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日高市巾着田の彼岸花

所長のひと言

哲学者のカントは最晩年になって、「永遠平和のために」という論文を発表した

（1795年、71歳のとき）。他国への軍事介入の全面禁止（お隣のフランス革命

の擁護の意図あり）、常備軍の廃止、軍事増強につながる国債発行の禁止、ヨ

ーロッパ各国の植民地争奪競争への痛烈な批判など、いま現在もみずみずしく感

じられる平和への呼びかけが書かれている。 極めつきは、さもなくば人類が敵味方の

区別なく全滅する結果、究極の永遠平和が訪れますよ、という皮肉をこめた警告で

ある。

昨今の状況から、このカントの警告がいっそう真実味を帯びてきたと感じないだろうか。

埼玉学習センター所長 渋谷 治美
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客員教授 永澤 明

高 校 生 の 国 際 化 学 オ リ ン ピ ッ ク

卒業証書・学位記授与式

平成29年9月24日（日）、平成29年度第1学期の卒業証書・学位記授与式および生涯学習
奨励賞の授与が執り行われました。
当日はお天気にも恵まれ、晴れて88名が修了・卒業されました。 おめでとうございます！
なお、今学期の生涯学習奨励賞受賞者は以下の通りです。

金賞 ・・ 田口 和美 様

（２名） 奈良原 忠 様

銀賞 ・・ 青木 一男 様

（２名） 木本 安代 様

銅賞 ・・ 河野 美貴 様 坂田 友信 様 戸塚 秀明 様

（5名） 長橋 勇 様 宮澤 克子 様
（順不同）

高校生の国際学術オリンピックが各分野で毎年夏に行われている。第49回国際化学オリンピ

ックは、タイのナコンパトム（Nahkon Pathom）で7月6～15日に開催され、約80か国から高校生

約300人と引率の先生方約300人が参加した。日本代表の生徒4人の成績は、金メダル1つ、

銀メダル3つで、ここ10数年は日本代表全員が何らかのメダルを受賞している。

世界の水準は高く、試験は実験5時間と筆記5時間いずれも大学院入試レベルである。日本

の高校の化学の教育内容から考えると素晴らしいことだが、成績が重要なのではない。この

生徒たちが将来どのように育つかである。どんな高度な内容でも知ろうとする向上心は、授

業だけでなくこのような取り組みに挑戦しないと培えない。好奇心をもとに目標に向かって自

分で考え、調べ、得たものを身に着ける教育を、自分自身に課すことができるかが、ここでも問

われている。



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。
平成２９年度第１学期卒業生からも９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、金賞を受賞された田口和美様よりコメントをお寄せいただきましたので、掲載させ
ていただきます。

「学び続けて18年 ～6回目の卒業を迎えて～」
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平成29年10月8日(日) 埼玉学習センターに於い
て『平成29年度第2学期入学者の集い』が行われ、
式典には115名の新入生が参加されました。

この９月に生活と福祉コースを卒業しました。平成11年4月に産業と技術専攻に入学してから今回

で６専攻・コース目の卒業になります。これも、私のことを理解し、応援し、協力してくださった方々の

存在があったからだと思います。

放送大学に入学したのは、新聞の読者欄で見かけた「放送大学で学んでいる」という投稿がきっか

けでした。“ひとつのことを学ぶと、その先のことが知りたくなる”、“あることを理解するには、その周

辺のことも知らなければならない”と学び続けていたら、18年が経過してしまいました。

18年間の学生生活を通じて、以前は興味のなかった分野にも知見を広めることができただけでなく、

年齢も職業も社会的経験も異なる多くの方々と交流することで“様々な考え方”を知ることができ

たのが放送大学で得た成果だと思います。

10月からは7専攻・コース目の情報コースに再入学しました。

これからも広く学び続けてゆきたいと思います。

田口 和美



平成29年9月9日(土)・10日(日)の2日間に亘り、埼玉フェスタが開催されました。

当日は絵画や書、手芸品に至るまで、学生の皆様のさまざまな作品展示、バザーや

参加型イベント等、多彩な催し物で活気付きました。

第11回 埼玉フェスタ
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さまざまな写真、書や絵画。皆さんの創造力が光ります！

地域の名産品販売も。昨年大好評だった、秩父産商品
の販売もありました。 手芸や工芸品の出展も。

学生主体で行われた陸前
高田への研修旅行の報告
もありました。

Shall We Dance?
ソシアルダンスクラブ

健康体操で活き活き！

朗読の会「こころ」 音楽を昔懐かしいレコードで
聴きます♪

柴眞理子足立学習センター所長
による特別講演



埼玉フェスタ ジャズ・ライブ・コンサート

埼玉同窓会副会長 鈴木さとみ

埼玉フェスタにジャズ演奏を取り入れて今年で３回目となりました。昨年、一昨年はコンボ（少人数編

成のモダンジャズ）による演奏でしたが、今年はサウンドペーパーズ・ジャズオーケストラ（大編成のスイ

ングジャズ）の演奏で、ジャズピアニストの私は何れもリーダーとして参加しました。

サウンドペーパーズ・ジャズオーケストラは熊谷を拠点に活動しているビッグバンドで総勢18名。

スイングジャズを中心にレパートリーは幅広く、編成はサックス、トロンボーン、トランペット、ドラム、ベース、

ピアノです。

第１部は「インザムード」の華やかなサウンドで幕を開け、「君住む街角」「枯葉」「Ａ列車で行こう」等お

馴染みの６曲を演奏。ビッグバンドは全員での厚みのあるサウンドと共に各楽器のアドリブも聴きどこ

ろです。

懇親パーティーでの第２部は「シングシングシング」「マンボ№５」「ベサメムーチョ」等６曲を演奏。自然

とダンスが始まりリズムに乗った聴衆の姿に我々の気分も高揚！まさにライブならではの一体感でした。

一昨年ジャズ演奏を取り入れてから来場者も年々増えてきました。第１部と第２部の休憩時間（パーテ

ィー会場への準備）に、今回新たな試みとして『歌声広場』を行いました。部屋に入り切れないほど多く

の方々にご参加頂き「赤とんぼ」「故郷」「世界に一つだけの花」を合唱し大きな感動を味わいました。

演奏を聴くだけでなく、自ら声を出しハーモニーを味わった満足感が第２部コンサートへの盛り上がりに

さらに繋がったのではないでしょうか！

-5-



-5-

10月12日(木)学生研修旅行を実施しました！

最高気温29℃という真夏のような陽気の下、１０名の参加者と共に
横浜で文学の歴史に触れる研修旅行を催行いたしました。今年の目
的地は横浜という事もあり、手軽ながら学ぶべき深い歴史や文化に
触れることが出来ました。

元町・中華街駅
のアメリカ山公
園を出発！

横浜山手外国人
墓地の横を通り・・

港の見える公園へ！

県立神奈川近代文学館。横浜に縁のある作家た
ちの資料が展示されています。

昼食を兼ねて横浜中華街へ！

公園からベイブリッジ方面
を臨みます。

山下公園散策で歴史を学
びます。

山下公園～氷川丸へ。当時の
客室や大宮氷川神社との縁
に触れました！



平成２９年度第２学期単位認定試験について

－大学院の単位認定試験－

平成３０年１月１９日(金)・２０日(土)
－大学院の単位認定試験－

平成３０年１月１９日(金)・２０日(土)

①「学生証」を受取る（受験に必要です）

学生証には有効期限があります。ご確認ください。(有効期限は学生証表面左下に記載されています)
試験期間前に、ご本人がお受取りください。
システムＷＡＫＡＢＡに顔写真の登録がない方は学生証を発行できません。システムＷＡＫＡＢＡの

学生カルテから登録をされるか、写真票（キャンパスネットワークからダウンロードするか、「学生生
活の栞」巻末にあります）で本部へ依頼してください。本部へ依頼なさる場合は、発行までに２週間ほど
かかりますので、ご注意ください。

② 通信指導を提出する ※ Ｗｅｂでの提出がお勧めです。

未提出もしくは不合格の場合は、受験が出来ません。

・提出期間：
郵 送 １１月１６日(木)～１１月３０日(木) 本部必着
W e b １１月 ９日(木)１０：００～１１月３０日(木)１７：００

・添削結果返送時期： １２月末頃

③ 受験票が届く

試験日の１週間ほど前までに送付されます。
受験科目、試験時間、試験会場を確認し、「単位認定試験受験に際しての注意事項」をよく読んで
ください。

④ 受験する

学生証、受験票をご持参のうえ、開始時間に余裕を持って来所する。
受験票に記載された試験室へ直接行ってください。ただし、前の時間の試験が終了するまでは試験室に
入れません。
図書閲覧室のほか、自習室を設けていますので、どうぞご利用ください。

－教養学部の単位認定試験－

平成３０年１月２１日(日)～２８日(日)
※１月２２日(月)及び、２６日(金)は閉所
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面接授業の追加登録申込みは随時承ります♪

① 空席を確認
(a)システムWAKABAから確認する。情報は随時更新しています。

（システムＷＡＫＡＢＡ→科目登録申請→空席照会→空席数・授業日・申請期限を確認）

② 受講したい科目を追加登録

(a)当該科目を開設する学習センター窓口で申し込み

※お申し込みの際は学生証と授業料を忘れずにご持参ください。

(b)現金書留による申し込み

★ 申し込み方法の詳細は2017年度第2学期面接授業時間割表（シラバス）

のP.9～12をご参照ください。



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（通称：ＪＡＣＫ大宮）内（受付：１０階）
TEL 048-650-2611 FAX 048-650-2615             

放送大学 埼玉 検索
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今後の公開講演会スケジュール

【シリーズＡ】「芸術は人間を救うか？」（全５回）
H29.12/16 (土) 漢字の文化史

講師：大橋修一(埼玉大学名誉教授、川口短期大学こども学科 教授）

H30. 2/10 (土) 美は心のサプリ

講師：石原 進(日本画家、日展会員）

【シリーズＢ】「正しく怖がるＰａｒｔ ２」（全５回）
H30.1/7（日） 荒川の氾濫：そのリスクと避難の考え方

田中 規夫（埼玉大学大学院理工学研究科 教授）

Ｈ30.2/24（土） ＡＩ/IoT/VR技術を活用した生活支援機器・ロボット

綿貫 啓一（埼玉大学大学院理工学研究科 教授）

Ｈ30.3/17（土） 原子力発電の光と影ー再生可能なエネルギーへの転換の未来ー

永澤 明（埼玉大学名誉教授、放送大学埼玉学習センター客員教授）

いずれも14:00～16:00 於：学習センター講堂（８階）
※ご予約はインターネット、お電話、学習センターで開催日の
約1ヶ月前より承っております。ふるってご参加ください！

今後のサロン開講予定
サロンもてぎ Ｈ29.11/15（水）

サロンしぶや Ｈ29.11/24（金）

サロンこざわ Ｈ29.11/25（土）

サロンながさわ Ｈ29.12/10（日）

サロンしぶや Ｈ30.  1/11（木）

サロンたかの Ｈ30.  2/17（土）
お申し込みは学習センター窓口またはお電話で！ 開催の約１ヵ月前より承っております。
詳細は埼玉学習センターのＨＰからもご確認いただけます。⇒ https://www.sc.ouj.ac.jp/center/saitama/about/open.html


