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どっぷりつかる，放送大学
みどり市議会議員
群馬同窓会副会長
平成14年３月（社会と経済専攻）卒業
平成20年３月大学院（政策経営プログラム）修了
平成28年９月（生活と福祉コース）卒業
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輝 彦

平成２年，地方の国立大学法学部を卒業し
た私は群馬に帰るに当たり，放送大学の放送
が北関東で唯一群馬だけが視聴エリアである
ことを知りました。何となくアカデミックな
ものと縁が切れてしまうことに寂しさを感じ
ていたので，放送大学に学士入学しました。
しかし，放送大学を卒業しても二つ大学を
卒業しただけで，学歴の上昇につながらず，

れを取りまとめてみたいと思っていました。
せっかくそういうことをするなら，専門の先
生に指導を受けて，世間に問うことができる
ような論文を作りたいと思い，大学院に入っ
てみようと考えました。
入試は専門科目と英語それに面接です。英
語は特別に勉強しませんでしたが，どうにか
なりました。専門科目は 10 問程度出題され，

卒業へのモチベーションは上がりませんでし
た。各学期ごとに数科目程度を履修すること
を続けていたある日，成績通知書を見ていた

そのうち２問を選択して回答するものでした
が，運よく２問だけ分かるものがあり，それ
を回答しました。面接は研究計画書をもとに

ら，あと数科目で卒業になることがわかりま
した。開学当初は卒業論文が必修科目でした

質問されますが，特に意地悪な質問もされず
終了し，１回の受験で合格することができま

が，制度が変更になり，現在のように通常の
科目で代替することができるようになったこ

した。修士論文以外の単位は修士科目生で全
て履修済みでしたので，２年間論文に専念で

とも後押しとなり，１回目の卒業となりまし
た。入学してから 10 年以上経っていました。
その後，放送大学に大学院が開設されまし

きました。
大学院生活は，月に一度研究成果をゼミで
発表するのですが，仕事をしながら毎月何ら

た。大学生の頃から大学院というものに憧れ

かの成果を持っていかなければならないの

を感じていましたので，在職したままで修士
課程に入ることができる放送大学は魅力的に
感じました。当時税金徴収の仕事をしていた

で，割合大変です。２年生になり，論文を取
りまとめる頃には，１年先延ばしにする誘惑
に駆られましたが，指導の先生の「１年延ば

私は，非効率な徴収制度について改革すべき
箇所がたくさんあると考えていたので，こ

しても，結局同じことになる。頑張って書き
上げなさい。」との叱咤激励を受け，どうに
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か書き上げることができました。
修士論文を書くことで，文章の書き手側に

れば，私がこの世に生まれてきた甲斐があっ
たと言えると思います。

なるという経験をすることができます。そう
すると，他人の文書を読むときに，書き手の

放送大学でいくら勉強しても実益がないの
ではないか，という意見も聞きますが，私の

意図を前より感じ取れるようになりました。
車の運転で例えて言うなら，運転中危ないと

場合放送大学の学術修士で税理士試験の税法
科目が２科目免除になるという実益がありま

ころに立っている歩行者をたまに見かけま
す。車を運転する人なら危ないことがわかる

した。難関の税法科目が合格せず，税理士試
験から撤退してしまう人が多い現状，大変な

ので，そのような場所には立ちません。車の
運転をする人は自分が歩行者でいるときも，
運転者の視点を持つことができます。これと

メリットであると言えましょう。また，私は
同窓会の役員としても活動しています。この
ように私は放送大学にどっぷりつかり，その

同じように，論文を書いた経験があると，自
分が読み手のとき，書き手の視点に立つこと

恩恵を大いに受けています。
昨今，経済的な事情で大学進学を諦めた

ができるのです。
修士論文の内容は，自分が担当していた自

り，進学したものの，貸与型の奨学金の返済
に窮している人たちが多いという報道を聞き

動車税の，「公平で効率的な徴収方法」とい
うものです。一般に修士論文の内容は専門的
すぎて，他人にはわかりにくいものが多いの
ですが，私の論文は身近な内容なので，論文
の発表でも他の院生から多くの質問が出まし
た。この論文の内容を実施すると，全国で少
なくとも毎年 600 億円も節約をすることが
できるという内容です。公務員から議員にな
り，今後この論文の内容を活かす場面が来る
かもしれません。この一つだけでも実現でき

ます。
私はそこでなぜ，放送大学のことに気が付
かないのかと，もどかしく思うのです。国が
力を入れ低廉な料金で高等教育を受けられる
機会が用意されているのに，大変もったいな
いと感じます。
放送大学の知名度が上がり，多くの人々が
その恩恵に浴せるよう，私も微力を尽くした
いと思っています。

学習相談のお知らせ
群馬学習センターでは，所長及び５名の客員教授による「学習相談」を行っています。
学習方法，修学上の疑問，卒業研究についてなど気軽にご相談ください。
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相談を希望する場合には，事前に事務室へご連絡ください。
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国語学
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コミュニケーション論

平成28年度 第１学期卒業生

ご 卒 業

おめでとうございます

９月 25 日（日）に，平成 28 年度第１学期卒業生に対する「学位記
授与式」が群馬学習センターにおいて挙行されました。
「学位記授与式」は，学歌斉唱に始まり，学位記の授与，
三田所長の式辞，
同窓会長の祝辞，客員教授からの祝辞があ
学部卒業生
り，49 名の学部生が卒業となりました。
（大
専攻・コース名
卒業者数
学院修了生は該当者なし。
）
生活と福祉コース
19名
学位記授与式終了後は，トラットリア
心理と教育コース
12名
チィニョ（前橋商工会議所会館
内）に場所を移し「卒業祝賀会」
社会と産業コース
５名
が開催され，参加者たちは終始
人間と文化コース
７名
和やかな雰囲気の中で，生涯学
情報コース
１名
習への感慨をかみしめる１日と
自然と環境コース
５名
なりました。
計

49名

三田所長から学位記を授与され
る卒業生

群馬学習センター中庭にて記念撮影

卒 業 生 代 表 の 言 葉

「人間と文化コース」を
楽しく学んだ３年間
平成28年度第１学期
（人間と文化コース）卒業

山

本

銀之助

今回「人間と文化コース」を卒業することが
できました。
「社会と産業コース」に続いて放
送大学２コース目の卒業です。
「人間と文化コー
ス」の履修を振り返ってみると自分なりに重点
を置いた点が有ることに気付き（最初から意図
していなかったが）ました。その一つが「芸術」
です。放送授業としては，青山昌文先生の「社
会の中の芸術（'10）」
「舞台芸術への招待（'11）
」
「西洋芸術の歴史と理論（'16）
」大学院授業科
目「美学・芸術学研究（'13）」を履修しました。
その講義の中で，イタリアの画家カラバッジョ
を知りました。彼は，徹底した写実性と劇的な
明暗対比による感情表現で，後のバロック期の
画家に多大な影響を与えたと言われています。
講義（放送教材）で説明されたカラバッジョ「エ
マオの晩餐」は，ロンドン・ナショナルギャラ
リーに展示されています。2003 年８月文科省
による短期派遣研修で，このナショナルギャラ
リーを訪れた折は，画家カラバッジョを知らず
気づきませんでした。2012 年７月末に，再び

ナショナルギャラリーを訪れカラバッジョ「エ
マオの晩餐」を，放送授業で説明があったこと
を思い出しながら，
じっくりと観ることができ，
とても充実した時間を持て，
「知識」と（観る）
「行為」を結びつけることができました。カラ
バッジョに関して，放送授業も担当された神戸
大学の宮下規久朗先生の著書に『カラバッジョ
聖性とヴィジョン』
（名古屋大学出版会，サン
トリー学芸賞）があります。他，多数の本も書
かれているので，ゆっくり読んでいきたいと思
います。宮下先生は，
「社会の中の芸術」では，
徳島県鳴門市に在る「大塚国際美術館」より講
義されて「システィーナ礼拝堂天井画」等を解
説されていました。陶板による複製画というこ
とであまり観に行こうと思っていませんでした
が，完全再現された絵画はどんなものか，実物
と陶板とで観る者に与える印象は，どの様に異
なるのか，
どちらにも行って比べてみたいです。
さて大学院授業科目「美学・芸術学研究」で
は，
青山昌文先生が，
千葉県にある
「ホキ美術館」
の紹介と画家野田弘志氏へのインタビューをさ
れて写実絵画を講義されました。野田弘志《蒼
天》（2008 年）が印象に残ったので，画家野
田弘志氏を調べていくと，思いもよらず，私の
卒業した高等学校の大先輩にあたることが分か
り，ホキ美術館と画家野田弘志氏により興味を
抱きました。１度目は１人で，２度目は，群馬
学習センターの学友６名で，写実絵画をじっく
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三田所長の式辞

先輩からの歓迎の言葉

先輩からの歓迎の言葉

新入生へのメッセージ
―学生生活を振り返って―
平成28年度第１学期
（社会と産業コース）卒業

髙

橋

由美子

本日は，ご入学おめでとうございます。
皆様は，様々な期待と不安を胸に，この「入
学者の集い」を迎えたことと思います。
私は高校卒業後進学したい気持ちもあったの
ですが，すぐに就職しました。そんな話を職場
の先輩にしたところ，「放送大学という通信制
の大学があるよ」と教えてくださいましたが，
仕事に慣れるのに精いっぱいで入学はしません
でした。
その後，いろいろなところで放送大学のリー
フレットを見かけ，出願書類を手にとったこと
もありましたがなかなか入学する決心がつきま
せんでした。けれども，このままずるずると先
延ばしにしていては何も始まらないと思い，入
学を決意しました。数えて 15 年目の時でした。
アルバイトと育児中でしたので，４年で卒業
するのは難しいと考え，倍の８年を目標にしま
した。ところが，協力してくれると言った夫が
単身赴任になったり，子どものサークル活動や
学校の役員などもあり，忙しくてなかなか勉強
する時間がつくれず予定通りにはいきませんで
した。そのような調子ですから，学習センター
には単位認定試験と面接授業の必要最低限しか
通えませんでしたし，最初の在学中は友人もつ

くれませんでした。途中であきらめそうにもな
りました。
最初の目標だった８年目の春，子どもが小学
校を卒業しました。その時，ここまで頑張った
のだから，
やはり私も卒業したいと思いました。
在学期限ぎりぎりの 10 年かかりましたが卒業
することができました。本当にうれしく，協力
してくれた家族にも感謝しました。卒業後は，
群馬同窓会に入会し，そこで知り合いもできま
した。
私は卒業をあきらめそうになったとき，誰か
に相談することさえ思いつかなかったのです
が，皆さんは何か困ったことがあったらぜひ学
習センターに相談されることをお勧めします。
きっと親身になってくださいます。また，些細
なことでも相談できるように群馬同窓会でも活
動しておりますので，まずは学習センターに連
絡してみてください。
仕事や家事，育児，介護などと学業との両立
はたいへんです。孤独を感じて辛くなることも
あるかもしれませんが，今日入学した皆さんと
ともに学んでいるということを忘れないでくだ
さい。
放送大学学歌には，「まなぶのはたのしみ，
知ることはよろこび」
という歌詞がありますが，
本当にその通りだと思います。私はその気持ち
をまた味わいたくて，今学期３度目の入学をい
たしました。新入生の皆様，どうぞよろしくお
願いいたします。
本日はご入学本当におめでとうございまし
た。
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り鑑賞することができました。遠いですがホキ
美術館は何回も訪れたい美術館です。次に，
「舞
台芸術への招待」では，パリ国立オペラ座ガル
ニエの舞台や客席の配置等の講義も面白かった
です。それにも増して印象づけられたのは，担
当講師竹森佳史先生の日本の伝統演劇―人形浄
瑠璃，境界線上の演劇―であります。講義を聴
いただけでなく学習センターの学友と国立劇場
小劇場文楽公演を鑑賞してから，親子の愛情や
義理人情の葛藤を描く人形浄瑠璃に魅せられて
しまいました。その後は，２カ月に１回の文楽
公演を楽しんでいます。今年（2016 年）は国
立劇場開場 50 周年記念で通し狂言「一谷嫩軍
記」や「仮名手本忠臣蔵」が上演されます。そ
れと同時に歌舞伎公演「仮名手本忠臣蔵」も国
立劇場大劇場で三カ月連続完全通し上演されま
す。この様な公演に興味が持てたのも放送授業
や竹森先生の面接授業のおかげです。辞書の編
集を小説にし，映画化された「舟を編む」の直
木賞作者三浦しをん氏も人形浄瑠璃にはまった
お一人です。
若手太夫の成長を描く青春小説「仏
果を得ず」人形浄瑠璃・文楽の魅力を楽しく解
説した「あやつられ文楽鑑賞」の文楽関連の小
説を面白く読むことができました。
さて次に「人間と文化コース」で重点を置い
たのは，博物館関連の科目です。「博物館概論
（'11）
」「博物館資料論（'12）
」「博物館展示論
（'12）
」
「博物館情報・メディア論（'13）」
「博
物館経営論（'13）」
「博物館教育論（'16）」
「博
物館資料保存論（'12）」と「現代の生涯学習

（'12）」を履修しました。あと「博物館実習」
の単位が，現在放送大学で取れないので，どこ
かで履修・修得できれば，学芸員に結びつける
ことも可能となります。しかし，もう高齢者で
あるので，博物館のボランティア活動に生か
せたらと思っています。さて，
「博物館展示論
（'12）」の放送授業を受講すると茨城県の古河
歴史博物館と鷹見泉石記念館を訪問した映像が
放映されました。古河歴史博物館には古河藩家
老鷹見泉石の資料も保存展示されています。早
速，
学友と二人で博物館と記念館に行きました。
わたしの故郷三河・田原藩渡辺崋山筆国宝「鷹
見泉石像」の模写や歴史資料が有り，二人は蘭
学を通して交友もありました。しかし，二人の
最後は大きく異なります。渡辺崋山は家老とし
て藩財政再建を行いましたが，蛮社の獄に関
わったとして謹慎生活をおくり，藩政と私生活
の板挟みから切腹しています。
他方鷹見泉石は，
「大塩平八郎の乱」で鎮圧にあたります。また，
語学ができ，海外情報を幕府役人に教えるなど
幕府の外交に貢献，天寿を全うしています。博
物館は，歴史的なことを学べるだけでなく考え
させられる場所とも感じました。その後，群馬
学習センターの学友７名で再び古河歴史博物館
を訪れました。
もっと「人間と文化コース」の歴史分野も，
学びたいと思っているうちに卒業となってしま
いました。
短く感じる３年間の
「人間と文化コー
ス」での学びでありましたが，充実した学生生
活でした。ありがとうございました。

平成28年度 第２学期入学生

ご 入 学

おめでとうございます

平成 28 年度第２学期は，群馬学習センター所属として，学部学生 340 名，大学院生 24 名の，併
せて 364 名の方々が入学されました。
10 月１日（土）に，平成 28 年度第２学期「入学者の集い」が開催され，新たなスタートが始ま
りました。
学
部
「入学者の集い」には，約 50 名の新入生が出席し，学長
学生の種別 人 数
大 学 院
挨拶（DVD）
，三田所長による式辞に続き，先輩からの歓迎
全科履修生
75名
の言葉，入学生代表から入学の経緯と目標達成にむけた決意
選科履修生
125名
学生の種別 人 数
科目履修生
134名
修士選科生
18名
表明がありました。
特別聴講生
6名
修士科目生
6名
また，各サークルの活動紹介も行われ，入学生にとっては
計
340名
計
24名
たいへん貴重な集いとなりました。
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入 学 生 代 表 の 言 葉

入学への思い
平成28年度第２学期入学
（人間と文化コース）

茂

木

みどり

皆さん，こんにちは。今年度第２学期より全
科履修生として入学いたしました茂木みどりと
申します。僭越ながら入学生を代表として一言
ご挨拶させていただきます。
本日は，このような場を設けていただき群馬
学習センターの皆さま，並びに先輩の皆さまに
深く感謝申し上げます。
私が放送大学で学習しようと思ったきっかけ
を，話させていただきます。私は幼少時から人
と仲良くすることが苦手でした。手先も不器用
で，折り紙などの工作や絵を描くことができず，
幼稚園に通うことが苦痛でした。朝，何度も「幼
稚園に行きたくない」と泣きじゃくり，母を困
らせました。小学校に上がり，算数や国語の勉
強は楽しかったのですが，学校に通うことは相
変わらず苦しく，
中学では不登校になりました。
その状況が変化したのは姉が，群馬県のこころ
の健康センターに相談に連れていってくれた時

平成28年度
第 ２ 回

からです。その後，
知り合った 16 歳の子が言っ
てくれた「定時制とか，今からでも高校いかな
いんですか？」という何気ない一言で「そっか，
行けばいいんだよね…」と心の底から思い，そ
の次の日に入学願書を貰うために高校に電話し
ました。そして高校を卒業することができまし
た。高校卒業が決まった日に，担任の先生か
ら『今は生涯学習の時代です。これからも自分
の興味のあることへの勉強を続けてください。
』
という言葉をいただきました。生涯学習ときい
て，以前から TV やラジオで見たり聴いたりし
たことのある，放送大学での勉強を思い浮かべ
ました。けれど，学費のことが気になって，な
かなか入学を決意できずにいました。科目履修
生として学習しようかとも考えたのですが，
『最
長 10 年間在籍できる』と書いてあったので，
10 年かけて一つのコースを勉強できたらと思
い，全科履修生として入学させていただきまし
た。高校のときは卒業するために単位を取るこ
とが目的となってしまい，よくわからないまま
にしてしまった英語と数学を，特に勉強したい
と思っております。
これから，
お世話になります。講師の皆さま，
職員の方々，先輩方，ご指導よろしくお願いい
たします。

履修サポート会を開催

10 月 30 日（日）
，14 時 00 分から，群馬学習センター第３講義室において，群馬学習セ
ンター所属の新入生及び在学生に対し，教員と先輩の方々による履修サポート会が開催されま
した。相談者からの勉強の取り組み方，スケジュールの立て方，試験の時の注意点などの学習
方法や卒業研究へのチャレンジの
方法などの相談に対し，予定時間
の 90 分を使い，サポーター自身
の体験談を踏まえた熱心なアドバ
イスがありました。参加者からは
不安だったことが少し解決したよ
うな安堵の表情が伺え，充実した
サポート会であったようです。毎
年５月と 10 月に実施しています
ので，ご参加ください。
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教員・先輩からのサポートを受ける学生達

重

要

連

絡

単位認定試験を所属以外の学習センターで受験することもできます !!
単位認定試験は，原則として所属学習センターで受験することになっていますが，転勤・転居
等のやむを得ない事情や通勤・通学等地理的な関係等の場合，所属以外の学習センターで受験す
ることができます。この場合，受験センターの変更手続きが必要となります。「単位認定試験受
験センター変更願」
（「学生生活の栞」に附帯の諸様式）を提出するにあたっては，
「学生生活の栞」
（教養学部：72・73ページ），（大学院：67・68ページ）を参照のうえ，早めに手続きを済ませ
てください。
変更手続きをされても，受験を希望する学習センターの収容人員の状況によっては変更できな
い場合があります。
なお，受験センターの変更は，「学期単位」で，
「試験日毎」の変更はできません。

提出期限

提 出 先

①システムWAKABAでの届出の場合
10月１日（土）〜 12月２日（金）
②郵送による場合
10月１日（土）〜 11月25日（金）必着

〒 261-8586
千葉市美浜区若葉 2-11
放送大学学生課単位認定試験係

宛

放送教材（DVD・CD）の郵送貸出ついて
学習センターが自宅から遠い方，自宅で視聴を希望する方は是非ご利用ください。
（注意事項）
①郵送貸出の利用対象者は，群馬学習センター所属の学生に限ります。（休学中の方は利用でき
ません。）
②往復料金は，申込者（学生）負担となります。申込時に必要額の切手を同封してください。
第四種郵便という特別料金。
③郵送貸出は，放送教材（DVD・CD）のみとなります。
④貸出から返却までの間の教材の破損・紛失・内容変更等による補償は，原則として申込者（学
生）の負担となります。
⑤貸出日数は，配送日数を含めて９日間とし，延長はできません。
（教材発送時に必要な切手料金：抜粋）
DVD・CDの場合

２枚まで

25円

３枚

35円

詳細は，群馬学習センターまでお問い合わせください。
（TEL：027-230-1085 FAX：027-230-1094）
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事 務 室

か ら の

お 知 ら せ

『キャンパス・ネットワーク』及び『システムWAKABA』を活用しよう！
『キャンパス・ネットワーク』を活用すれば，
○放送授業のインターネット配信を「いつでも」視聴できます。
○過去の単位認定試験問題・解答等が閲覧できます。
○各種変更手続きの申請用紙を入手できます。
『システムWAKABA』を活用すれば，
○科目登録申請や既修得単位の確認などができます。
○所属コース変更願，カリキュラム移行届，所属学習センター変更願，単位認定試験受験センタ
ー変更願や住所等変更届の手続きができます。

学生証の交付について
学生証は，所属学習センター窓口で交付しています。入学許可証を持参し，学習センター窓口に
て受領してください。期限切れの学生証をお持ちの方は，古い学生証をお持ちください。
なお，出願時に学生証用写真票を提出されていない方については，早急に『写真票』（学生生活
の栞巻末）に所定事項を記入の上，本部学生課へ郵送またはシステムWAKABAから登録してくだ
さい。写真の登録手続きを行っていない方は，学生証を交付できませんので，ご注意ください。
また，単位認定試験期間中は，学生証の交付を行いませんので，必ず試験開始前までに学習セン
ターで新たな学生証を受領してください。

通信指導の提出について
通信指導を提出し，合格すると単位認定試験の受験資格が得られますので，次の期日までに必ず
提出してください。
郵送の場合：平成28年11月16日（水）〜 11月30日（水）大学本部必着
Webの場合：平成28年11月９日（水）10：00 〜 11月30日（水）17：00
なお，新規に科目登録した学期に通信指導を未提出（期限までに未到着を含む。
）だった場合や，
単位認定試験の受験資格を得られなかった場合には，次の学期に学籍がある場合に限り，科目登録
などの手続きを行わなくても再度，通信指導が受けられます。（学籍が切れてしまう方は，入学手
続きが必要です。）

各種届（願）の提出先について
各種届（願）の提出先は大学本部となりますので，提出期限必着でお願いします。
なお，「住所変更届」については，所属学習センターへの提出となります。
学習資料を受け取る際に重要ですので，変更があった場合には，速やかにお届けください。
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カリキュラムの移行について
平成28年度以前に入学された全科履修生は，平成28年度から開始した新カリキュラムへ移行す
ることができます。
平成29年度第１学期から新カリキュラムへの移行を希望する方は，期限内に移行手続きを行っ
てください（
「所属コース・専攻変更願兼カリキュラム移行届」を提出するか，システムWAKABA
から手続き）
。
なお，移行後は元のカリキュラムに戻ることはできません。
また，卒業要件が変わりますので十分にご留意ください。
（提出期限）
郵送の場合：平成28年11月30日（水）大学本部必着
システムWAKABAの場合：平成28年10月20日（木）〜 12月13日（火）

単位認定試験について
平成28年度第２学期の単位認定試験は，「平成29年１月20日（金）〜１月29日（日）」に実施さ
れます。単位認定試験は，通信指導に合格した方が受験することができます。試験の１週間前まで
に「単位認定試験通知（受験票）」が送付されます。１月13日（金）になっても受験票が届かない
場合，あるいは紛失した場合は，大学本部へ連絡してください。（大学本部：TEL：043-2765111）
試験当日は，受験票と学生証を必ず持参してください。詳しいことは，「学生生活の栞」教養学
部71・72頁，大学院66・67頁を参照してください。
単位認定試験期間中は，
「お身体の不自由な方」以外は本学習センターの駐車場は利用できません。
従いまして，
『電車やバス等の公共交通機関』もしくは『前橋市営パーク城東駐車場』をご利用
ください。
（バイクや自転車でご来所の場合は，本学習センターの駐輪場をご利用ください。
）

再試験について
平成28年度第２学期に登録した科目の単位修得ができなかった場合，平成29年度第１学期に学
籍がある場合に限り科目登録を行わなくても再試験を受けることができます（再試験を受けるため
の手続きは不要です）。在学期間が終了する方は，平成29年度第１学期の入学手続きを行ってくだ
さい。
＜出願期間：平成28年12月１日（木）〜平成29年３月20日（月）
＞

図書室・視聴学習室の利用について
カバン・袋物の持込はできませんので，学習に必要な教材以外の所持品（貴重品を除く。
）は，
設置のコインロッカーに入れてから入室してください。
（投入した100円硬貨は戻ります。
）
なお，貴重品，筆記用具類を入れるカゴについては，ロッカー室に配置してあるカゴをご利用く
ださい。
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認定心理士を目指して学習されている方へ

年度別資格取得対応項目一覧の閲覧方法

▪認定心理士資格取得対応科目は放送大学ホームページで確認できます。
放送大学ホームページに「年度別資格取得対応項目一覧」として掲載し
ています。認定心理士資格取得のための履修計画や次学期科目登録等にも
お役立てください。また，
過去に修得した単位も認定対象になりますので，
対応科目をご確認ください。
▪旧基準で申請を希望される方は申請期限にご注意ください。
認定心理士の認定基準が，2014年４月１日から新しくなりました（新
基準）。2019年３月31日までは，移行期間として，旧基準（これまでの
基準）での資格申請も可能です。旧基準で申請をお考えの方は，2018年
度第１学期までに必要な単位を修得し，
「様式３」を作成の上，本部担当
教員に記載事項の証明を依頼してください。
（資格申請に必要な書類は，
目安として，2018年12月に整っている状態であることが望ましいです。）

①

認定心理士対応科目一覧

②

認定心理士単位表作成ツールをご活用ください

「様式３」の記入が終わったら，本学担当
教員に記載事項の証明を依頼してください
【送付先】
〒 261‐8586 千葉市美浜区若葉 2-11
放送大学 学務部 連携教育課 資格取得支援係

宛

＊角２封筒の表面に，朱書きで「学生番号」と「認定心理士
証明希望」と記入してください。

【送付するもの】
・様式３「心理学関係科目修得単位表」
＊必ず「申請者氏名」欄に自書でペン書き，捺印のこと。

・返信用封筒（角２封筒に返信先を記入，重量分の切手
を貼付）
※必ず「成績通知書」で成績を確認した後，郵送してく
ださい。
※概ね２カ月程度で返送されます。

年度認定心理士資格取得の手

引き」も必ずご確認ください。

▪ツールを開くには
放送大学ホームページ＞目的別に探す＞放
送大学で目指せる資格＞【心理学に関する資
格】認定心理士＞認定心理士単位表作成ツー
ル

③

「平成

単位取得要件および卒業要件を満たしたら，日本心理学会のホームペー
ジから，申請書類一式をダウンロードするか，もしくは郵送で取り寄せて
ください（有料）
。申請書類のひとつである「様式３ 心理学関係科目修
得単位表」は，認定心理士単位表作成ツールを利用して作成することがで
きます。認定心理士単位表作成ツールを使用すると，放送大学で履修した
放送授業科目は，科目を選ぶだけで必要な項目が自動で入力されるなど，
「様式３ 心理学関係科目修得単位表」も簡単に作成でき，印刷した単位
表はそのまま申請に利用できます。認定要件の充足状況や，履修計画を立
てるときにも活用できます。
※認 定心理士の認定基準は，2014年４月１
日に改定されました
（新基準）
。移行措置と
28
して，2019年３月31日日本心理学会必着
分までは旧基準に基づく申請が可能です。

●ツール入力前に確認するもの
◦認定心理士対応科目の履修状況
◦面接授業のシラバス（授業概要）
◦他大学で対応科目の一部を修得済みの方は，
修得単位数，内容，担当教員名等，入力に必
要な項目

申請に必要な書類を準備してください
【放送大学関連】
①（様式３）
「心理学関係科目修得単位表」
②ｂ，ｃ領域の科目のシラバス（授業概要）
③成績・単位修得証明書
④卒業証明書

【日本心理学会関連】
※日本心理学会ホームページからダウンロード
⑤（様式１）認定心理士資格認定申請書
⑥（様式２）履歴書
⑦（ 様式４）審査量払込控貼付用紙・ID カード用写真添付
用紙
⑧提出書類チェックリスト
⑨郵便はがき（書類受領通知用）

※旧基準に基づいて記載しています。新基準で申請する
場合は，ａ領域のシラバスが必要になる等，提出書類
が異なりますのでご注意ください。

日本心理学会へ ※申請時に審査料 10,000 円，認定後に認定料 30,000 円が必要となります。
申請書類を提出
詳細は，日本心理学会のホームページで必ず確認してください。
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学 生 研 修 旅 行

「山梨リニア見学」
に参加して
数学同好会

松澤

正昌

今年の研修旅行は秋晴れの下，10月12日（水）
に学生39名が参加し，群馬学習センターの三田所
長，安部事務長，他２名職員の方の引率で行われま
した。目的地は山梨県の都留市にある山梨県立リニ
ア実験見学センター，その後白百合酒造のワイナリ
ー見学，石和温泉ホテル「ふじ」での昼食バイキン
グ，桔梗屋信玄餅工場見学，一宮御坂の金桜園での
ブドウ狩りと盛りだくさんの研修旅行でした。
旅行の初めはバスの中での自己紹介。多くの人が
よろしくと言う中，ユニークな発言で車内を笑いの
渦に巻き込む人が出て，はじめから和気藹々。隣同
士，近くの席の人同士の会話が飛び交い，事務所の
方が用意してくれたお茶，菓子の助けも借り，それ
はそれはにぎやかなまるで若かりし頃の高校生，中
学生に戻ったような旅のスタートでした。
リニア見学センターでは，同日試乗会もあり，私
達は乗ることができませんでしたが，テラスより，
走行車両を見ることが２回もできました。時速500
㎞超でトンネルから轟音と共に現れ駆け抜けた時に
はビックリと言う他ない感動を覚え，11年後には
品川，名古屋間を40分で結ぶといいます。日本中
がより近くなるようにおもわれます。ただその８割
がトンネル通過だとの説明を聞き，せめて車内のモ
ニターで外の景色を映し出したなら旅の楽しみが増

えるので，リニ
ア新幹線に乗る
まで生きていた
いと思ったのは
私１人ではなか
ったのではと思
いました。また
超伝導の実験を見させてもらいましたが，その不思
議さ，磁気の大きさ，全く感動物でした。
ワイナリーでは，葡萄踏み体験その葡萄ジュース
の甘く，おいしかったこと。何よりもワインの試飲
会，多少？酩酊して，この時間がもっとあればとの
思いも。
バイキング料理はいつも思うことですが，根が卑
しい私は，ついつい多くとってしまい後で，体重が
気になりました。かなり前に石和温泉には行ったこ
とがありましたが，ホテルが多く建ち並び全くの別
世界でした。
次は信玄餅の工場見学，最後は葡萄狩りと続きま
した。葡萄農園には，たわわに実った葡萄を食べ放
題とのことですが，昼食バイキングで欲張った報い
でしょうか？一房を食べきることができなかったの
は，私１人ではありませんでした。甘く，ジューシ
ーな葡萄，仲間とわいわい言いながら食べる美味し
さ幸せの境地でした。
帰路のバスの中もにぎやかです。挨拶の中で，冥
土の土産がまた一つできたと発言した方がいらっし
ゃいましたが全くその通りではないかと思います。
事務所の方々には大変なご苦労をかけただただ感
謝です。来年もこんな催しがあれば是非是非参加し
たいと考えています。

群 馬 同 窓 会 からのお 知 らせ
●平成29年度１学期卒業祝賀会を開催
去る９月25日に学位記授与式が行われ，そ
の後近隣のレストランで，会費制の卒業祝賀会
を催しました。
祝賀会の席上では，卒業生一人ひとりの感慨
深い体験が懐かしく語られ，所長先生をはじめ
出席された先生方と親しく交流されなごやかな
時が流れました。様々な環境の中にあって，思
いを遂げられた卒業生の晴れやかな顔に，清々
しい印象を受けました。好天に恵まれ，卒業生
のみならず先生方
や同窓会会員にと
っても，たいへん
有意義な時間が共
有できたことを実
感しました。

●新刊叢書のご案内
放送大学叢書は次の３種が新刊叢書です。す
でに数えて全35刊となりました。詳細につい
ては学生交流室に全刊を掲示しております。ま
た実物は，エントランスホールの書棚に印刷教
材とともに保管しております。直接，左右社や
アマゾンなどインターネットで購入することが
できますが，群馬同窓会では学生の皆さんがお
求めやすい価格設定（10％引き）にしており
ます。
購入希望の方は学習センター窓口にてお気軽
に申し付けください。
＊島内裕子著「方丈記と住まい文学」
＊御厨 貴著「戦後史のダイナミズム」
＊高山 守著

「ヘーゲルを読む―自由に生きるために」
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サークル紹介

現在，群馬学習センターでは８つのサークルが活
動しています。ご興味のある方は，各サークルの連
絡先までお問い合わせ下さい。

放送大学群馬混声合唱部
私達合唱部は歌を介して友情を育み，
学習に励み，

生物研究会
放送大学での学びを通して地域社会と繋がる活動

以って勉学の功を挙げることを目的としておりま

を目指しています。活動内容は，環境に関する研修

す。

会や読書会などの学習と，かんな川水辺の楽校観察

誰でも知っている懐かしい歌，叙情歌，歌曲，童

会などの環境教育に協力する地域貢献活動です。

謡等から，今テレビラジオ等で流れる新しい歌，ポ
ップスなど軽く口ずさみたくなるような曲の中か

例えば，水辺の楽校観察会や群馬県指定天然記念
物ヒメギフチョウ観察会の参加協力などがありま

ら，時流に合った曲を選んで練習をしております。

す。他に，学内外の公開講座等に若宮クラブなどと

大学の入学式，卒業式或いは同窓会の集いなどで
歌わせていただいております。

共に参加協力しています。
入会希望の方は，まずご連絡下さい。自ら行動す

練習は月２～３回程度，主に学習センターの教室

る仲間を募集しています。お気軽にお出かけくださ

で練習をしております。毎回和やかな雰囲気の中で

い。

の練習は，次回の練習日が待ちどおしいほどです。
練習日はセンター内に掲示してあります。

●会 費：1000円／年
●連絡先：松田 君子

皆さん，どうぞお気軽に見に？否聞きに来てくだ

（メール：kimiko.matsuda@nifty.com）

さい。
●会 費：3000円／年
●連絡先：星野
章（電話：080-5464-2453）

若宮クラブ
若宮クラブは発足以来「仲間と共に楽しく学ぶ」

哲学的人間学研究会
月一度を原則とし，その目的に添うであろう，と

を目的として，学生会員の皆様と共に学び話し合う
事で，学生生活を楽しく充実したものにしていくた
め，種々の活動を実施してきました。

選択した書籍の輪読がメーン活動である。これまで

今後とも会員相互との話し合いを重

に読み上げた書籍はデカルト『省察』
，
プラトン『国
家』
，東京大学出版会『哲学原典資料集』
，プラトン

視し，意見を聞きながら事業を行っ

『ソクラテスの弁明』
，アリストテレス『哲学のすす

動は次の10の分科会のとおりです。

め』などなど。今期は今道友信教授の『西洋哲学史』
を輪読中。（メンバー各々独自に読んだ書籍は多々
あり，が，ここに記した書名はサークル活動として
メンバーが一緒に読んだ書籍のみ。
）
小生（知泉），物心ついてより，そも人間存在と
はなにか？

ていく予定です。現在行っている活
①会員の体験発表会や先生方の講演を実施し，知
識を広め，終了後に茶話会を行い会員相互の交流を
図る。②歴史を学びながら遺跡，古墳，自然などを
見てまわる「ふるさとを学ぶ会」
，③工場施設見学，
④パソコン学習，⑤英語多読研究，⑥心理学研究，

人間いかに生

⑦ ⑧茶道や麺食で伝統文化を学ぶ，⑨ ⑩ゴルフや

などなど考え来たり，今なお考え続

パークゴルフで自然を学ぶ。
今後とも希望によりいろいろな事を行いたいと思

自分は何者であるか？

きるべきか？

けているというべきか。
真摯に思い，真摯に考える善き人の相会するなら

っています。楽しく充実した学生生活を送るため若

ば，互いに益するところあらん。

宮クラブに参加してはいかがでしょうか。

●会

●会員数：74名

費：現在のところ，定額を徴収するという形

はとらず，必要に応じて必要額を徴収しています。
●連絡先：

副会長：上原

博昭（電話：090-1800-3023）
清（電話：080-4678-1712）

角田

知泉（電話：0278-23-3231）

副会長：大高

副会長

笠原

進二（電話：027-326-1124）

会
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費：1000円／年

●連絡先：

長

会

●会

長：後藤

嘉文（電話：090-2219-7629）

天文同好会

楽々イングリッシュ

当会は，天文学に興味を持った会員達が共に学び，
親睦を深めることを主な目的として活動していま
す。

さて皆さん，天体望遠鏡を覗くと，いろいろ

なものが見えてきます。それは月のクレーターであ
ったり，美しくきらめく様々な星団であったり，肉
眼ではひとつに見えていた星が，実は二重星や三重
星といった多重星であったり…。ひょっとしたら，
今まで解決できなかった悩みの答えも，見えてくる
かも知れません。
さあ皆さん，私たちと一緒に天体望遠鏡を，ちょ
っと覗いてみませんか？

見学や体験入会も行って

いますので，興味のある方は，いつでも気軽に参加
してみてください。
●会

費：1000円／年（見学や懇親会等にかかる費

用は別途申し受けます。
）
●連絡先：阿部

英語全般の勉強，会話，文法，簡単な英文作成等
を勉強しています。
活動は原則として，
群馬学習センターで毎月第１，
第３金曜日，午前10時30分から11時30分まで，月２
回実施しています。
久しぶりの英語に悪戦苦闘している会員がいた
り，世界の文化に触れたい，外国人とおしゃべりを
したいと励む会員がいたりしています。緊張も味わ
える先生との英語での会話，実践英語等々も体験し
ています。英語はすっかり忘れてしまったという人
から，ある程度の知識がある人まで，一緒に楽しく
和気あいあいと学べるサークルです。
見学者大歓迎です。是非参加してみてください。
みんなで待ってます。
●会

費：3000円／年

●連絡先：小菅

博和（電話：090-2426-3247）

房子（電話：0270-23-3467）

（メール：9415599221@campus.ouj.ac.jp）

朗読と話し方「クッションの会」

放送大学群馬学習センター数学同好会

「朗読と話し方クッションの会」は会員の親睦を

数学同好会は瀬山先生のゼミを受けた数学好きの

図り互いに痛みを支え合える会である。人は，思っ

仲間が集まり，2015年４月に発足したばかりの一番

ていることをありのまま伝えることは簡単ではあり

新しい同好会です。仲間のレベルは色々です。大学

ません。交流の中で思いがけないご自身の魅力に出
会って下さい。
昔話や民話の中に人の
思いを理解できます。そ
して感動を授受できる楽
しい会です。一人でも大
勢でも発表できます。子
どもからシニアまでの前で実演を実施しています。
教育現場にも出向きます。地域に伝承している物語
をテキストとして作成中です。群馬県・前橋市よみ
きかせ連絡協議会に所属して研修を積んでいます。
●会

費：2000円／年

●連絡先：佐藤

弥生（電話：027-234-2857）

（メール：so-841.kita@nifty.com）

で数学を学び今も勉強しているエキスパート。中学，
高校でしか習っていないけれど仲間にさそわれてウ
ンウン言っているニューカマー。数独ゲームにはま
っているゲームマニア。などなど。数学と言うと固
い，難しいというイメージが付いてきますが，明る
く，打ち解けやすい仲間ばかりです。それに瀬山先
生の熱心な講義を１度聴いたらはまります。皆さん
ちょっと興味がわいたら我々の会を覗いてみません
か？
毎月第２，第４木曜日，午前10時から勉強会を開
いています。どなたでも歓迎します。
●会

費：2000円／年（教科書別途2500円）

●連絡先：松澤

正昌（電話：090-7731-9135）
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平成28年度前期の公開講座

「土
「 土 曜 フォー
フ ォ ー ラ ム 」を 開催
開

第２回

「がんとともに生きる時代 ― 知っとこ！男性・女性に多いがんのこと ―」
群馬大学大学院保健学研究科教授・放送大学群馬学習センター客員教授

神田

清子 氏

平成28年度前期の第２回公開講座「土曜フォーラム」が７月16日（土）に開催さ
れました。群馬大学保健学研究科教授・本学習センター客員教授の神田清子先生を講
師とし，「がんとともに生きる時代―知っとこ！男性・女性に多いがんのこと―」と題して行われ，
50名を超える方々が熱心に聴講されました。
生涯のうち２人に１人が「がんにかかる」時代と言われています。講演は，
男性に多い前立腺がん，
女性に多い乳がんの最近の動向や早期発見のために自分でできることについての紹介から始まり，が
んは見つけられる大きさになるまで時間がかかるので，検診は必ず受けて早期に発見することが大切
ということでした。また，2015年のがん統計予測の罹患数データ，死亡数データなどを用い，がん
とともに生きる人が年々増加し遂に100万人を超えてしまったが，その反面がん治療者の５年生存率
が65％程度まで高くなってきており，「がん＝死」という時代から“がんとともに生きる時代”にな
ってきている，ということが説明されました。
がん患者は，がんとともに生きる時代の到来とともに，がんをどう
治すかということだけでなく，がんと共生し克服し，それとともに生

第３回

きぬいていく経験を通し，がんを抱えながら自分らしくどう生きるか
が大切であり，がんと診断された瞬間から患者は「がんサバイバー」
なのである，という考え方が紹介されました。
また，群馬県がん対策推進計画にも触れ，聴講者は昨今のがん医療やがん検診などに強い関心を示
し，がん＝死ではない，がんとともに生きる時代になったからこそ，日常生活で自分の体や変化に関
心を持ち，検診を受けることがいかに大切かを実感した講演会でした。

「極限高所で生きてきた人々 アンデス，ヒマラヤのフィールドから」
放送大学教授

稲村

哲也 氏

平成28年度前期の第３回公開講座「土曜フォーラム」が９月３日（土）に開催さ
れました。放送大学教授の稲村哲也先生を講師とし，
「極限高所で生きてきた人々
アンデス，ヒマラヤのフィールドから」と題して行われ，60名を超える方々が熱心に聴講されました。
稲村先生が長年調査してきました，アンデスやヒマラヤのフィールドである3,000ｍから4,000ｍ
以上の極限高所という環境の中で，遊牧や移牧または定牧という牧畜を行い生きてきた人々の生活に
ついて，多くの現地写真を使いながら述べられました。
ヤク（ウシの仲間）の遊牧を行うインド・ラクダッタ地方の人々，ヤクとゾモ（ヤクと牛のハイブ
リッド）の移牧を行うネパールやブータンの人々，リャマやアルパカの定牧を行うアンデス・ペルー
の人々の生活が，稲村先生の現地調査のエピソードを交えながら説明されました。
また，チベット文化が多く残っているインド・ラダック地方では，チベット仏教の仏具である「マ
ニ車」を使っており，講演中に聴講者が実際に手に取って，
「回転させた数だけ経を唱えると功得が
あるのか～」と興味深げに回転させていました。
登山語として有名な山岳ガイドの「シェルパ」はネパール・ヒマラヤでヤクやゾモの移牧民である
「シェルパ民族」であることや，日本の真言宗など密教はチベット仏教と
同じ流れであること，遊牧や移牧または定牧で家畜を飼い，過酷なフィー
ルド環境で生活するためには，生活の持続性のほかに，コミュニティ紐帯
や親密な関係が重要であるとのことでした。
聴講者は過酷なフィールドでの生活を興味深そうに聞き入り，我々日本
人にも必要なコミュニティや親密な関係を再認識する講演となりました。
14

平成28年度第２学期

10月

今後のスケ ジュール

15日（土） 面接授業（～ 12／11）

９日（水）

通信指導受付開始（WEB）（～ 11／30）

16日（水） 通信指導受付開始（郵送）（～ 11／30）

11月

25日（金） 単位認定試験受験センター変更願提出期限（郵送必着）
30日（水） 通信指導提出期限（郵送・WEB）
※通信指導問題が11 ／４（金）までに届かない場合は，放送大学本部へ連絡
してください（TEL：043-276-5111）

12月

２日（金）

単位認定試験受験センター変更願提出期限（WEB）

下旬

通信指導添削結果返送
※択一式科目は１／６（金）まで，記述式科目は１／16（月）までに届かない
場合は，放送大学本部へ連絡してください（TEL：043-276-5111）

29日（木）～１／３（火） 群馬学習センター年末年始閉所期間

６日（金）

図書・放送教材室外貸出停止（～１／31）

中旬

単位認定試験受験票送付
※１／13（金）までに届かない場合は，放送大学本部へ連絡してください

１月

（TEL：043-276-5111）
20日（金） 単位認定試験【大学院】／看護師資格取得に資する科目（夏季集中型）再試験
21日（土） 単位認定試験【大学院】
22日（日）～ 29日（日） 単位認定試験【学部】
27日（金）・31日（火） 臨時閉所日

８日（水）

２月

所属学習センター変更願提出期限（郵送・WEB）

13日（月） 平成29年度第１学期科目登録受付開始（郵送・WEB）
27日（月） 平成29年度第１学期科目登録期限（郵送必着）
28日（火） 平成29年度第１学期科目登録期限（WEB 24：00まで）

４日（土）・５日（日） 教員免許更新講習修了認定試験

３月

25日（土） 平成28年度学位記授与式（予定）
31日（金） 休学・復学・退学届提出期限（郵送必着・WEB）
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４

月
月

入学 生 募 集

の お 知らせ

放送大学では，平成29年度第１学期（４月入学）の教養学部および大学院修士選科生・修士科目
生を募集します。ご家族やご友人，職場の方など，放送大学に興味をお持ちの方がいらっしゃいまし
たら，ぜひご紹介ください。
募集内容の詳細や，インターネット出願については，放送大学ホームページをご覧ください。大学
案内パンフレット，学生募集要項などの各種資料は，群馬学習センターで配布しているほか，放送大
学ホームページまたはお電話でもご請求いただけます（無料）
。
●出願期間
第１回募集期間

第２回募集期間

郵送による出願

平成28年12月１日～
平成29年２月28日

平成29年３月１日～
平成29年３月20日

インターネット
に よ る 出 願

平成28年12月１日（木）９時～
平成29年２月28日（火）24時まで

平成29年３月１日（水）９時～
平成29年３月20日（月）24時まで

資料請求・
お問合せ先

放送大学群馬学習センター TEL 027-230-1085
資料請求フリーダイヤル
TEL 0120-864-600
放送大学ホームページ「入学案内」ページ http://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/

大学説明会・入学相談会 （事前予約不要／相談無料）
群馬学習センターでは，放送大学にご興味がある方を対象とした大学説明会・入学相談会を次
の日時に実施します。みなさんの周りに放送大学に興味がある方，相談を希望される方がいらっ
しゃいましたら，ぜひご案内ください。
開催日時

平成28年12月10日（土），12月11日（日）
平成29年１月７日（土），１月８日（日）
，２月４日（土）
，２月５日（日）
いずれも13：30 ～ 16：00（予定）

場

所

放送大学群馬学習センター

群馬県前橋市若宮町一丁目13-2

今回の号では，12月から２月にかけて群馬学習センターでおこなう「大
学説明会・入学相談会」
のことをお知らせさせていただきました。
“放送大学”
って名前は聞いたことがあるし，テレビで放送されているのも知っているけど，実際どういう学校な
のかよく分からない，という方って意外といるのではないでしょうか。大学のことを知らないことに
より，入学をためらったり，学ぶ機会を失っている方がいるのはとても残念です。みなさんの周りで
放送大学に興味を持っている方がいらっしゃいましたら，ぜひ大学説明会・入学相談会のことをお知
らせ願います。
また，すでに入学を決め，学習をスタートさせているみなさんだからこそ，気づくこと，アピール
した方が良いと思うこと，入学してから知って良かったと思うことなどがございましたら，ぜひ事務
室までご意見ください。

編集後記
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