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≪巻頭言≫ 

 

～ スナフキンは 

   電子メールの夢を見るか ～ 

 

 

 

 新年の巻頭言を、とのご依頼である。12月29日も2月16日も、日の出はどれも似たようなも

のなのに、初日の出だけ有り難がるのはいかがなものか、などと思ってしまう偏屈な人間なので、

とても新春巻頭言という柄ではないのだが、折角なのでちょいとお正月っぽいことを、と思案し

た挙げ句、「一年の計は元旦にあり」という言葉に行き着いた。どうやら本来的には「物事を始め

るには、最初にきちんと予定を立てることが大切」という意味らしい。しかし恥ずかしながら「お

正月にはきちんとその年の目標を立てましょう」みたいな意味だと勝手に誤解していた。初詣の

祈願とごっちゃになっているのかも知れない。 

 そんな安直な誤解に基づいて、若かりし頃は、お正月に今年の目標みたいなものをいろいろと

思い描いていたような気もするが、今となっては全てきれいさっぱり忘れてしまい、お正月に目

標を立てることもなくなった。目標を立てては、結局達成できないことの繰り返しによる学習性

無力感の賜かも知れない。しかしそれ以上に、わざわざ目標を立てずとも、こなすべきタスクは

毎日次々積み重なり、それらの予定を消化する以上の余裕がないことが大きいように思われる。

かつては「30歳までに英語を何とかする」とか、最近は「50歳までに本を1冊書く」とか思って

いたのだが、結局何ひとつどうにもならないまま、忙殺レベルさらに上昇中の日々である。まあ、

それはそれで、日々のプチ目標をそれなりに何とかこなしている曲芸的自転車操業のなせる業で

はあるのだが、と自分を慰めてみたりする。 

 そんな日々の合間、「パパは大きくなったら何になりたい？」と子どもに尋ねられることもあ

る。「パパは今から小さくなるんだよ」とか「シロクマ」とか、ひねりのない答えしかできない自

分に落胆しつつ、今もどこかで昔と変わらず「スナフキンになりたい」と思っている自分もいる。

誰にも何にも縛られず、この世界の片隅で、おさびし山の唄をつま弾く人生。ギターをかき鳴ら

すスナフキンに憧れて、自分もギターを手に取って早数十年。実は原作でスナフキンが愛用して

いるのはハーモニカであり、ギターではないという事実を知って愕然としたのはいつのことだっ

ただろう。 

 どうやらスナフキンになるという夢は叶いそうにないが、本を書くというのは、日々の予定の

コツコツとした積み重ねによって達成されうる目標であり、非現実的な夢というわけでもない、

というのは一応知っている。おそらく、夢と目標と予

定の境界線は曖昧で、少なからず重複しているのだろ

う。それでも、流石に予定と夢は違うだろう、と思ってい

たが、これも案外隣接しているのかも知れない。各所から

次々と業務依頼メールが舞い込んで来て「もう無理だよぅ」

とシクシク啜り泣く、という夢に魘されたのは、この巻頭言の

執筆依頼を受けた翌朝夜明け前のことだった。なんだかなあ。

本年もよろしくお願いいたします。 

橋本
はしもと

 剛
たけし

 

静岡大学学術院人文社会科学領域教授 

静岡学習センター客員教授 

 専門分野 社会心理学 

 

学習相談日：火曜日 10:00～12:00  
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     2021年度第１学期学位記授与式・第２学期入学者の集い

    は、コロナウイルス感染症のまん延防止のため、当初の日程を

    変更して、10月３日（日）にオンラインで開催しました。静

   岡学習センター及び浜松サテライトスペースからZoomにより

ライブ配信し、客員教授の皆さまには、ご自宅や研究室から参加してい

ただきました。学位記授与式では、学歌斉唱、学長メッセージ、呼名、学位記紹

介、所長式辞及び謝辞を、入学者の集いでは、学長メッセージ、所長あいさつ、

客員教授の自己紹介、教務ガイダンス及び学燈会・

同窓会の紹介を行いました。初めての試みでした

が、配信状況は良好で、概ね予定した次第どおりに

進行することができました。視聴された方は、学位

記授与式で約65人、入学者の集いで約75人でし

た。多数ご参加いただき、ありがとうございました。

卒業生、入学生の皆さんの今後のご活躍を、職員一

同、心より祈念しております。 

 

 

 

 今学期は、静岡学習センターで267人、浜松サテライトスペースで227人の新入生を迎えるこ

とができました。前学期、４年ぶりに増加に転じた入学生でしたが、今学期は５人ではあります

が減少してしまいました。しかし、継続して在籍する方が多かったため、在籍者数は３学期連続

して増加して2,099人になりました。これは、全科履修生が増加しているためと思われます。全

科履修生は４学期連続して増加しており、1,500名を超えていた2006年（平成18年）ころに迫

りつつあります。学士取得を目指す又は長期間の在籍を希望する方が増えているようです。年代

別では10代、20代が増える傾向が続いており、大学説明会でも若年者の姿が目立つようになり

ました。地域別では、中部の伸びが大きく、静岡市では前学期に比べ39人増え、360人になりま

した。東部では、富士宮市（40→52人）、長泉町（17→45人）などでの増加が顕著です。職業

別では、教員（195→213人）、公務員等（154→180人）などで増加し、アルバイト・パート

勤務の方がやや減少しました。教養学部のコース別人数では、心理と教育コースが最も多いこと

に変わりはありませんが、情報コースの増加が続いているほか、自然と環境コースも増加傾向に

あります。データサイエンスやＡＩなど、時代のニーズを反映しているのかもしれません。 

 

 
全科 

履修生 

選科 

履修生 

科目 

履修生 

特別 

聴講生 

学部 

計 

修士 

全科生 

修士 

選科生 

修士 

科目生 

博士 

全科生 

大学院 

計 
合計 

静岡 

ＳＣ 

入学者 73 80 90 5 248 0 14 5 0 19 267 

在籍者 813 191 90 5 1,099 9 38 5 2 54 1,153 

浜松 

ＳＳ 

入学者 50 77 78 9 214 0 6 7 0 13 227 

在籍者 611 207 78 9 905 6 26 7 2 41 946 

全体 
入学者 123 157 168 14 462 0 20 12 0 32 494 

在籍者 1,424 398 168 14 2,004 15 64 12 4 95 2,099 

昨年 

度比 

入学者 19 △６ △32 ９ △10 ０ ４ １ ０ ５ △５ 

在籍者 102 △３ △32 ９ 76 △3 ４ １ ３ ５ 81 
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 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、コース選択者が多いことに加えて、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）によるものと思われます。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。コース別の特徴としては、人間

と文化コースが前学期に比べ入れ替わった科目が多くなっています。面接授業は定員があり、空席情

報も公開されているので掲載しませんでしたが、心理学実験や心理検査法基礎実習のほか、ルネサン

スの社会史、果樹園芸学、児童文学が語る＜アイルランド＞などの履修者が多くなっています。 

 

※    は、特別支援学校教諭二種免許状（知的障害者教育領域、肢体不自由者教育領域）対応科目 
 

 

 

 

 

 

 

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 今日のメンタルヘルス’19 86 知的障害教育総論’20 103 社会学概論’21 43 

2 人体の構造と機能’18 85 特別支援教育総論’19 103 社会調査の基礎’19 31 

3 感染症と生体防御’18 79 感情・人格心理学’21 102 経営学概論’18 30 

4 疾病の成立と回復促進’21 78 特別支援教育基礎論’20 102 民法’17 26 

5 疾病の回復を促進する薬’21 69 肢体不自由児の教育’20 96 社会統計学入門’18 21 

6 食と健康’18 69 心理学概論’18 96 環境問題のとらえ方と解決方法’17 17 

7 公衆衛生’19 67 心理学統計法’21 89 都市と地域の社会学’18 16 

8 社会福祉への招待’16 58 社会・集団・家族心理学’20 81 NPO・NGOの世界’21 15 

9 在宅看護論’17 57 学習・言語心理学’21 77 雇用社会と法’21 15 

10 健康への力の探究’19 54 教育・学校心理学’20 73 世界の中の日本外交’21 15 

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 45 情報社会のユニバーサルデザイン’19 22 初歩からの生物学’18 33 

2 西洋芸術の歴史と理論’16 32 教育のためのＩＣＴ活用’17 21 初歩からの化学’18 27 

3 歴史と人間’14 30 Ｗｅｂのしくみと応用’19 19 はじめての気象学’21 26 

4 日本語学入門’20 25 コンピュータとソフトウェア’18 18 初歩からの宇宙の科学’17 22 

5 舞台芸術の魅力’17 24 情報理論とデジタル表現’19 17 初歩からの物理’16 22 

6 『方丈記』と『徒然草』’18 23 計算の科学と手引き’19 16 植物の科学’21 17 

7 都市から見るヨーロッパ史’21 23 情報ネットワーク’18 16 太陽と太陽系の科学’18 17 

8 博物館概論’19 22 表計算プログラミングの基礎’21 16 ダイナミックな地球’21 15 

9 「人新世」時代の文化人類学’20 21 Rで学ぶ確率統計’21 15 生命分子と細胞の科学’19 14 

10 現代人文地理学’18 20 データの分析と知識発見’20 15 動物の科学’15 14 

No. 基盤科目 No. 基盤科目 
1 ビートルズ de 英文法’21 160 11 情報学へのとびら’16 31 

2 日本語リテラシー’21 111 12 韓国語Ⅰ’20 27 

3 問題解決の進め方’19 101 13 中国語Ⅰ’18 23 

4 運動と健康’18 65 14 日本語アカデミックライティング’17 23 

5 初歩からの数学’18 57 15 英語で読む大統領演説’20 20 

6 身近な統計’18 51 16 市民自治の知識と実践’21 18 

7 遠隔学習のためのパソコン活用’21 44 17 英語で「道」を語る’21 17 

8 国際理解のために’19 37 18 演習初歩からの数学’20 17 

9 耳から学ぶ英語’18 34 19 社会と産業の倫理’21 16 

10 自然科学はじめの一歩’15 34 20 看護・医療の英語’19 15 

No. 
看護師資格取得に 

資する科目 

1 老年看護学’19 47 

2 成人看護学’18 46 

3 精神看護学’19 21 

4 母性看護学’20 18 

5 小児看護学’16 14 

科 目 の 履 修 状 況  － 科目の種類別登録者数 － 

静岡学習センター・浜松サテライトスペース 

 



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

2590484 東海大学スチューデントアチーブメントセンター准教授

専門科目：人間と文化 白井　千晶

2597063 静岡大学人文社会科学部教授
導入科目：社会と産業 根本　猛　　　　　静岡SC客員教授

2597012 静岡大学法科大学院・学術院グローバル領域教授

専門科目：自然と環境 山内　清志　　　　静岡SC客員教授

2597110 静岡大学理学部特任教授
専門科目：心理と教育 園田　明人　　　　静岡SC客員教授

2590182 静岡県立大学国際関係学部教授
基盤科目：一般科目 西尾　典洋

2590018 目白大学メディア学部准教授
専門科目：心理と教育 小林　朋子

2597039 静岡大学教育学部教授
専門科目：情　　　　報 酒井　三四郎　　　浜松SS客員教授

2597101 静岡大学学術院情報学領域教授
専門科目：人間と文化 浜渦　辰二　　　　静岡SC客員教授

2597098 上智大学グリーフケア研究所特任教授

専門科目：心理と教育 田辺　肇

2590212 静岡大学学術院人文社会科学領域教授

専門科目：社会と産業 原田　順子

2591391 放送大学教授
専門科目：心理と教育 橋本　剛　　　　 　静岡SC客員教授

2597020 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 渡辺　修治　　　　静岡SC客員教授

2597128 放送大学非常勤講師
専門科目：人間と文化 森本　隆子

2597071 静岡大学人文社会科学部准教授
専門科目：人間と文化 森野　聡子　　　　静岡SC客員教授

2597080 静岡大学名誉教授
専門科目：社会と産業 水谷　洋一

2597055 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 鈴木　実佳

2597187 静岡大学人文社会科学部教授

基盤科目：外国語 鈴木　元子

2597136 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 久保田　貴之

2590166 静岡産業大学経営学部准教授
専門科目：生活と福祉 新井　映子　　　　静岡SC客員教授

2597152 静岡県立大学名誉教授
専門科目：心理と教育 柴田　俊一　　　　浜松SS客員教授

2597160 常葉大学健康プロデュース学部教授

基盤科目：外国語 厨子　光政

2597144 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

2597195 静岡大学名誉教授
専門科目：社会と産業 松田　智　　　 　浜松SS客員准教授

2597179 放送大学非常勤講師
基盤科目：外　国　語 矢野　淳　　　　　静岡SC客員教授

2597004 静岡大学学術院教育学領域教授
専門科目：社会と産業 荒川　章二　　　　浜松SS客員教授

2597047 静岡大学名誉教授

※科目登録申請の参考にしてください。
 　なお、内容が変更になる場合がありますので、
 　申請前に時間割表等で必ず確認してください。

　◇2022年度 第1学期 面接授業◇
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Ｋ 310 学校危機に対する対応と予防 40 会議室

静
岡
学
習
セ
ン
タ
ー
（
三
島
市
）

Ｋ 320 心理学実験３
４/16 (土)
４/17 (日)

25 会議室

Ｋ 320 家族とジェンダーの社会学概論 20 視聴覚

Ｋ 220 やさしい憲法入門
４/23 (土)
４/24 (日)

50 視聴覚

Ｋ

320 心理学実験２ 25 会議室
５/７ (土)
５/８ (日)

310 環境汚染と生物 20 会議室

Ｋ

Ｋ 110 新・初歩からのパソコン
６/４ (土)
６/５ (日) 20 会議室

Ｋ 320 ソフトウェアの品質とその管理 50 視聴覚

６/18 (土)
６/25 (土)

６/18 (土)
６/19 (日)

視聴覚

30

Ｋ 320 心理検査法基礎実習
７/２ (土)
７/３ (日)

32 会議室

Ｋ 320 人的資源管理 40 視聴覚

30

Ｋ 320 生物有機化学と環境ストレス

Ｋ 320 ケアの臨床哲学
6/25 (土)
6/26 (日) 20

５/21 (土)
５/22 (日)

Ｋ 320 ウェールズから見たイギリス史
６/25 (土)
６/26 (日)

浜
松
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス

Ｑ 320 『日の名残り』を読む
４/23 (土)
４/24 (日)

６/４ (土)
６/５ (日)

Ｑ 110 英語基礎：食文化を読む
６/11 (土)
６/12 (日)

Ｑ

静
岡
市
教
室

Ｋ 320 社会的認知と社会的影響

320 エネルギーと環境を考える
７/２ (土)
７/３ (日)

20

Ｑ 120 ＣＬＩＬ英語で考えるSDG'ｓ
５/７ (土)
５/８ (日) 20

Ｑ 320 心理学実験１
５/14 (土)
５/15 (日) 30

Ｑ 320 日本の食事文化
５/21 (土)
５/22 (日) 30

Ｑ 320
児童虐待予防
　　－親教育の視点－

40

磐
田 Ｋ 120 楽しく学ぶ英語 40

７/９ (土)
７/10 (日)

掛
川 Ｋ 320 帝都の軍隊

６/11 (土)
６/12 (日) 60

40

20

Ｋ 320 日本近代文学の中の＜女性＞
６/11 (土)
６/12 (日) 30

20

６/４ (土)
６/５ (日)

Ｋ 310 市場経済と環境
７/９ (土)
７/10 (日)

40

Ｑ 320 はじめての生化学
６/25 (土)
６/26 (日) 40



- 7 - 

 

 

 

 コロナ禍で延期し 

ていたBS231企画 

スペシャル講演「マルクス理論の背後仮説と社会学的 

人間論の領野」が近づいてまいりました。開催日程等は、次のとおり

です。この講演は、放送大学本部と連携して開催します。また、講演

終了後にBS231ch＜BSキャンパスex＞で放映される予定です。放

映日時は、分かり次第、ウェブサイト等でお知らせします。 

◆講  師 藤井 史朗 氏（研究分野：社会学、人文地理学） 

      前静岡学習センター所長・静岡大学名誉教授 

◆日  時 2022年１月２２日（土） 13：30 ～ 15：00 

◆場  所 県立三島長陵高校２階 視聴覚室 

      三島市文教町1－3－93 ※校内駐車禁止 

◆会場定員 50人 

◆申込み先 静岡学習センター 

 

                        2021年度第５回から第７回までの公開講演会 

                       を、次のとおり開催します。奮って参加されます 

                       ようご案内します。 

 

        第５回「ジオパークの視点からみる伊豆の温泉」 

        ◆講  師 朝日 克彦 氏 伊豆半島ジオパーク推進協議会専任研究員 

        ◆日  時 2022年２月５日（土） 13:30 ～ 15:30 

        ◆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 ※校内駐車禁止 

        ◆会場定員 60人 

        ◆申込み先 静岡学習センター 

 

第６回「『徒然草』に学ぶ現代人の生き方」 

◆講  師 島内 裕子 氏 放送大学教授 

◆日  時 2022年２月13日（日） 13:30 ～ 15:30 

◆会  場 浜松市地域情報センター１階 ホール 

      浜松市中区中央一丁目12－7 

◆会場定員 70人 

 

 

        第７回「死の人称性について－フッサール現象学から考える現代医療の問題－」 
        ◆講  師 浜渦 辰二 氏 上智大学グリーフケア研究所特任教授 

        ◆日  時 2022年２月26日（土） 13:30 ～ 15:30 

        ◆会  場 クリエート浜松５階 53会議室 

              浜松市中区早馬町2－1 

        ◆会場定員 30人 

        ◆申込み先 浜松サテライトスペース 

 

 

 

講演会のご案内 BS231 企画 スペシャル講演 

藤井 前静岡学習センター所長が登壇します！ 

公開講演会（2 月） 

スペシャル講演、公開講演会のお申込み方法は次ページ参照 

第 6 回の来場は定員に達しました。 

オンラインのみお申込みが可能です。 
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◆ご来場又はオンラインでご視聴される場合は、事前のお申込みが必要です（先着順、参加無料）。 

 ＜ご来場される方＞ 電話又はメールでお名前とご連絡先（電話番号）をお知らせください。 

           TEL：055-989-1253（静岡ＳＣ）、053-453-3303（浜松ＳＳ） 

           e-mail：shizuoka-sc@ouj.ac.jp 

 ＜オンラインでご視聴される方＞・・・会場からライブ配信（配信サイト：YouTube）します！ 

静岡学習センターのウェブサイト又は７ページのＱＲコードでご案内している「お申込み入力フ

ォーム」に必要事項をご入力願います。 

 ８月に引き続き、今回も三島会場（静岡学習センター）にお

いて、パブリックビューイングを行います。県立三島長陵高校

２階の視聴覚室で第６回と第７回の公開講演会を大画面のスク

リーンで視聴することができます。視聴を希望される方は、当日、直接会場（静岡学習センター）まで

お越しください。先着順とさせていただきますが、座席は十分にご用意できる見込みです。 

 

 2021年度冬期大学説明会

を、次のとおり開催します。放

送大学に関心をお持ちの方を

ご存じでしたら、是非、ご案内してください。学友を増やしましょう！詳しくは、

静岡学習センターのウェブサイトでご案内しています。 

 

 

 第２学期セミナーは、10月19日から12月23日まで開催しま

した。参加された方は、対面で39人、オンラインで38人でした。

2022年度も本年度と同様に実施する予定です。引き続き、多数

の皆さまのご参加をお待ちしています。なお、お申込みがWebの入力フォームからもできるように改善

し、電話やメールと併用して募集する予定です。 

 加藤憲二先生(静岡大学名誉教授・特任教授)<地球環境微生物学> 

のセミナーでは、対面とオンラインを併用するとともに、フィール 

ドワークも取り入れています。11月は、「災害と自然と生活」を 

テーマとして実施されました。 

 参加された学生さんの手記とともにご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 場 静岡市教室 静岡学習センター 浜松サテライトスペース 

開催日 １月16日（日） 2月5日（土） 2月6日（日） 

時 間 13:30～15:00 11:00～12:30 13:30～15:00 

パブリックビューイング！ 

2021 年度冬期大学説明会 

※2 月 5 日（土）の午後は第 5 回公開講演会を同会場で開催します。 

差替え 

加藤ゼミのご紹介 
<見る/読む><知る><考える> 

フィールドワーク 

セミナーの開催状況 

 秋の日和に恵まれた11月17日、加藤教授と10名のゼミ生が

参加して百年ゼミ・フィールドワークで狩野川放水路や韮山簡易

水道など『水』の現場を見学しました。 

 蛇口を開けばキレイで安全な水をすぐに使える。この日常の当

たり前の礎には、先人たちの命がけの苦労があり、現在は河川や

施設の管理・維持に携わる方々の日々の苦労があります。 

 地球環境の危機が加速しつつある今、『水の惑星 地球』での

豊かな暮らしを次の世代につなぐことは、今、生きて 

いるわたし達の責任であり課題です。わたし達ひとり 

ひとりに何ができるか？ 何をすべきか？ 百年ゼミ 

では皆で問い続けています。    塩川小夜子 
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◇ 単位認定試験                                  

2021年度第２学期単位認定試験については、新型コロナウイルスの感染が拡大する可能性を考慮し

て、第１学期に引き続き、代替措置として自宅受験にて実施されます。それに伴い、日程が変更になり、

試験期間の終了日が当初の予定より10日ほど早まっています。解答用紙の提出期限に遅れないよう、 

十分に注意してください。 

   （変更前） 2022年１月21日（金）～１月30日（日） 

   （変更後） 2022年１月14日（金）～１月21日（金）（消印有効） 

 実施方法の詳細については、放送大学ウェブサイトに掲載されています（郵送による周知もありました）。 
 

 

                      

  新規に科目登録した学期に単位修得できなかった場合、次学期に再受験できますが・・・ 

① 「通信指導」が未提出又は不合格の場合は、次学期の決められた期間内に提出してください。 

② 次学期に学籍がない場合は、必ず再入学の手続きをしてください。試験を受けるためだけの再入

学もできます（授業料は必要ありません）。 

※再受験を受験しなかった又は不合格だった場合は、該当科目を再度登録をしていただくことになります。 

 

◇ 次学期の準備 ～科目登録と継続入学の手続き～              

次学期の科目登録や継続入学などの手続きは、次の期間に申請する必要があります。 

＜科目登録＞ 申請期間 （郵送） ２/13（日） ～ 27（日） 必着 

     （Web） ２/13（日） ～ 28（月） ≪システムWAKABA≫ 

 ＜継続入学＞ 申請期間 【第１回】11/26（金） ～ ２/28（月） 

             【第２回】  ３/１（火） ～ ３/15（火） 

 ※注意 1. 継続入学の手続きは、今学期末で学籍がなくなる方が対象です。 

2. 必ず期間内に申請するとともに、その内容を十分にご確認ください。 

3. 科目登録申請期間中にWeb≪システムWAKABA「教務情報→継続入学申請」≫で申請

する場合は、放送授業と面接授業を併せて登録することができます。期間外又は郵送によ

り出願手続きを行った場合は面接授業の科目登録申請はできませんのでご注意ください。 

4. システムWAKABAによる申請の場合は、科目登録申請期間内であれば、 

  科目登録申請画面内において申請内容の変更ができます。 

5. 郵送による申請の場合、申請後は科目を変更できません。 

 ※『学習センター利用の手引き』p38も参考にしてください。 

通信指導合格者へ解答用紙・提出用封筒等が郵送されます！ 

 受験しなかった又は不合格だったときは？ 

大人読みする NEW YORK TIMES 

Africa, on the leap from 

 fossil fuels：You first 

事務室からのお知らせ ・・・学期末を迎えるにあたって・・・ 
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■ 静岡学燈会 ＜ 会員49名 ＞ 

 【ぷらす１クラブ（サークル）】は７年前に始め、般若心経の写経を中心として活動しています。 

 新型コロナ禍の下では、楽しみのプラス１の校 

外活動が出来ず悶々としていた中、書家の金澤翔 

子さんが10歳の時に写経された大作に心打た 

れ、私達も初めての試みで条幅用紙に挑戦するこ 

とになりました。今までの何倍も大きな字に戸惑 

いながらも一枚書き上げると、“ホッ！”と心を 

なでおろしております。出来上がりは今年度一杯 

かかりますが楽しみにしています。 

 無心に写経することで心の安らぎを得られます。 

何時からでも始めることが出来ますので参加お待 

ちしております。    （代表 平澤ふさ子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 浜松学燈会 ＜ 会員60名 ＞ 

 日ごろから地域防災の研究に取り組んでいる浜松学燈会「防災クラブ・やらまいか」、活動の一環として

参加された応急手当の講習会の様子について、参加者から寄稿していただきましたのでご紹介します。 

 

 
 
 平成30年（2018年）10月に産声をあげた「防災クラブ・やらまいか」は順調に活動を続け、令和３年

の10月で3年になりました。毎月行う定例会をベースにして、年一度の防災現地学習会も実施しており、令

和３年は、11月６日（土）に新居宿を廻りました。そして、「やらまいか」が重視しているスキルアップ活

動の一環として「資格取得」があります。放送大学の防災関連科目の単位修得は勿論ですが、自治体が行う

専門講習も積極的に受講しています。 

 今回チャレンジしたのは「応急手当普及員講習」です。この資格は、自ら受講者を集って資格を与えるこ

とができます。このコースの受講日数は３日で、実施場所は「やらまいか」が活動拠点として利用している

浜松市防災学習センターです。定員８名のところ「やらまいか」から私と渡邉さん、小笠原さんの３名が参

加しました。初日は基礎知識の講義とAEDを使用した心肺蘇生の実技を行いました。実技においては、心肺 

 が停止した時から、心肺蘇生を優先しつつ、その場に居合わせた人達に協力して

もらい、AEDも使用し一次救命にあたりますが、実際に素早く行うこと

により生存率が高くなることは数字的にも実証されています。来学期に

はこの受講経験を活かし、半日の普通救命講習会を計画しております。

その節は皆さんの参加をお願いいたします。ご家族の方の異常時のケ

アにも有効です。 

         浜松学燈会・防災クラブやらまいか  小林裕子 

  

学燈会からのお知らせ 

浜松市消防局主催『応急手当普及員講習』を受講して・・・ 

中央に指導中の浜松市消防局の講師の大場さん、と我がクラブメンバー

の渡邉さん、左が私です。 
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 静岡同窓会＆静岡学習センターによる恒例の研究報告会を次のとおり開催

する予定です。それに伴い、現在、発表者を募集しています。希望される方は、

静岡学習センター又は同窓会（菊池）までお問い合わせください。 

※放送大学バッジの販売

 同窓会では、放送大学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、オリジナルバッジです。購入希望者は、静岡

学習センターまで連絡してください。 

 

 
 
■ 静岡同窓会 ＜ 会員118名 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

■ 浜松同窓会 ＜ 会員115名 ＞ 

 前回の「燈」で参加者を募集した『秋の新居町散策』（浜松学燈会・浜松同窓会共催）の 

様子について、参加者から寄稿していただきましたのでご紹介します。 

 

  

 今回は、昨年の舞阪宿散策に次ぐ第二段として新居宿散策が11月6日（土）総勢25名の

参加で行われました。JR新居町駅10時集合後、新居関所を目指しスタート。直後、予報に

反し小雨のぱらつき！あわや雨女か？と思ったが晴れ男の勢力が勝ったのか一日傘をささずに済みました。

新居関所は江戸時代は今切関所と言われ、慶長5年（1600年）徳川家康によって設置され、度重なる災害

により2度の移転をし現在に至っている。東海道における江戸への最初の関門、江戸からの最後の関門とし

て重要な位置にあり「入鉄砲と出女」の改めが厳しく、三河国吉田藩に移管されるまでの100年間は幕府が

直接管理していた。地元ボランティアガイド寺田さんらの案内で関所周りを見学。大御門（高麗門）の重厚

感と荘厳さは目を見張るものがあり、枡形・高札場では意外にもキリスト教禁止と密告者に対する褒賞金を

定めた「切支丹札」があり、江戸時代のキリスト教禁止令と鎖国を思い浮かべた。 

 次に宝永4年（1707年）の地震後、神社仏閣を山麓に配置し、碁盤目の京都風の町並みとし現在もその

雰囲気が残されている寺道に向かう。寺道入口に現存している武兵衛本陣跡があったが中に入れず残念。小

路に入り山手に配置された7つの寺社を訪ねて散策。百観音像のある新福寺から手筒花火が奉納される諏訪

神社までの小路は、風情のある佇まいでこれからの紅葉の時期には更に期待できそうです。途中、臨海院の

門前にあった石柱の「不許葷酒山門入」（くんしゅさんもんにいるをゆるさじ）は勉強になりました。また米

軍殉職の碑では、憎しみを越えた地元の方々の行為は流石。諏訪神社入口の樹齢450年を超えるケヤキの御 

   神木を後にして宿場町へ、120年の歴史を持つ現役の銭湯「みどり湯」、

船町常夜灯、船囲い場跡、そして大正から昭和初期にかけて歓楽

街として栄えた置き屋の一つ「小松楼」で昼食。小松楼の見学

で大正、昭和初期を感じ集合写真、関所跡に戻り解散。歩数

約1万歩の身近な歴史を充分堪能した散策でした。 

 今回初めての参加でしたが、書籍、紙面では学べない中

身のある体験学習ができました。スッタフの皆さん、ボラン

ティアガイドさんありがとうございました。 

        （浜松同窓会員 且つ 在学生 石田 吉央） 

研 究 報 告 会  

１ 日時（予定） 2022年5月28日（土） 

         13：30 ～ 16：30 

２ 会    場 静岡学習センター２階 視聴覚室 

３ 主催・共催 静岡同窓会・静岡学習センター 

４ 発表者人数 ５名程度 

５ 同窓会募集枠 ２名程度 

６ 発 表 内 容 卒業論文、修士論文、調査研究 等  

「秋の新居宿散策」に参加して 

    同窓会からのお知らせ 

【恒例！】 

落語会 

 本年度は、2022年２月12日（土）に国立演芸場で開催する予定です 

（浜離宮にも寄ります）。参加費は11,500円（当日集金）、三島駅北口8時 

集合、〆切は1月24日（月）です！ 詳細は静岡学習センターウェブサイト 

でご確認ください。  《申込み先》同窓会（坂倉）又は静岡学習センターまで 



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，睦月）

２月(February，如月)

３月(March,弥生)

【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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26 27

休館日
【静】

30 31

19

公開講演会
【三】

休館日
【掛】

※磐田教室は、現在、入室が制限されています。
ここには、参考として年度当初の予定を記載して
います。

休館日
【磐｝

休館日
【磐】

休館日
【磐】

28 29

休館日
【磐】

19

12

　≪４月当初の予定≫
 ２　入学者の集い【三】
 ３　入学者の集い【静/浜】

３月　行事・予定

休館日
【磐】

20 21 22 23 24 25

休館日
【静】

1 　※

日 月 火 水 木 金 土

13 14 15 16 17 18

27 28 29

26

休館日
【磐】

休館日
【静・磐】

休館日
【静】

休館日
【掛】

休館日
【磐】

6 7 8　 ※ 9　 ※ 10　※ 11　※

休館日
【磐】

2 　※ 3 　※ 4 　※ 5

27 28

26　※

休館日
【三・磐・浜】

休館日
【静】

休館日
【掛】

公開講演会
【浜】

20 21 22 23 24 25

公開講演会
【浜松市】

休館日
【静】

休館日
【磐】

休館日
【磐】

13 14 15 16 17 18

土水 木 金
5　 ※2 3 4

休館日
【磐】

２月　行事・予定

大学説明会
【浜】

休館日
【三・磐・浜】

休館日
【磐】

6 7 8 9 10 11 12

31

日 月 火

単位認定
試験

単位認定
試験

単位認定
試験

23 24 25

30

1

5 6

9 10 11 12 13

8

年始休業

7

面接授業
【浜】

2 3 4

Schedule

日 月 火 水 木 金 土
1

１月　行事・予定
　≪年始休業≫
　　1/1～1/5　静岡ＳＣ、浜松ＳＳ、静岡市教室
　　1/1～1/4　掛川教室、磐田教室

BS231企画
ｽﾍﾟｼｬﾙ講演

15　※

年始休業 年始休業 年始休業
年始休業

【三・静・浜】

単位認定
試験

単位認定
試験

単位認定
試験

単位認定
試験

22

面接授業
【浜】

休館日
【磐】

単位認定
試験

休館日
【静】

14　※

16 17 18 19 20 21

≪2022年度第１学期学生募集期間≫

第１回 11/26～２/28

第２回 ３/１～３/15

≪科目登録申請期間≫

13～28
（郵送2/27必着）

≪年度末の視聴学習室≫

17～31 教材貸出停止【掛・磐】

29～31 視聴学習室 閉室【三・浜】

14～30 教材貸出停止【掛・磐】

16 大学説明会【静】

21～3/31 冬期学習期間

上旬～下旬 修士論文審査

※14、15 休館日【磐】

１～18 教員免許更新講習

（受講確認入力期間）

５ 大学説明会【三】

※５、26 休館日【磐】

閉館時刻17時【磐】

磐田教室は、下記の日は閉館時

刻が17時になります。

19、20、31

３～15 教員免許更新講習

（試験問題公開期間）

18 解答用紙提出期限（予定）

下旬 学位記授与式（本部）

閉館時刻17時【磐】

※静岡ＳＣ（三島）は、高校入試

のため、１～４及び８～11の

期間、校内立入禁止になります。


