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 1347 年の中世ヨーロッパを襲った「黒死病」から 600

年、それに匹敵するような事態に直面しています。文字通

り命がけで対応にあたっておられる方々に心からの感謝

と敬意を表しつつ、私は自分のできる分野でこの禍いに立

ち向かっていきたいと考えています。私の勤務する大学で

は前期（放送大学でいう第１学期）の間は教室での対面授

業（面接授業）を行わず、在宅授業となっています。通信

制の放送大学では当たり前のことですが、通学制の大学に

おいてはまさに非常事態ということになります。 

 在宅授業とは、学生は大学に通学せず、自宅で受講する

形態で、インターネットを用いたオンライン授業となりま

す。オンライン授業は大きく2つに分類されます。1つは、

授業をする教員を撮影し、その様子をリアルタイムで配信

するタイプです（リアルタイム型）。もう1つは、教員が

予め授業を動画化し、それを非同期で配信するタイプです

（オンデマンド型）。学生は各自任意のタイミングで授業

動画を視聴します。リアルタイム型はその場で学生同士の

議論や教員への質問が可能です。教員は学生の反応を見な

がら説明を変更して補足することができます。一方、オン

デマンド型はすでに録画済みの授業動画配信のため、電子

掲示板などの非同期のコミュニケーション手段を併用し

て双方向性を保つことになります。つまり、両者は質問や

議論などの応答の双方向性に大きな違いがあります。 

 私は研究室の活動であるゼミ（セミナー）や輪講などは

リアルタイム型で、専門科目の授業はオンデマンド型で始

めています。何しろ、なんのノウハウの蓄積もない中での

手探り状態です。この時、鈴木克明熊本大学教授の「平時

に戻るまでの遠隔授業のデザイン７か条」を参考にしま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。平常時と同じ形にこだわった授業をめざしがちです

が、一番大切なのは、教員が教え続けることではなく「学

生が学び続けること」、対面授業と同じやり方をそのまま

オンラインで実現しようとせず、無理のない手段を選ぶ

（「第３条 同じ形ではなく同じ価値を追求する」）など、

具体的なアドバイスが示されています。 

 先日、放送大学の授業で使用されている印刷教材と放送

内容について評価レポートを作成する機会がありました。

どちらも非常に工夫されていて、40 年近い放送大学の歴

史の中で蓄積されたノウハウの一端を感じることができ

ました。現在、単位互換協定により、放送大学で修得した

単位を自分の大学の単位にすることが可能です。それを一

歩進めて、放送大学と契約を結び、通学制大学のカリキュ

ラムの中に放送大学の授業を組み込む方法もあるように

思います。その場合、学習の達成度評価と単位認定は通学

制大学の責任で行なうような形が考えられます。 

 今回は私にとって、強制的に(^_^;)オンライン授業が開

始されてしまいましたが、今後は対面授業とオンライン授

業、通信制と通学制を両立させる、両者の良い面を取り入

れた授業形態を模索していきたいと考えています。生物体

として免疫が形成されるように、社会的免疫を構築するチ

ャンスと捉えることができます。禍が新しい学習・教育の

スタンダードを作ろうとしています。放送大学とそこに在

籍する学生は先駆者と言えるでしょう。しかし、セミナー

や面接授業が中止に追い込まれています。その不自由さが

困難に挑戦する動機をもたらし、新しいアイデアが生まれ

ようとしています。禍を転じてチャンスと為しましょう。 
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《巻頭言》 

 ２０２０年７月1日発行 

  静岡学習センター 

  浜松サテライトスペース  

 機関誌「燈」（ともしび） 第111号 

コロナ禍と学習・教育の 

        新スタンダードの創出 
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 もともと哲学を学び、なかでも現代哲学の源流の一つである現象学の創始者フッサ

ールの「間主観性（intersubjectivity）」（ざっくり言い直せば、「人と人の間」）とい

うテーマを研究してきましたが、教壇に立っては静岡大学で17年間、人間学とヒュー

マンケア学を教え、大阪大学で10年間、臨床哲学と倫理学を教え、この４月から上智

大学でグリーフケアを教えることになりました。放送大学では13年ほど前に「ケアの

人間学」という題で面接授業を２年間担当したことがありますが、今回客員教授とし

てお招きいただき、セミナーでは「人間の生老病死を考える」というテーマでお話し

たいと考えています。また、機会があれば、フッサール現象学の話もしたいし、新型

コロナ・パンデミックがもたらした問題についても考えたいと思います。「生老病死」

という仏教用語は、ひとが辿らざるをえない「四苦」という４つのステップを表して

いて、それはあたかも一人の個人に起きる生物学的なプロセスのように見えますが、

実はいずれのステップも「人と人の間」に起きる出来事であり、ウイルス感染症はま

さにそのような「人と人の間」に起きる病いの典型とも言えます。 

大阪大学 名誉教授 静岡 SC 客員教授  

 浜渦 辰二 先生 専門分野：臨床哲学・倫理学 

『人間の生老病死を考える』 

そして・・・新入生を迎え、新学期が・・・スタート？ 

★退任された先生の御紹介 
 静岡大学名誉教授 松田 純 先生 ５年間御指導いただき、ありがとうございました！ 

事務局職員も異動があったので、あわせて紹介します。 

着任者 静岡ＳＣ 楠 事務長、遠藤 広報主幹 

     浜松ＳＳ 鈴木さん、中島さん 

 退任者 静岡ＳＣ 古谷 事務長、山田 広報主幹 

    浜松ＳＳ 廣岡さん、平野さん 

 今学期は、静岡ＳＣで320名、浜松ＳＳで286名（合計606名）の新入生をお迎えしまし

た。４月４日（土）に三島で、５日（日）に浜松で、それぞれ、2020年度第１学期「入学

者の集い」を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止並びに入学者の

皆様の健康及び安全に配慮する観点から、取り止めとなりました。 

 その後も、面接授業やセミナーの中止、学習センター等への立入禁止などが行われ、こ

れまで経験したことがない事態になりました。他大学では、授業の開始を延期したり、急

遽、遠隔授業の環境を整えたりするなど、授業を実施するに当たり大きな影響がありまし

たが、テレビ放送やインターネット技術を活用している放送大学では、その強みが発揮さ

れ、学びの中心となる放送授業については予定どおり始めることができました。 
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 放送大学全体では、８万人を超える学生が在籍し、10代から 90代まで様々な経歴を持

った方々が、それぞれの目標を達成するため、日々学業に取り組んでいます。 

 静岡県の状況は次のとおりです。昨年同期比で、静岡ＳＣの在籍者数は29人減少しま

したが、浜松ＳＳでは３人（全科履修生は17人）増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇 10 月 25日（日） 富士山学 

    ＜講師＞ 静岡大学理学部地球科学科 石橋 秀巳 准教授 

 〇 2021 年２月 生命倫理について 

    ＜講師＞ 静岡大学 松田 純 名誉教授 

         （元 放送大学客員教授） 

 〇 日程未定 地域医療について 

    ＜講師＞ 放送大学 田城 孝雄 教授  

 

 

 〇 11 月 29日（日） 心理学 

    ＜講師＞ 放送大学 向田 久美子 准教授 

 〇 2021 年２月 美学 

    ＜講師＞ 放送大学 青山 昌文 教授 

 〇 日程未定 富士山学 

    ＜講師＞ 静岡大学 加藤 憲二 名誉教授（放送大学客員教授） 

 

 

 〇 ９月 19日（土） 掛川市政について 

    ＜講師＞ 中山 礼行 氏 

        （本学学生・元掛川市役所総務部長）  

 静岡ＳＣ 浜松ＳＳ 合計 

在籍者 男 483 379 862 

女 611 495 1,106 

計 1,094 874 1,968 

入学生（内数） 男 145 126 271 

女 175 160 335 

計 320 286 606 

公開講演会の御案内（予告） 
 ※開催が確定次第、ホームページ等でお知らせします。 

今学期の在籍状況 
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    2020 年度 第 1 学期 単位認定試験について 

 

 

 

 

１ 実施日 

  ７月中旬以降 7月14日（火）10:00 ～ 7月21日（火）23:59 

 

２ 実施方法 

 (1) 出題方法       試験問題閲覧サイトの試験問題公開用ページ 

ア 試験実施期間中、システムＷＡＫＡＢＡに科目ごとの試験問題が掲載されます（その

間、何度でも閲覧及び印刷が可能）。この期間中に自宅で受験してください。 

イ システムＷＡＫＡＢＡは、システムの不正利用を防

ぐため、初期パスワードのままだと一定期間経過した

後、ログインできなくなります。また、「パスワード

を忘れてしまった！」という方はいませんか？ 今一

度確認し、ログインできないようであれば、大至急、

静岡学習センターに連絡してください。 

 (2) 解答の提出方法 

ア 試験実施期間に先立ち、解答用紙（択一式マークシ

ート・記述式答案用紙）と大学私書箱への返送用封筒

が送付されます。7月1日から順次発送。 

イ 試験実施期間内に、解答を記入した解答用紙を大学

私書箱あてに郵送してください。 

7月21日（火）答案提出期限（当日消印有効） 

 

 

    

３ その他 

 (1）通信指導の答案が未提出又は添削の結果が不合格の場合は、受験対象になりませんが、 

  次学期に在学（休学者は除く）していれば、次学期に限り通信指導を受けることができ、 

  その結果により、単位認定試験を受験することができます 

 (2) オンライン授業科目は、科目により異なるので、必ず確認してください。 

 (3) 試験結果は、８月下旬以降の通知（成績通知書）により分かります。単位認定試験の評 

  価は、成績の優れている順に、○Ａ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、Ｃ（69 

  ～60点）、Ｄ（59～50点）、Ｅ（49～０点）の６区分で行い、Ｃ以上が合格です。 

   不合格だった場合、通信指導と同様に次学期に在学していれば、科目登録を行わなくて 

  も再試験を受験できます（再試験に係る授業料は必要ありません）。 

 

 

 

今回は自宅受験です！ 

 

※ 未だ大学から解答用紙及び返送用封筒、受験方法詳細の案内が届いていない方は、大至急

大学本部へお問い合わせください。 ＜大学総合受付＞ TEL 043-276-5111（代表） 

 注意！ 
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事務室からのお知らせ 

◇新型コロナウイルスへの対応について                

 単位認定試験の実施方法以外の、５月末現在の主な対応状況は次のとおりです（詳しく

はホームページ等で確認してください）。この機関誌（「燈」第111号）がお手元に届くころ

には、感染状況が収束し、第２学期からは通常の学習プログラムが実施できることを祈っ

てやみません。 

 

１ 対面授業関係 

 (1) 面接授業 

第１学期の面接授業は閉講（中止）になりましたが、７月１日（水）～８月２日

（日）に、81科目についてWeb活用による代替措置（授業）が行われます。 

※ 代替措置に申し込まなかった分の授業料は、返金されます。 

  （10月～11月＜予定＞）。 

※ 指定された教科書を購入した方で、返金を希望す

る場合は、教科書の買取が行われます。 

 (2) 卒業研究・研究指導及び修士研究レポート報告会 

第１学期は実施せず、Web活用による場合は研究指導

教員から連絡することになりました。 

 

２ 公認心理師の経過措置対象者関係 

  ＜対象者＞閉講となった面接授業の単位修得により、卒業要件を満たす方 

５月15日（金）までに申し出があった場合、公認心理師経過措置対応科目のうち、

⑤心理学実験と22心理演習が含まれる、分類Ⅰと分類Ⅲで開講されている放送授業に

振替が行われます。 

 

３ 各種ガイダンス・学習センター主催教育活動関係 

 (1) 卒業研究ガイダンス 

   中止になりました。 

 (2) セミナー及び学習相談 

第１学期は全て中止になりましたが、静岡学習センターのホー

ムページで公募して、オンラインによるセミナー（３講座）が行

われました。環境整備などの課題もありますが、今後の選択肢と

して新たな方向が模索され始めています。 

なお、セミナーについては、担当教員の判断の下、ホームペ

ージ等で公募して、学生以外の一般の方の参加も受け入れる

ことになりました。ただし、定員を超えて申し込みがあった場合は、

本学学生を優先することとします。 
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事務室からのお知らせ 

◇放送大学のホームページやＳＮＳをチェックしましょう！       

 この度の新型コロナウイルスへの対応では、先行きの見通しが難しいため、状況に応じ

てその都度個別の対応がとられてきました。そしてその連絡は、登録してある個人アドレ

スへのメール送信や Gmail、郵送などで行われましたが、全体に及ぶことはホームページ

により周知した場合が多かったようです。学生の皆さん、日ごろから放送大学（本部及び

静岡学習センター・浜松サテライトスペース）のホームページをこまめにチェックするよ

う心がけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL：https://www.ouj.ac.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL：https://www.sc.ouj.ac.jp/center/shizuoka/ 

 

 

放送大学のトップページです！ 

放送大学 静岡学習センター・ 

 浜松サテライトスペースのトップページです！ 

 

新型コロナウイルス感染

症対策に関するお知らせ

は、最上段にあります。 

 

システムＷＡＫＡＢＡ

やメール（Gmail）への

入り口はこちら 

 

セミナーや公開講座、学習センターの

受付時間などに関する情報は、このペ

ージから発信しています！ 

https://www.ouj.ac.jp/
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/shizuoka/


- 7 - 

 

《郵送で申し込む場合》 

事務室からのお知らせ 

 さらに・・・今年度から、静岡学習センターでは、ＳＮＳによ

る情報発信を始めました・・・ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 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）と手数 

      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してくだ 

      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。 

 

 

 

 

 

 

 次のア、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）、又は現金(必ず現金書留で)） 
 ウ 返信用封筒（「長形３号」の封筒に宛名を明記し、１通の場合 8４円 
   （2 通の場合 9４円）の切手を貼付してください） 

何も記入しないこと 

 放送大学では主に一人一人が放送

授業を視聴する学習形態です。講師と

学生が集う機会として面接授業（スク

ーリング）があり、コミュニケーショ

ンの場になります。しかし、もっと学

生同士の横のつながりを増やして、学

生生活をエンジョイしてほしいと思

っています。ＳＮＳを活用して、各々

の情報を積極的に発信しましょう！ 

 

 緊急事態宣言により会社や学校が長期間の休業を余儀なくされたため、在宅勤務や遠

隔授業への取組が一挙に加速されました。放送大学においても、対面授業や報告会、研

究指導等の一部が Web 会議で行われました。パソコンやタブレット等に、マイクと Web

カメラが付いていれば問題ありません（視聴だけなら、なくても可）。必要なソフト（ア

プリ）は無償で手軽に入手することができます。「新しい生活様式」／「新しい日常」と

して、積極的にWeb会議を活用 しましょう！ 静岡学習センターでも、セミナー参加者

や客員教授の皆さんとの打ち合わせなどをWeb会議で行っています。 

Ｗｅｂ会議はもう大丈夫ですか？ 
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事務室からのお知らせ 

◇ 次学期への準備を進めましょう！ ～科目登録と継続入学の手続き～  

 

全科履修生及び 2020 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』が送付されるので、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(土) ～ 30 日(日) 本部必着《郵送》 

     ※《システム WAKABA で申請》  ～３１日(月)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『継続入学関連書類』が送付されるので、引き

続き本学に入学を希望される方は、成績通知、卒業認定通知確認後に継続入学申請をし

てください。なお、入学学期当初の面接授業の登録を希望する場合は、必ずシステムＷ

ＡＫＡＢＡ「教務情報→継続入学申請」から申請してください。 

 《 第２学期入学生募集期間 》 

  【第１回】6 月 1０日(水)～８月 31 日(月) 【第２回】９月１日(火)～９月 15 日(火)  

◇ 卒業研究（学部生）にチャレンジしてみませんか？        

『卒業研究（卒業論文）』は、各コース（専攻）に所属している全科履修生が、各々の

研究テーマを決め、教員から直接指導を受け履修する科目（6 単位）です（必履修では

ありません）。2020 年 4 月時点で 2 年以上在学し、62 単位以上修得していること

が履修申請の条件で、履修する前年度に、次のスケジュールにより準備することが必要

です。希望者は、学習センターで「卒業研究履修の手引」を受け取り、よく読んでくだ

さい。申請前に所長との面談が必要です。学習センターに電話等で予約してください。 

その他、ご不明な点は学習センターまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

                 ～７月        8/14～20       11 月初旬       ～１月中旬      ４月 

◇ オンライン大学説明会を開催します！             

 

 

 

 

        ※会場での説明会を Zoom のビデオ・ウェブ機能を用いて配信します。 

ＵＲＬ（ミーティングＩＤ、パスワード）及び当日のスケジュール等は静岡学

習センターのホームページ及び Twitter で開催 1 週間前からお知らせします。 

今学期末で学籍がなくなる学生（学部・大学院） 

次学期も学籍がある学生（学部・大学院） 

8 月１日（土）＜静岡ＳＳ＞、２日（日）＜浜松ＳＣ＞ 

  ８日（土）＜静岡市教室＞ 各日 午前 10 時から 11 時 30 分まで 

 大学説明会開催のお知らせ（2020 年度第２学期入学生等対象） 

所長との 
面談 

 
研究テーマ 

・計画等決定 

《卒業研究履修までの流れ》 

申請書 
提出 

履修の可否 
の仮決定 

履修の可否
の決定 

履
修
開
始 



区分コード
クラス

コード

ナンバ
リング 科目名 日程 定員 教室 担当講師・所属

専門科目：心理と教育 10/17 (土) 小池　はるか

2553767 10/18 (日) 東海大学短期大学部准教授

専門科目：社会と産業 10/24 (土) 笹原　恵　　 浜松SS客員教授

2561506 10/25 (日) 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：心理と教育 園田　明人   静岡SC客員教授

2554410 10/31 (土) 静岡県立大学国際関係学部教授

専門科目：情　　　報 11/ １ (日) 酒井　三四郎 浜松SS客員教授

2561530 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：情　　　報 西尾　典洋

2561549 11/ ７ (土) 目白大学メディア学部准教授

専門科目：自然と環境 11/ ８ (日) 向井　啓雄　　

2561565 静岡大学学術院農学領域准教授

専門科目：心理と教育 田辺  肇

2553740 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 加藤　和弘

2560534 放送大学教授

専門科目：情　　　報 12/ ５ (土) 湯瀬　裕昭

2561557 12/ ６ (日) 静岡県立大学経営情報学部教授

専門科目：心理と教育 12/12 (土) 畠垣  智恵

2561484 12/13 (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 12/19 (土) 青柳　裕

2561573 12/20 (日) 金城学院大学薬学部教授

専門科目：社会と産業  １/ ９ (土) 髙口　鉄平

2561514  １/10 (日) 静岡大学学術院情報学領域准教授

基盤科目：外　国　語 10/17 (土) 服部　義弘

2561450 10/18 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：生活と福祉 10/24 (土) 衛藤　英男

2561468 10/25 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：心理と教育 12/ ５ (土) 久保田　貴之

2553732 12/ ６ (日) 静岡産業大学経営学部専任講師

専門科目：心理と教育  １/ ９ (土) 柴田　俊一　 浜松SS客員教授

2561492  １/10 (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 10/17 (土) 碓氷　泰市

2561590 10/18 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：情　　　報 10/24 (土) 渡邉　志

2561638 10/25 (日) 国際医療福祉大学小田原保健医療学部准教授

専門科目：自然と環境 10/31 (土) 加藤　憲二　 静岡SC客員教授

2561646 11/ １ (日) 静岡大学名誉教授

基盤科目 11/ ７ (土) 門奈　哲也

2556316 11/ ８ (日) サッポロビール（株）

専門科目：人間と文化 11/21 (土) 藤井　史朗　 静岡SC所長

2561620 11/22 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：自然と環境 12/ ５ (土) 渡辺　修治　 静岡SC客員教授

2561654 12/ ６ (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：社会と産業 12/12 (土) 森野　聡子   静岡SC客員教授

2561611 12/13 (日) 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：心理と教育 12/19 (土) 橋本　剛　　 静岡SC客員教授

2561603 12/20 (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 10/31 (土) 新井　映子　 静岡SC客員教授

2561476 11/ １ (日) 静岡県立大学食品栄養科学部教授

専門科目：社会と産業 11/28 (土) 西原　純　　 浜松SS客員教授

2561522 11/29 (日) 静岡大学名誉教授

専門科目：自然と環境  １/ ９ (土) 周藤　美希

2561581  １/10 (日) 静岡大学学術院農学領域技術職員

掛
川

Ｋ 320
中心地理論と都市の栄枯
盛衰

40

静
農

Ｋ 320 静岡県の特産果樹を知る 20

Ｑ 320 対人関係と適応の心理学 40

磐
田

Ｋ 320 現代食生活論 40

浜
松
サ
テ
ラ
イ
ト

Ｑ 320 生命と環境の科学 40

Ｑ 320 計算しながら学ぶ統計学 40

Ｑ 320

Ｑ 320 生物と有機化学 40

Ｑ 320
ウェールズから見た「英国
史」

40

生命（いのち）の成り立ち 40

Ｑ 110 改訂・問題解決の進め方 40

Ｑ 320 社会学的人間論２ 40

静
岡
市
教
室

Ｋ 120
英語発音特訓―日本語訛
りの克服

34

Ｋ 320 健康長寿と食品 34

Ｋ 320 心理学実験１ 25

Ｋ 320
児童虐待予防-親教育の視
点-

34

Ｋ 320 薬学への誘い 60
視聴
覚

Ｋ 320
ＩＣＴを経済の視点から捉え
る

60
視聴
覚

Ｋ 320
ネットワーク社会と情報シ
ステム

60
視聴
覚

Ｋ 320 発達臨床心理学 60
視聴
覚

映像表現入門 25
会議
室

Ｋ 320 果樹園芸学 60
視聴
覚

Ｋ 320 心理検査法基礎実習
11/28 (土)
11/29 (日)

25
会議
室

Ｋ 320
里地里山はなぜ生物が多
様なのか

48
長陵
館

◇2020年度 第２学期 面接授業◇　  ＊変更になる場合があります

静
岡
学
習
セ
ン
タ
ー
（

三
島
市
）

Ｋ 320 心理学実験３ 25
会議
室

Ｋ 320 セクシュアリティの社会学 36
会議
室

Ｋ 320 心理学実験２ 25
会議
室

Ｋ 320
ソフトウェアの品質とその管
理

60
視聴
覚

Ｋ 320

－9－
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【静岡ＳＣ】 

 本年度も、日本と世界の文化と芸術の変遷を学習し、会員相互の親睦を図り、より豊かな生

涯学習の実現を目的として、構成員 48 名で学生団体「学燈会」の活動が始まりました。しか

し、４月11日（土）に予定していた合同会合が延期され、学生の静岡学習センターへの立入も

禁止されたため、現在までのところ、各サークルとも活動することがほとんどできていません。

新型コロンウイルス感染症の収束状況を見ながら、今後、活動を再開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                （静岡SC 森田 孝行） 

【浜松ＳＳ】 

 

 約1年半前に産声を上げた「防災クラブ・やらまいか」が想定していたのは、主に地震・津波

さらには風水害などの自然災害への備えであり、言わば災害地域が限定した位置づけだったか

も知れません。しかし、新型コロナウイルス感染拡大による自粛要請は想定外で、まさに未経

験の「非常時」に直面してしまいました。各種の防災講演会は取りやめになり、活動拠点の浜

松市防災学習センターも閉鎖され、舞阪への津波現地学習も３密を避けるため延期せざるを得

なくなり、さらに医療現場で働くメンバーからのアドバイスも緊急事態のため滞り、会の活動

は八方塞がりになってしまいました。 

 日光東照宮の彫り物の中に、石で水瓶(かめ)を割る子供の姿が描かれています。この人は有

名な中国北宋の学者・司馬光です。命の大切さを教えてくれた偉人とし

て日本人は古くから敬ってきました。折しも、溺れた子供のようにもが

きながら、日頃からweb環境を構築して共に協力しあっている、浜松同窓

会の皆さん、昨年立ち上がったFacebookの皆さんと模索していたとこ

ろ、”もっとこの環境を生かせるのではないか”との結論に至りました。

手法としてまず、ZoomによるWeb会議の立ち上げに取り組み、短期間で

多くの学生の皆さんによるネットワーク化が進み、今まで交流が無かっ

た方々とのコミュニケーションの輪が広がりました。引き続き藤井所長 

  

 

  ・ドイツ語学習を通じてドイツの文化や社会を学ぶ。 

  ・写経などを通して新しい自分を探す。 

  ・美しい日本語を腹式呼吸で声を出し、脳の活性化を図る。 

  ・やさしい初級英語から中級英語までを目指す。 

  ・川柳を一緒に詠み楽しむ。 

  ・タロット占いで自分の内面を楽しく読み解く。 

  ・単語音楽や踊りを楽しむ。 

  ・人生を楽しく過ごす術を身につけ、エンジョイライフ 

  ・南から来た火山の贈り物“伊豆半島ジオパーク”を見て歩こう。 
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のアドバイスを受けながら知恵を出し合って、”いつでも水瓶を割れる準備を! ”と、立ち上げ

に奮闘した元コンピューターエンジニアの「やらまいか」伊尾喜代表の言葉に励まされていま

す。(非常事態宣言の中で) 

                 会のHP http://hamasate.web.fc2.com/index.html 

                 学燈会「防災クラブ・やらまいか」会員  小笠原 敏弘 

 

 

 

 

■ 静岡同窓会 活動報告                < 会員 124 名 ５月現在 > 

＊2020年の同窓会総会は、6月13日に変更して実施しました。 

 行事については、今のところ、決定し次第、センターに掲示・広告します。 

 同窓会員には、別に連絡します。 

＊全国の連合会の総会は、書面、メールにより６月20日に実施しました。 

 意見交換会と30周年記念事業は、秋以降に延期。 

 地区交流会は、連合会の意見交換会等の開催見込みが立つまで見合わせるとのこと。 

 

※同窓会卒業バッジの販売について 

 

 

 

                               （静岡ＳＣ 坂倉 幾夫） 

 

■ 浜松同窓会 活動報告                    < 会員 9２名 ５月現在 > 

 2020年３月以降の行事の予定は、新型コロナウイルスによって概ねキャ

ンセルとなってしまいました。本来であれば、５月には同窓会総会が開催

され、昨年度の事業報告、新年度の事業計画の承認などが行われるという

段取りでしたが、今年は少し勝手が違いました。浜松同窓会にメールアド

レスを登録している会員にはメールで、アドレスが登録されていない会員

には郵送にて、議案を提示し、異議がある場合には電話で会長宛に連絡を

取る様に手配いたしました。これら、同窓会の議案に対する、賛否の結果

を５月20日に集計し、５月30日にその報告会をZoomにて開催致しました。

尚、藤井センター長の講演（『全国の学習センターを巡って』）も同日に行

われました。講演の終了後、少し時間をおき、場所を変えて、第２回“OUJ

浜松 Zoom で飲むかい？”を開催し、報告会の午後１時より７時過ぎまでの長丁場ではありま

したが、楽しい時間を過ごすことができました。現在、地球上に生存している人類の極僅かを

除く大多数にとって初めての経験であるパンデミックに対し、なす術もなく

縮こまり、得体のしれない不安を抱いている方もいらっしゃると思われます。

けれども、中世のペスト、100年程前のスペイン風邪、人類はそれらを克服し

てきました。我々にも必ず明るい未来が来ます。２、３年の後に「そういえ

ば、そんなこともあった」といえる日まで、何とかすごしていきましょう。 

                               （浜松ＳＣ 越川 一美） 

静岡・浜松同窓会からのお知らせ    

   同窓会連合会では、オリジナルバッジを販売しております。どちらも１個500円です。 

 マナビーくんと、通常のバッジです。購入希望者は、学習センターまで連絡してください。 

http://hamasate.web.fc2.com/index.html


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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学位/入学
【浜・静】

27

26

休館日
【三･磐･浜】

休館日
【三･磐･浜】

休館日
【静】

休館日
【掛】

20 21 22 23 24 25

19

28

休館日
【静】

休館日
【磐】

13 14 15 16 17 18

29 30
　*８月３日～９月24日
　　17:00閉館【磐】

12

休館日
【磐】

6 7 8 9 10 11

休館日
【磐】

1 2 3 4 5

９月　行事・予定日 月 火 水 木 金 土

29

免許更新
認定試験

休館日
【静】

休館日
【磐】

23 24 25 26 27 28

22　＊

休館日
【三・浜】

立入禁止
【三】

立入禁止
【三】

立入禁止
【三】

立入禁止
【三】

立入禁止
【三】

免許更新
認定試験

16 17 18 19 20　＊ 21

15

休館日
【磐】

休館日
【静・磐】

休館日
【磐】

休館日
【磐】

休館日
【磐】

休館日
【三･磐･浜】

9 10 11 12 13 14

29

日 月 火

休館日
【静】

Schedule

日 月 火 水 木 金 土
4

７月　行事・予定
1 2 3

　　放送教材貸出停止【掛・磐】
　　　７月10日～23日

13 14 15 16 17 18

面接授業
【静・浜】

5 6 7 8 9 10 11

8

休館日
【磐】

1

25

８月　行事・予定

面接授業
【静・浜】

休館日
【磐】

休館日
【静】

12

休館日
【静】

休館日
【三･磐･浜】

休館日
【磐】

休館日
【浜】

30 31

休館日
【掛】

19 20 21 22 23 24

26 27 28

30 31 　継続入学申請期間　第１回　６月10日～８月末
　　　　　　　　　　第２回　９月１日～９月中旬
　*８月３日～９月24日　17:00閉館【磐】

水 木 金 土

　　《大学説明会》　午前10時から11時30分まで
　　　　　８月１日（土）【三】、２日（日）【浜】、８日（土）【静】

2 3 4 5 6 7

１～15 第2回学生募集期間

19 公開講演会【掛川】

＊ 20、22 休館日【磐田】

《単位認定試験》 7/中旬以降

※ 本部から郵送される通知

で確認！

学位記授与式・入学者の集い

9/27(日) 13時～ 【浜松ＳＣ】

10/４(日) 13時～ 【静岡ＳＳ】

８/12 司書 通信指導答案提出期限

８/14～20 卒業研究履修申請期間

入学説明会

9/27 (日) 10時～ 【静岡市教室】

《２学期科目登録 申請期間》

8/15～30(必着) 《郵送》

8/15～31 24時 《Web》

７/15～９/30 夏期学習期間

2020年度２学期 学生募集期間

第１回 6/10～8/31

第２回 9/1～９/15

オンライン

※ 教員免許更新認定試験も

自宅受験です！


