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学びに感染             放送大学山梨学習センター所長 平山公明 

巻頭言 

学習奨励賞を目指してみませんか？ 

山梨学習センター学習奨励賞対象者とは・・・ 

  ＊複数コース（専攻を含む）を卒業またはプログラムを修了した者 

  ＊科目群履修認証状を取得した者 

  ＊その他不断の努力により表彰に値すると所長が認めた者 

 （山梨学習センター所長から表彰状と記念品を贈呈します） 

お詫びと訂正：おいでなって7月号5Pに掲載しました「山梨学習センター学習奨励賞受賞者の

お名前に誤りがありました。お詫びとともに訂正をさせていただきます。（敬称略） 

森澤隆之（誤）→森澤貴之（正） 

 「ワクチンを済ませましたか」が最近の挨拶になっています。新型コロナの感染拡大防止に対応す

る必要があり、窮屈な状況が続いています。ところで私が感じますに、放送大学では学びの感染が

起こるように思います。どんな時にそう思うかと言いますと、一旦卒業されてまた入学される方は私の

見立てでは、学びに感染しています、放送大学に感染しています。 

 学習センターの記念誌や機関誌の中の学生の寄稿した文章にも、学びへの感染を思わせるもの

があります。いくつか紹介しましょう。 

 「とりあえず選択した放送大学でしたが、いつの間にか授業の面白さに感動し、学ぶ喜びを教えて

もらいました。」 

この方は学歌にある「学ぶのは楽しみ」「知ることは喜び」を実践されています。もうひとつあげます。 

 「自主学習の姿勢を学べた事は、これからの人生において大きな財産になったと感じています。こ

れからも様々な事に興味を持ち楽しく学んでいきたいと思っています。」 

こういうことを言えるということは素晴らしいですね。 

 ちょっと違った例も紹介しましょう。 

 「メモはしっかり取る。要点を探してまとめたりするのを何年も続けたからか、人に「話がわかりやす

くなった」と言われるようになったのも驚きです。すごく嬉しい。これからも機会があれば、また学びた

いです。」さらにひとつ加えます。 

 「未知の世界との遭遇に対し、私でもたどり着けるものがあるという自己発見が起こることを確信

できました。」 

皆さん放送大学学習病にかかっています。ある程度人生経験を重ねているということもあるでしょう

が、通学の大学生ですとこういう感想はなかなか持たないでしょう。 

 このような学びへの感染がおこるのは、本人の努力の積み重ねが決定的に大きいと思います。それ

に加えて放送大学の授業内容が洗練されているという点も重要でしょう。学びに対する心持ちをこ

こまで変えるのは、一つの科目からではなく多くの科目による相乗効果が現れていることを物語って

います。放送大学がこのような人を生み出す大学であることを、私も改めて認識した次第です。 

 皆様方も、「放送大学で学びを続けると、こんな感じに到達できるのか。新しい自分への出会いが

あるかもしれない。」そう思って、学習に取り組んでいただけることを期待しています。 

科目群履修認証制度（放送大学エキスパート） 

放送大学ホームページ

⇒入学案内⇒パンフ

レットから検索してみて

ください！ 

興味のある分野を集中して学びたい！そんなニーズにお応え

する放送大学の学習（履修証明）プログラムです 
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2021年度2学期 面接授業  

  面接授業とは？ 

２０２１年度第２学期 山梨学習センター開設面接授業科目  

教養学部生が学習センター等で他の学生と一緒に、対面で直接講師から指導を受ける授業です。
山梨学習センター２学期の面接授業は土曜・日曜の２日間で、１日４時限（9：50～17：00）です。 

新型コロナウイルス感染症がまん延しています。 
山梨学習センターでは感染防止のため、２０２１年度第２学期開講予定の面接授業の科目登録及び追加
登録について、山梨県及び長野県に居住している学生に限定して受講を認めています。  
※今後、長野県に緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が発出された場合は、長野県の学生の受
講を認めず受講取消しとなることをご承知おきください。 
 
詳しくは山梨学習センターホームページTOP                  をクリックしてご参照ください。 

★印：学習センター以外でも授業を行う科目です。その場合は山梨大学甲府キャンパス内が会場となります。 

分　　野 科　目　名 定員 講師名 備　　考

10月16日(土) 10月17日(日) 基盤：保健体育 ★身近な健康科学・動くことの意味 20 小山　勝弘 山梨学院大学・教授

10月16日(土) 10月17日(日) 専門：生活と福祉 幸福・福祉論 20 山崎　百子 放送大学・非常勤講師

10月23日(土) 10月24日(日) 基盤：外国語 中国語入門：習っチャイナ 20 林　　吟貞 山梨大学・非常勤講師

10月23日(土） 10月24日(日） 専門：心理と教育 心理検査法基礎実習 20 川島亜紀子 山梨大学・准教授

10月23日(土) 10月24日(日) 専門：人間と文化 ★日本の音楽再発見 16 小島　千か 山梨大学・准教授

10月30日(土) 10月31日(日) 導入：情報 プログラムってどうやって作るの 8 服部　元信 山梨大学・教授

10月30日(土) 10月31日(日) 専門：社会と産業 ★クリスタル科学 10
熊田　伸弘
田中　　功

山梨大学・理事・副学長
山梨大学・教授

11月20日(土) 11月21日(日) 専門：心理と教育 心のジェンダー臨床心理学演習 20 吉川　眞理 学習院大学・教授

11月20日(土) 11月21日(日) 専門：生活と福祉 症候論とセルフケア 20 板倉　　淳 山梨大学・教授

11月27日(土) 11月28日(日) 専門：心理と教育 心理学実験１ 20 酒井　　厚 東京都立大学・准教授

11月27日(土) 11月28日(日) 専門：社会と産業 デザイン思考と価値創造 20 杉山　歩 山梨県立大学・准教授

12月 4日(土) 12月 5日(日) 専門：自然と環境 富士山-火山と水- 20 内山　　高
山梨県富士山科学研究所・
専門員

12月 4日(土) 12月 5日(日) 専門：人間と文化 ルネサンスの社会史 20 河原　温 放送大学・教授

12月11日(土) 12月12日(日) 専門：心理と教育 心理学実験３ 20 酒井　　厚 東京都立大学・准教授

12月11日(土) 12月12日(日) 専門：社会と産業 防災・減災の実学 20 鈴木　猛康 山梨大学・教授

12月18日(土) 12月19日(日) 専門：社会と産業 交通と私たちのくらし 20 武藤　慎一 山梨大学・教授

12月18日(土) 12月19日(日) 専門：自然と環境 水道の水がとどくまで 20 平山　公明 山梨学習センター・所長

 1月　8日(土)  1月 9日(日) 専門：自然と環境 基礎栄養学 20 望月　和樹 山梨大学・教授

 1月　8日(土)  1月 9日(日) 専門：社会と産業 ★ワインの基礎知識 12 柳田　藤寿 山梨大学・教授

開　講　日



4 

新型コロナウイルス感染症対策について            

・検温の結果が３７．５度以上の場合受講をご遠慮していただきます。  

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては閉講、対面からWeb授業への変更となる可能性があります。  

追加登録の日程と方法 

空席のある科目については「追加登録」で面接授業の登録ができます。 

①空席状況の確認方法は？ 

  学習センター掲示板 １０月１５日（金）１２時 空席状況を公表 

  放送大学ホームページ １０月１５日（金）１２時 空席状況を公表 

  システムWAKABA１０月２１日（木）15時以降 リアルタイムで空席状況が確認できます。 

②追加登録期間は？ 

   １０月２１日（木）～ ※科目ごとに定められた追加登録受付期限日 

  ・受付は原則として開講日の１週間前まで ※科目によって締切が異なる場合もあるので注意してください。 

③追加登録の郵送での申請 

   ①面接授業追加登録申請書 ②学生証のコピー ③授業料（１科目５5００円）④返信用封筒（宛名の

明記）８４円切手貼付を山梨学習センターに郵送してください。 

  申請を行う方は、事前に山梨学習センターに空席状況をご確認ください。 

  追加登録ができなかった場合は、返送にかかる費用を差し引いた金額を返金します。 

④追加科目登録抽選日 

  抽選日：１０月２１日（木）受付初日午前9時30分 

  ・希望者多数の科目は山梨学習センター来所の方を対象に抽選を行います。 

  ・申請は科目ごとに定められた受付期限日までとなります。 

⑤面接授業を受ける際のポイント 

  ・講義前に講義概要（シラバス）にある事項を確認しましょう。 

  ・受講前の準備学習を行って講義に臨み、学習成果を高めましょう。 

  ・忘れ物をして講義に支障がないように持ち物の確認をしましょう。 

  ・「学生教育研究災害傷害保険」（学研災）加入者を対象とした科目について保険期間の確認を   

お願 いしま す。 

マスク着用  受付時の検温 ソーシャルディスタンス 手指の消毒      

（受付時・講義室入室時） 

ご協力お願いします 

面接授業のひとコマ 
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～ 
 

各学期の途中に一定の範囲から出題された課題について、その答案を大学本部に提出し、担当教
員の添削を受けることです。この添削結果により単位認定試験の受験資格が得られます。       
※未提出の場合は単位認定試験を受験できません。 

インターネットに接続されたパソコンなどを使い受講します。講義を視聴し課
題（選択式問題、レポート、ディスカッション等）に取り組みます。課題を提出
することで成績評価を行うため、通信指導や学習センターで行う単位認定
試験はありません。（一部科目は単位認定試験を行います） 

自宅や職場などでインターネット環境があれば、時間や場所にとらわれず
自分のペースで学ぶことができるのがメリットです。 
 

オンライン授業と面接授は同じ授業形態区分です。 
面接授業が卒業要件に係る方は科目登録の際、オンライン授業もご検討ください。 

  オンライン授業とは？  

  通信指導とは？ 

放送大学のホームページにオンライン授業体験版があります。ご自身がお使いのパソコンやネット
ワーク環境で問題なく学習できるか？科目登録の前に必ずご確認ください。（学習センターのパソコ
ンは利用できません） 

放送大学ホームページ＞オンライン授業について＞オンライン授業の体験版＞「体験版へはこちらか
らアクセスしてください」をクリック 

放送大学ホームページのトップページを下へスクロールしていき、この画面を    
クリックしてもできます。  

                                                                  

 

11月16日（火）～11月30日（火）必着  

  提出方法は2通り（※提出期間が異なります） 

①予め放送大学から送付された通信指導の冊子を郵送で提出 

②インターネット上で答案を送信（提出） 

１１月９日（火）１０:００～１１月３０日（火）１７:００ 

オンライン授業 

  オンライン授業体験版で確認をしましょう  

通信指導 

注意：単位を修得できなかった場合、再度科目登録が必要とな

ります。オンライン授業は通信指導、単位認定試験を行わないた

め、再試験はありません（一部科目を除く）。オンライン授業は履

修登録した学生だけがアクセスできます。 

単位認定試験 科目登録 通信指導 単位修得 
頑張ろう！ 

①答案を大学本部に提出 

②添削結果、単位認定試験通知
（受験票）の送付 

https://www.ouj.ac.jp/hp/online/02.html
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公開講座＊参照＊山梨学習センターホームページ＞公開講演会 

電話、FAX、メールでお申し込みください。なお、当日参加も可能です。定員を変更する場合があります。  

やむを得ず中止する場合は、ホームページにてお知らせします。確認の上ご来場ください。 

13:30-15:00 

チェロというと、ヴァイオリンより大きくてちょっと地味なイメージがありませんか？ しかし、音域が広いので、

オーケストラの中では目立つ主旋律を奏でることもあれば、縁の下の力持ちで曲全体を支えていることもあ

り、オールマイティな楽器！？ なのです。今回は、チェロを身近に感じていただきたく、実際に楽器の構造を見

ていただいたり、チェロが様々に活躍する曲を色々お聴きいただいたりしようと思います。チェロアンサンブル

もお届けできればと考えています。 

14:00-15:30 

10月30日(土）

【演題】 金属入門 ～歴史・工芸・工業～ 会場：韮崎市民交流センターニコリ3階多目的ホール 

【講師】 近藤英一（放送大学客員教授・山梨大学教授）  

人類の文明は金属の歴史といっても過言ではありません。金銀、青銅器、鉄器、アルミニウムと変遷し

ています。現代では、多くの工業製品はもちろん、美術品や装飾品まで適材適所様々な金属が使われ

ています。しかし、意外にその種類や違いは知られていないように思います。美しさと実用性を兼ね備

えた材料である金属の様々な姿や性質をお話します。身の回りの金属製品や美術館の金工品の見

方が変ることでしょう。 

【演題】 ポジティブ子育て（３） 
     －「困難な状況に適応できる子を育てる」－ 会場：山梨県立図書館２階多目的ホール                      

【講師】 川島亜紀子（放送大学客員准教授・山梨大学准教授）  

1月8日（土） 
13:30-15:00 

最近、子育て中の保護者が抱える悩みや子育てにかかわる問題などについて、メディア等で多く目に

します。子どもの健やかな発達は、保護者のみならず地域・社会全体の願いですが、実際には「良い

子育て」や「理想の子育て」の正解があるわけではありません。この公開講座では、昨年度に引き続

き、海外で開発された、「前向き子育て」の方法について紹介し、困難な状況に適応できる子どもを育

てる方法（主に幼児期のお子様）について参加者の方との対話を通じて考えます。 

13:30-15:00 

2月12日（土） 

  2022年 

【演題】日本人の言語行動 会場：韮崎市民交流センターニコリ3階多目的ホール 

【講師】 仲本 康一郎（放送大学客員教授・山梨大学教授） 

世界の中の日本語というと、皆さんはどんなことをイメージしますか。敬語がむずかしい、あいまいな

表現が多い、地域差が大きいなど、さまざまな感じ方があるでしょう。本講座では、コミュニケーショ

ンという観点から、日本人の言語行動の特徴について考えてみたいと思います。また、私たちが日常

生活でよく使う日本語表現を分析することで、人はことばによって社会を生み出しているという新しい

言語観について紹介しようと思います。 

13:30-14:45 

11月6日(土） 

【演題】食生活と生活習慣病 会場：山梨県立図書館２階多目的ホール 

【講師】 望月和樹（放送大学客員教授・山梨大学教授）  

近年、食生活の欧米化とともに生活習慣病を罹患する日本人が急激に増加しています。それととも

に、様々な健康補助食品などの栄養に関する情報が氾濫し、個々人が、栄養学を理解する必要性

が増してきています。本講座では、栄養学の最も基礎となる５大栄養素（糖質、タンパク質、脂質、ビ

タミン、ミネラル）の役割【エネルギー源となる栄養素（糖質、脂質、タンパク質など）、体を形作る

栄養素（タンパク質、ミネラルなど）、代謝を助ける栄養素（ビタミン、ミネラルなど）】を概説します。

多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

【演題】チェロの魅力 会場：山梨県立図書館２階多目的ホール 

【講師】 小島 千か（放送大学客員准教授・山梨大学准教授） 

13:30-15:00 

12月11日(土） 
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特別講演会 詳細・申し込み方法は山梨学習センターホームページをご覧ください 

パソコン講座 詳細・申し込み方法は山梨学習センターホームページをご覧ください 

【演題】 武田三代 ～信玄生誕５００年の今～ 
【日時】   2021年11月13日(土)14:00 ～16:00 

【会場】  放送大学山梨学習センター 

【講師】  平山 優（山梨県立中央高等学校教諭、歴史学者）        

【講師紹介】立教大学大学院文学研究科博士前期課程史学専攻（日本史）修了。専攻は日本中世史。山梨県埋蔵文

化財センター文化財主事、山梨県史編さん室主査、山梨大学非常勤講師、山梨県立博物館副主幹を経

て、山梨県立中央高等学校教諭。 

【概要】武田信玄公が大永元年（1521年）11月3日に生まれてから500年を迎えるため、改めて信玄公の功績を

振り替えつつ、現在まで永遠と繋がっているその痕跡を解説する。 

【演題】 男女共同参画 ～女性のキャリア支援の取組～ 

【日時】   2021年12月18日(土)14：00 ～ 16：00 

【会場】  山梨大学大村智記念学術館・大村記念ホール 

【講師】  風間ふたば（山梨大学理事・副学長）        

【講師紹介】山梨大学卒業、工学博士(広島大学)、2008年山梨大学教授、2021年より山梨大学理事・副学長、現

在、山梨大学地域人材養成センター長、男女共同参画推進室長を兼任専門分野：環境動態解析 

【概要】今日、男性も女性も意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会を実現することで、ひとりひとりが豊

かな人生を送ることが期待されています。中でも「女性が活躍する社会」の実現は重要となっています。

本講演会では、女性の社会復帰のための諸施策や男女共同参画社会の実現に向けた課題の解決策を探るこ

とを目的として開催される「日本女性会議 2021 in 甲府」概報などから、男女共同参画を考えます。女

性だけでなく、幅広い層の方のご参加をお待ちしております。 

「パソコン初心者講座」を開催します！   共催 ：放送大学山梨学習センター同窓会 

 

放送大学は、インターネットを使用した諸手続きのほか、近年は単位認定試験における試験問題の入手、面接授業の対面
からZoom授業など、パソコンを使う機会が増えてきています。                                                  
本講座では、初心者を対象としてパソコンの基本操作についての実習を行います。（参加費無料） 
★山梨学習センター開催 

  【日時】2021年11月14日（日）13:00 ～17:00 

                             11月27日（土）13:00 ～17:00 

                             11月28日（日）13:00 ～17:00 

    【定員】各回とも10名 

    【講座内容】(各回とも） 

              前半：パソコンの基本操作(キーボード入力、マウス操作) 

              後半：ワードによる文書作成、Zoomの利用 

    【応募方法】先着順。各回の申込者が少数の場合は、他の開催日の受講も可能とします。 

★韮崎市民交流センター（会議室8）開催 

    【日時】2021年12月  4日（土）13:00 ～17:00 

             12月15日（水）13:00 ～17:00       

    【定員】各回とも6名（定員を満たない時、一般市民の方の参加ができます） 

    【講座内容】(各回とも）山梨学習センター会場と同じ 

受講対象：山梨学習センター学生 パソコンに自信がないなど初心者の方歓迎です！ 

パソコンを
覚えよう！ 
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２０２1年度後期客員教員ゼミ＊参照＊山梨学習センターホームページ＞客員教員ゼミ 

☆ 山梨学習センターに申込書（別添、事務室にもあります）を提出ください。電話、Ｅメール（yamanashi-sc@ouj.ac.jp)でも結構です。 
  定員に達した場合、お断りすることがありますが、達しない場合は随時受付いたしますので事務室に照会ください。 
☆ 2021年度前期の受講生も新たに申込ください。 

テーマ ゼミ概要

ゼミの進め方 受講生へのメッセージ及び用意するもの

テキストに坪井良平著「梵鐘と古文化」（ビジネス教育出版
社）を使用します。

特にありません。

特にありません。発表担当回では，担当者が発表内容を用意
する必要があります。

４５分程度、望月が栄養学に関する講義をします。残りの４５分
で身近な栄養問題について話し合いたいと思います。

客員准教授

川島亜紀子
(山梨大学准教授)

発表担当者を決め，心理学研究法につい
て学びあったり，論文講読を行ったりしま
す。

　心理学の研究から得られた知見を実践に応用するには，研
究方法について理解し，論文を批判的に読む力が必要不可
欠です。このゼミでは，ゼミの参加者が自主的に購読したい論
文や研究方法について発表することで学びあうことを目的とし
ます。

(定員) 6名

時間:14:00-16:00

センター所長

平山 公明

所長のちょっと聞きかじり
読みかじり

客員教授

近藤 英一
(山梨大学教授)

客員教授

島　弘幸
(山梨大学教授)

(定員)５名

時間:15:30-17:00

(定員)5名

時間10:00-11:30

(定員)4名

時間:13:30-15:00

客員教授

望月 和樹
(山梨大学教授)

(定員)6名

時間11:00-12:30

パラグラフ内の文の構成，文章内のパラ
グラフの構成，ラジオ放送などの話の構
成を分析します。そして話の構成に配慮
した文章の作成を練習します。
話のテーマに関して参加者が意見を語
り、自分の考えを文章にまとめます。

構成を考えた話し方や文章の作り方を知ってもらいたいと思っ
ています。ノートと筆記用具を用意してください。

(定員)５名

時間15:30-17:00木曜日

10/28

11/25

12/23

1/27

2/24

3/24

音楽と絵画の関連 芸術家の音楽と絵画の関連には、感情的・感覚的な関連と知
的な関連があります。そのような聴覚と視覚の関連について考
え、視野を広げることを目指します。

絵画からインスピレーションを受けた音楽、
音楽を基にした絵画など音楽と絵画が関
連した作品を観たり聴いたりし意見交換し
ます。最後に作品の解説をします。

音楽の聴き方、絵の見方は自由ですが、音楽の仕組みや画家
のたくらみなどを探ってみると、それまでとは違って聴こえたり
見えたり感じたりするかもしれません。

客員准教授

小島 千か
(山梨大学准教授)

木曜日

10/28

11/25

12/16

1/20

2/24

3/17

心理学の研究法を学ぶ

火曜日

10/12

11/9

12/7

1/11

2/8

3/8

栄養学の基本的な知識を学んだ上に、身
近な食品や栄養問題について議論をした
いと思います。

(定員)10名

時間:9:30-11:00
栄養学

木曜日

10/14

11/11

12/9

1/13

2/10

3/10

ことばの研究会 言語学を背景にして、ことばについて学び合う研究会です。文
法、語彙、文字、文章論、談話分析、レトリック、コミュニケーショ
ン、ことばと認識、ことばの発達、社会的バリエーション、言語教
育、メディアと政治など、さしあたりテーマは問いません。

受講生の皆さんが日頃ことばについて関
心を抱いているテーマを持ち寄って議論し
ます。ただ、はじめは何か教科書があったほ
うがいいと思いますので、輪読会のかたち
で進めていくこと考えています。

この研究会が、ことばに関心を持つ皆さんにとって、双方向の
学びの場となることを願っています。
参考図書：『言語学入門』（斎藤純男、三省堂）

客員教授

仲本康一郎
(山梨大学教授)

木曜日

10/21

11/25

12/9

1/27

2/17

3/3

数の世界で遊ぶ 指を折ってモノを数える時の「数」から、最先端の科学技術で
駆使される「数」まで。私たちの用いる「数」はバラエティに富
んでいます。このゼミでは、そんな不思議と謎に満ちた数の話
題に触れながら、お互いの知的好奇心をくすぐり合いましょう。

インターネットや推薦図書などから、各自で
自由に話題を探してもらい、その話題をゼ
ミの場で紹介してもらいます。算数に関する
豆知識や、数学者の歴史、過去に出題され
た奇問難問など、話題はどんなものでも
OKです。ゆっくり＆自由に＆楽しくやりま
しょう！

推薦図書の例: 〇虚数の情緒(東海大学出版会)　〇はじめま
して数学 リメイク(東海大学出版会)　〇数学が好きになる数
の物語100話(ニュートンプレス)　〇世にも美しき数学者たち
の日常(幻冬舎)

ゼミ

予定日
講  師

水曜日

10/6

11/10

12/1

1/12

2/2

3/2

構成を意識した文章や話の作り方を考えます。具体的には、
(1)言いたいことが伝わる文章かどうか判断する。(2) 話の流
れがわかりやすいかどうか判断する。(3)話の構成を分析す
る。(4)構成を意識して、自分の考えを文章にする。

火曜日

10/19

11/16

12/21

1/18

2/15

3/15

甲斐の梵鐘 山梨県には周辺他県に比べて古い梵鐘が比較的多くありま
す。一緒に梵鐘の鑑賞学を学びましょう。

テキストの輪読を行い、ときどきは実際に見
学に赴きます。
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客員教員便り 

 

島 弘幸 客員教授から 
 

10月を英語でOctoberと言います。実はこの言葉、8本

足のタコ(=Octopus; オクトパス)と関係があるって、

ご存じですか？ 

October と Octopus、どちらも先頭に Oct って頭文字

がつきますよね。これは数字の「8」を表すラテン語

で、他にもドレミファソラシドの8音を1オクターブ

(Octave)と言ったりします。 

でもなぜ、10月が数字の「8」と関係するのかという

と・・・実は大昔のカレンダーは、現代と比べて2か月

ずれていたんです。なので「第8番目の月」という意味

で、Octoberという名前がついたとのこと。 

他の月も、その英語名の由来を探すと、面白いですよ。

興味ある方はぜひ。 

 

仲本 康一郎 客員教授から 
 

神戸の旧摩耶ホテルが国の登録有形文化財に決

まったそうです。住む人もなく、建物は蔦や葛で覆わ

れています。その佇まいはおどろおどろしく、本来なら

ば撤去されてもしかたがないものですが、なぜか私

たちの心を引きつける不思議な魅力を放っていま

す。人はなぜこうした廃墟に魅せられるのでしょうか

――廃墟によって当時栄華を誇った人々の営みに思

いを馳せ、世の無常観を感じさせてくれるからかもし

れません。多忙な現代を生きる私たちにとって、とき

にはそうした大いなる時間に身をおくことは必要かも

しれませんね。 

 

望月 和樹 客員教授から 
 

みなさん、こんにちは。今年の夏は、雨が多く

湿気が多く過ごしにくいと感じた日が多かった

のではないでしょうか？ 個人的には、お盆以

降に雨が多いと、9月にキノコが多く発生する

ことが多いので、9月になったら渓流にキノコ

を観察にいくのを楽しみにしています。コロナ

の中、密を避けつつ、初秋を過ごせたらと考え

ています。みなさんは、秋はどのように過ごす

予定ですか？” 

 

川島 亜紀子 客員准教授から 

 

近藤 英一 客員教授から 
 

「甲州弁で「ずく」という語は「やる気」くら

いの意味で、「ずくなし」「ずく出せ」などと

使います。信州でも同じです。このずくは伝統

製鉄の銑
ずく

だとおもうのですが、、、砂鉄を炭で

還元したとき、炭素量が多く融点の低い銑
せん

鉄
てつ

 

（銑
ずく

）が溶けて炉外に出てきます。これで操業

がうまくいったことがわかります。製鉄は重労

働。「頑張れ」＝「銑
ずく

だせ」になった。甲州で

は製鉄遺跡は出ていませんので、もとは信州の

言葉かと思ったりします。 

 

 

小島 千か 客員准教授から 

スポーツの秋、今年の10月第2月曜「スポーツの

日」は7月のオリンピック開会式当日に移動しまし

たが、例年ならこの頃に運動会が多く催されます。

運動会の定番曲といえば、オッフェンバックの《天

国と地獄》でしょうか。この快活なメロディーを用

いて「亀」を表したのが、今年没後100年の作曲

家サン=サーンスです。《動物の謝肉祭》の中に

出てきますが、音楽って本

当に耳を傾けないと気づ

けないものもあります。秋

の夜長、音楽もお楽しみく

ださい。 

ゼミで名前を思い出せなかった文献について

（https://www.jstor.org/stable/40608153）。  

幼少期の環境剥奪と発達の取戻しについての論文

集ですが，こうした研究を紹介するときには慎重で

ありたい。確かに人生初期の深刻な剥奪は生命を

脅かし，健全な発達を損なうリスク要因ですが，決

定因ではありません。環境の一方的な被害者という

無力感にも，自分で何とか乗り越えよという自己責

任論にも偏らないよう伝えるにはどうすればよいの

でしょう。考え続けたい課題です。 

https://www.jstor.org/stable/40608153
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サークルご紹介その1 大学生活をもっと楽しもう！ 

今月号と次号2回に渡り、山梨学習センターのサークルの紹介をしていきます。今月号は「あるこう甲斐」と「太極拳サークル」

です。楽しみながら仲間づくり、健康づくり、スキルアップなどしてみませんか？ 

あるこう甲斐は30年以上の歴史があるサークルで、郷土の歴史や自然を
理解するとともに、健康の増進、会員相互の親睦を深めることを目的とし
ています。 現在の会員数は37名で、毎回6 km 程歩きます。 

 最近散策した場所は、昭和町と国母地区、 小淵沢棒道、湯田地区と甲
府城です。 散策にあたっては、私が偉人達の足跡や、歴史的背景・裏話
などを調べておき、それらを紹介しながら歩きます。 今後の予定は、猿橋
周辺の散策や塩山上条集落の散策などを考えています。  

 あるこう甲斐の入会資格は、放送大学学生等です。何気なく見過ごして
いる景色も、歴史的背景を学びながら歩くと、新たな発見があります。 

代表者 宮崎博信   

連絡先  

携帯電話：080-5421-3942          

mail: 9012584260@campus.ouj.ac.jp 

  

あるこう甲斐 

山梨同窓会は平成７年１１月１９日に設立され、現在会員数が158名です。 

山梨学習センター所属の卒業・修了生であればどなたでも入会できます。 

会費は永年会費として一人１２，０００円です。 

【活動内容】 

（１）同窓会総会・卒業生・修了生の祝賀会を４月か５月に開催。 

（２）「入学者の集い」終了後「新入学生歓迎交流会」を年２回実施。 

（３）公共交通機関やマイクロバスを利用しての研修旅行の実施。 

（４）年１回卒業研究・修士論文発表会の開催。 

（５）会員相互の情報交換の場の提供として、会報誌「ふじざくら」を年２回発行。 

 
現在はコロナ禍で活動が停止していますが再開されることを願っております。 

会長：網倉 紀年雄 

連絡先：山梨学習センター 

放送大学山梨同窓会 

毎週金曜日PM1:30～３:30、山梨学習センター多目的室で活動しています。 

「太極拳は筋力の増強・維持に効果があり、特に下肢の筋力やバランス感覚を
錬・維持する効果が注目されています。」（『武術太極拳』No.378） 

身体を動かさないことにより起こる筋力低下を予防し健康でイキイキした人生を
送るため、一緒にやってみませんか。 

初めての方も身体を動かす楽しみを感じ、熟練者？も身体の内なる声を聞きな
がら楽しんでいます。  

代表：名取三枝子 

連絡先：山梨学習センター 

太極拳サークル 

同窓会のご紹介 卒業生、修了生の皆さんへ！ 



11 

事務室からのお知らせ 

【２０２１年度第２学期単位認定試験】 

新型コロナウイルス感染症をめぐる国内状況に鑑み、2０２１年度第２学期単位認定試験についても、新型コロ

ナウイルス感染が拡大する可能性を考慮し、代替措置による自宅受験にて実施いたします。 

単位認定試験期間：２０２２年１月１４日（金）～１月２１日（金）（消印有効） 

※事前に周知していた試験日程とは異なります。配布済みの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、期間をお間違えのないようご注意ください。詳しくは大学ホーム

ページ、システムWAKABA等で順次お知らせします。 

 

【システムWAKABAパスワード】 

初期パスワードから一定期間経っても変更されていない方は、ロックアウトされ、システムにログインできませ

ん。既にロックアウトされている場合はログイン画面のお知らせをご覧ください。 

 

 

【2021年度卒業研究・修士論文発表会（開催予告）】 

2021年度卒業研究・修士論文発表会を開催する予定です。詳細は次号「おいでなって」及び山梨学習セン

ターホームページでご案内します。卒業研究を履修検討中の方や、在学生のみなさん、ぜひご参加ください。 

          
 

 

 

【２０２１年度第２学期学習相談】 

学習の方法・進め方・卒業研究・大学院進学など修学上の諸問題について、当センターの所長・客員教員等

が相談に応じます。希望者は、事前に、「学習相談票」を事務室まで提出してください。希望者と助言者双方

の日程を調整したうえで相談日時を決定しお知らせします。 

学 習 相 談 一 覧 

客員教員等 専門分野 相談可能な曜日・時間 

平山 公明  所長 上下水道工学、環境関係、理系分野全般 火～土 13:30-17:00 

近藤 英一 客員教授 材料や化学とその応用 火 15:30-17:30 

島  弘幸 客員教授 物理と数学 木 9:30-12:30 

仲本康一郎 客員教授 認知言語学、言語教育 木 13:30-15:30 

望月 和樹 客員教授 食品学・栄養学 火  9:00-11:00 

川島亜紀子客員准教授 心理学 木 11:00-12:30 

小島 千か 客員准教授 音楽鑑賞・表現・チェロ 木 15:30-17:30 

  日時：2022年2月5日（土）13:30から 

         場所：山梨学習センター講義室2 

         主催：山梨学習センター、山梨学習センター同窓会 
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※9月下旬時点での情報です。最新情報はホームページをご覧ください。 

開  所  日：火曜日～日曜日 (閉所日：月曜日、祝日、年末年始) 

開所時間：9：10～17：40  

2021年10月～12月 スケジュール 
※コロナウイルス感染状況により変更になる可能性もあります。 

放送大学・山梨学習センターのホームページの最新の情報をご確認ください。 

★面接授業追加登録10/21（木）～ ★通信指導提出期間 

web：11/9（火）～30（火） 

郵送：11/16（火）～30（火） 

1 金 第2学期授業開始 1 月 閉所日 1 水

2 土
大学院修士全科生・博士全科生

第1次選考
2 火 2 木

3 日 3 水 閉所日（文化の日） 3 金

4 月 閉所日 4 木 4 土 面接授業・パソコン講座

5 火 5 金 5 日 面接授業

6 水 6 土 公開講座 6 月 閉所日

7 木 7 日 7 火

8 金 8 月 閉所日 8 水

9 土 9 火 9 木

10 日 10 水 10 金

11 月 閉所日 11 木 11 土 面接授業・公開講座

12 火 12 金 12 日 面接授業

13 水 13 土 特別講演会 13 月 閉所日

14 木 14 日 パソコン講座 14 火

15 金 面接授業空席発表 15 月 閉所日 15 水 パソコン講座

16 土 面接授業 16 火 16 木

17 日 面接授業 17 水 17 金

18 月 閉所日 18 木 18 土 面接授業・特別講演会

19 火 19 金 19 日 面接授業

20 水 20 土 面接授業 20 月 閉所日

21 木 21 日 面接授業 21 火

22 金 22 月 閉所日 22 水

23 土 面接授業 23 火 閉所日（勤労感謝の日） 23 木

24 日 面接授業 24 水 24 金

25 月 閉所日 25 木 25 土

26 火 26 金 26 日

27 水 27 土 面接授業・パソコン講座 27 月 閉所日

28 木 28 日 面接授業・パソコン講座 28 火 臨時閉所

29 金 29 月 閉所日 29 水 閉所日（年末）

30 土 面接授業・公開講座 30 火 30 木 閉所日（年末）

31 日 面接授業 31 金 閉所日（年末）

10     月 11    月 12     月


