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 秋も深まり、日ごとに寒さが増してきましたが、皆様お

元気でしょうか。私も人生の秋に突入してしばらく経ち、

新しいことがなかなか覚えられない変わりに、昔のことを

よく思い出すようになりました。先日も面接授業で使用す

るスライドを見直しているときに、ふと亡き祖母が「ご飯

は30回噛んでから食べなさい」とか、驚くことに「牛乳は

噛んで飲みなさい」と言っていたことを思い出しました。

それほど昔の人は、噛むことを大事に考えていたと推察し

ます。このような話を、皆様も耳にしたことがあるでしょ

うか。 

 その後長い年月が経ち、私も研究上のご縁で多くの歯学

領域の研究者の方々とご一緒に仕事をする機会に恵まれ、

その中で噛むことがいかに大切な行為であるかを学ばせて

頂きました。私の祖母の話には科学的根拠が不明でしたが、

現在は咀嚼の効用が多くのエビデンスから明らかにされて

います。そこで、本巻頭言では、『ひみこのはがいいぜ』と

いう標語に従って、噛むことの重要性について再認識した

いと思います。 

 近年、食べ物を丸呑みしたり、早食いしたりする子ども

さんが多いとの調査結果や報道を見聞きします。食習慣が

確立し始める学童期にこのような食べ方を続けていると、

口腔機能の発達不全，窒息の可能性，食べ過ぎによる肥満

や急激な血糖上昇など，いろいろな問題が生じます。一方，

よく噛んでゆっくり食べる習慣を身につければ、多くのメ

リットが期待できます。そこで、『ひみこのはがいいぜ』が

重要となります。 

 まず『ひ』ですが、咀嚼回数を増やすと食事の満腹感が

増すため、過食を防いで肥満を防止できます。『み』は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噛むことで食べ物の味成分が唾液に溶け出し、味（おいし

さ）を十分に感じることができます。『こ』は、よく噛むこ

とで顎が発達して歯が正しくはえそろい、かみ合わせが良

くなって発音（言葉）が明瞭になります。『の』は、よく咀

嚼することで体内の血流量が増加し、脳への血流も増えて

脳の活性化が期待できます。また、噛むことによって唾液

の分泌量も増加します。そのため、よく噛めば唾液によっ

て食後の歯の汚れを洗い流し、う歯や歯周炎など『は』の

疾患を予防することが可能です。また、唾液には食べ物に

含まれる変異原性物質の作用を減弱し、発『が』んの可能

性を低下させる可能性も報告されています。さらに、よく

噛めば食べ物は細かく砕かれて消化液とよく混合されるた

め、消化・吸収が促進され、胃腸への負担も軽くなります。

最後の『ぜ』ですが、噛むことによって全身状態が向上し、

肉体的にも精神的にも全力で物事に取り組む意欲が高まる

と思われます。 

 このように、噛むことには多くのメリットがあります（一

部精神論的な部分もありますが）。また、噛むことはお子さ

んにだけ身につけてもらいたい食習慣ではなく、中高年の

方には肥満に由来する生活習慣病の予防に、高齢期の方に

は脳の活性化に役立てて頂けたらと思います。かくいう私

も、長年の悪しき習慣で食べるのはかなり早いほうですが、

口に入れる一口量をなるたけ少なくし、1 杯のごはんもで

きるだけ多く噛むように心がけています。この食べ方に慣

れると、だんだんと食べる量が減って過食にならないと考

えます。しかし、世の中にはおいしい食べ物がたくさんあ

るため、人生の秋ならず食欲の秋と戦うこともなかなか大

変と実感する今日この頃です。 
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 機関誌「燈」（ともしび） 第113号 

よく噛むことはなぜ大切なのでしょうか？
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     2020年度第1学期学位記授与式と第2学期入学者の集い

    を９月27日（日）に浜松市地域情報センターで、10月4日

    （日）に静岡学習センターで開催しました。今年度は、新型

    コロナウイルス感染症拡大防止のため、卒業生以外の参加

   者については、最少限に止めさせていただきました。そこで、

静岡学習センターでの式典の様子を、Zoom＋YouTubeによりライ

ブ配信することにしたところ、23名の方が視聴を申し込まれ、当日の同時視聴者数は、学位記

授与式で約5名、入学者の集いでは約12名になりました。一方、静岡市教室においては、９月

27日（日）に入学者説明会を開催しました。 

 学位記授与式は、浜松市地域情報センターで９名、

静岡学習センターで15名が出席し、教育委員会や同窓

会からの御来賓の皆さまが参列する中、大変厳かな雰

囲気で開催することができました。今年は、３密回避

のため、恒例の呈茶席を省略するなど、やや簡素化し

ましたが、学長からのお祝い

メッセージビデオの後、藤井

所長から一人一人に学位記が

手渡され、卒業生はそれぞれ

の今後の目標に向けて気持ちを新たにしていました。 

 

 

 

 今学期は静岡学習センターで258名、浜松サテライトスペースで241名の新入生を迎えるこ

とができました。入学者の集い（説明会）への出席者は、静岡学習センターで32名、浜松サテ

ライトスペースで31名、静岡市教室で25名でした。終了後は、学燈会や同窓会の方々が、学

燈会の活動やこれからの学習の“コツ”などについて、自らの体験談を交えて分かりやすく説

明されていました。新入生の皆さん、目標達成目指して頑張りましょう！ 

 2020年度第2学期の入学者は、前年度同期に比べ16人（学部5人、院11人）減少しました

が、在籍者数は15人増加して2,018人となり、2学期ぶりに2,000人を超えました。過去5年

間減少傾向だった学生数が増加に転じています。これは、全科履修生が緩やかな増加傾向にあ

ることに加えて、科目履修生が大幅に増加したためと思われます。入学者数の伸びが振るわな

かったのは、継続・再入学者（リピーター）の減少が新規入学者数を上回ったためと思われま

す。コロナ禍の中、放送授業を基調とした放送大学への関心が全国的に高まっています。静岡

県の学生の皆さまも、引き続き放送大学の有効活用に努めていただける

と幸いです。また、市町別の学生数では、静岡市での増加傾向が続いて

おり、今学期は345人で、浜松市の427人に次いで2番目に多くなって

います。増加率でみると、駿東郡清水町が最も大きく、前学期に比べ2

倍の38人になりました。他県の在籍者については、神奈川県が43人、

愛知県が117人で、例年とほぼ同程度の人数になっています。 

 次頁に今学期の在籍状況を、円グラフで示したので御覧ください。 

学位記授与式・入学者の集い 
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                ～ 科目の種類別登録者数 ～ 

 

 今学期の科目登録データから、登録者数が多い科目を種類別・コース別に紹介します。心理

と教育コースの上位科目の登録者数が多いのは、特別支援学校教諭の免許状取得を目指してい

る学生（教員）が多いためと思われます。また、認定心理士や公認心理師、看護に関する資格

取得に関係する科目も登録者数が多くなっています。基盤科目や面接授業の登録者数も含め、

次学期以降の科目選択の参考にしてみるのもよいかもしれません。 

 

No. 生活と福祉コース 心理と教育コース 社会と産業コース 

1 感染症と生体防御’18 93 特別支援教育基礎論’20 130 社会学入門’16 47 

2 人体の構造と機能’18 88 特別支援教育総論’19 128 金融と社会’20 20 

3 精神疾患とその治療’20 77 知的障害教育総論’20 126 家族と高齢社会の法’17 19 

4 疾病の成立と回復促進’17 74 肢体不自由児の教育’20 112 災害社会学’20 19 

5 公衆衛生’19 72 臨床心理学概論’20 104 社会調査の基礎’19 18 

6 疾病の回復を促進する薬’17 71 心理学概論’18 89 社会統計学入門’18 16 

7 食と健康’18 71 社会・集団・家族心理学’20 88 フードシステムと日本農業’18 15 

8 今日のメンタルヘルス’18 64 心理的アセスメント’20 77 リスク社会の家族変動’20 14 

9 社会福祉への招待’16 61 教育・学校心理学’20 71 教育社会学概論’19 14 

10 在宅看護論’17 48 産業・組織心理学’20 71 中東の政治’20 14 

 

No. 人間と文化コース 情報コース 自然と環境コース 

1 コミュニケーション学入門’19 46 計算の科学と手引き’19 18 はじめての気象学’15 24 

2 日本語学入門’20 38 データの分析と知識発見’20 16 ダイナミックな地球’16 21 

3 音を追究する’16 30 教育のためのＩＣＴ活用’17 15 物質・材料工学と社会’17 19 

4 「人新世」時代の文化人類学’20 24 情報ネットワーク’18 15 生物の進化と多様化の科学’17 18 

5 博物館概論’19 24 コンピュータの動作と管理’17 13 初歩からの宇宙の科学’17 17 

6 文学・芸術・武道にみる日本文化’19 24 メディア論’18 13 初歩からの物理’16 16 

7 『古事記』と『万葉集』’15 23 日常生活のデジタルメディア’18 12 統計学’19 16 

8 日本文学の名作を読む’17 23 情報技術が拓く人間理解’20 11 入門微分積分’16 16 

9 博物館で学ぶ文化人類学の基礎’20 23 Ｗｅｂのしくみと応用’19 10 初歩からの生物学’18 15 

10 日本の近現代’15 22 コンピュータとソフトウェア’18 10 植物の科学’15 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 基盤科目 

1 英語事始め’17 110 

2 日本語リテラシー’16 77 

3 問題解決の進め方’19 71 

4 初歩からの数学’18 62 

5 運動と健康’18 39 

6 身近な統計’18 38 

7 耳から学ぶ英語’18 36 

8 遠隔学習のためのパソコン活用’17 35 

9 国際理解のために’19 32 

10 自然科学はじめの一歩’15 29 

No. 面接授業 

1 薬学への誘い 42 

2 発達臨床心理学 32 

3 心理検査法基礎実習 30 

4 里地里山はなぜ生物が多様なのか 28 

5 心理学実験２ 27 

6 心理学実験３ 26 

7 果樹園芸学 21 

8 セクシュアリティの社会学 20 

9 ネットワーク社会と情報システム 20 

10 児童虐待予防－親教育の視点－ 20 

No. 全コース開設（総合）科目 

1 世界の中の日本’15 15 

2 暮らしに役立つバイオサイエンス’15 13 

3 環境と社会’15 ６ 

No. 看護師資格取得に資する科目 

1 老年看護学’19 51 

2 成人看護学’18 50 

3 精神看護学’19 18 

4 小児看護学’16 15 

5 母性看護学’20 15 

科目の履修状況 静岡学習センター・浜松サテライトスペース 

※
面
接
授
業
は
県
外
で
の
開
講

科
目
も
含
み
ま
す
。 
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2020年度第５回から第７回の公開講演会を、オンライン併用で次のとおり開催します。 

静岡学習センターのホームページでも御案内しています。 

多数の皆さんの御来場、御視聴をお待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年度公開講演会（後半）の御案内 

第５回 「新型コロナ危機と人間の尊厳～トリアージをめぐって～」  
〇講 師 松田 純 氏（静岡大学人文社会科学部名誉教授）  

 〇日 時 2021 年２月６日（土） 

       午後 1時 30 分から 3時 30分まで 

 〇会 場 県立三島長陵高校２階 視聴覚室 

      （三島市文教町１-３-93） 

 〇定 員 60名 要申込み（先着順） ※参加無料  

〇申込み先 

 ＜来場される方＞  

  静岡学習センター ℡ 055-989-1253 

 ＜オンラインで視聴される方＞ 

  QR コード又は静岡学習センターの HPから 

 

第６回 「～富士山学Ⅱ～ 『富士山は巨大な水瓶』」 
〇講 師 加藤 憲二 氏（静岡大学名誉教授・特任教授） 

 〇日 時 2021 年２月 13日（土） 

       午後 1時 30 分から 3時 30分まで 

 〇会 場 静岡市地域福祉共生センターみなくる 地域交流ホール 

      （静岡市立南部図書館２階、静岡市駿河区南八幡町３-１） 

 〇定 員 80名 要申込み（先着順） ※参加無料  

〇申込み先 

 ＜来場される方＞  

  静岡学習センター ℡ 055-989-1253 

 ＜オンラインで視聴される方＞ 

   QR コード又は静岡学習センターの HPから 

 

第７回 「芸術は世界の力である」  
〇講 師 青山 昌文 氏（放送大学教授）  

 〇日 時 2021 年２月 20日（土） 

       午後 1時 30 分から 3時 30分まで 

 〇会 場 浜松市地域情報センター １階ホール 

      （浜松市中区中央１丁目 12番７号） 

 〇定 員 70名 要申込み（先着順） ※参加無料 

〇申込み先 

  浜松サテライトスペース 053-453-3303 

 

※ 浜松会場は来場のみになります。 
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第２学期 単位認定試験について 
 

 

 

 8 月12 日及び11 月11 日付けで放送大学のホームページに掲載されましたが、第2 学

期単位認定試験については、新型コロナウイルス感染症をめぐる国内状況に鑑み、通常の指

定会場での試験に替えて、自宅受験で実施することになりました。試験日程は次のとおりで

す。単位修得を目指して、毎年約5 万人の学生が受験するビッグイベントです。手続きを失

念することなく、身に付けた学力を存分に発揮しましょう！ 

 

１ 試験期間 

2021 年1 月13 日（水）～1 月21 日（木）（消印有効） 

※ 事前に周知されていた日程とは異なります。授業科目案内やシステム WAKABA の時間割等は、変更

前の日程で記載されていますので、注意してください。 

２ 実施方法 

  2020 年度第1 学期に準じた方法（自宅で答案を作成し、郵便で提出する方法）にて実施されます。 

 (1) 出題方法 

   次のいずれかの方法により試験問題を入手してください。 

  ① 単位認定試験期間中に、放送大学のホームページから試験問題公開ページに入り閲覧する。 

ただし、試験問題公開ページのアクセスには、「ユーザー名（ID）」と「パスワード」（12 月下旬から1

月上旬に通知される予定）は必要です。また、期間中は何度でも閲覧が可能です。 

② Web 上で試験問題を閲覧する環境がない方、またWeb 環境はあるがプリントアウトができない方につ

いては、主要コンビニエンスストア設置のコピー機端末で提供されているプリントサービスを利用する。 

※ セブンイレブンは「ネットプリント」、ファミリーマート・ローソン・ポプラは「ネットワークプリン

ト」という名称です。コンビニエンスストアでの利用方法や必要な予約番号等については、解答用紙郵

送時に同封されるとともに、システムＷＡＫＡＢＡ上にも公開されます。 

 (2) 答案の提出方法 

12 月下旬に送付された「解答用紙（択一式マークシート、記述式解答用紙）」に解答し、

同じく送付された「答案提出用封筒」に入れて、試験実施期間内に大学私書箱宛に郵送する。

消印有効ですが、ポスト投函を利用する場合は、集荷時刻及び消印日付に十分に注意してく

ださい。 

(3) スケジュール 

   〇12 月下旬 解答用紙・答案提出用封筒・受験票・受験方法詳細の案内を大学から発送 

※ １月５日（火）になっても未着の場合は、大学本部総合受付（043－276－5111）へお問い合

わせください。 

〇１月13 日（水）～1 月21 日（木） 単位認定試験実施期間（試験問題のホームページへの掲載、答

案の受付） 

※ 試験期間中の学習センターのパソコンでの閲覧・試験問題の印刷並びに受験は原則認められません。 

   〇2月22 日（月）～ 成績通知発送【 A ・A・B・C は合格、D・Eは不合格 となります】  

※ 今後の情報については、郵送やホームページ等により周知されると思いますので、日ごろの郵便

物のチェックやホームページの閲覧に心掛けましょう。 

 

≪単位認定試験が不合格又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、継続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。 

今回も自宅受験です！ 



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 小池　はるか

2567091 東海大学短期大学部准教授

専門科目：心理と教育 園田　明人　　　静岡ＳＣ客員教授

2566907 ５/ 8 (土) 静岡県立大学国際関係学部教授

専門科目：自然と環境 ５/ 9 (日) 加藤　憲二　　　静岡ＳＣ客員教授

2573989 静岡大学名誉教授

基盤科目 西尾　典洋

2566680 ５/15 (土) 目白大学メディア学部准教授

専門科目：社会と産業 ５/16 (日) 森野　聡子　　　静岡ＳＣ客員教授

2573938 静岡大学学術院情報学領域教授

導入科目：心理と教育 進藤　聡彦

2567512 放送大学教授

専門科目：心理と教育 田辺  肇

2566869 ６/ 5 (土) 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 ６/ 6 (日) 渡辺　修治　　　静岡ＳＣ客員教授

2574004 静岡大学名誉教授

専門科目：情　　　報 酒井  三四郎　　浜松ＳＳ客員教授

2573970 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：心理と教育 橋本　剛　　　　　静岡SC客員教授

2573920 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 西原　純　　　　　浜松ＳＳ客員教授

2573962 静岡大学名誉教授

専門科目：人間と文化 鈴木　実佳　　

2573946 静岡大学人文社会科学部教授

専門科目：人間と文化 浜渦　辰二　　　　静岡ＳＣ客員教授

2573954 上智大学グリーフケア研究所特任教授

専門科目：自然と環境 中村  寛志

2574020 信州大学名誉教授

基盤科目：外　国　語 矢野　淳　　　　　静岡SC客員教授

2573903 静岡大学学術院教育学領域教授

基盤科目：外　国　語 鈴木　元子

2574039 静岡文化芸術大学文化政策学部教授

専門科目：生活と福祉 衛藤　英男

2574047 静岡大学名誉教授

専門科目：心理と教育 柴田　俊一　　　　浜松SS客員教授

2574055 常葉大学健康プロデュース学部教授

専門科目：人間と文化 森本　隆子

2574080 静岡大学学術院人文社会科学領域准教授

専門科目：社会と産業 荒川　章二

2574063 静岡大学・国立歴史民俗博物館名誉教授

専門科目：人間と文化 高松　良幸

2574098 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：心理と教育 久保田　貴之

2566850 静岡産業大学経営学部講師

専門科目：社会と産業 笹原　恵　　　　　浜松ＳＳ客員教授

2574071 静岡大学学術院情報学領域教授

専門科目：自然と環境 森　誠        

2573997 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

2573911 静岡県立大学食品栄養科学部教授

専門科目：自然と環境 浅井　辰夫

2574012 静岡大学学術院農学領域特任教授

静
岡
市

Ｋ 320 英語で楽しむシェイクスピア映画
４/17 (土)
４/18 (日)

20

Ｋ 320 ケアの臨床哲学
５/ 8 (土)
５/ 9 (日)

20

Ｋ 320 環境昆虫学
６/26 (土)
６/27 (日)

20

Ｋ 120 楽しく学ぶ英語

６/19 (土)
６/20 (日)

25 会議室

Ｋ 320 社会的認知と社会的影響
６/26 (土)
６/27 (日)

60 視聴覚

60 視聴覚

Ｋ 110 新・初歩からのパソコン 20 会議室

Ｋ

Ｋ

Ｋ 220 発達と教育の心理学
５/29 (土)
５/30 (日)

60 視聴覚

Ｋ 320 心理検査法基礎実習 25 会議室

視聴覚

Ｋ 320 プログラミングで学ぶ論理的思考

◇2021年度 第１学期 面接授業◇　  ＊変更になる場合があります

Ｋ 320 生物と有機化学 60

320 イングランド庭園史の社会背景 60 視聴覚

静
岡
学
習
セ
ン
タ
ー
（

三
島
市
）

Ｋ 320 心理学実験３
４/17 (土)
４/18 (日)

25 会議室

Ｋ 320 心理学実験２ 25 会議室

Ｋ 320 生命（いのち）の成り立ち

20

視聴覚

Ｑ 320 健康長寿と食品
４/24 (土)
４/25 (日)

20

７/ 3 (土)
７/ 4 (日)

320 地図と地理学
７/ 3 (土)
７/ 4 (日)

60

20

- 7 -

掛
川

Ｋ 320 日本の食事文化

Ｑ 320 「からえ」と「やまとえ」
６/12 (土)
６/13 (日)

20

Ｑ 320 心理学実験１
６/19 (土)
６/20 (日)

20

７/ 3 (土)
７/ 4 (日)

静
農

Ｋ 320 茶を極める-茶の栽培製造実習- 25

浜
松
サ
テ
ラ
イ
ト

６/ ５ (土)
６/ ６ (日)

５/15 (土)
５/16 (日)

磐
田

Ｋ 320 はじめての生化学

Ｑ 320 児童虐待予防親教育の視点
５/22 (土)
５/23 (日)

Ｑ 120 ＣＬＩＬ英語で学ぶ世界遺産
４/17 (土)
４/18 (日)

ジェンダーの近代日本文学
５/29 (土)
５/30 (日)

Ｑ 320 帝都の軍隊

６/12 (土)
６/13 (日)

Ｑ 320

40

Ｑ 320 セクシュアリティの社会学

20

５/22 (土)
５/23 (日)

40

20

20

20
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事務室からのお知らせ  

◇ 公開講演会の開催状況                     

 今年度の第 1 回から第 4 回までの公開講演会を、掛川、三島、静

岡、浜松で開催しました。3 密回避のため、いずれの会場も定員を

通常の半数以下にしたため、参加の希望に添えなかった公開講演会

もありましたが、全てオンラインを併用し、開催後も一定期間映像

を公開することで対応させていただきました。多数御参加・御視聴

いただき、ありがとうございました。2 月の公開講演会にも是非参

加してください。 

 

◇ 第 2 学期セミナーの開催状況                  

 今年度のセミナーは、第 1 学期の途中か

ら、オンラインを併用して開催しています。

当初は、Zoom での参加に戸惑いを感じた

方も多かったようですが、今学期（11 月ま

で）は、対面で 25 名、オンラインで 55 名

の方が参加しています。少人数による講義

のため、大変和やかな雰囲気で、皆さんとて

も楽しく学んでいます。 

 

                                  （静岡 SC 八束いく子） 

 100 年ゼミシーズン 2 は、加藤憲二 放送大学客員教授／静岡大学名誉教授・特任教授が主宰するセ

ミナーで「20 年後の未来を自由に考える」をテーマに、コロナ禍の中、各自が自宅からパソコンでア

クセスするという異例の形でスタートしました。私達はまず、「この世界が消えた後の社会文明の作り

方」（ルイス・ダートネル著、河出文庫）を読み、現在の科学文明の成り立ちを考え、SDGｓから未来

社会の在り様を探り、将来 AI が私達人類に与えるであろう影響について議論しました。次に未来を想像

するにあたり、戦中から現在まで実際に私達がどのような時代を生きてきたのかを記憶を遡り観察し、

社会がいつ頃どのように変わっていったのかを考えました。これら成果の一部は記録に残し静岡学習セ

ンターの HP（セミナーの案内の末尾）に掲載させていただきました。 

 第２期になり「未来へのメッセージ 3 未来の見据え方」をテーマに百年ゼミシーズン 3 が始まって

います。私達は再び AI と関わる人類の未来について、サイバネティックスの生みの親、ノーバート・ウ

ィーナーの『人間機械論』（みすず書房）を水先案内に、知識と想像を駆使しながら議論を深めています。

議論といっても難しいものではなく、ゼミメンバーそれぞれの経験や生活からの身近な話題をもとに自

由に意見が交わされ、時として思いもよらない視点が繰り出され発展していきます。「未来へのメッセー

ジ」という正解がありそうで無い深淵な問いに対して「百年ゼミ」はどこに着地するのか、今後もゼミ

のメンバー共に探求を続けていきたいと思います。 

 

◇ 冬期大学説明会について                    

 2021年冬期大学説明会を次のとおり開催

します。身近に、放送大学に関心をお持ちの

方がいましたら、是非、お知らせください。

詳しくは、静岡学習センターのホームページ

で御案内しています。 

 

開催日 時間 会場 

1 月 30 日(土) 10:00～11:30 静岡市教室 

１月 31 日(日) 10:00～11:30 浜松ＳＳ 

２月６日(土) 11:00～12:30 静岡ＳＣ 

「日本文化を英語で読もう！」（矢野 淳 先生） 

第 1 回公開講演会「掛川市の生涯学習、 

まちづくり、ひとづくり」（中山礼行 氏） 

2 月 6 日(土)は公開講演会「新型コロナ危機と人間

の尊厳」（松田 純 先生）と同日開催です。 

百年ゼミシーズン２に参加して 
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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               

 2021 年度第１学期の科目登録・継続入学は、次の期間に手続きをしてください。郵送・Web

のどちらでもでき、自宅にパソコンがない方は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(土) ～ 2７(土) 必着 

       （Web） 2/13(土) ～ 28(日) 

 ＜継続入学手続きについて＞  

   申請期間 【第１回】11/26(木) ～ 2/28(日) 【第２回】３/１(月)～ ３/16(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行う

ことで、放送授業・面接授業の各科目を登録することができ、とっても便利です。 

御不明な点は、遠慮なく学習センターまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 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、又はシステム

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。 

 

※ 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。 

システムＷＡＫＡＢＡの使い方！ 

２ ID 及びパスワードの入力 

１ 放送大学ホームページで「システム WAKABA」をクリック！ 

３ 教務情報 
  ▶「科目登録申請」 
  ▶「継続入学申請」へ 

放送授業のインタ
－ネット配信 
試験の過去問題 
面接授業の情報 
などはこちらから 

Don’t forget！ 
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■ 静岡学燈会 10月～12月活動報告          ＜ 会員 48名 12月現在 ＞ 

 新型コロナウイルスへの感染防止に心掛けながら11月から活動を再開し、14日（土）に定例会

を開催しました。１月９日（土）には、「川柳クラブ」と「マイライフクラブ」を除く６つのサーク

ルが時間と場所を変えて活動する予定です。「伊豆半島ジオパーク研究会」は１月23日（土）に予

定していますが、当研究会は、既に屋外での活動を始めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 浜松学燈会 10月～12月活動報告          ＜ 会員 60名 12月現在 ＞ 

                   お天気にも恵まれました10月18日の日曜日、防災現地 

      学習会＠舞阪が行われました。本学習会は、浜松学燈会「防

災クラブ・やらまいか」の主催、浜松同窓会のご協力により、総勢21名

の参加者でした。朝、10時にJR舞阪駅に集合後、体温測定をすませ、

まず最初の見学場所である波小僧へと、元気に歩みを進めました。今回

は、舞阪宿案内人の会・会長の鈴木さんに現地案内を依頼しており、そ

れぞれの要所にて防災関連の詳しい解説を聞くことができました。解説

場所は、波小僧、見附石垣、奉燈山、郷土資料館、岐佐神社、脇本陣、

北雁木などでした。また会長さん以外にも参加者の中で民話や歴史を語

ってくださる方々がおり、贅沢な講義を聞いているようで、熱い郷土愛

を感じました。昼ご飯は、脇本陣前の休憩スペースで、お弁当を食べるもよし、近くの食堂を利用

するもよしで、疲れた足を休めることができました。また脇本陣では、説明のほかに、集合写真も

スタッフさんが撮ってくださり、お世話になりました。午後の部の見学も終わり、最終地点は、舞

阪駅の隣の弁天島駅でした。やらまいか会長の伊尾

喜さん、同窓会会長の越川さんの、今日開催できた

ことのお礼や、家に着くまでが大事ですとの言葉を

胸に、それぞれが帰途につきました。 

 約500年前の大地震により、遠州灘と浜名湖がつ

ながり、今切ができた地である舞阪を、防災目線で

自分たちの足で巡りました。コロナ禍で足も心も萎

え気味でしたが、まちがいなく思い出に残る一日と

なりました。     （浜松ＳＳ 渡邉とし江） 

学燈会からのお知らせ 

10 月三島市内源兵衛川下流域を歩く 

11 月沼津市内

上 ノ 段 か ら 下

ノ段（日枝神社

あたり）を歩く 

「発声と朗読の会」 

「英文会・ドイツ語学習会」 「伊豆半島ジオパーク研究会」 
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■ 静岡同窓会 10月～12月活動報告             ＜ 会員 120名 12月現在 ＞ 

 10月４日（日） 学位記授与式に参加 

  11月１日（日） 公開講演会「地域医療について（静岡市教室）」に参加 

 11月14日（土） 役員会を開催し、当面の活動を確認しました。 

 恒例の「研究発表会」を「卒業研究説明会」を兼ねて、次のとおり開催 

しました（主催：静岡同窓会、後援：静岡学習センター）。 

＜開催日時＞ 2020 年 11 月 14 日（土） 午後 1 時 30 分から 4 時 30 分まで 

＜会  場＞ 静岡学習センター（県立三島長陵高等学校 2 階 視聴覚室） 

＜内  容＞ 

 第Ⅰ部 卒業研究の申請と執筆要領、修士論文の作成 

      「卒業研究の申請と論文執筆の心構え」       静岡学習センター所長 藤井 史朗 

      「修士課程進学と修士論文の作成経験」            静岡同窓会長 坂倉 幾夫 

 第Ⅱ部 博士論文作成の経過と研究内容                       高橋 浩久 

      「『光角運動量によるランダウ準位分光』—素粒子から電子・光へ。博士論文報告—」 

 第Ⅲ部 研究報告 

      「受動喫煙による、暴行罪、傷害罪について」               小澤 茂行 

      「『狩野川 2019 年 10 月台風 19 号 雨量と水位の関係』         菊池 敏郎 

       －ワイブル解析等を利用した天城山の雨量と狩野川千歳橋(伊豆の国市)水位の関係をデータで示す－」 

      「小説『天城越え』における冤罪の構図」                   中野 正紀 

 

            今年度の落語会は、令和 3 年 2 月 13 日(土) 集合８時 三島駅北口 です。 

 ＜場 所＞ 国立演芸場（途中浜離宮に寄ります） 

 ＜参加費＞ 11,000 円（65 歳未満は 11,500 円） 

       ※ 感染症対策で、大型バスで行くため、例年より高くなっています。 

 ＜申込み＞ 坂倉（080-4338-2411）又は静岡学習センターまで 

 ※ 放送大学バッジの販売について

   同窓会では、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。 

   まなびーくんと、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。 

 

■ 浜松同窓会 10月～12月活動報告             ＜ 会員  107名 12月現在 ＞ 

 浜松同窓会・学燈会では、一昨年より、次年度に来浜され講演会を行ってくださる千葉本部の先生を、我々

が藤井 所長を通してお願いすることにしてきました。今年度は、社会心理学の森 津太子 教授をお迎えす

ることができました。また、森先生の講演会の後に、もし可能なら、教授を囲んでの飲み会ができないかと

目論んでいましたが、止めておこうということになり、講演会後の茶話会でもと企画しましたが、第3波の

襲来となり、これも止めざるを得なくなってしまいました。唯、本体の講演会は中身の濃い充実したもので

あり、参加者は多いに満足していた様です。 

 今回のコロナのパンデミックは人類の殆どが未知なるものとの遭遇であったと考えます。コロナに対する

不安や恐れに対し、認知バイアスという方向から丁寧な説明がなされました。認知バイアスに影響するマス・

メディア、パーソナル・メディアの解説、「己を知る」ことの難しさ・大切さ、求められる行動変容など、最

後に、認定心理士・公認心理師・臨床心理士についての話がありました。 

 ナッジにつき、私が感じたものの一つに、マスクの着用・手洗いがあります。マスクの着用・手洗いはあ

る程度は有効なんだろうとは思っていますが、これが社会化された現在、インフルエンザに対しては見事に、

有効であることが実証されたと考えます。例年、早ければ 10月中、遅くても11月初めにはインフルエンザ

の流行が伝えられますが、昨年は、12月にはいってもその流行は聞かれなかった。恐がり過ぎず、恐がらな

さ過ぎず、正しく恐がる為に「己を知り」、何とかこのパンデミックをやり過ごしましょう。 

                                    （浜松同窓会長 越川一美） 

同窓会からのお知らせ 

 



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）

【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

休館【掛】

≪４月当初の日程≫
4/3　入学者の集い【三】
4/4　入学者の集い【浜】

２月　行事・予定

３月　行事・予定

20

13

- 12 -

27

休館
【静/磐】 休館【静】 休館【磐】

21 22 23 24 25 26

28 29 30 31

休館【磐】
休館

【三/磐/浜】

14 15 16 17 18 19

休館【静】 休館【磐】 休館【磐】

7 8 9  ※ 10  ※ 11  ※ 12　※

6

休館【磐】

1 2   ※ 3   ※ 4   ※ 5   ※ 

休館【磐】
公開講演会
【三】

1 2 3 4 5

日 月 火 水 木 金 土

28

27

休館
【三/磐/浜】 休館【静】 休館【掛】 休館【磐】

21 22 23 24 25 26

20※

休館【磐】
公開講演会
【浜】

14 15 16 17 18 19

休館【静】
休館

【三/磐/浜】 休館【静】
公開講演会
【静】

土

7 8 9 10 11 12 13※

日 月 火 水 木 金
6※

31

23

学部･大学院
単位認定試験

学部･大学院
単位認定試験

学部･大学院
単位認定試験

学部･大学院
単位認定試験

学部･大学院
単位認定試験 休館【磐】

17 18 19 20 21 22

16※

面接授業
【三/静】 休館【磐】 休館【静】

学部･大学院
単位認定試験

学部･大学院
単位認定試験

学部･大学院
単位認定試験

学部･大学院
単位認定試験

10 11 12 13 14 15※

9

年始休業 年始休業
休館【静】

面接授業
【三/静】

3 4 5 6 7 8

土 １月　行事・予定
2

年始休業 年始休業

1

1月(JANUARY，睦月)

２月(FEBRUARY，如月)

３月(MARCH，弥生)

Schedule

24 25 26 27 28 29 30

休館【静】 休館【掛】 休館【磐】

日 月 火 水 木 金

３～15 教員免許更新講習

８～15 修了認定試験期間

18 解答用紙提出期限（必着）

20 学位記授与式（本部）

18～31 教材貸出停止【掛/磐】

26～31 視聴学習室 閉室【浜】

28～31 視聴学習室 閉室【三」

閉館時刻 17時【磐】

１～18 教員免許更新講習

１～18 受講（確認入力）期間

６ 大学説明会【三】

※６、13、20 休館【磐】

閉館時刻 17時【磐】

年始休業（１～４）

６～21 教材貸出停止【掛/磐】

21～3/31 冬期学習期間

30 大学説明会【静】

31 大学説明会【浜】

※15、16 休館【磐】

※静岡SC(三島)は高校入試のため、

2～５ 及び 9～12 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

閉館時刻が17時になります。

1/13,14、1/27～29

科目登録申請期間

2/13～2/28

（郵送 2/27必着）

文部科学省認可 通信教育


