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中国より 2 か月遅れて、また、韓国より 1 か月遅れ

て、2020 年 3 月半ば頃より、わが国でも新型コロナウ

イルスの急激な感染拡大が叫ばれるようになり、去る4

月 7 日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づき、「緊急事態宣言」が発出された。

世界中に拡大した新型コロナウイルスの対応では、

各国で大規模な緊急対策が迅速に発令される情報

が流される中、わが国では、早くから求められていな

がら、政府は諮問委員会の「専門家会議」の判断を仰

いでいるとして、この宣言を発した。「専門家会議」も、

国民の賢明な人達は、早くから求めていたことである

のは、様々なメディアが伝えている。 

この宣言に関し、テレビの報道では、「専門家会

議」の意見というのは、「人との接触８割減」が必須と

訴えていたが、安倍総理の宣言では、「人との接触６

－7 割減、最大 8 割減」と変わっていた。これには、少

なからず驚かされたが、驚かされたのは私だけではな

かったようである。安倍総理の宣言後、政府の「専門

家会議」に感染拡大の科学的な試算データを提示し

ている北海道大学の西浦教授（理論疫学）は、“7 割

減”などとは絶対に言ってないと苦言を呈していた。

果て、宣言者は、その科学者の言葉をどう聞いたであ

ろうか？ 

国が違えば、有事における国の対応が違うのは当

たり前ということでは片付けられない。2 か月以上も時

間的な猶予がありながら PCR 検査拡充の公言も果た

せず、他の検査手法の導入も未だである。政府の言

動、対策は、今の世の中、即時に世界中に情報が電

波する時代であることを思えば、有事における国のリ

スク対応では、政治家にこそ、優れた『リスク感性』を

活かせるリーダーが求められているように思う。
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過去の日本の人口を決める因子及び

将来について 
 

理事／安岡 均 

ASQ CQA/CSSGB 
 
 

【はじめに】 

現在日本では、将来の人口減が国力の低下につ

ながるといった話がよく聞かれます。よい機会なので、

過去の日本の人口の推移とその背景を調査してみま

した。今後日本の人口が、かなりのスピードで減少し

ていくと言われておりますが、どのような未来が期待で

きるのでしょうか。 

 

【概要】 

・奈良時代から現代までの人口の推移とそれと関係が

深いと考えられる農地面積について調査した結果、

700 年代から 1980 年代半ばまでは、農地面積の増

加と人口の増加は、ほぼ相関している。 

・1990 年代から、農地面積は減少しているが、人口は、

2010 年まで増加しており、過去 1000 年間には見ら

れない変化が起きている。 

・GDP は、人口とほぼ比例している（ﾃﾞｰﾀは記載せず。

国土政策関連資料より）。 

 

【調査結果及び解説】 

調査期間は、奈良時代（700 年代）～現代までとし

た日本の人口と農地面積の相関を図１に示す。（図は、

下記の参考資料から筆者が作成)。 
 

 

図 1 日本の人口と農地面積 
 

参考資料：1)全国土地改良事業団体連合会編：農業基盤整備事業の

社会的役割。2)人口から読む日本の歴史；鬼頭 宏（講談社学術文

庫）。3) http://www.stat.go.jp/data/chouki/07.html。4)Wikipedia：日

本の人口統計 

 

上記の図から、次の 4 点が特徴として挙げられる。 

 

1) 700 年代から 1980 年代半ばぐらいまで、農地面積 

と人口は、共に増加し、相関が見られる。 

2) 700年代から1600年ぐらいまでは、農地面積と人口 

共に若干増加している。 

3) 1600 年～1980 年代半ばまでは、農地面積と人口 

は、過去と比較すると大幅に増加している。 

4) 1990 年代からは、農地面積は減少しているが、人 

  口は 2010 年まで増加している。 

 

各々について、以下に解説を試みる。 

１)  700年代から1980年代半ばぐらいまで、農地面積

と人口は、共に増加し、相関が見られる。農地面

積の増加により食料の確保ができたことにより、人

口が増加するという相関は、自然の摂理に従って

おり、理解しやすい。また、1980 年代半ばまでは、

食品の輸入量がそれ程多くなかったことも、農地

面積と人口にそれなりの相関が見られる理由かと

思われる。  

  

２)  700 年代から 1600 年ぐらいまでは、農地面積と人

口共に若干増加している。この間、荘園整理法、

二毛作の開始、諸国検田等があったが、農地面

積及び人口共にほぼ横ばいであり、また、単位面

積あたりの収穫量もほぼ同等であったことが分か

っている 1)。また、1000 年代から数百年は、荘園

制が成立し、全国的な人口や生産、土地に関す

る調査が困難となり、中央政府や荘園領主層の

数量的関心そのものが希薄であった 2)との考察も

ある。1400 年代後半に農民一揆がさかんになっ

たことからも、少なくとも農民は、恵まれた環境に

はなく、人口が増える環境になかったと思われる。

また、農業の方法にも単位面積あたりの収穫量が

伸びていないことから、大きな改善等はなかった

ものと推察する。 

 

３)  1600 年～1980 年代半ばまでは、農地面積と人口

は、過去と比較すると大幅に増加している。  
 

① 1500 年代後半から、戦国時代に入り、戦国大名 

が富国強兵を図ることが死活問題となり、軍役や

兵糧を年貢として徴収し、生産増大を図るため、

土地と人口を正しく把握する必要性が高まった。

豊臣秀吉が全国統一後、戸口調査、太閤検地し、

江戸時代に入ってからも名前を変えて継続した 2)。

これらの時代背景が、農地面積と人口の増加に 
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つながったものと考えられる。 また、単位面積あ

たりの収穫量も増加し始めている 1)。1600 年ぐら

い～1900 年ぐらいまでは、農地面積と人口共に

増加しており、1600 年以前と比較すると、大幅に

増加している。 
  

➁ 1900～1980年代半ばまでは、農地面積は、増加

しているが、増加割合は、1900 年以前と比較す

ると、やや緩やかになってきている。一方、人口

の増加割合は、以前と比較すると高くなっている。

その理由としては、以下の図２から分かるように、

1800 年代後半から、農業（第一次産業）に従事

する労働人口の割合が低下し、第二次産業及び

第三次産業に従事する労働人口の割合が増加

してきたことが主な要因と考えられる。第二次産

業が成長することにより、工業製品の生産により

収入を得る人が増えたこと、また、農地の単位体

積当たりの収穫量も1873年と1980年を比較する

と、240kg/10 ａ→412kg/10 ａと増加しており、農

地面積の増加率の低下を農業の方法の改善で

カバーしたものと推察する。 

 

 
 

図２ 産業別就業人口割合 
 

出典：一般社団法人 日本リサーチ総合研究所

http://www.research-soken.or.jp/reports/digit_arch/population03.htm 

 

４） 1990 年代から農地面積は減少しているが、人口

は、2010 年まで増加している。 
 

ここで、今までの日本の長い歴史上、初めて、人

口と農地面積の正の相関が見られなくなった。そ

の主な要因として、1985 年以降の食料の輸入量

の大幅な増加が挙げられる（図 3 参照）。この食料

輸入量の大幅な増加は、1985 年のプラザ合意に

よる急激な円高がその背景にあるものと考えられ

る。1985 年以前は、１ﾄﾞﾙ220～230 円近辺であっ 

 

たが、1985 年以降は、1ﾄﾞﾙ120 円程度まで、円高

が急激に進んだ。そのため、海外の食料が、今ま

での半額程度で輸入できるようになり、食料を海

外から輸入する動きが急激に進んだものと考えら

れる。このため、農地面積が減少に転じたにも係

らず、食料を輸入することにより、食料を確保し、

人口増に対応できたものと思われる。 
 

 
 

図３ 食料輸入量の推移 
 

【まとめ】 

今回、日本の人口とそれに影響を与えるであろう因

子について調べてみましたが、当たらずとも遠からず

と言った結論にしか至りませんでした。 

過去 1000 年は、農地面積と人口に正の相関があり

ましたが、1990 年代からその相関がみられなくなりま

した。一方、GDP は現時点でも人口とほぼ相関がみら

れております。しかし、今後は、自動化や AI 化が進む

ことにより、人口が減少しても GDP が減少しないとい

ったことも期待したいと思っております。   

 

【おまけ】 

今回の人口の調査を行った際、速水融氏（故人）の

本を購入しました。速水氏は、「日本を襲ったスペイ

ン・インフルエンザ―人類とウイルスの第一次世界戦

争」という本を人口問題と絡めて書いておられ、まさに

我々が現在直面していることが、過去にも発生してい

ることが書かれています。本の概要欄から、以下、抜

粋で転写します。 
 
“「スペイン・インフルエンザ（スペイン風邪）」は日本

に三回やってきた。第一波は大正 7 年 5 月から 7 月

で、死者を出すには至らなかった。第二波は、大正 7

年 10 月から翌年 5 月ころまでで、26.6 万人の死者を

出した。大正 7 年 11 月は最も猛威を振るい、学校の

休校、交通・通信に障害が出た。死者は、翌年 1 月に

集中し、火葬場が大混雑になるほどであった。第三波

は、大正 8 年 12 月から翌年 5 月ころまでで、 死者は 
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HACCP 衛生管理の展開ポイント 

―会員フォーラムより― 
 

理事長／西原 美津子 

ASQ CQA/CHA/CBA 
 
 

はじめに 
 

昨年度の第 3 回会員フォーラムで食品の HACCP

を取り上げた。その折、わが国の食品衛生法の改正

（＝HACCP 制度の義務化）の背景、HACCP 制度化

の 意 味 、 す べ て の 食 品 等 事 業 者 に 適 用 さ れ る

「HACCP 衛生管理」が実は事業規模によって 2 種類

の取組み方があること、また、小規模事業者には、税

金を使った行政の各種の補助事業があること、その一

つである日本食品衛生協会が無償で提供している小

規模の食品等事業者向けの e-learning 教材、食品に

より異なる「HACCP 衛生管理」の展開方法などなど、

様々なテーマに言及した。関連するそれらの題材から、

本稿では、1、2 の食品について、小規模事業者にお

ける「HACCP 衛生管理」の展開ポイントについて振り

返ってみたい。 

 

小規模事業者等における一般衛生管理 
 
冒頭で、“HACCP 衛生管理が事業規模によって 2

種類の取組み方がある”と 申 し上げた 。一つ は

「HACCP に基づく衛生管理」であり、これは食品コー

ドと称される Codex/FDA の HACCP の原典に基づく

7 原 則 に 沿 っ た 衛 生 管 理 で あ る 。 他 の 一 つ は

「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」と定義して

前者と区別し、小規模（50 人未満）の事業者に対して、

各団体で手引書を発行し、事業者は、それらに沿っ

て簡単にHACCP衛生管理を始められる。この方式は、

会員フォーラムで紹介させていただいた日本食品衛

生協会の e-learning 教材（小規模一般飲食店を含む

全６業種）では、いずれも関係団体による事業者向け

の手引書（厚生労働省の確認要）を公開している。 
 

ここで、忘れてならないのは、簡単方式の HACCP

衛生管理でも、次の➀～⑥を実践していなければ、

保健所では合格にならない。理由は、改正法第 50 条

の２第 2 項の「営業者は厚生労働省令に定められた

基準（一般衛生管理＋HACCP 衛生管理）に従い、公

衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」と

いう改正法の要求を満足しないからである。 

 

ここで、実践が求められる 6 項目は、次の通りである。 

 

➀手引書を理解し、自社の業種・業態では何が危害

要因となるかを理解すること。 

②手引書のひな型を利用して、衛生管理計画と手順

書（必要に応じ）を準備すること。 

➂衛生管理計画等の内容について、従業員に周知

すること、 

④ 手引書で紹介された記録様式を利用して、衛生管

理の実施状況を記録すること。 

⑤ 手引書で推奨される期間、記録を保存すること。 

⑥記録を定期的に点検し、必要に応じて衛生管理計

画・手順書等を見直すこと。  
 

これらの6項目で分かるのは、導入した「HACCP衛

生管理」はシステムとして継続的に運営して行くことが

求められるということを示唆している。また、上述②③

⑥の「衛生管理計画」は、一般的な衛生管理として

「HACCP 衛生管理」の土台となるが、政令では 14 項

目を挙げている。（紙面の都合で省略するが、Codex

の一般食品衛生原則の内容と同じではない。） 

 

HACCP 衛生管理―豆腐製造の例 
 
次に、前節で触れた「一般衛生管理」を土台にして、

その上に構築する「HACCP 衛生管理」に進めたい。

会員フォーラムでは、「一般衛生管理」が一階、

「HACCP 衛生管理」が二階となる家の建てつけに見

立てて説明させていただいた。つまり、一階の「一般

衛生管理」がなければ、「HACCP 衛生管理」の二階

は建てられない。さらに、この家の構造は、「一般衛生

管理」が徹底できて、食品トラブルの元となる潜在要

因を防げるような工程であれば、その工程は「HACCP

衛生管理」は不要にしてもよいという建てつけである。 

  

ここで、会員フォーラムで危害分析を試みた豆腐製

造と小規模飲食店の例について、まず、豆腐製造の

「HACCP 衛生管理」を振り返ってみたい。 
 

豆腐製造全般について：豆腐は誰もが親しみを感

じるわが国の代表的な食品であり、日常、食品スーパ

ーに行くと、誰も見るのが豆腐であるが、製法のことは

殆ど気にしたことがない方も多いのではないか。豆腐

には、木綿豆腐、絹豆腐、充填豆腐、寄席豆腐があり、

製造工程における特定の段階に加え、どの豆腐も包

装後、直ちに冷却する必要がある。そのため、製造後

にも、販売・保存時の微生物の増殖を防止することが

重要となる。 
 次に、それらの工程フローを日本豆腐協会より出さ 

 



IQAI INTERNATIONAL QA INSTITUTE  

Management System News  Vol. 24, No.1  
 

５

 
 
れた上図の製造フローで確認する。豆腐製造におけ

る全般的な工程フローが確認できたら、次に「HACCP

衛生管理」における重要管理ポイントとなる工程を分

析して、次の 3 点の温度と時間を確認する。 

 

➀大豆の煮沸温度と時間の管理・・・97～106℃の温

度で 2 分の煮沸 

②充填豆腐の加熱・殺菌温度と時間の管理・・・90℃

の温度で 40 分以上又は同等以上の効力がある方

法で加熱・殺菌 

➂販売ケース、冷蔵庫、チラー水の冷却槽の温度管

理・・・2～10℃の温度で約 2 時間 

 

さらに、豆腐製造には原材料である大豆の洗浄が

不十分だと、病原性微生物の発生の一因となるとされ

ており、上記の①②➂のほか、大豆の洗浄工程も加

えてもよいので、大豆の洗浄後の検査を徹底する。洗

浄度検査は一般衛生管理でできれば、抽出した上記

3 点について作成する“HACCP Plan”には入れない。 

 なお、重要管理ポイントと併せ、土台の一階の「一般

衛生管理」としての日常管理も忘れてはならない。 

一般衛生管理：原材料の受入れ、冷却設備・水道

設備の管理、製造フロアーの管理（ネズミ・細菌等の

増殖や異物混入の防止）、機械・器具の洗浄・殺菌・

破損、従業員の手洗いを含む衛生管理・健康管理、

トイレの洗浄・消毒等は外せないだろう。  
 

HACCP 衛生管理―ハンバーグステーキの例 
 

次は、飲食店で食するハンバーグステーキについ

て危害分析を復習してみたい。「HACCP 衛生管理」

のポイントは、微生物管理の点から、 あらゆる食品に 

 

ついて温度管理が重要となる。これは、細菌を“つけ

るな”、“増やすな”、“やっつける“の 3 原則が根底に

あるためである。食品における微生物の増殖温度を

知ることが不可欠となるが、一般に 10～60℃で菌の

増殖が活発になるため、この温度帯を“危険温度帯”

として、その温度帯に留まる時間を少なくする。これが

対策である。 
 

肉料理のハンバーグステーキの例で、微生物の増

殖温度となる“危険温度帯”の 10～60℃の滞留時間

をどのように管理するか、下図を参照したい。 

ハンバーグは肉料理であるから、温度帯は菌の増

殖温度帯よりさらに高く、中心温度が 70℃ 以上

（76℃）が重要とされている。図は、アメリカ FDA（食品

医 薬 品 局 ） の 初 版 （ 2017.10.4 ） と 改 訂 第 2 版

（2019.2.8）を示している。 
 

改訂前（右図）と改訂後（左図）において、加熱後、

冷却の段階で、危険温度帯（10～60℃）に長く留まら

ないことは、同じである。【参考】として、2 時間以内に

21℃以下に、さらに4時間以内に5℃以下に冷却する

こととある。改訂の変更ポイントは、改訂前は“茶色い

肉汁が出る”、改訂後は“透明な肉汁が出る”として、

目視で肉汁の色を確認できるように改訂して、調理現

場でも分かり易く示すようにしたものである。 

また、同じ肉料理の温度管理についても、給食施

設等を対象とした大量調理施設になると、より厳しくな

り、30 分以内に 20℃以下に、1 時間以内に 10℃以下

に冷却するとしている。これが衛生管理マニュアルで

規定された規則であるが、大量調理施設の温度管理

は厳しくなる点は注目したい。 

 

HACCP 衛生管理―小規模飲食店の例 
 

次に、50 人以下の小規模の飲食店において、単品

でなく雑多な食材を扱わなければならない場合の

「HACCP 衛正管理」はどのようにすればよいか、会員 
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フォーラムで紹介した e-learning 教材で推奨されてい

る内容を復習する。  

下図は、雑多な食材の温度管理の点から、メニュ

ーを３グループに分類し、それぞれ重要な管理はどこ

になるかついて分析する例を示している。 
 
Step-1 メニューを分類する 
 

 

 
同じような温度管理をする食材をグループ分けして

温度管理することにより、「HACCP 衛生管理」を容易

に計画できるようにしている例で、小規模モデルでは、

殆どこの方式を利用している。 

・グループ-１： 非加熱の冷蔵品を冷たいまま提供 

・グループ-2： 冷蔵品を加熱し、熱いまま提供（加熱 

した後、高温保管を含む） 

・グループ-3： 加熱後に冷却し再加熱するもの、又 

は、加熱後に冷却するもの 
 

Step-2 各グループで重要管理ポイントを分析する 

・グループ-１： 非加熱の冷蔵品を冷たいまま提供し

て加熱しない料理では、加熱調理工程がないため、

食材に付着している有害な微生物を殺菌することが

できないため、有害な微生物に汚染されていない食

材を使用し、付着した有害な微生物が増殖しないよ 

 

 

うに、冷蔵庫（低温）での保管を管理する。 
 

・グループ-2： 加熱するもの（冷蔵品を加熱し、熱い

まま提供）（加熱した後、高温保管を含む） 

前述のハンバーグステーキを参照できるが、鶏肉な

どの食肉は有害な微生物に汚染されている可能性

があるので、やはり十分な加熱を行うのが必須となる。

また、加熱調理後、盛り付け時など手指や調理器

具・皿などを介して食品を汚染しないよう注意する。

【参考】食肉などに付着している多くの有害微生物

は、75℃で 1 分間以上の加熱で死滅するとされて

おり、中心部まで火を通すことが重要となる。 
 

・グループ-3： 加熱後に冷却し再加熱するもの、又

は、加熱後に冷却するもの 

 
加熱後、冷却の段階で危険温度帯（10～60℃）に長

く留まらないようにすることが重要であることは、ハン

バーグの例と同じである。米国 FDA の一般の温度

管理を説明させていただいたが、前節の大量調理

施設の温度管理はさらに厳しくされている点も併せ

て留意したい。いずれも“危険温度帯（10～60℃）”

に長く留まらないようにする対策である。 
 

以上、述べてきた「HACCP 衛生管理」は、「一般衛

生管理」とともに、管理対象とした箇所については、 

チェックリスト等の簡便な形式で記録を残すこと、不具

合が見つかった場合は、速やかに対策を講じて、そ

の経緯と結果を記録し、繰り返して不具合が発見され

る場合は、衛生管理全体をシステムとして見直す。 

なお、これまでの衛生管理の話に含まれていない

留意点として、➀食品衛生法による調理基準、②異

物の混入管理、➂アレルゲン管理、④青物魚介類の

アニサキスの冷凍・加熱による管理等も取り込み、飲

食店全体の衛生管理システムとして継続的に運営し

て行くことになる。システムの継続管理は、経験豊か

な会員で成るわが会の機関誌での解説は省略してよ

いだろう。(完) 
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通信大学の放送大学への入学の感想 
 

理事／小林 克俊 
 
 
  一昨年の春から、放送大学の在学生となりました。

とは云え,大昔に入学式でのガクラン黒詰襟又は紋付

袴の和服を着た人々で近頃、初老になった人達が多

数を占めています。唯一メリットは学割が効きますの

で、博物館の入場料とか PC ソフトが学割安で購入出

来るくらいです。 
 

御年、中期高齢者の年齢で、無謀とも言えますが,

入学のキッカケは、次の様子でした。食品関連の研修

を初めて、公益社団法人 日本食品衛生協会の町田

食品衛生研究所にて、食品微生物検査実習(基礎 2

日間)を受けた時でした。受講者は殆どが若い女性で

大手食品会社の現役の検査実務担当員で、男性 70

才を過ぎているのは、私唯一人でした。何となく違和

感がありながら微生物検査実習をしていると、検査室

の入退室ごとに、入念な 20 秒間の手洗いの実施で、

不慣れな手指はガサガサに荒れてきました。入室前

にエアーシャワーで行なうのは、電子機器の工場の

IC のクリーンルームと同じ原理で、違和感はありませ

んでした。そこで細菌を寒天培養することを「培地」と

呼ぶことを初めて知りました。当方は電機・電子屋な

ので、今までとは畑違いで、それまで電子機器の扱い

だけで、生物は高校生以来、取扱いは無かったので、

私のカルチャーショックでした。感想として、初回のコ

ースの為か、HACCPの制度化の一言も触れなかった

件には、不満を感じました。今は触れていると思いま

すが・・・。  
 

  微生物検査実習を受ける根拠は、食品関連の審

査資格用件として、組織での職制(マネジメント)に関

係なく、食品検査の実務経験の要件が現実にあるか

らでした。40 年位前の昔話では、家庭の主婦の家事

ても資格として認めらました。しかし、今は実務検査が

要件です。当時の実話として、某・刑務所の所長が食

品の審査資格を申請したが、実務経験を示せず、如

何に偉くても食品審査員資格は取れなかったことを記

憶しています。 
 

  放送大学の話に戻しますが、これまでに全国で

160 万人が学び、巣立ち、現在の在籍学生は約９万

人います。様々な世代・職業の方が意欲的に学んで

います。30～40代を中心に、10代から90代まで幅広 
 

い年代層の方々が放送大学で学びをしています。看

護師や教員の資格を目指す方々が多いのも特徴で

す。日本における生涯学習の中核として、何人にも広

く門戸を開けています。放送大学の設立の理念のと

おり、地域を問わず、様々な世代・職業の方々が学ん

でいます。学びたい人すべてが何時でも学べる「開か

れた大学」と広報宣伝で云っています。 
 
・目的から 

30 代の方：教養を深めたい(46%)、資格取得のため 

(29%)、仕事に生かすため(29%)、その他。 

看護師の方：大学の学士の資格を取得するため(37%)、

キャリアアップのため(34%)、看護学士を取得するため

(25%)、その他。 

シニア世代：もう一度勉強し直すため(57%)、教養を深 

めたい(25%)、学びを楽しみたい(10%)。 

 

・放送大学を選んだ理由から 

30 代の方：自宅で手軽に学習できるから(44%)、学費 

の負担が軽い(16%)、受講したい科目・教授がいるか 
ら(15%)、学習センターを利用出来る(12%)、その他。 
シニア世代：学習センターを利用出来る(36%)、自宅 
で手軽に学習できる(35%)、学費の負担が軽い(16%)、 

受講したい科目・教授がいるから(16%)、友人・知人 
の勧め(13%)。 
 
・学生の感想から 

“余暇時間の暇つぶしのつもりで入学しましたが、学

習センターに行くと、元気がでる。周りの方が意欲的

なので、すっかり感化されています。” 

“景気が悪い中、会社ではスキルアップが求められ

ます。“看護師って、自分の時間はあるけど、友達と休

みが合わないことが多い。放送大学なら時間を有効

活用できるのがいい。最長 10 年間在学できるので、

自分に合ったプラ ンニングができます。広く学べて資

格取得にも役立つ放送大学を選びました。” 

 

・学び方として 

BSTV: BS キャンパス exBS231ch, BS キャンパス on  

BS231、及び BS ラジオ BS531ch は誰でも視聴てき録 

画して何時でも再生可能です。在校生には、システム 

wakaba を通じて、インターネット配信により、自宅のパ 

ソコンで何時でも、都合の良い時間に学ぶことが出来 

ます。科目ことに印刷テキスト B5 判を予習と復習を 

し、放送授業を視聴覚での学びで一科目は 15 章(回) 

から成り、1 章(囘)当たり 45 分間の放送授業となりま 

す。半年(6 ヶ月)毎に 2 単位が区切です。入学後、テ 

キストと放送授業で各章を学習し、3 ヶ月目安に通信 
(8 ページへつづく) 
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3 ページのつづき 

 

一年で終わらず、流行を繰り返し、その内容を変えてい

る。ウイルスが原因となる流行病はまだまだ解明されて

いない。人間同士の愚かな戦争はもう止めて、ウイルス

のような「天敵」との戦いにもっと備えなければならな

い。” 

記録の大事さ、歴史を知ることの重要性を改めて感じ

ました。やはり先人に学ぶことは、多いです。(完) 

 

***   ***   ***   ***   *** 
 
７ページのつづき 

 

指導をマークシートによる添削指導により学生に指 

導が行われ、6 ヶ月後に科目認定試験 (マークシート選 

択式)が行われ、A/B/C 評価されて合格すれば、2.0 単 

位を取得出来ます。業務で忙しい時は、睡眠不足に陥 

るため、健康を害さないよう注意しなければなりません。 

 科目試験の出題はテキストが中心となるが、放送授 

業のみから出題されています。従い、一般大学の座学と 

違い、映像による事実(客観的証拠)を示す教育が広く 

深く行われることを感じています。(完) 

 
  

ここで、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の

延長に関して、放送大学学長 来世新氏のメッセージを

紹介します。コロナの収束が見えない恐怖に駆られがち

ですが、放送大学で学びを続けている学生は、教養あ

る行動を取り、冷静に事態を分析して頂きたいとのこと。 

 日本の文化的伝統には、「常ならぬことが常である現

世」という認識と、そこでの生き方が常に問われ、「無常」

という観念が多くの人々によって語り継がれてきました。 

 その代表ともいうべき作品は、「ゆく河の流れは絶えず

して、しかももとの水にあらず」という言葉で始まる『方丈

記』てす。（筆者は鴨長明） 

1177 年の平安京の 1/3 を焼き尽くした大火に始まり、

1180 年の竜巻、平清盛による突然の福原遷都、

1181~82 年の大飢饉、1185 年の大地震に至るまで、僅

か 8 年間に当時の首都圏であった平安京一帯を襲った

大災害等による首都の突然の物理的崩壊と住人の死や 

 

暮らしの変化、社会の動揺等を観察し、1212 年に『方丈

記』を完成させました。 
当時は現代と比べられないほど変化の違いはあるも

のの、今日の新型コロナウイルス蔓延に悩む現代でも、

同じように当てはまることです。予期せざる環境変化によ

る回避手段を持たない突然の死の到来、人々の嘆きと

悲しみ、そこから生ずる日常への疑問、懐疑、孤独感、

悩み等は、いつの世でも変わらない人生の断面です。 
 目的合理主義がコロナにより打ち砕かれつつある中、

二宮尊徳の道歌に「この秋は雨か嵐かしらねども、今日

のつとめの田草とるなり」の現実を直視し解決していくこ

とにある。その力を放送大学で学び、自己確立に役立て

て欲しいと述べています。(小林)  

 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 
 

【年次総会の開催】 

♦2020 年 5 月 9～10 日、年次総会がウェブ会議とメーリン

グリストで開催されます。(議案資料：会員ﾎﾟｰﾀﾙで DL) 

【2020 年 2-3 月の会員フォーラム】 

♦第 2回:「わが国の人口問題がもたらす近未来」について 

第 3 回：「小規模の食品事業者等の HACCP」について  

                           (IQAI 事務局／安岡 均 

  
 

編集後記 
 

やはり今回は、新型コロナウイルスの話題が多くなっ

た。今回の一連の対応の中で、清々しく感じられたの

は、一般市民の事を真剣に思い、青雲の志を持ち、体

を張っている人がいることであった。自分のパフォーマ

ンスの場として利用しているように見えた人もおり、案外

分かるものだと感じた。政府の対応は、西原理事長から

もあったようにお粗末であった。だが、それを選んでい

るのは、我々であり、国民のレベルを反映しているもの

だと理解している。私自身は、医療従事者でもなく、安

全地帯にいたことにやや引け目を感じている。一方、世

の中でこのような事態でもリスクを背負い、働き続けた

方々が、無くてはならない存在としてクローズアップされ

たことは大変嬉しく思う。小林理事の放送大学のご入

学も青雲の志に通じるものがあり、爽やかな気持ちにさ

せていただいた。ありがとうございます。 (安岡) 
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