/saitama/

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

ＪＡＣＫ大宮

そごう

ダイエー

西 口

大 宮 駅
東 口

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
大宮情報文化センター内（受付：１０階）

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

〔システムWAKABA〕

主な機能
・学生カルテ
・科目登録申請
・成績照会
・各種届出

〔学生メール〕

主な機能
・学生メールの
送受信

・大学本部からの
お知らせ

資料室―

「テレビ・ラジオ科目

のインターネット配信

視聴」、「単位認定試

験問題・解答等の閲

覧」などができます。

ヘルプ―

学生生活全般について

よくある質問とその回

答や、このシステムの

マニュアルを見ること

ができます。

事務室―

学生生活や各種手続き、

附属施設の情報など、

大学事務室で公開され

ている情報を見ること

ができます。

談話室―

科目別に、先生や他の
学生とコミュニケーシ
ョンを行うことができ
ます。※2014 年度2学
期以降に一部の科目につい
て試行的に運用予定。

メール(Gmail)―

メール（Gmail）画面

を表示します。この画

面で、未読メールの有

無も表示します。
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①まずは放送大学のホームページにアクセス。 ②利用目的に応じた項目を選択し、ログイン。
ログインID及びパスワード
は入学許可書に記載されて
います。ご不明な場合は本
部受付へお問合せ下さい。


