
文部科学省認可通信教育

放送大学埼玉学習センターだより

2021年度第１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７月13日（火）～７月2０日（火）(消印有効)

注意

２０２１年 春号（通巻４６号）

新型コロナウイルス感染症の状況により、図書室・視

聴学習室のご利用や窓口対応時刻等が例年と異なる場

合がございます。学習センターをご利用の際は、必ず

事前にホームページ等をご確認ください。

埼玉学習センターのホームページへ
スマホでアクセス ▼▼▼
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します



客員教員より退任のご挨拶

茂木客員教授退任に寄せて

2017年3月に放送大学主催で開催された《第九》特別演奏会での発表の興
奮が冷めやらぬ頃、茂木一衞先生よりウィーンの教会で歌おうというミッションに
埼玉SCからも参加してみないかと提案されました。当初は遠い将来のことと思
いながらも、合唱および器楽の練習を目的とした音楽サークルWienerwald
Musikfreundeを立ち上げ活動を開始し、翌年の2018年9月には目標であった
ウィーン・聖ペータース教会での演奏が実現してしまいました。このコロナ禍で
も、オンラインによる練習をご指導いただいております。多くの団員が未経験の
中、客員教授として、これまでのご指導ありがとうございました。今後も引き続き
よろしくお願いいたします。

想いを残しご発展を祈りつつ
――退任のご挨拶

茂木 一衞

この度、貴センター客員教授の任期を終え、退任いたしました。在職中、教職
員、学生の皆様には大変お世話になりました。面接授業や公開講演会、サロン
やサークルのご指導の際には様々な局面で豊かな思い出ができ、貴重な経験
を積ませて頂きました。
私の専門は芸術音楽関係ですが、歴史や美学等の理論面のみならず歌い弾
くなどの実践面でも皆さん大変熱心で、やりがいある楽しい学び・研究の場を
持てました。また南関東ブロック７学習センター合同でのベートーヴェン《第九》
特別演奏会にも協力させて頂き充実した時間を過ごしました。そして貴センタ
ー所属の学生さんも大勢参加頂いたヨーロッパへの演奏旅行で、日頃の練習
成果を披露しウィーン・聖ペータース教会で大変印象深いコンサートが実現で
きたのも、楽しい思い出です。
今、世の中はコロナ禍で大変な災厄の時期に入っています。苦難の時代にこ
そ、音楽はこの上ない慰めを、さらに勇気や力をも与えてくれます。ベートーヴ
ェンの音楽は、芸術活動を通じて人生の救いと喜びが得られることを示してい
ます。皆様が、これからもそんな活動と学びを通して、困難を乗り越え、この上
ない幸せを得られますよう切に願っております。

音楽サークル Wienerwald Musik Freunde 団長 南雲 功

オーストリア・ウィーンにて
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～所長のひと言～

コロナに負けるな！

堀尾 健一郎

「お久しぶりです。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？」というのが、前号での小職最初の文章でしたが、残念ながら今
回も同じ文言で始めなければなりません。昨年度第２学期の面接授業は、受
講定員を半減し各種の感染対策を施したうえで、ほぼ予定通り遂行することが
できましたが、１２月半ば過ぎの第３波感染者急増に対応して１月実施予定の
授業のいくつかをWeb開講に切り替えることにし、講師の先生方並びに受講生
の皆様のご協力により無事終了することができ、学習センターでの密集・密接
を避けられました。1/7に緊急事態宣言が発令されましたが、事前に開始した
おかげでスムーズに対応することができました。３月に幕張での開催が予定さ
れていた大学卒業式は中止となり放送での実施となりました。本誌に掲載して
いますが、埼玉学習センターでは３密を避けることを考慮して、生涯学習奨励
賞の授賞式だけを実施させていただきました。
面接授業や単位認定試験は平常とは異なっていますが、放送大学全体とし

ては放送授業、オンライン授業が通常通り実施されており、一般の通学制の
大学と較べると学修への影響はそれほど大きくないと言えます。そういうことが
評価されているのかどうかは定かではありませんが、放送大学の入学者数はこ
こ数年の漸減傾向から僅かずつではありますが増加に転じています。特に若い
世代の入学者増が顕著なようです。
ただ、放送大学で通常に近いレベルの学習状況が維持されていると言って

も、学生の皆様にとっては何かと落ち着かない社会状況の中で勉学に集中し
なければならず、そのご苦労も多いことと思います。コロナに負けず頑張ってい
ただきたいと思っています。

１０F図書室から栃木方面を臨む
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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。２０２０年度第２学期卒業生から３４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。

～ ２０２０度第２学期 ～

川﨑 孝 様 小林 文夫 様 榊原 敏子 様

馬場 輝夫 様

金剛賞

川面 より子 様

稲原 豊治 様 岡田 哲夫 様 北村 秀明 様

小池 光義 様 坂田 友信 様 佐々木 芳子様

佐藤 康史 様 島辺 百合子様 滝瀬 千江 様

宮澤 克子 様 森田 良哉 様

金 賞

銀 賞

浅子 英子 様 宇都宮 明 様 長田 久 様

黒澤 真理 様 桑原 卓夫 様 小出 義治 様

小林 とも子様 佐々木 光雄様 島村 隆男 様

杉田 雅幸 様 髙根 俊子 様 鳥井 信吾 様

平間 朋子 様 堀切 千代子様 増子 理恵 様

松岡 幸子 様 宮本 利子 様 森田 文江 様

銅 賞

（各賞 五十音順）
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金剛賞受賞者からの寄稿

川﨑 孝

コロナ禍の3月28日、堀尾センター長より金剛賞を授与されました。
センターの関係者の心配りに改めて感謝を申し上げます。卒業式等が中止となり、
残念な気持ちで過ごしていました。
大変嬉しかった。三密を避けるためとはいえ、学友との思い出話に花を咲かせ

ることができなかったのは残念でありました。
氏名が呼ばれ、表彰状が朗読された時は「やったんだなぁ」と気持の昂ぶりを覚
えました。参加できなかった学友の無念さを思い浮かべました。
公園で満開の桜をみながら帰宅しました。二年前の学生新聞第63号を読むと、

様々な出来事が脳裏に浮かびました。
この二年間は入院、手術の繰り返しで多くの人にお世話になりました。幸いにも

今では、公園でのジョギングも楽しめています。
放送大学で学ぶ魅力は、いつでも、どこでも（病院でも）好きな時間に学べること。

継続して学んでいきたい。

自分のペースで学ぶ

小林 文夫

この度は、生涯学習奨励賞授与式を催して頂き誠に有難うございます。
私は「金剛賞」を受賞し光栄に思います。これも職員の皆様のサポート・アドバイ
ス有ってのものと、お礼申し上げます。
私は、三学期制が採られていた時の入学で、学習センターは大宮駅の東口に有
りました。入学後間もなく体育実技の単位を得ましたが、その後も同じトレセンで
ランニングコースに入って練習を続けました。仕事帰りのサラリーマンや学生に
混じって走りましたが、日頃の運動不足のためか最大心拍数を軽く超え、それで
もトレーナーの方には過少申告しました。
５ｋｍを一定のペースで走れるようになった頃、ロードレースに参加しました。平成
2年の桶川紅花マラソン大会です。この時期がロードレースの黎明期だったと思
います。初フルは平成7年のつくばマラソンですが、この時のタイムは翌年の同大
会でビギナーズラックだったと合点しました。
スポーツと勉強の両立を計ってここまで来ました。４月からは選科履修生として

お世話になります。よろしくお願い致します。

スポーツと勉強の両立目指して
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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

「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

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

※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

ログインID・パスワード

2021年度第1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。
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生涯学習奨励賞・金剛賞を受賞して
馬場 輝夫

２００７年、たまたま立ち寄った書店で、放送大学が学生を募集していることを知
り応募したのが入学のきっかけです。その時点では、まさかそれから１４年間も学習
を続けることになろうとは夢にも思いませんでした。とにかく何もすることもなく、ぷら
ぷらしていた状態に対する焦燥感から抜け出したいという思いが強かったんです
ね。
決めたコースは「生活と福祉」でした。自分の年齢を考慮したからです。実は、

最も興味があったのは「自然と環境」だったのです。しかしこの決定が、後に複数
コースを履修する基になりました。
専攻したコースの勉強をしながら、好きな宇宙や地球関連の学習を並行して進

めることになったのです。その結果が次のコースを履修する意欲につながりました。
しかし一番楽しかった科目は面接授業の「着心地と洗濯の科学実験」です。そし
て最も記憶に残っているのは、やはり面接授業「西洋音楽研究」の授業で聴いた
名曲の数々で、今でも忘れません。
おわりに、これまでお世話になった放送大学の諸先生や職員の皆様、授業で知

り合った仲間のみなさん、そして最後に私を励ましてくれた妻にお礼を述べたいと
思います。

榊原 敏子

３月２８日埼玉学習センターに於いて、生涯学習奨励賞の授与式が行われまし
た。 当日３４名の受賞者は皆マスク姿でした。
大学本部の卒業式もなく淋しい思いをしていた卒業生にとって、この困難な状

況の中、堀尾所長はじめCSCの大島会長、尾山同窓会会長、事務長、事務員の
皆様の御勇断は有り難いものでした。
私事を申せば過去６回、大学院の卒業式も含め７回の放送大学の卒業式の中

で一番感慨深いものでした。私は学生番号８５１で放送大学発足当時の入学生
です。放送大学の制度も１０年に１度位づつ改革され、大学の変遷の歴史を具に
体験してきました。当初の学部の卒業論文必修は指導教授と学生、同じ学問を
共にした学生同士の繋がりは深く、その交流が３０年経った今も続いています。そ
の後の大学院も学部の卒業研究の延長でした。現在は学生の仲間との自主学
習会を２つ行っています。これからも何らかの形で、放送大学で学んだ経験を活
かし社会に貢献していく積りです。

放送大学と共に

金剛賞受賞者からの寄稿
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システムＷＡＫＡＢＡって？
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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。（発行手数料：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（定額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（定額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。

７月・８月のセンター閉所日は
従来の毎月曜日と祝日以外にも下記の通り閉所日がありますのでご注意ください。

・７月の毎月曜日および２２日（木）～２６日（月）
・８月の毎月曜日および　７日（土）～１６日（月）

-８-

令和３年度第１学期にご入学（含・継続入学、再入学）された方、および第１学期も継続
して学籍がある方で学生証の有効期限が令和３年３月３１日だった方の学生証は４月中
に発行し、ご登録の住所へ発送済です。まだお手元に届いていない方は、先ずは本紙
７頁を参考の上システムWAKABAにログインし、「学生カルテ」画面で顔写真が正しく登
録されているか確認の上、埼玉学習センターへお問い合わせください。
※顔写真の登録がされていない場合は冊子『学生生活の栞』１９頁をご参照頂き、写真
登録を行ってからセンターへご連絡ください。


