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改元という出来事は、時代を考えさせます。30 年間の

平成の時代を振り返れば、長かったような短かったような、

感慨深くも思えます。30 年後は、一体、どんな世の中に

なっているのでしょうか。世の中のことだけではなく、わ

たくしを含め、みなさんそれぞれの人生についてはどうで

しょうか。先のことは誰にも分かりませんが、人生100

年時代と言われる昨今ですから、100 歳までの人生を視

野に入れて生きていかなければなりません。 

 人生を考える上では、心理学のさまざまな発達段階説が

参考になるかもしれません。例えば、スーパー（Super, D. 

E.）の職業的（キャリア）発達段階説では、人生を成長、

探索、確立、維持、下降という 5 つの段階に分けていま

す。職業を確立した以降は、達成した地位などを維持する

段階、そして、諸活動を減退していく下降段階と、人生後

半の特徴を示し、職業だけではなく、市民や家庭人など、

人生におけるさまざまな役割をバランスよく演じていく

ことがキャリアであり、成功感や満足感につながるという

考え方を示しています。また、エリクソン(Erikson, E.H)

の発達段階説では、成人中期は、自分の得てきたものを次

の世代につなげていけ

るかどうか、成人後期

は、自分の人生を振り

返って統合的に受容し

たり、円熟した境地に

達することができるか

どうかが発達課題であ 

 

 

 

 

 

ると言われます。現代において、「成人後期」とは何歳ご

ろから始まるのでしょうか。 

 ところで、「円熟した境地」にはまだまだほど遠いと言

わざるを得ないわたくしは、好きなシンガーソングライタ 

ー下田逸郎の唄の一節、「創造力も枯れ果てたし 頭の中 

はがらんどうだし、あいつの名前さえ忘れ・・・」という

歌詞が頭をよぎる中、肉体の衰えを感じつつ日々の業務や

雑務に追われています。そろそろ人生を振り返ったり、残

りの人生を考える時期に来ているのかもしれません。一方、

この唄で「いちどきりの人生では無理さ、果たせやしない」

と歌われる通り、やり残したことがたくさんあるように感

じられるのも事実です。奇しくもこの唄には「百億年」と

いう題名がつけられており、「最後のどんでん返しに ひき

よせられたみたいだ どんな物語の終わり 準備されてい

るのか 百億年のあの人に 訊(き)いてみよう・・（以下、

略）」と結ばれます。 

 百億年とはまた壮大な数字ですが、宇宙誕生のきっかけ

となったのが138 億年前の「ビッグバン」の大爆発、地

球の誕生が約 46 億年前と言われています。広大な宇宙

の中では、ちっぽけかもしれない人生の物語ですが、でき

るだけポジティブな気持ちでゆとりを持ちながら、終わり

まで精一杯生き抜いていきたいものです。ポジティブ心理

学の研究知見もさまざまにありますので、興味のある方は、

それらを参考にしてみてください。 

 

改元、人生 100 年時代、そして百億年 
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意欲・知識・技術、時間・空間が有れば思いを形にする作業を通して達成感を得ること 

ができます。できない場合は「したい」という意欲を異なる方法・方向に振り向けて実践し 

「できる」こともあります。道具の使い方や種類もわからない未経験者が家を建てようとする 
と何もなさぬうちに頓挫しますが専門家に習いつつ基礎造りから徐々に積み上げていくと、時間は過ぎ
去りますがいずれ家を建てられます。意欲の有る限り、時間の経つのを忘れて没頭しつつ何かをなすこ

とはいつでも可能だと思います。一緒に学び続けましょう。 

「できること」 と 「したいこと」 

 
 

静岡県立大学食品栄養科学部の新井映子です。久しぶりに放送大学に戻って参りました。 

専門は調理科学・食品加工学で，食べ物のおいしさの解明や今までに無い新しい食べ物の 
開発に取り組んでいます。おいしさは食べ物の特性のみならず，食文化や個人の食習慣なども 
大きく関係します。おいしい食べ物の要因や望ましい食生活のあり方などについて，皆様とご一緒に探

求できたら嬉しいです。よろしくお願い致します。 

静岡 SC 客員教授 渡辺 修治 先生 

専門分野：生物有機化学 

 

 

2017 年９月に、公認心理師法が施行されました。1988 年に日本臨床心理士資格認定 

協会が認定を始め、現在３万５千人近くの臨床心理士が病院・教育分野などで活躍しています。 
もともと臨床心理士をベースとする国家資格化が何度か試みられてきましたが、なかなか、まと 

まらず民間資格のままでした。ここにきてやっと国家資格化が実現しました。今後、臨床心理士と公認
心理師が、どのように職域でどのように活動していくかは未知のところがありますが、多くの職場で公
認心理師の資格が求められる時代がくると思われます。放送大学でも公認心理師対応のカリキュラムが

スタートしています。みなさん、公認心理師を目指しましょう。 

 

 
私はコンピュータシステムを開発する専門家が行う作業を効率よく、高品質にする方法 

を研究しています。また、同時に、その専門家を目指す学生が必要な力を身につけることを 
支援する学習システムにも興味を持っています。さらに、そのような専門家を目指さない全て 
の人にとってもプログラミング能力は必要です。しかし、現状ではコンピュータ寄りの「言語」を操る

必要があり、そんなに簡単ではありません。しかし、それができるようになる環境の可能性も見えてき
ています。放送大学では、その辺りを授業やセミナーで扱います。プログラミングを楽しみましょう！ 

 

 
今年度、客員教授として着任しました。「我以外皆我師」は、私の座右の銘です。英語 

の面では、私が教える立場でも、私より長い、私にはない人生経験を積まれた方々と、と 

もに学ぶことを楽しみにしています。もう一つ意識しているのは「年上からは知恵を学び、 
年下からは感性を学ぶ。」です。同世代からは刺激を受けたいものです。対面授業で放送大学に関わっ
て以来、生涯学び続ける姿、様々な制約下、自己を向上させようと懸命に学ぶ方々の姿を見てきました。

微力ながら、私に出来る限りの学びのお手伝いができるよう、努力を重ねると同時に、私自身も皆さん
から学んでいく所存です。どうぞよろしくお願いします。 

『公認心理師をめざそう』 

静岡 SC 客員教授 新井 映子 先生 

専門分野：食物学 

静岡 SC 客員教授 矢野  淳 先生 

専門分野：英語教育学 
『我以外皆我師』 

『食べ物について考えましょう』 

浜松 SS 客員教授 柴田 俊一 先生 

専門分野：臨床心理学 

『すべての人にプログラミングを！』 
浜松 SS 客員教授 酒井三四郎 先生 

専門分野：ソフトウェア工学 



- 3 - 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      「 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

新入生を迎え、新学期がスタート・・・ 

公開講演会が開催されました 

『山田方谷の改革 ～幕末の偉大なイノベーター』 

鎌倉 国年 氏（鎌倉フェローシップ 代表理事） 

5 月 12 日(日) 於：クリエート浜松(53 会議室) 

              「山田方谷」という名前を聞いた時、NHK の歴史番組で、初めて 

知った時のことを思い出しました。それまでは何の知識もありませ 

んでしたが、その番組で幕末の備中松山藩には、「山田方谷」という 

元締役(現代の大蔵大臣)がいて、かの有名な上杉鷹山よりもすごい

奇跡の財政改革を行ったことを知りました。そして今回の講演会では、講師先生の経営者としての実

体験により、なぜ「山田方谷の改革」に向き合うようになり、先生独自の「方谷研究の方法論」に至

ったかを聞き、大変感銘を受けました。誰しも小さいながらも商売、経営に携わったことのある方は、

先生同様に「山田方谷の改革」に驚くはずです。 

先生のすごいところは、先人の書いた書籍、資料を丸呑みするのではなく、「歩く、見る、数字で実

証する」をモットーに「鉄気籠山」の本を出版するまでに、ご自身で計８回ものフィールド調査（現

岡山県高梁市の現地調査）をなされた。そして、山田方谷の行った財政改革が史実であったことを、

実証されたことだと思います。 

私たち放送大学に学ぶ者にとっても、先生のこの研究姿勢は、同様に求められていると考えます。 

（文責 浜松 SS 鈴木泰嗣） 

4 月６日(土)に静岡学習センターで、７日(日)には静岡市教室及び 

浜松市地域情報センターで 2019 年度第 1 学期「入学者の集い」、 

（静岡市教室は「入学者説明会」）がそれぞれ実施されました。 

静岡学習センター所属 342 名、浜松サテライトスペース所属 283 名、 

計 625 名の新入生と５名の客員教授の先生方を新たに迎え、2019 年 

度第 1 学期が始まりました。 

入学生の内訳は、学部生の全科履修生が 169 名（昨年同期比 1 名増）、大学院の修士全科生が 8 名

（昨年同期比１名減）と全科生については、ほぼ横ばいの状況でした。しかし、学部の選科・科目履修生

等の大幅な減少で、全体では 625 名（昨年同期比 65 名減）となりました。 

面接授業 は多少戸惑いながらも・・・ 
 今年度から評価の時間も設けられ、面接授業がリニューアルしました。

戸惑いが学生、先生方ともにあったように感じられましたが、混乱もなく

順調に始まったようです。学生の方々に感想を聞いても、「少し不安もあ

り、緊張もしたけれども、全体としては今までとあまり変わらなかった」

「どんな成績がつくのか楽しみです」などの声が聞かれました。 
【面接授業：新・初歩からのパソコン】 
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日時 令和元年 7 月 13 日（土） 午後 1 時 30 分より 3 時 30 分 

    会場 浜松市地域情報センター ホール 

     《内容》 30 年以内の発生確率が 70-80％とされる南海トラフ巨大地震・ 

          津波は、静岡県の持続的発展にとって最大の問題である。 

           本講演では，近い将来の巨大地震で起こる事象を 予想する資料と 

なる過去 4000 年間の地震・津波の最新知見を紹介する。 

定員 120 名 申込（先着順） ※参加無料 

＜申込先＞ 浜松サテライトスペース ℡ 053-453-3303 

 

 
 

  
日時 令和元年 8 月 15 日(木)  午前９時 30 分より 11 時 30 分 

会場 函南町文化センター 多目的ホール  

     

《内容》 伊豆の国市江間と沼津市口野をつなぐ狩野川放水路は、1951 年に着工 

 し、狩野川台風(1958 年)の後、1965 年に完成しました。工事自体が 15 

 年にも渡るわけですが、実はこの地域の放水路開鑿構想は 1890(明治 23) 

年まで遡ります。狩野川の氾濫のたびの周辺町村の深刻な洪水被害、開鑿さ 

れる地域の損失、これに一揆のような被害民の大衆運動、伊豆地域の政党政 

治と国政・県政が絡んだ 60 年に及ぶ長い前史がありました。 

      この講演では、洪水被害地でもありながら、放水路開鑿で村が分断される事態に直面することになった江間を 

中心に、この狩野川治水対策の近代史を見ていきます。 

定員  90 名 申込不要 ※参加無料  

＜連絡先＞ 静岡学習センター ℡ 055-989-1253 ※函南町教育委員会との共催事業です 

 
 

 
         

日時 令和元年 10 月 13 日(日)  午後 1 時 30 分より 3 時 30 分 

会場 静岡学習センター（三島長陵高校 2 階） 

《内容》 富士山の生い立ち、噴火史、災害予測などに関する最新の 

研究成果を紹介し、地球上の特異点とも言える富士山の自然の 

魅力を説くとともに噴火リスクや火山防災対策の現状と課題に 

ついても解説する。 

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 

『狩野川放水路計画の近代史 ～明治から戦後まで～』 

シリーズ 富士山学Ⅰ～  『火山がつくった世界遺産・富士山』  

  『静岡県における南海トラフの 

講師 荒川 章二 氏 （静岡大学・国立歴史民俗博物館 名誉教授）  

講師 小山 真人 氏（静岡大学学術院 教授）  

講師 北村 晃寿 氏（静岡大学学術院 教授）  

公開講演会のご案内 

《演題》 

《演題》 

《演題》 

巨大地震・津波の最新知見』 

*伊豆箱根鉄道「大場駅」より徒歩 12 分 



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 田辺  肇

2529335 静岡大学学術院人文社会科学領域教授

専門科目：自然と環境 増澤　武弘

2537419 静岡大学理学部客員教授

専門科目：心理と教育 11/ 2 (土) 小池　はるか

2529327 11/ 3 (日) 東海大学短期大学部准教授

専門科目：心理と教育 11/16 (土) 園田　明人   静岡SC客員教授

2529467 11/17 (日) 静岡県立大学国際関係学部教授

専門科目：情　　　報 浅井　紀久夫

2537400 放送大学教授

専門科目：社会と産業 北川　由紀彦

2537354 放送大学准教授

専門科目：社会と産業 11/30 (土) 西原　純　　 浜松SS客員教授

2537362 12/ 1 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：心理と教育 12/21 (土) 田辺  肇

2529335 12/22 (日) 静岡大学学術院人文社会科学領域教授

専門科目：人間と文化  １/11 (土) 松田　純　　 静岡SC客員教授

2537397  １/12 (日) 静岡大学大学院人文社会科学研究科特任教授

基盤科目 10/19 (土) 門奈　哲也

2531917 10/20 (日) サッポロビール（株）

専門科目：生活と福祉 11/ 2 (土) 碓氷　泰市

2537338 11/ 3 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：自然と環境 11/ 9 (土) 加藤　憲二　 静岡SC客員教授

2537427 11/10 (日) 静岡大学名誉教授

基盤科目：外　国　語 11/16 (土) 服部　義弘

2537290 11/17 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：人間と文化 11/30 (土) 藤井　史朗　 静岡SC所長

2537370 12/ 1 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：心理と教育 12/ 7 (土) 久保田　貴之

2529297 12/ 8 (日) 静岡産業大学経営学部専任講師

基盤科目：外　国　語 12/14 (土) 矢野　淳     静岡SC客員教授

2537303 12/15 (日) 静岡大学学術院教育学領域教授

専門科目：人間と文化 12/21 (土) 酒井　英行 

2537389 12/22 (日) 元静岡大学人文社会科学部教授

専門科目：生活と福祉 10/19 (土) 平井　浩文

2537443 10/20 (日) 静岡大学学術院農学領域教授

専門科目：人間と文化 11/ 2 (土) 高松　良幸

2537494 11/ 3 (日) 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：心理と教育 11/ 9 (土) 柴田　俊一　 浜松SS客員教授

2537478 11/10 (日) 常葉大学健康プロデュース学部教授

専門科目：生活と福祉 11/16 (土) 新井　映子　 静岡SC客員教授

2537451 11/17 (日) 静岡県立大学食品栄養科学学部教授

専門科目：情　　　報 11/23 (土) 酒井　三四郎 浜松SS客員教授

2537508 11/24 (日) 静岡大学学術院情報学領域教授

導入科目：社会と産業 11/30 (土) 森野　聡子   静岡SC客員教授

2537486 12/ 1 (日) 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：情　　　報 12/ 7 (土) 渡邉　志

2537516 12/ 8 (日) 国際医療福祉大学准教授

専門科目：自然と環境 12/21 (土) 青柳　裕

2537524 12/22 (日) 金城学院大学薬学部教授

専門科目：生活と福祉  1/11 (土) 前田　節子

2537460  １/12 (日) 静岡英和学院大学短期大学部教授

導入科目：社会と産業 10/26 (土) 笹原　恵　　 浜松SS客員教授

2537311 10/27 (日) 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：心理と教育 11/30 (土) 橋本　剛　　 静岡SC客員教授

2537346 12/ 1 (日) 静岡大学学術院人文社会科学領域教授

専門科目：自然と環境 11/23 (土) 八幡　昌紀

2537435 11/24 (日) 静岡大学学術院農学領域准教授
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(1) 日時                    

大学院  7 月 19 日（金）・20 日（土）  

教養学部 7 月 21 日（日）～ 7 月 28 日（日） ただし、22 日（月）・26 日（金）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 7 月 12 日（金）までに送付されます。 

期日までに受験票が未着の場合は、下記の大学総合受付にご連絡ください。 

＜問合せ先＞ 大学総合受付 TEL：043－276－5111（代表） 

 

(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 

ア) 静岡学習センター所属者  

 三島市民文化会館 

（三島駅南口から徒歩５分【地図参照】） 

イ) 浜松サテライトスペース所属者 

クリエート浜松 

  

＊三島会場、浜松会場ともに、駐車場がありま 

せんので、公共交通機関をご利用ください。 

 

(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。（キャンパスライフ HP に掲載されます） 

   ウ) 試験結果は、「成績通知書」（8 月 20 日発送予定）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) その他 

      ・試験期間中、静岡学習センター所属の方の学生証発行は、試験会場本部（三島市民文化会館 2 階） 

で行います。（静岡学習センターでは発行できませんのでご注意ください。） 

 

《単位認定試験が不合格となった場合、または受験できなかった場合》 
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。（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、通信指導が未提出または不合格の場合は、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、必ずご確認してください。 

 

受験会場・試験時間・持ち物の確認を！！ 

1 学期 単位認定試験について 

注意！ 

【静岡学習センター試験会場 案内図】】 

 

静岡学習センター 

試験会場 
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事務室からのお知らせ 

◇ ‘公認心理師’の説明会を開催します！              

   2017 年度に施行された心理職の国家資格‘公認心理師’について、大学本部の推進室

から講師を迎え、待望の説明会を開催します。以前から興味関心をお持ちの方、現在‘認

定心理士’を目指している方、友人などにも声を掛け、ご参加ください。 

 

 演題 『放送大学における公認心理師資格対応カリキュラム』 

  講 師 大場 登 氏（放送大学 公認心理師教育推進室 室長） 

      波田野 茂幸 氏（放送大学    〃    副室長） 

  《概要》2017 年 9 月 15 日、公認心理師法が施行されました。 

日本における初めての国家資格です。放送大学でも、2019 

年度第１学期には学部段階での公認心理師対応カリキュラム 

を開始しました。今回の公開講演会では、公認心理師の特徴 

についてお話ししながら、放送大学における対応カリキュラ 

ム、受講にあたっての留意点についても説明いたします。 

カリキュラム受講にあたっての皆さんの疑問を解消することも目的としていますので、 

参加者の皆さんからの質問も歓迎です。関心をお持ちの方はどなたでもどうぞ奮ってご来場 

ください。 

日 時  ８月３日(土) 午後 1 時～3 時 

会 場  静岡学習センター（２階 視聴覚室） 

     定 員  100 名（要申込・先着順で受付） 

   ※当日は午前に大学説明会を実施しており、大学説明終了後に認定心理士・臨床心理士に 

ついての説明会を会議室にて行いますので、興味関心のある方はぜひご参加ください。 

              （11 時開始予定 当日受付） 

 

◇ 証明書の発行について                    

  各種証明書の発行をご希望の方は、諸証明書交付願（指定の様式）に 

手数料（1 通につき 200 円）を添えて、静岡学習センター窓口に提出 

ください。（浜松サテライトスペースでは発行できません。） 

  ※時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。 

8 月３日（土）午前 10 時～ 静岡 SC（県立三島長陵高 2F） 

8 月４日（日）  〃      浜松 SS（クリエート浜松 4F） 

8 月 10 日（土）  〃    静岡市教室（静岡市立南部図書館） 

 ～ 大学説明会開催のお知らせ ～ 

  下記のア,イ,ウ を同封して、   静岡学習センターまで送付してください 
 ア 諸証明書交付願 
 イ 手数料（定額小為替(手数料相当分のもの)、または現金(必ず現金書留で)） 
 ウ 返信用封筒（「長形３号」のものに宛名を明記し、１通の場合 82 円(2 通の場合 92 円) 

の切手を貼付してください） 

何も記入しないこと《郵送で申し込む場合》 
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事務室からのお知らせ 

◇ 卒業研究(学部生)に挑戦してみませんか！           

  放送大学で新たに学んだこと、学び直したことなどを、‘卒業研究’ 

（卒業論文）という形にしてみてはどうでしょうか。 

  ※‘卒業研究’は卒業するための必修科目ではありません。履修し合格 

  すると、専門科目６単位（放送授業・面接授業 各 3 単位）になります 
    

   全体としての流れは、次の通りです。まず研究テーマを決め、

申請書（研究テーマ・研究計画などを記入）を提出、その後、指

導教員（本部選任教員・所属学習センターの教員・近隣大学の教

員など）が決定します。翌年度の 4 月から履修が始まり、11 月

初旬までに卒業研究報告書（卒業論文）を完成、12 月に面接審

査を受けます。合格すれば単位認定、不合格の場合は希望すれば

再履修することができます。 

    

     

 

 

 

     ～6 月       ～7 月        8/16～22       11 月初旬       ～2 月末      ４月 

  ※静岡学習センターでは、卒業研究履修希望者には事前に、所長との面談を勧めています。 

   事前に、学習センターに電話等で予約をとり、来所ください。 

※履修希望者は「卒業研究履修までの 事務手続きと手引活用ガイド 2020」（リーフレット） 

を必ず入手し、参考にしてください。（学習センターに配架されています） 

その他、ご不明な点などあれば学習センターまでお問合せください。 

 

 

    『卒業研究発表会』のご案内 ～静岡同窓会主催 
日 時  ９月 22 日(日) 午後 2 時～４時 30 分 

場 所  静岡学習センター（２階 会議室） 

      ※定員 40 名（事前申し込み 不要） 

 

先輩からの助言や苦労した点などの話を聞けるかと思います。よい機会ですので、 

卒業研究に取り組んでみようという方、興味関心があるという方、お気軽にご参加 

ください。 

《発表概要》（予定） 

  １ 「冤罪と取り調べについて」  小澤茂行（60 分） 

  ２ 「データで示す 人生 100 年時代」   

      ～ワイブル解析を利用した人の寿命算出事例  菊池敏郎（30 分） 

 ３ 「『ユング心理学と仏教』河合隼雄著を読む」 

         ～第 3 章「私とは何か」を中心に    坂倉幾夫（30 分） 

 

所長との 
面談 

 

テーマ 
指導教員 
研究計画 

決定 

《卒業研究履修までの流れ》 

申請書 
提出 

履修の可否 
指導教員 

決定 

科目登録 
研究計画 

履
修
開
始 
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事務室からのお知らせ 

◇ 秋の学生研修旅行のご案内 ＜浜松サテライトスペース主催＞    
  

 

 

稲村哲也放送大学特任教授は、博物学概論をはじめとして７つの放送授業を担当しておられます。

特に、博物館展示論（1 章、2 章）ではリトルワールドを取り上げておりますので事前学習として

必見です。また、先生は立ち上げ初期よりリトルワールドに研究員と

して携わられおり、普段の放送授業では聞けない話も伺えるかも・・ 

  日時   令和元年 11 月 4 日（月） 

  目的地  リトルワールド（犬山市） 

集合場所 アクト南乗り場（浜松駅より徒歩 5 分）9 時発   

  募集定員 40 名 ＊先着順で受付 

  費用   2,000 円程度（入場料・保険を含む） 

  申込み  10 月 1 日より、浜松サテライトスペース事務室へ 

※稲村先生による公開講演会を、旅行の前日（11/3）クリエート浜松にて計画しています。 

研修旅行と合わせての参加をお勧めいたします。（詳細は「燈」10 月号にて連絡します。） 

 

◇ 次学期への準備について  ～科目登録と継続入学手続き～     

全科履修生及び 2019 年度第１学期入学の選科履修生には、大学本部から『科目登録申請

要項』が送付されますので、履修を希望する授業科目を記入し、期限内に登録手続きを行って

ください。学部生は、面接授業の科目登録も同時に申請できます。 

８月１５日(木) ～ ３０日(金) 本部必着《郵送》 

※《システム WAKABA で申請》  ～３１日(土)17:00 まで 

 

 

学期末で学籍がなくなる全科履修生(卒業も含む)・選科履修生、及び

科目履修生(集団入学者を除く)については、大学本部から『継続入学関係書類』が送付されま

すので、改めて入学手続きをしてください。ただし、選科履修生・科目履修生から全科履修生

に入学を希望される方は、募集要項を取り寄せて入学手続きをしてください。 

 《 2019 年度第２期学生募集の日程 》 

【第１回】6 月 15 日(土)～８月３１日(土) 【第２回】９月１日(日)～９月 20 日(金)  

 

   
 
 
 

学期末で学籍がなくなる学生（学部・大学院とも） 

次学期も学籍がある学生（学部・大学院とも） 

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 
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■ 静岡同窓会 ４月～６月活動報告             < 会員 120 名 ５月現在 >  

● 定例役員会・総会      
4 月 6 日 （土）  役員会を開催、総会の準備を行いました。 

4 月 13 日（土） 10 時より、2019 年度の総会を開催しました。活動報告や今後の方針などについて、 

話し合った結果、会則を変更し準会員制度を廃止、卒業していない学生も正会員として 

同窓会に加入できることになりました。 

その後、元所長本多隆成先生を迎え『戦国大名 今川氏の盛衰』と 

いう演題で講演をして頂きました。今年は今川義元生誕 500 年に 

あたり、静岡市を中心に盛り上がりを見せている中、今川家の始ま 

りから終わりまでを概観する内容で、戦国大名の在り様について、 

多くの話をしていただきました。 

終了後、三島駅南口のホテルα-１(アルファ ワン)にて懇親会を開催 

しました。 

 

● 経過報告他    
・4 月 27 日（金）、東静岡のグランシップに於いて、クラス会（仮）の発足の協議を、浜松の学燈会・同

窓会とともに行いました。また引き続いて新入生歓迎懇親会を，居酒屋「魚民」で開催しました。 

・5 月 25 日（土）、26 日（日）同窓会連合会の総会・情報交換会が、放送大学本部の図書館で行われま  

した。情報交換会では、それぞれの同窓会での状況を発表しました。多くの同窓会から、役員のやり手

が不足していることや、財政的に苦労しているとの話がありました。 

6 月 1 日から連合会ページの会報はパスワードなしで読めるようになりますので、ご覧ください。 

・6 月 29 日（土）、沼津市の牛臥山公園へのウォーキングを開催予定です。 

 

《同窓会卒業バッジの販売について》 

    同窓会連合会では、放送大学のバッジを販売して 

おります。どちらも１個５００円です。大学オリジナルとまな

ぴーのバッジです。事務所にもありますので購入希望者は学習

センター事務室までご連絡ください。 

   

 

■ 浜松同窓会 ４月～６月活動報告                    < 会員 94 名 ５月現在 >  

  ５月 12 日、午後４時よりクリエート浜松において同窓会総会(出席２３名)を、会場を変えて５時半より 

 懇親会(出席１６名)を行いました。 

それに先立ち、午後１時 30 分より鎌倉国年氏を講師に迎え、「山田方谷の改革」と題した公開講演会(参 

加４４名)を実施しました。充実した一日になりました。 

 
『北陸・東海地区 同窓会交流会』のご案内 

日時‥ 令和元年 10 月 26 日(土)11 時～ 

場所‥ クリエート浜松 53 会議室 

内容‥ 北陸・東海地区８同窓会の交流、本多隆成先生の講演、楽器博物館見学、懇親会 
 

※同窓会員はもちろん、在校生も含めた交流会にしたいと思います。ぜひご参加ください。 

静岡・浜松同窓会からのお知らせ    

 詳細は次号で 

お知らせします 



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　（＊を付した日の休館については備考欄に記載）

７月(JULY)

８月(AUGUST)

９月(SEPTEMBER)

【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
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水 木 金 土 ８月　行事・予定

面接授業
【三/静/浜】

31

学部単位
認定試験

学部単位
認定試験

休館日
【三/掛/浜】

2

13

10　＊

学部単位
認定試験

大学説明会
心理師説明

3　＊

面接授業
【三島】

休館日
【静】

大学院単位
認定試験

大学院単位
認定試験

27

12

面接授【三】
講演会【浜】

14 15 16 17 18 19 20

面接授業
【三/静/浜】

7 8 9 10 11

休館日
【静】

Schedule

日 月 火 水 木 金 土
6

７月　行事・予定
1 2 3 4 5

21 22 23 24　＊ 25 26

28 29 30

日 月 火

学部単位
認定試験

学部単位
認定試験

1

学部単位
認定試験

 放送教材貸出停止【掛川・磐田】
　      7/12(金) ～ 28(日)

《大学説明会の日程　》＊午前10時から
　8月３日(土)   静岡SC   10日(土)　静岡市教室
        4日(日)　浜松SS

大学説明会 大学説明会

4 5 6 7 8 9

17　＊

休館日
【三/浜】

休館日
【静】

立入禁止
【三島】

立入禁止
【三島】

休館日
【磐】

11 12　＊ 13　＊ 14　＊ 15　＊ 16　＊

24　＊

立入禁止
【三島】

立入禁止
【三島】

立入禁止
【三島】

免許更新
認定試験

18 19 20 21 22　＊ 23

31　＊

免許更新
認定試験

休館日
【静】

25 26 27 28 29 30

９月　行事・予定日 月 火 水 木 金 土

休館日
【磐】

1 2 3 4 5 6 7

14

休館日
【静】

休館日
【磐】

8 9 10 11 12 13

21

30

休館日
【磐】

休館日
【静】

15 16 17 18 19 20

学位/入学
【浜・静】

29

28

休館日
【静】

休館日
【静】

看護試験
【三/浜】

看護試験
【三/浜】

22 23 24 25 26 27　＊

 入学者説明会　　　　　　9/29 (日) 10時～ 【静岡市】
 学位記授与・入学者集い　9/29 (日) 14時～ 【浜松SS】
 学位記授与・入学者集い　10/6 (日) 14時～ 【静岡SC】

1～20 出願期限(第２回)

27, 28  看護 単位年邸試験

＊ 27    休館日【掛】

※8/1～9/19 の期間は

磐田教室17:00で 閉館

３ 公認心理師説明会【三島】

13 司書・看護 通信指導提出期限

15,16,19,21,22  

静岡SC校内立入禁止

＊ 3,10～18,22,24,31休【磐】

＊ 22    休館日【静】

13 公開講演会【浜松】

＊ 24  休館日【静岡市】

《単位認定試験》

大学院 7/19, 20  

学部 7/21 ～28

《２学期科目登録 申請期間》

8/15～30(必着) 《郵送》

8/15～31 17時 《Web》

学位記授与式

9/29 (日) 14時～ 【浜松SS】

10/6 (日) 14時～ 【静岡SC】


