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自宅の樹木に花芽が付かない、雑草の素早い繁茂、開く

とともに香りが出てくる花等の、困ったことや不思議を見

るたびに、「この現象には何か分子が関わっているのでは

ないだろうか？分子とその機構を知りたい。」と今でも考

える。それは若き日からずっと携わってきた研究手法に起

因する。 

 大学院での研究課題は「ホップの雌株

果穂（毬花、毬果）は受粉・受精後に急

激に大きくなるのでその原因物質となる

代表選手＝モノを明らかにすること」で

あった。受精前後のサイズの異なる果穂

（図参照）をメタノールに漬け込み、大

型ミキサーで粉砕し、濾過するとエキス

（抽出液）が得られる。このエキスは細

胞分裂促進活性を有するはずであり、活

性があればモノ＝分子があるという理屈

が研究の基盤であった。抽出液が活性を

示すための「必要最小量」の決定にはじ

まり、この活性をもたらす「代表選手」を突き留めること

が目的であった。エキスをクロマトグラフィーという操作

で複数の画分に分離し、それぞれの画分について細胞分裂

促進活性を示すための「必要最小量」をバイオアッセイに

供する事を繰り返した。エキスはもちろん、途中の画分に

もモノの姿形は化学分析では一切見ることができず、活性

のみが指標であった。後に製薬会社で微生物（カビ、放線

菌）が生産する脂質低下、脳保護活性等を示す医薬品候補

分子の探索研究に携わった。クロマトグラフィー＋バイオ

アッセイは共通しているが、ここでは、新しい骨格で一定

レベルの生物活性を有する分子を見いだすことが目的で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり、生命現象の代表選手を見つけるという学生時代の目

的、考え方とは異なっていた。多少高い濃度でも少しでも

活性が見いだされればよかった。また、微生物起源の場合

は一回精製分画するだけでも標的とするモノが化学的に

も検出できることが多く、こうした研究過程には物足りな

ささえ覚えることがあった。モノの姿は見えずとも、活性

が見いだされた画分はどのような理化学的性質を有する

のかを「論理的に」考察､検証しつつ、活性があればモノ

が見つかるはずであるという自信が研究を支えていた。最

終段階で地下室や１階にある分析機器を使用中に、ホップ

から細胞分裂促進活性を有する珍しい分子構造を確認で

きたときには階段を数段おきに駆け上り３階の研究室に

戻るほどの感覚､すなわち、1960 年代初め「♂ ♀ * 

† ∞」ではじまる、脳神経外科医「ベン・ケーシー」と

いうTV ドラマで得た高揚感を味わうことができた。 

 学生時代から大学の研究室ではモノを中心として生命

現象を理解しようとする方法論で、研究を推進してきた。

一方、AI の導入により、例えば成長段階等毎での代謝物

や遺伝子発現の変化や相違に関するビッグデータを、「モ

ノを取る」ことなく、人海戦術、網羅的高感度分析技術で

蓄積・解析する手法が導入されつつある。「モノ取り」中

心の研究は時代遅れとも映るが、未知の代謝物や生体内で

の濃度が極めて低い分子は網羅的分析だけでは検出され

ないこともある。そのような意味でも自然の生命現象から

ヒントを得たバイオアッセイに基づく論理的な「モノ取り」

研究は決して時代遅れではなくAI 時代にあってもきわめ

て重要である。と思いつつ、ふと庭を眺めると、抜いても

地下茎をたたき壊してもまた芽を出すやっかいなヤブガ

ラシが目に入る。どうしたら駆逐できるのだろうか。 

ＡＩ時代と「モノ取り」 

文部科学省認可 通信教育 
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令和に元号が改まり、はじめての卒業証書・学位記授与式と入学者の集いを

９月 29 日(日)浜松市地域情報センターで、10 月 6 日(日)静岡学習センター

でそれぞれ行いました。また、静岡市教室で

は入学者説明会を 9 月 29 日に実施しまし

た。 

学位記授与式は浜松 SS では 13 名、静岡 SC では 20 名の卒業生が出

席し、厳かな雰囲気の中で開催できました。一人ひとりに藤井所長より

学位記が手渡され、それぞれの思いを胸に受け取られていました。放送

大学から旅立つ人、再入学し新たな分野に挑戦する人、さらに探究心をもって大学院を目指す人など、人

それぞれのようです。静岡 SC では、伊藤かち子さんが６コース卒業を達成

され、名誉学生になられました。式終了後には、同窓会による呈茶席が設け

られ、卒業生は抹茶をごちそうになりながら、思い出話などに花を咲かせて

いました。 

また、静岡市教室で長い間ボランティアで学習相談員を務めて頂いていた

佐藤義雄さんも卒業のため、所長より感謝状を贈呈しました。 

 

今学期は、静岡学習センター所属 260 名、浜松サテライトスペース所属 255 名の計 515 名の新入生

を迎えスタートしました。入学者数が静岡 SC は減少していますが浜松 SS は増加し、静岡学習センター

全体では在籍者数が微増という状況です。浜松 SS では式終了後に、同窓会の方々が自らの体験を話した

り、疑問点に応えてくれたりするなど、新入学のスタートをサポートしてくれました。 

また、新入生に入学したきっかけを伺うと、友人からの勧誘という方も多くおられました。周囲に放送

大学や公開講演会などに興味関心を持っている方がいるようでしたら、紹介して頂ければと思います。 

 

 

 

10 月 26 , 27 日と浜松同窓会が幹事となり、第 6 回北陸・東海地区同窓会 

交流会が開催されました。26 日はクリエート浜松 53 会議室を会場に８同窓 

会から 37 名の参加があり、全体会では同窓会連合会役員挨拶、池田副学長の 

講話に続き、昼食を取りながらの情報交換を行いました。出席者からは個人的 

なことや同窓会全体のこと、同窓会本部への要望など多くの意見が出さ 

    れました。他の同窓会の様子を聞くことができ、有意義な会に 

なりました。 

人それぞれの思いを胸に、学位記授与式 

浜松市地域情報センター 

静岡学習センター 

池田副学長を迎え、交流会 行われる・・ 

      ～北陸・東海地区同窓会交流会（浜松 SS） 

新入生 515 名を迎えて、入学者の集い・・・ 
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続いて、楽器博物館の見学、本多隆成先生の講演、懇親会を行い、翌日は１５人が

参加して「浜松城周辺の史跡巡り」を行いました。２年前から準備にかかりましたが、

ミスが出たり、時間がなかったりで、冷や汗をかくばかりでした。それでも参加した

皆さまが気持ちよくお帰りいただけた様でほっとしました。藤井所長、池谷主幹にも

大変お世話になりながら、この会を開催することにより、同窓会会員の絆がより強ま

り、良い経験となりました。            （浜松同窓会長 鈴木敏美） 

 

 

 9 月22 日、静岡同窓会主催で「卒業研究発表会」が開催されました。在学中に研究 

  した成果を披露する場を設けること、これから挑戦してみようとする学生への参考の場 

  にすることなどを目的に、20 名ほどの参加者の中、3 人の方が発表を行いました。 

 

  公開講演会・学生研修旅行報告      主催：浜松サテライトスペース              
 今年度の学生研修旅行は、放送大学 稲村哲也特任教授を迎え、11 月3 日に博物館学に 

関する講演会を行い、翌4 日に野外民族博物館であるリトルワールド（愛知県犬山市）を 

訪れ研修するという連続企画で実施され、多くの学生が2 日間ともに参加してくれました。 

文化人類学とは、人類（民族）の社会的生活およびその文化を比較研究し、人類の共通の法則を見出そうとするもの

で、その底流には人道・博愛・人権の擁護があると考えます。肌や毛髪・瞳の色は異なっていても、ホモサピエンスで

ある人の集団やそれらの持っている文化に優劣はないものと確信しています。 

今講演会は、「金剛乗仏教（ネパール関連）」、「ペルー アシエンダと日本人移民」、

「家族と親族（インド）」の三点が主なテーマで、其々の内容を個々の面接授業とさ

れても十分受講甲斐があると思われるもので、僅か2 時間程度の時間しかなかった

ことは残念でもありました。翌日の浜松の研修旅行は過去最高人数の参加者（43 名）

で、しかも、ガイドはリトルワールドをお創りになられた稲村先生という前代未聞

の贅沢な旅行となりました。振替休日でかなり混雑はしていましたが、暑くも寒く

もなく、天候にも恵まれた 1 日でした。 

先生は、モンゴルにおいてもいろいろな研究をなされており、モンゴルの仏教（チベット仏教）について尋ねました

ところ、「社会主義時代は隠れていたが、近年では復活しつつある」とのことでした。8 年ほど前に、ポーランドを訪れ

た時、通訳に「ヤルゼルスキ—の時代の宗教（カトリック）はどうであったか」と聞いたことがあり、その答えは「共

産党員は宗教を禁止されていたが、一般の人達（党員でない 80％）は教会へ行っていた」とのことでした。これとは

異なり、モンゴルも日本と同じく、お上の締め付けがきつかったのかなと考えました。これを仮説にして、これが有意

か否かを検証しようかと思ったものの、サンプルが少な過ぎて、統計的に無理があることに気が付きました。 

時間が来て、リトルワールドを去るにあたり、稲村先生から見送りを受け恐縮致しました。帰りのバスの 

車中で新入生から通信指導記述式の書き方について相談を受けましたが、その周りに陣取っていた諸先輩方が 

それに対応しておりました。まずまず良い光景であったと思います。 

皆さん卒業されて、是非同窓会に入会してください。最後に、参加すること 

ができてとても幸いでした。稲村先生と藤井所長、池谷主幹、学燈会 及び 同 

窓会の皆様に感謝いたします。    （浜松SS 越川 一美） 

『 公開講演会「博物館で学ぶ文化人類学の基礎」と 

学生研修旅行「稲村先生と巡る “リトルワールド” の旅」に参加して 』 

【クリエート浜松にて】 

卒業研究発表会が開かれました・・ 
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シリーズ講演‘富士山学’のトップバッターとして、NHK の人気番組「ブ

ラタモリ」への出演でもお馴染みの静岡大学の小山真人教授を講師に迎え、

11 月 17 日、静岡 SC にて多くの参加者を得て行われました。講演の前半

は、富士山は 2,900 年前 2 つの山であったことや過去の噴火時の状況など、

富士山の成り立ちと生い立ちについて、後半は科学的な知見に基づいた防災という観点から、「ブラタモ

リ」でのエピソードなども交えながら、身近な「富士山」について興味深い話をして頂きました。 

 

 

 

学習センターで学期ごとに集計している資料の中から、今回は科目登録者数の上位科目（基盤科目は

除く）を紹介します。 

「心理と教育」「生活と福祉」コースの上位には、認定心理士・公認心理師や看護師の試験のために 

受講している学生が多く、全科目の中でも上位を占めています。全体の中で履修者が一番多いのは心理 

学の入門科目とも言える『心理学概論 `18』で 130 名の方が、逆に 1 名のみ 

の履修という科目は 19 科目あり、静岡学習センター全体で 328 科目を受講 

されています。以下に、コース別の科目登録者数の上位科目を紹介します。 

 次学期の科目選択の際、他コースの履修状況を参考にしてみるのもよいかも 

しれません。 

 

生活と福祉コース 心理と教育コース 社会と産業コース 

人体の構造と機能 `18  96 心理学概論 `18 130 社会学入門 `16 51 

感染症と生体防御 `18 74 特別支援教育基礎論 `15 128 コミュニケーション学入門 `19 42 

食と健康 `18 69 特別支援教育総論 `19 100 市民生活と権利 `18 24 

今日のメンタルヘルス `19 68 知的障害教育総論 `15 96 家族と高齢社会の法`18 24 

社会福祉への招待 `16 66 肢体不自由児の教育 `14 95 経済社会を考える `19 23 

在宅看護論 `17 57 知覚・認知心理学` 19 81 初級簿記 `16 20 

疾病の成立と回復促進 `17 57 心理と教育へのいざない`18 79 現代の国際政治 `18 18 

疾病の回復を促進する薬 `17 54 心理臨床の基礎 `15 71 ファイナンス入門 `17 18 

公衆衛生 `19 49 発達心理学概論 `14 62 社会統計学入門 `18 18 

死生学のフィールド `18 41 錯覚の科学 `14 58 雇用社会と法 `17 15 

人間と文化コース 情報コース 自然と環境コース 

総合人類学としてのヒト学 `18 40 情報・メディアと法 `18 15 はじめての気象学 `15 24 

文学・芸術・武道にみる日本文化  `19 34 教育のための ICT 活用 `17 11 入門微分積分 `16 23 

色と形を探究する `18 32 計算の科学と手引き `19 10 初歩からの物理 `16 21 

『方丈記』と『徒然草』 `18 28 情報社会のユニバーサルデザイン `18 9 初歩からの生物学 `18 20 

漢文の読み方 `19 25 コンピュータとソフトウェア `18 7 初歩からの化学 `18 18 

文化人類学 `14 24 データ構造とプログラミング `18 7 生物の進化と多様化の科学`18 18 

履修者数の多い科目は・・・   ～科目登録データより 

【静岡学習センター 2019 年２学期集計データより】 

＜数は履修者人数＞ 

‘富士山学’講演会も盛況でした ・・・  静岡 SC 主催 
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「今川義元 と その時代」  ～ シリーズ 人間と文化Ⅱ  

 

「富士山は 巨大な水瓶」  ～ シリーズ 富士山学Ⅱ  

講師 本多 隆成 氏  
 

日時 令和２年 2 月１日(土)  午後 1 時 30 分～3 時 30 分 
会場 静岡学習センター（三島長陵高校 2 階） 

《内容》 今川氏は氏親時代に戦国大名化し、義元の時代に最盛

期を迎えました。 

いわゆる桶狭間の戦いで義元が信長に討たれたこと

で、今川氏の評価は一般にあまり高くはありませんが、

今回の講演では義元の時代を中心に、見直してみたいと

思います。 

定員 80 名 要申込（先着順） ※参加無料  

＜申込先＞ 静岡学習センター ℡ 055-989-1253 

講師 加藤 憲二 氏  

 

日時 令和２年 2 月 15 日(土)  午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

会場 静岡学習センター（三島長陵高校 2 階） 

《内容》  日量 100 万トンの湧水が三島溶岩流の末端に柿田川

を作り、西南麓では溶岩流の末端の浅間神社に毎日約20 

数万トンの水が、およそ 10 年から 60 年かけて地下を

流れて湧きだし、駿河湾の海底にも地下水は直接湧きだ

しています。 

また、富士川の河口付近に掘られた 500m を超える

深井戸の水からは、地球表層では珍しいクリプトンが検

出されました。湧水から地下の世界に思いを巡らせて、

富士山を見直してみませんか。  

定員 80 名 要申込（先着順） ※参加無料  

＜申込先＞ 静岡学習センター ℡ 055-989-1253 

静岡大学名誉教授 
元放送大学静岡学習センター所長 

静岡大学名誉教授・理学部客員教授 
放送大学静岡学習センター客員教授 

 

1 月 18 日(土) 午前 10 時～  【静岡 SC】  ２月２日(日) 午前 10 時～【静岡市立南部図書館】 

（11 時より「学位取得説明会」を開催）     ２月８日(土) 午前 10 時～       【浜松 SS】 

   ＊詳細は P8 をご覧ください 

公開講演会のご案内 



区分コード
クラス

コード

ナンバ

リング 科目名 日程 定員 担当講師・所属

専門科目：心理と教育 小池　はるか

2542196 東海大学短期大学部准教授

専門科目：自然と環境 渡辺　修治 　　　静岡ＳＣ客員教授

2549387 静岡大学名誉教授

基盤科目：外　国　語 ４/25 (土) 服部　義弘

2549280 ４/26 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：心理と教育 園田　明人      静岡ＳＣ客員教授

2541980 静岡県立大学国際関係学部教授

専門科目：生活と福祉 碓氷　泰市

2549301 静岡大学名誉教授

専門科目：社会と産業 森野　聡子　　　静岡ＳＣ客員教授

2549336 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：心理と教育 柴田　俊一　 浜松SS客員教授

2549310 常葉大学健康プロデュース学部教授

専門科目：情　　　報 中谷　多哉子

2545055 放送大学教授

専門科目：心理と教育 ６/ 6 (土) 田辺  肇

2541939 ６/ 7 (日) 静岡大学学術院人文社会科学領域教授

専門科目：心理と教育 橋本　剛　　　　 静岡SC客員教授

2549328 静岡大学学術院人文社会科学領域教授

専門科目：情　　　報 酒井  三四郎   浜松ＳＳ客員教授

2549379 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：人間と文化 高松　良幸

2549352 静岡大学学術院情報学領域教授

導入科目：社会と産業 ６/27 (土) 坂井　素思・間々田　孝夫

2548968 ６/28 (日) 放送大学教授・放送大学客員教授

専門科目：人間と文化 森本　隆子

2549344 静岡大学学術院人文社会科学領域准教授

専門科目：自然と環境 加藤　憲二　　　 静岡ＳＣ客員教授

2549395 静岡大学名誉教授

専門科目：自然と環境 中村  寛志

2549417 信州大学名誉教授

専門科目：人間と文化 ７/ 4 (土) 西原　純　　　　 浜松ＳＳ客員教授

2549360 ７/ 5 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：情　　　報 渡邉　志

2549492 国際医療福祉大学小田原保健医療学部准教授

専門科目：人間と文化 ５/ 9 (土) 鈴木　実佳　　

2549484 ５/10 (日) 静岡大学学術院人文社会科学領域教授

専門科目：生活と福祉 ５/16 (土) 衛藤　英男

2549441 ５/17 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：社会と産業 南　利明

2549468 静岡大学名誉教授

専門科目：心理と教育 久保田　貴之

2541963 静岡産業大学経営学部講師

専門科目：社会と産業 ６/ 6 (土) 笹原　恵　　　　　 浜松ＳＳ客員教授

2549476 ６/ 7 (日) 静岡大学学術院情報学領域教授

基盤科目：外　国　語 ６/27 (土) 鈴木　元子

2549433 ６/28 (日) 静岡文化芸術大学文化政策学部教授

専門科目：心理と教育 ７/ 4 (土) 畠垣　智恵

2549450 ７/ 5 (日) 静岡大学学術院人文社会科学領域准教授

専門科目：自然と環境 森　誠        

2549409 静岡大学名誉教授

専門科目：生活と福祉 新井　映子　　　   静岡SC客員教授

2549298 静岡県立大学食品栄養科学部教授

専門科目：自然と環境 ６/13 (土) 浅井　辰夫

2549425 ６/14 (日) 静岡大学学術院農学領域特任准教授

４/25 (土)
４/26 (日)

６/13 (土)
６/14 (日)

６/20 (土)
６/21 (日)

４/18 (土)
４/19 (日)

５/16 (土)
５/17 (日)

６/13 (土)
６/14 (日)

４/18 (土)
４/19 (日)

５/23 (土)
５/24 (日)

５/30 (土)
５/31 (日)

５/30 (土)
５/31 (日)

Ｋ 320  心理検査法基礎実習 25

４/18 (土)
４/19 (日)

５/ 9 (土)
５/10 (日)

５/16 (土)
５/17 (日)

５/23 (土)
５/24 (日)

５/30 (土)
５/31 (日)

Ｋ

Ｋ

320

120

320

25

48

60

60

 経済社会を考える 60

 社会的認知と社会的影響

 ジェンダーの近代日本文学 34

 心理学実験３

 日英語の音声を比較する

 生物と有機化学

25

 児童虐待予防
　 親教育の視点

 ＷＡＫＡＢＡを解体して
 　みよう

20

 プログラミングで学ぶ
　 論理的思考

40

 環境昆虫学

 計算しながら学ぶ統計学

25

40 セクシュアリティの社会学

 心理学実験１

40

 英語で楽しむ
　 シェイクスピア映画

40

40 健康長寿と食品

 私たちの暮らしと憲法

320

320

320

34

 地図と地理学 34

「からえ」と「やまとえ」

34 生命（いのち）の成り立ち

◇2020(令和２)年度第１学期 面接授業◇　  ＊変更になる場合があります

60

60

 心理学実験２

Ｋ 320
 イングランド庭園史の
　 社会背景

60

25

 バイオの発展と暮らし 60

Ｋ

Ｋ

320

320

Ｋ

Ｋ

320

320

Ｋ

Ｋ

Ｋ 320

320

Ｑ 320

320

320

Ｋ

320

掛
川

Ｋ 320

静
岡
学
習
セ
ン
タ
ー
（

三
島
市
）

静
岡
市
教
室

Ｋ

Ｑ

Ｋ

Ｋ

Ｑ

120

320

320

Ｋ

Ｋ

220

320

320

 日本の食事文化 40

静
農

Ｋ 320
 茶を極める
 －茶の栽培製造実習－

25

Ｑ

 発達臨床心理学

 はじめての生化学 40

 CLIL英語で学ぶ世界遺産 40

40

磐
田

浜
松
サ
テ
ラ
イ
ト

320Ｑ

Ｋ

Ｑ

320

Ｑ

Ｑ

－6－
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(1) 日時                    

大学院  1 月 21 日（火）・22 日（水）  

教養学部 １月 23 日（木）～ 30 日（木） ただし、24 日(金)・27 日(月)を除く 

※通信指導の未提出者や不合格の方は受験対象となりません。 

※「単位認定試験通知（受験票）」が 1 月 14 日（火）までに送付されます。期日までに 

受験票が未着の場合は、大学本部総合受付 043－276－5111 にご連絡ください。 

 

(2) 持ち物 

・受験票 ・学生証 ・HB 鉛筆 ・消しゴム 

・その他、科目で指示されたもの 

    ＊科目により、印刷教材・辞書等の持ち込み 

が許可されています。 

 

 (3) 試験会場 

【静岡学習センター所属者】  

三島商工会議所 

＊三島駅南口から徒歩５分 

 三島市民文化会館の向い側です 

 

【浜松サテライトスペース所属者】 

クリエート浜松 

 

(4) 受験上の注意など 

ア) 受験票及び試験会場の掲示物で、受験教室と時間を確認し、試験開始 10 分前までに入室・着席

してください。複数科目の試験を同じ教室で実施しますので、科目ごとの範囲指定席となります。

科目ごとに指定された座席番号内に着席してください。 

   イ) 試験は択一式・記述式・両者併用式のいずれかです。 

   ウ) 試験結果は、２月下旬「成績通知書」で通知されます。 

【 A ・A・B・C は合格、D・E は不合格 となります】  

 

  (5) 学生証の受領について（未受領の方） 

      ・試験期間中、学生証交付は 試験会場本部（静岡 SC は三島商工会議所４階、浜松 SS はクリエー 

ト浜松４階）で行います。（静岡学習センターでは交付できませんのでご注意ください） 

 

 

受験会場・試験時間・持ち物の確認を！！ 

２学期 単位認定試験について 

【静岡学習センター試験会場 案内図】】 

 

試験会場 

再試験を次学期に一度受けることができます。特に、手続きの必要はありません。 

ただし、学籍が継続していることが条件ですので、今学期で学籍が終了される方は、 

再入学の手続きが必要になります。（その場合、当該科目の授業料は不要ですので、 

入学料のみが必要となります。） 

また、通信指導が不合格や未提出の場合は、再度提出し、合格することが必要です。

オンライン科目については科目により異なりますので、確認してください。 

《単位認定試験が 不合格または受験できなかった場合》 

静 岡 学 習

センター 

三島市民

文化会館 
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事務室からのお知らせ 

 

 ◇ 学位取得(学士)説明会のご案内                   
 

 

 

               

医療系の短期大学や専修学校専門課程一定の要件を満たす高等学校等 

専攻科などを卒業・修了した方は、放送大学卒業や、学位授与機構を利用 

して学士（看護学・保健衛生学）を取得することができます。 

その取得方法や留意点などについて、本部広報課専門職である髙橋さとみ 

氏が来所、わかりやすく説明し、疑問点などに答えてくれます。 

 

日時 令和 2 年１月 18 日(土) 午前 11 時～12 時 30 分 

会場 静岡学習センター ２階会議室   

＊参加無料・要申込（静岡学習センター ℡. 055-989-1253） 

    ※入学を考えている方は、当日 10 時からの大学説明会にご参加ください。 

 

◇ 学生教育研究災害傷害保険について                   
 

放送大学での教育研究活動中（面接授業、単位認定試験、学校行事など）の不慮 

の事故によるけが等に備える保険です。一部の面接授業では加入が義務付けられる 

場合があります。保険料は 100 円で６年間保障されます。（通学特約は＋40 円で 

6 年間）ただし、病気はこの保険の対象になりません。 

ご不明な点などあれば、遠慮なく学習センターまでお問合せください。 

 

◇ 住所変更の手続きについて                         
 

現住所や連絡先に変更が生じたときは、速やかに「住所等変更届」（『学生生活の栞』巻末）を、所属

学習センター（大学院生は大学本部）に提出するか、またはシステム WAKABA（教務情報→変更・

異動手続き）上で手続きしてください。同時に、郵便局への「転居届」提出も必ず行ってください。 

◇ 静岡市教室で学習相談できます！                    

10 月より職員が不在である静岡市教室で、学習相談や入学相談などに応じます。相談内容に応じ

て、所長や客員教授、事務職員が在室する日に応対しますので、事前に電話等で静岡学習センターへ

の予約をお願いします。 

※ 必ずしもご希望に添えない場合もありますが、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 『学位授与機構を利用した学位(学士)の取得について』 

講師 髙橋さとみ 氏 （放送大学 本部広報課専門職） 

学習相談をご活用ください!! （センター職員が対応します） 

～ 科目登録・卒業認定・学習方法・システムＷＡＫＡＢＡの利用のしかた・・・ 

 困っていること、わからないこと、相談したいことなど、何でもどうぞ ～ 

※ 事前に電話等で、相談内容を知らせていただくと確実です 

＜静岡学習センター ☎ 055-989-1253 / 浜松サテライトスペース ☎ 053-453-3303＞ 
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事務室からのお知らせ 

  

◇ 科目登録・継続入学などの手続きについて             

下記の期間に、来学期の科目登録や継続入学などの申請が始まります。郵送・Web どちらでも

でき、自宅にパソコンがない方でも学習センターで手続きをすることができます。 

＜科目登録について＞  

申請期間 （郵送） 2/13(木) ～ 2８(金) 必着 

（Web） 2/13(木) ～ 29(土) 

 ＜継続入学手続きについて＞  

申請期間 【第１回】11/26(火) ～ 2/29(土) 【第２回】３/１(日)～ ３/17(火) 

※ 郵送での申請の場合、面接授業の登録ができません。 

    Web 申請の場合は、科目登録申請期間に継続入学と科目登録の手続きを、同時に申請する 

ことで、放送授業・面接授業を登録することができ、便利です。 

        ご不明な点は遠慮なく、学習センターまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

▶「科目一覧画面」で 

   科目を確認したら ✙追加完了  
    

※２科目以降は繰り返し 
（不要な科目は ✔を入れ  削除 ） 

    ※面接授業では「希望順位入力画面」 
     で、希望順位を入力し   確認  

   ▶「科目登録申請登録確認画面」で 

    確認後、 ✏登録  

     → 科目登録申請登録終了 

学習センター 
 『利用の手引き』  

  30～34 ページにも 
   操作手順を掲載 

しています 

1 放送大学ホームページで
「システム WAKABA」 
をクリック！ 

▷システム WAKABA からの方法を紹介します 

３「教務情報」 
  ▶「科目登録申請」 
  ▶「継続入学申請」 
   へ進む 

放送大学のホームページ（システム WAKABA）で、 

科目登録や継続入学の申請の手続きが簡単にできます。 

 ※科目登録期間しか利用できません。 

２ ID 及びパスワード 
  を入力  

インターネッ
ト配信 ・ 
 
試験の過去
問の検索 ・ 
 
面接授業の 
空席状況 
 
などは 
こちらから 

 

▶「科目登録申請メニュー画面」で 
①年度 ②学期 を選択し、🔍 検索照会  

▶「科目登録申請画面」で 

  登録したい申請種別を選び  ⇒ 申請画面  
 

▶「科目登録申請登録画面」で 

放送(面接)授業を選び  ✙ 科目追加   

▶「科目選択(放送授業)画面」で 

   科目コードを入力し（他は必要なし） 
   右下の🔍検索  →該当科目が下欄に表示 
    →登録する科目に ✔を入れ ✙ 科目選択   

＜科目登録申請の手順＞ 
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■ 秋は校外活動を楽しみましょう‼      ～ぷらす１クラブ 

  年に数回、学校から離れて野外活動を行っています。９月には箱根にある神奈川県立地球博物館を、

11 月には伊豆八十八霊場巡りとして修善寺周辺の散策を行いました。 

《地球博物館見学記》  

9 月 20 日、箱根の地球博物館を見学した。遠足の小学生たちと共に地球

や生命の展示物を見て歩く。展示品の中で縞状鉄鉱層の美しさに魅了された。

先カンブリア時代の海には大量の鉄分が溶け込んでいたが、22 億年前シア

ノバクテリアが発生し、光合成によって酸素が供給される。海水中の鉄分は 

酸化鉄となって海底に沈殿し、数億年かけて数百ｍの縞状鉄鉱層が形成され 

た。鏡面研磨された岩石は美しく、太古の地球を愛でることができた。   （静岡 SC 山田芳夫） 

■ 樋口一葉‘たけくらべ’の一節を・・・  ～発声と朗読の会 

  発声練習の後、日本の古典や名作の朗読をすることを通して、健康で心豊かに 

 なれることを願って、楽しく活動に取り組んでいます。 

齋藤 孝 著『声に出してみたい日本語』の中より 

   「僕の前に道はない 僕の後ろに道は出来る ・・」 道程 高村光太郎 

   「高砂や、この浦舟に帆をあげて ・・・・・・・」 【能】高砂 

 など、いろいろ作品を、皆で読みあう活動をしています。 

■‘用水路カフェ in 三島’に参加   ～伊豆半島ジオパーク研究会  

好天に恵まれた 9 月 7 日、みしま未来研究所に集合、用水路に 

着目しているデザイナーさん、地質屋さんの 2 人の講師とともに、 

三島市内の散策に出掛けました。古くからある用水路を辿ること 

で、昔の三島の人々の暮らしぶりを垣間みることができ、ひと味 

違った市内散策になりました。 

■ タンゴフェスティバルに参加して・・    ～アルゼンチンタンゴ研究会 

 代表の遠山さんが、アメリカのタンゴフェスティバルに参加された報告です。 

《アルバカーキ タンゴフェスティバル参加報告》 

11 月７日から 4 日間の行程で、アメリカ南西部のアルバカーキで行われた

タンゴフェスティバルに参加してきました。アルバカーキはニューメキシコ州

の最大の都市で、砂漠のような気候で乾燥しています。 

タンゴフェスティバルとは、ミロンガ（アルゼンチンタンゴのパーティ）と講

習会がセットになったイベントで、７つのミロンガがあり累計 33.5 時間を、

150 人の人と踊りました。アルゼンチンタンゴで人気の曲は、1935 年～45

年に録音されたもので、世界中のどこでも同じ録音で同じ曲をかけます。ですから、

一度覚えてしまうと世界中どこへ行っても踊れてしまうのです。今回もほとんど聞

いたことのある曲でしたし、踊りを通して見知らぬ人ともすぐに仲良くなれます。

そんな時間を過ごす中で、カルフォルニアからきていた人たちと知り合い、楽しい

思い出を作ることができました。               （静岡 SC 遠山正生） 

学燈会活動報告   

恐竜の骨格標本の展示 
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◇◇ ボウリング大会参加者募集‼◇◇        浜松ＳＳ学燈会主催  

日時 令和 2 年２月８日(土) 午後 1 時 30 分開始 

会場 浜松毎日ボウル（浜松市東区有玉南町 1867 ℡: 053-472-8021） 

募集人数 １５名程度 

※ 参加費は無料、ただしシューズ代は自己負担となります 

＜申込み先＞ 浜松サテライトスペース 来所または電話で( 053-453-3303) 

 

 

 

■ 静岡同窓会 9 月～11 月活動報告                         

9 月 22 日  卒業研究発表会を静岡 SC に於いて、参加者 20 名ほどの中で行いました。 

10 月 6 日  役員会を開催。学位記授与式後に、卒業生を招待し抹茶を愉しんで頂きました。 

11 月 23 日  紅葉が山を彩る中、日本平夢テラス・久能山東照宮へのウォーキングを行いました。山頂 

などからの清水港や焼津の眺望は素晴らしく、秋を満喫した一日でした。 

■ 浜松同窓会 9 月～11 月活動報告                               

  9 月 29 日    入学者の集い終了後に、入学生歓迎相談会を行いました。 

10 月 26・27 日 第６回北陸・東海地区同窓会交流会を、来賓の方々や他地区の同窓会から多くの 

会員を迎え、浜松市内を会場に行いました。（関連記事 P2） 

 

北陸・東海地区同窓会交流会を浜松サテライトで開催すること決まっ

て以来、会長を中心に役員は県中部や豊橋からも、勉強や研究に余念の

ない方、機動力のある方らが集まり構成され、その準備を進めてきまし

た。ものづくりや音楽の街をＰＲしようと、役員自身が興味のあること

を追及し、おもてなし精神を盛り込んだ結果、大変良いプログラムがで

きたと思います。 

各地区の報告は短時間でしたが、会員確保や役員の選出、交代がしにくいなど同窓会としての悩みも解かり

あえました。また、池田副学長は「学習成果を社会に還元し、適切に生かすことが大切」と述べられました。

浜松同窓会では、現役学生の相談会を実行しており、微力ではありますが生涯学習とその還元を実践している

と自負しています。２日間を通じて、遠方からの皆さまと「懇親会」「家康の散歩道」を通じて、親睦も深め

ることができました。今後も活発な活動を継続するために、卒業生の積極的な同窓会活動への参加を期待して

います。                           （浜松 SS 同窓生 河合京子） 

静岡・浜松同窓会からのお知らせ    

「北陸・東海地区同窓会交流会を終えて」 

      『調布深大寺と落語鑑賞の旅』のご案内 

豊かな水と武蔵野の面影を残す深大寺と国立演芸場を訪れるバス旅のご案内です。深大寺はそばが

有名ですが、明治になって元三大師堂の須弥壇下から発見された国宝(白鳳時代の仏像)もあります 

令和２年 ２月 16 日（日）  

集合時間・場所 ８時 三島駅北口（19 時着予定） 

参加費   1 万円（65 歳以上は 9,500 円） 

               ＊昼食代（「鈴や」の深大寺そば）を含む 

※申し込みやお問い合わせは、坂倉または 
静岡学習センター 055-989-1253 まで  

１月 15 日(水)締め切りですが、それ以後はご問合せください 

 



静岡ＳＣ・掛川教室・浜松ＳＳの３施設は月曜日、磐田教室は日曜日が年間を通して休館日

　　　は上記以外の休館日　（※を付した日の休館は詳細を備考欄に記入）

1月(JANUARY)

２月(FEBRUARY)

３月(MARCH)

【三】…静岡学習センター（静岡ＳＣ） 【浜】…浜松サテライトスペース（浜松ＳＳ）

【静】…静岡市教室 【掛】…掛川教室 【磐】…磐田教室

Schedule

日 月 火 水 木 金 土 １月　行事・予定
4

年始休業 年始休業 年始休業 年始休業

1 2 3

11

休館日
【三/静/磐/

浜】

面接授業
【三/浜】

5 6 7 8 9 10

18

面接授業
【三/浜】 休館【磐】 休館【静】 休館【磐】

大学説明会
休館【磐】

12 13 14 15 16 17

25

大学院単位
認定試験

大学院単位
認定試験

学部単位
認定試験

臨時休業
【三/浜】

学部試験
休館【磐】

19 20 21 22　＊ 23 24

学部単位
認定試験

学部単位
認定試験

学部単位
認定試験

学部単位
認定試験 休館【掛】

26 27 28 29 30 31

大学説明会
休館【静】 休館【静】 休館【静】 休館【静】 休館【静/磐】 休館【静】

大学説明会
休館【静/磐】

土 ２月　行事・予定

2 3 4 5 6 7 8

日 月 火 水 木 金

15

休館【静】 休館【静】

休館日
【三/静/磐/

浜】
休館【静】

公開講演会
休館【磐】

9 10 11 12 13 14

22

休館【磐】

16 17 18 19 20 21

日 月 火 水 木 金 土 ３月　行事・予定

29

休館【静】 休館【静】 休館【掛】
教員免試験
休館【磐】

23 24 25 26 27 28

1

公開講演会
休館【磐】

7

教員免許
更新試験 休館【磐】

1 2   ※ 3   ※ 4   ※ 5   ※ 6   ※ 

14

休館【静】 休館【磐】 休館【磐】 休館【磐】

8 9   ※ 10  ※ 11  ※ 12  ※ 13  ※ 

21

休館日
【三/磐/浜】

学位授与式
休館【磐】

15 16 17 18 19 20

28

休館
【静/磐】 休館【静】 休館【磐】

22 23 24 25 26 27

休館【掛】
　　4/4　入学者の集い【静岡SC】
　　4/5　入学者の集い【浜松SS】

29 30 31 　　　　《４月当初の日程》

17    学生募集(第２回) 締切

21    学位記授与式

（於：東京 NHKホール）

18～31  【掛/磐】教材貸出停止

27～31  【浜】視聴学習室 閉室

29～31  【三】視聴学習室 閉室

1   公開講演会【三島】

２ 大学説明会 【静岡】

８ 大学説明会 【浜松】

15 公開講演会【三島】

29・1 教員免許講習試験

【三島・浜松】

科目登録申請期間

2/13～2/29

（郵送 2/2８必着）

年末・年始休業（ ～１/4）

18   大学説明会・ 学位

取得説明会 【三島】

2１- 22  大学院単位認定試験

23～30  学部単位認定試験

14～30 【掛/磐】教材貸出停止

＊ 22  【静】休館日

※静岡SC(三島)は高校入試のため、

3/2～6 及び 3/9～13 の期間、

校内立入禁止となります

磐田教室は、下記の期間中

閉館時間が17時になります

1/15,16、1/28～3/31


