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２０１９年度第１学期の単位認定試験日

【大 学 院】 ２０１９年７月１９日（金）・２０日（土）

【教養学部】２０１９年７月２１日（日）・２３日（火）・２４日（水）
２５日（木）・２７日（土）・２８日（日）

期 間 曜日
開所時間

（事務室・図書視聴学習室）

通 常 期 間
（単位認定試験期間を除く）

火～日 ９：００～１７：３０

７月１９日～７月２８日
（単位認定試験期間中）

金～日 ８：３０～１９：００

単位認定試験期間中は、岐阜学習センターの開所時間と閉所日が変わりますのでご注
意してください。

(臨 時）

閉所日：7月22日(月) ・7月26日(金) ・7月29日(月)
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カウンセラーの仕事

放送大学岐阜学習センター
客員教員 鈴木 壯

悩んでいる人に相談されると誰しも力になりたい、手助けしたいと思うも

のです。話を聞いて、自分にできることはないかと考えるのです。そして、

心の中のモヤモヤを吐き出してもらったり（カタルシス）、役立ちそうなア

ドバイスをしたりするでしょう。そういったことは誰しも幾分かは体験して

いることです。そのようにしてお互いに助け合って生きているのです。

しかし、カウンセリングを求めて来談する方にはそのようなやり方で手助

けにはなるとは限りません。むしろ手助けにならないことが多くあります。

上述のような手助けで手助けになっているなら来談する必要はないので、そ

れでは済まない人が来談するからです。どうやったらその人のためになるこ

とができるでしょうか。カウンセラーはどんなことを考えて支援をしている

のでしょうか。

カウンセラーの仕事は、悩み、苦しむ人に「寄り添う」、あるいは「共に

歩む」、ということをします。とは言っても一緒に生活をするわけではあり

ません。それは、クライエント（来談者）の生きている世界への共感的理解

をすることから始まります。しかし、これは簡単ではありません。他者と同

じように考え、感じることは、それに近づくことはできても、厳密に言うと

できないことです。しかも、Rogers (1957)が言っているように「“あたかも

～のように”という条件を失わないこと」が大事なのですから、どうやったら

いいかわからなくなります。

また、カウンセリングは、「クライエントの自主性を尊重し，カウンセ

ラーとクライエントの間の人間関係を基礎として，そこに生じるクライエン

トの成長への可能性の発展によってなされる」（河合，2004）のであり、

「この人のために，現在できる最善のことは何か」を考え，「役に立つこ

と」をし（河合，1970）、「クライエントの話に同行」（山中、2006）す

るのです。このようなことが前提ですが、どうしたらいいのか決まっている

わけではありません。何がクライエントの役に立つでしょうか。役立ちそう

なことを教えたり、良いアドバイスをすればいいという訳ではありません。

アドバイスをするとかえって苦しめてしまい、問題を悪化させることもあり

ます。真面目な人が悩み苦しむので、アドバイスをすると、そういったアドバ
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イスは悩む中で誰かに言われたり、自分で考えたりしているはずです。それでは

うまくいかない方が来談するのですから、良いアドバイスを受けるとますます頑

張らないといけないと思ってしまい、かえって苦しめることになるのです。自分

が考えたことと同じことをアドバイスされたら、真面目な人はそれをもっとやら

ないと、考えないといけないんだと思うでしょう。そうするとますます悩み、苦

しむことになるのです。

また、この人のためになる最善のこととは何でしょうか。目先のことにとらわ

れて、かわいそうだからと何でもやってあげるのは長い目で見るとその方が自分

でやっていく力を削ぐことになりかねません。かと言って、何もしないというの

もできないし…どうしたらいいかわからなくなります。

こんなことを考えるので、結局、カウンセリングではまず話をじっくり聞く

（聴く）ことが重要視されます。傾聴です。クライエントの体験に沿って聴き、

その体験を共有・共感できることが望まれます。簡単そうですが、自分とは異な

る方の体験に近づき、共有することは容易ではありません。他者の体験は表面上

見えるところでもわからないことがあるのに、見えないところはより一層わかり

ません。それをわかろうとするわけですから。その時、心理的なことだけを聞く

訳ではありません。心のことは抽象的ですから心理だけ聞いているとわからなく

なります。そのときの様子、誰と、どこで、どんな話をしたか、どんなことをし

たか、などを体験に沿って具体的に聴くのです。調査面接のようではなく、クラ

イエントの主観的体験を聴きます。簡単ではないです。少し聞いてわかったと思

う人は共感的理解をしていない人と言っても過言ではありません。

傾聴し続け、共感的理解が進むと、クライエントにとっては、自分の体験を確

かに受け止めてもらえたという体験になり、それが成長が抑えられていたクライ

エントの成長を促すことになります。我々は養育者に受け入れられ、支えられる

ことで成長するのですから、それと同様の体験をすることになるのです。

傾聴するときに何の拠り所もないと十分に聞けないので、その時の拠り所とし

てさまざまな理論があります。カウンセラーは拠り所として自分に馴染む理論を

選択し、それを頼りにしながら話を聴いていくのです。もちろん理論に合わせて

話を聴くのではありません。

このような仕事は簡単でないことを経験を積めば積むほどわかってきます。か

なり面倒で、厄介です。それをなぜ好き好んでやるのか。自分でもわかりません。

知的学習だけで済むわけではなく、体験を深めること、そしてカウンセラー自身

の「感じる力」を育てなければなりません。そのためには、自分と向き合い、自

分自身を知らねばなりません。自分と向き合いながら、できる限りカンセラーの

仕事を続けたいと思っています。
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2019年度第１学期単位認定試験

単位認定試験については、学生生活の栞(大学院:66～74ページ、教養学
部:71～79ページ)に記載されていますので確認して受験してください。

◇受験に必要なもの◇

○学生証 試験時は、学生証によって受験者の確認を行います。有効期限は切れてい
ませんか？ご確認ください。受け取りがまだの方は、窓口で受け取り手続き
を行ってください。学生証の発行には顔写真の登録が必要です。

○単位認定試験通知（受験票）
試験日の約１週間前までに「単位認定試験通知（受験票）」が届きます。

この用紙がそのまま受験票になるので、当日は、学生証とともに試験会場に
持参します。「単位認定試験受験に際しての注意事項」も同封されるので、
必ずお読みください。

また、持込許可物品や試験形式の案内も必ず確認してください。なお、大
学院・教養学部ともに７月１２日(金)になっても受験票が到着しない場合、
あるいは紛失した場合は大学本部(０４３－２７６－５１１１[総合受付])へ
連絡してください。

○筆記用具(ＨＢの黒鉛筆を使用) シャープペンは不可

○持ち込みが認められている科目の印刷教材等

１時限 ９：１５～１０：０５

２時限 １０：２５～１１：１５

３時限 １１：３５～１２：２５

４時限 １３：１５～１４：０５

５時限 １４：２５～１５：１５

６時限 １５：３５～１６：２５

７時限 １６：４５～１７：３５

８時限 １７：５５～１８：４５

◇単位認定試験 時間割◇ ◇駐車場の利用について◇
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◇単位認定試験注意事項◇

○試験時間について
試験開始時刻１０分前までに試験室に入室してください。遅刻は、試験開始後

２０分まで認めますが、試験時間の延長は認めません。試験時間は５０分です。
試験開始から３０分経過後から退室できます。ただし、聞き取り（ヒアリング）
を行う科目は聞き取りテストが終了するまで退室できません。

○試験時間の重複について
前学期に登録した科目の再試験あるいは通信指導の再提出により、同一時限の

２科目に受験資格が生じることがあります。その場合には、試験当日にどちらか
１科目を選択して受験してください。受験する科目については、前もって届け出
る必要はありません。

○試験室について
今学期の試験室は、OKBふれあい会館第２棟の７Ａ・７C・７Ｄ・7Ｅ研修室

（７階）・６Ａ研修室(６階)等予定しております。必ず受験票で試験室を確認し
てから入室してください。試験時は、科目ごとに座席が決まっています。試験室
入口に掲示してある座席表に従い着席してください。

○その他
試験当日は、図書・視聴学習室が大変混み合います。放送教材を視聴せず自習

のみを行う方は、自習室として７Ｂ(７階)・６Ｂ(６階)・研修室(２階)を開放する
予定ですので、ご利用ください。

◇再試験について◇

試験結果は、８月下旬に「成績通知書」によって通知されます。システムＷＡＫ
ＡＢＡ「教務情報→成績管理→履修成績照会」でも確認できます。成績評価に関し
ての問い合せにはお答えできませんので、注意ください。

また、「成績通知書」と一緒に、それまで修得した授業科目の成績と単位数が記
載されている「単位修得状況一覧（単位認定書）」が送付されます。なお、この通
知書等は成績証明書ではありません。証明書が必要な方は、所定の手続きを行い
「成績・単位修得証明書」の交付を受けてください。

◇成績について◇

新規に科目登録した学期に単位修得できなかった場合、次の学期に学籍がある場合
に限り（休学中を除く）科目登録を行わなくても再受験できます。（再試験に係る授
業料等はかかりません）。

在学期間が終了する方は、出願期間中に継続入学の手続きを行えば、再試験が受験
できます。この場合、他に受講希望科目がなければ、出願時の学費は入学料のみとな
ります。放送大学本部より「継続入学関連書類」は７月上旬に送付予定です。なお、
「継続入学関連書類」は集団入学または共済組合を利用して入学した方及び自主退学
者には送付されませんので、各自募集要項を取り寄せて手続きを行ってください。
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２０１９年度第２学期の学籍継続手続きについて

２０１９年度第２学期に学籍のある方
（学籍の期限が２０２０年３月末以降の方）

放送大学本部から７月中旬に送付される『科目登録申請要項』により、次学
期に履修したい放送授業、オンライン授業および面接授業の登録手続きを行っ
てください。

「科目登録申請票」（郵送）による申請期間
２０１９年８月１５日（木）～ ８月３０日（金）【私書箱必着】

「システムWAKABA」による申請期間
２０１９年８月１５日（木）９時 ～ ８月３１日（土）２４時

２０１９年度第１学期で学籍が切れるため継続入学を希望する方
（学籍の期限が２０１９年９月末の方）

●面接授業の登録をご希望の方（放送授業またはオンライン授業の申請が必要）

在学生の科目登録期間中の８月１５日（木）9時～３１日（土）24時まで
にシステムＷＡＫＡＢＡ「教務情報＞継続入学申請」より出願を行う場合の
み、学期当初から面接授業を登録できます。

●放送授業またはオンライン授業の登録のみをご希望の方
放送大学本部より、 ７月上旬に送付される『継続入学関連書類』により、

期間内に手続きを行ってください。なお、集団入学または共済組合を利用し
て入学した方、自主退学者には送付されませんので、各自通常の募集要項を
取り寄せ手続きを行ってください。

単位認定試験では、１時限に１科目しか受験できませんので『2019年度第２
学期授業科目案内』で試験日・時限を確認して、同一時限に受験科目（再試験科
目を含む）が重ならないように科目登録を行ってください。

同一時限に受験科目（新規登録科目と再試験科目）が重なった場合は、いずれ
か１科目を選択して受験することになり、もう一方の科目は受験できなくなりま
す。また、一度受理された科目申請内容の追加・変更・取り消しはできません。

□科目登録する際の注意点□

□大学本部へ送付する際の注意点□

提出期限を過ぎて到着したものは受理されませんので、余裕を持って送付して
ください。また、普通郵便で送付した場合の未着等の責任は負いかねますので、
なるべく書留、簡易書留で送付するようにしてください。

※単位認定試験終了翌日から その学期の終了まで開講中の全ての科目の放送教材
ＤＶＤ・ＣＤ）が貸出可能になります。次学期の科目登録の参考にしてください。
貸出期間は本部からの発送日及び返却到着日を含めて１４日間、５枚以内。



7

野外学習の参加者を募集します

伊勢湾台風から６０年の節目の年に野外学習「水害と輪中」を実施します。
参加希望の方は、往復はがきでご応募ください。応募者多数の場合８月２４日
（土）１０時から岐阜学習センター事務所前で抽選を行います。見学可能です。

【日 時】 ２０１９年９月８日（日） １２：００～１８：００頃

【行 程】 １１:４０発 ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場
１２:００発 ＯＫＢふれあい会館南側バス停前
１３:００-１７:３０ 輪中館・海津市歴史民俗資料館他
１８:１５着 ＯＫＢふれあい会館南側バス停前
１８:３５着 ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場

【場 所】 ①輪中館（大垣市入方） ・藤田裕一郎 岐阜大学名誉教授による講義
・輪中館館長の施設案内

②海津市歴史民俗資料館（海津町）・海津市歴史民俗資料館館長の施設案内
③長良川決壊現場視察(安八町）・「安八水害について」藤田教授によるバス内講義

【集合時間と場所】 どちらかを選択してください
①１１：３０ ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場
②１１：５０ ＯＫＢふれあい会館南側バス停前

【参 加 費】 無料

【条 件】 1：岐阜学習センター所属の学生
2：学生教育研究災害傷害保険に９月３日（火）までに加入可能な学生
3：１人１回の応募 重複の応募はできません
4：１枚の往復はがきで２名まで応募可（２名で応募の場合の結果は２名とも同じになります）

（２名とも岐阜学習センター所属の学生で学生教育研究災害傷害保険に加入のこと）

【締め切り】 往復はがきで８月２３日（金）必着

500-8384 郵便番号 学生１
何も記入しないで ① 学生番号

ください。 ② 住所
岐阜市薮田南５-14-53 ③ 氏名
ＯＫＢふれあい会館 ④ つながる電話番号
２棟２階 ⑤ 集合場所

放送大学岐阜学習センター 学生１の住所・氏名 学生２
野外学習 ① 学生番号
水害と輪中係 ② 住所

③ 氏名
8月28日（水）頃 ④ つながる電話番号
抽選結果を記入して ⑤ 集合場所
返信します

【定 員】 ４０名 (キャンセルがあれば繰り上げ当選）

【服 装】 軽装・スニーカー（履きなれた靴）

「水害と輪中」（伊勢湾台風から60年）

先着順では
ありません

往
信

返
信
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今年の学生研修旅行は

先着順では
ありません

橿原神宮と飛鳥寺
参加者を募集します

初代天皇を祀る橿原神宮と本格的な伽藍配置の日本で最初の大寺院の飛鳥寺を訪
れます。ご希望の方は、往復はがきでご応募ください。応募者多数の場合９月２８
日（土）１０時から岐阜学習センター事務所前で抽選を行います。見学可能です。

【日 時】 ２０１９年１０月１２日（土） ７：５０～１８：３０頃

【行 程】 ７:３０発 ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場
７:５０発 ＯＫＢふれあい会館南側バス停前

１１:２０-１４:５０ 橿原神宮―昼食―石舞台古墳―飛鳥寺
１８:３０着 ＯＫＢふれあい会館南側バス停前
１８:５０着 ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場

【場 所】 ①橿原神宮 （奈良県橿原市久米町）
②石舞台古墳 （奈良県高市郡明日香村島庄）
③飛鳥寺 （奈良県高市郡明日香村飛鳥）

【集合時間と場所】どちらかを選択してください
① ７：２０ ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場
② ７：４０ ＯＫＢふれあい会館南側バス停前

【参 加 費】 ３，０００円 １０/８（火）までに事務室に持参か現金書留で郵送。
（１０/９以降のキャンセルは返金できない場合があります）

【条 件】 1：岐阜学習センター所属の学生（２０１９年２学期に学籍がある方）
2：学生教育研究災害傷害保険に１０月８日（火）までに加入可能の学生
3：１人１回の応募 重複の応募はできません
4：１枚の往復はがきで２名まで応募可（２名で応募の場合の結果は２名とも同じになります）

（２名とも岐阜学習センター所属の学生で学生教育研究災害傷害保険に加入のこと）

【締め切り】 往復はがきで９月２７日（金）必着

郵便番号
500-8384 学生１

何も記入しないで ① 学生番号
ください。 ② 住所

岐阜市薮田南５-14-53 学生１の住所・氏名 ③ 氏名
ＯＫＢふれあい会館 ④ つながる電話番号
２棟２階 ⑤ 集合場所

放送大学岐阜学習センター 学生２
学生研修旅行 ① 学生番号

橿原神宮と飛鳥寺係 ② 住所
③ 氏名

１０月2日（水）頃 ④ つながる電話番号
抽選結果を記入して ⑤ 集合場所
発送します

【定 員】 ４０名 【キャンセルがあれば繰り上げ当選】

【服 装】 軽装・スニーカー（履きなれた靴)

往
信

返
信
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単位互換校の授業科目履修(双方向単位互換)について

大学間で単位互換協定を締結することにより、他の大学等で修得した単位を所属
する大学で履修した単位として認定する制度を単位互換制度といいます。

放送大学では、全科履修生として在学中で、且つ定められた出願資格を満たす学
生は、単位互換協定を締結している他大学等（以下、「単位互換校」という）にお
いて、授業科目を履修することができ、修得した単位は放送大学の単位として認定
されます。

１．出願資格 単位互換校の授業科目を履修できるのは、次の３つの要件を
すべて満たしている方になります。

① 出願時及び履修時に全科履修生である者
② 出願時に本学の在学年数が通算１年以上の者（2018年度第１学期以

前の入学者※編入学者の場合、編入により短縮された年数は含まない）
③ 出願時に放送授業科目において３０単位以上を修得している者

なお、単位互換校へ通学可能な学生を募集の対象とします。

２．出願期間 ２０１９年８月６日（火）まで【岐阜学習センター必着】

※詳しくは、放送大学岐阜学習センターまでお問合せください。

学生控室 配架雑誌について

学生控室に配架してある雑誌のバックナンバー（2018年12月号～2019年5月号）
を、７月１９日（金）から１ヶ月無料配布します。学生控室に専用の箱を設置します。
ご希望の方はご自由にお持ちください。（ただし、１人１冊まで）予約の受付は行い
ません。残部は１ヶ月後に廃棄します。なお、2019年6月号～11月号は１月に配布予
定です。

○AERA ○サライ ○きょうの健康 ○ESSE

★事務室からのお知らせ★
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学生相談について

客員教員に学習について直接相談できます。（要予約）
相談時間：１３時３０分から１５時３０分 おひとり３０分です。

★ 予定に変更がありましたので、７月以降の日程を再掲します。★

岐阜学習センターの学生相談日

・７月１３日（土） 鈴木 壯先生 カウンセリング、心理療法
・８月 ３日（土） 田中 光宏先生 高等学校までに習う数学
・８月 ４日（日） アンドリュー オフォード先生 英語学、英会話実践

＊英語での相談です。
・９月１５日（日） 鈴木 壯先生 カウンセリング、心理療法
・９月２１日（土） 小林 一貴先生 言語教育、文章の書き方、国語の学習

指導法

高山分室の学生相談日（桑山 昌己先生 法学、憲法学、教育法学）

・８月３１日（土） 中止となりました。
・９月 ７日（土） 13時30分から15時30分→11時00分から15時00分に変更。

2019年度第2学期の公開講演会・説明会のお知らせ

日 時：２０１９年１２月 7 日（土） １３：００ ～１５：００

講 師：森 津太子 氏（放送大学教授）公
開
講
演
会

日 時：２０１９年１２月２１日（土） １３：３０ ～１５：３０

講 師：松川 禮子 氏（岐阜女子大学学長）

日 時：２０２０年 ２月 １日（土） １３：３０ ～１５：３０

講 師：川﨑 晴久 氏（岐阜大学特任教授）

日 時：２０２０年２月２２ 日（土） １３：３０ ～１５：３０ 最終講義
講 師：髙見澤 一裕 氏（放送大学岐阜学習センター客員教授・岐阜大学名誉教授）

説
明
会

タイトルは未定です。

認定心理士資格説明会
日 時：２０１９年１２月 7 日（土）１５：３０ ～１７：００
講 師：森 津太子 氏（放送大学教授）

看護師・医療関係者大卒『学位取得』説明会
日 時：２０２０年 １月１２ 日（日）１３:３０ ～１５：１０
講 師：髙橋 さとみ 氏（放送大学広報課専門職）

黒田 亮子 氏（特別アドバイザー）
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①2019年４月に新規入学・再入学・継続入学された方
②学生証の有効期限が平成31年９月末の方

可茂・東濃・飛騨地区に現住所がある方も
岐阜学習センターでの交付となります。

持ち物 入学許可証（新入生）、有効期限の切れた学生証（在学生）

ご注意 新しく入学された方で、入学願書に顔写真の
登録を行っていない方は、顔写真の登録が必要です。
早めに登録をお願いします。（過去に放送大学に
学籍があったことを明示して入学された方の写真は
引き継がれます。）放送大学では、顔写真をシステムＷＡＫＡＢＡ
の「学生カルテ」や学生証の写真データとして使用します。
●登録方法

学生生活の栞（１８ページ）を参照し、システムＷＡＫＡＢＡの「学
生カルテ」から直接写真を登録するか、学生生活の栞「写真票」（巻末
様式１２）に必要事項を記入し、写真（サイズ指定、白黒・カラーを問
わず）を貼り付け、本部学生課へ郵送してください。学生証の発行には
3週間程度かかります。

★学生証の交付について★

学生証は、図書室・視聴学習室の利用、放送教材郵送貸出、窓口で各種証明書の交付を受
ける場合、学割証によって乗車券を購入する場合、また、単位認定試験受験には必要です。
単位認定試験期間中は窓口の混雑が予想されますので、試験期間前に手続きを済ませてくだ
さい。有効期限の確認をお願いします。

★Wi-Fi利用申請について★

無線ＬＡＮが導入され、インターネットの利用が身近なものとなりました。イン

ターネットを安全に利用するために、Wi-Fi利用申請前に必ず「情報セキュリティー
研修」を受講してください。

●実施方法
システムＷＡＫＡＢＡからログインし、放送大学自己学習サイト「情

報セキュリティ研修」を受講。研修には、最後に小テストが設けられて
おり、１００ 点を取るまで小テストを繰り返し受講します。小テスト
で１００点を取ると、修了証が発行されます。

●情報セキュリティ研修の利用
無線LAN 利用申請の手順

①学生は、情報セキュリティ研修を受講し、修了証を受ける
②学生は、無線LAN 利用申請書とともに、印刷もしくはスマート

フォンなどに表示した修了証を所属学習センターに提示
③学習センターは、申請内容を確認の上、申請者に無線LAN 利用

許可書を交付
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緊急時の場合の臨時閉所について

平成３０年７月２８日 改定

岐阜学習センターは、原則として次の基準により取り扱うこととします。

１ 暴風・暴風雪警報が発令された場合

① 暴風・暴風雪警報が、岐阜地域及び西濃地域に発表された時点で閉所します。
② 午前７時までに解除された場合は、平常どおり開所します。
③ 正午までに解除された場合は、解除後おおむね２時間経過後から開所します。
④ 正午を過ぎても解除されない場合は、終日閉所します。

２ 大規模地震発生が予想され、地震防災対策強化地域判定会が招集された場合

⑴ 南海トラフ巨大地震などの大規模地震発生が予測され、気象庁の地震防
災対策強化地域判定会が招集された場合は、招集されたことが発表され
た時点で閉所します。

⑵ 警戒宣言が解除され、または判定会が解散した場合は、上記 １ ②から
④に準じます。

３ 特別警報が発令された場合

気象災害等に係る特別警報が発表された時点で閉所します。

４ その他

所長が特に必要と認めたときは閉所します。

（２０１９年度学習センター利用の手引 ５頁）

閉所情報は、岐阜学習センターのホームページ
に随時アップいたしますのでご確認ください。

放送大学岐阜学習センター 検索

岐阜学習センターホームページ
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/gifu/
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大学説明会・個別相談のご案内

大学説明会を下記のとおり開催いたします。本学の概要説明や在学生による体験
発表・個別相談を行います。参加費は無料。予約不要。

ご家族、ご友人、お知り合いの方で放送大学に興味のある方がいらっしゃいまし
たら、是非ご紹介ください。ご希望の方には募集要項を無料で送付いたします。
リーフレットにあるハガキや電話での送付依頼も受け付けております。

【岐阜会場：ＯＫＢふれあい会館】
７月 ６日（土） ７日（日） １４日（日） １０：３０～１１：３０

８月１７日（土）１８日（日）

７月１３日（土） １３：３０～１４：３０

【多治見会場：ヤマカまなびパーク】
８月３日（土） １３：００～１４：００

【高山会場：高山市民文化会館】
８月４日（日） １３：００～１４：００

個別相談 （要予約）

８月２０日（火）から９月２０日（金）まで、予約制により個別相談を開催しま
す。どのように学んだらいいの？どの科目を受講すればいいの？編入学はどうすれ
ばいいの？など、お気軽にご相談ください。

（毎週月曜日・祝日は除く）

２０１９年度１０月入学生募集中

第１回 2019年６月１５日（土）～８月３１日（土）私書箱必着

第２回 2019年９月 １日（日）～９月２０日（金）私書箱必着

教養学部 ― 全科履修生、選科履修生、科目履修生
大 学 院 ― 修士選科生、修士科目生
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ナビゲーターによる学生相談について

岐阜学習センターでは、ナビゲーターによる学生相談を行っています。
学習方法や履修方法など同じ学生だからこそ聞いてみたいことなどご相談くだ
さい。相談日は、その都度岐阜学習センターにて調整させていただきます。ナ
ビゲーターの都合上、希望日に予約ができない場合はご了承ください。

ナビゲーターとは？岐阜学習センターのボランティアスタッフとして、体験
に基づき、学習上の助言等や広報を行う学生のことです。

＜相談までの流れ＞
①予約をする 窓口または、お電話でご予約ください。
②予約日時の確定 決定後、ご連絡をいたします。
③相談 原則研修室で行います。

岐阜地区 （６月３０日現在）

相談日時 相談内容 コース・資格等

1
火
14:00～16:00

教育に関すること
心理・認知に関すること
論文作成など

人間発達プログラム 修了
京都大学大学院博士課程（教
育学研究科）

2
土・日
午後

糖尿病療養指導士取得方法
認定心理士取得方法
科目・試験対策
卒論に関すること

教育と心理コース卒業
認定心理士
糖尿病療養指導士
睡眠健康指導士上級

3
水・土
9:00～16:30

学習のしかた
試験対策等

生活と福祉
健康福祉運動指導者
福祉コーディネータ

4
７月２５日～
８月３０日
9:00～12:00

大学院への進学について
論文作成および教科選択

人間発達科学プログラム
特別支援：知的、肢体不自由
免許

5
火・金 終日
土・日 午後

仕事の両立
勉強への取組み等

生活と福祉コース 卒業
社会と産業コース 卒業
心理と教育コース 卒業
人間と文化コース 卒業

6
水・土・日
午前中

社会と産業コース・心理と教育
コース・人間と文化コースにつ
いて

社会と産業コース 卒業
心理と教育コース 卒業
人間と文化コース 卒業
学芸員

7
土日
10:00～16:00

学習相談全般
人間と文化コース卒業
社会と産業コース卒業
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高山地区 （5月23日現在）

9
木・金・土
10:00～16:00

学習計画の立て方
科目群履修認証制度（エキス
パート）について

情報コース卒業
自然と環境コース卒業
人間と文化コース（２０２０
年３月卒業予定）
エキスパート（人にやさしい
メディアのデザイン、計算機
科学の基礎、宇宙地球科学、
自然系博物館活動支援）取得

10 土・日
学位の取得（看護・教養）に
ついて

生活と福祉コース卒業
看護学士

11
平日
9:00～14:00

心理学実験のレポートの書き
方
認定心理士を取得するための
科目の取り方
認定心理士を取得するための
書類の記入について

心理と教育コース卒業
認定心理士

12
要相談
（月・金以外）

看護学学位取得について
放送大学卒業について（生活
と福祉コース・心理と教育
コース）

生活と福祉コース卒業
心理と教育コース卒業
看護学学位

13 日曜日以外 放送大学での学習について 全科履修生

14
土・日
時間は相談

仕事と子育てと学習について
生活と福祉コース卒業
ＦＰの資格

15 要相談 放送大学での学習について 心理と教育コース卒業

16

事前相談のうえ
（1カ月前にわか
ると確実に対応で
きます）

放送大学での学習について
生活と福祉コース
看護師

8 事前相談のうえ

過去の自分の経験や趣味（囲
碁）および放送大学で学んだ
こと（天文・環境他）を元に
してボランティア活動や講演
をしています。ささやかな社
会貢献ですが、社会活動した
い学生さんには参考意見が述
べられます。

自然と環境コース卒業
人間と文化コース卒業
社会と産業コース卒業
環境・食に関すること
囲碁・天文学について
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17 土・日

履修の仕方について
通信教育での学びかた
履修（大学の勉強）で
迷っているかた（迷って
いた経験者がアドバイス
します。）

社会経営プログラム修了
社会と産業コース卒業
慶応義塾大学通信教育文
学部卒業
大学教員

18 可能なかぎり
可能なかぎりどんなこと
でも。

心理と教育コース卒業
認定心理士

高山地区 （６月３０日現在）

19 要相談
読書・映画・美術館巡りにつ
いて

20
土日
9:00～17:00

学習の仕方について
資格について

心理と教育コース卒業
人間と文化コース在籍
認定心理士
博物館学芸員

21
不問
9:00～15:00

エキスパート取得について エキスパート

22
原則説明会開催日
9:00～18:00

経験に基づく学習方法および
科目選択等について

社会と産業コース卒業
エキスパート（エネルギー環
境政策論）

23
仕事が休みの日で
あればいつでも

仕事との両立について 看護師

24

土日
14:00～16:00
月～金
12:30～13:30

科目の選び方
仕事との両立
面接授業の楽しみ方

人間と文化コース卒業
心理と教育コース卒業
自然と環境在籍中
認定心理士
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事務室からのご報告
２０１９年６月は、説明会及び公開講演会を下記のとおり行いました。

ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

６月２３日（日）に、「認定心理士資格説明会」（講師：宮本 正一 氏／中部学院大学教
育学部長/岐阜大学名誉教授）を開催いたしました。

６月１５日（土）に、「卒業研究ガイダンス」・「大学院修士全科生入学希望者（２０２
０年４月入学者）ガイダンス」（講師：大曽根 寛 氏／放送大学教授）を開催いたしまし
た。

６月２２日（土）に、公開講演会「代替わりで皇室はどうなるか」（講師：原 武史 氏／
放送大学教授）を開催いたしました。当日は一般参加者を含む多くの方が受講されました。
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２０１９年度第１学期 岐阜学習センター在籍者概要

◆学生年齢種別在籍者数

◆職業別学生数

2019年5月1日現在

区 分
全科

履修生
選科

履修生
科目

履修生
特別

聴講生
修士全科生
(博士含む）

修士
選科生

修士
科目生

計

１０歳代 2 0 0 0 0 0 0 2

２０歳代 59 17 ９ 0 2 3 0 90

３０歳代 96 53 17 0 3 3 0 172

４０歳代 162 75 18 0 1 8 0 264

５０歳代 202 45 10 0 1 9 1 268

６０歳代 157 28 10 0 3 9 2 209

７０歳代 94 17 1 0 1 3 0 116
８ ０歳
以 上 23 7 0 0 0 0 0 30

合 計 795 242 65 0 11 35 3 1151

教員, 112名

公務員, 89名

会社員, 221名

自営業・自由業, 73名

農業, 2名

看護師等,

214名

専業主婦, 70名

パートタイマー,

82名

アルバイト等, 

38名

他大学, 8名

定年退職者, 

134名

無職, 65名
その他, 43名



◆市町村別在学者数

多治見地区 128

多治見市 30

中津川市 6

瑞浪市 4

恵那市 5

美濃加茂市 17

土岐市 11

可児市 32

加茂郡 18

可児郡 5

高山地区 69

高山市 48

飛騨市 8

下呂市 13

他県 172

◆人気登録科目（再試験科目は除く）

19

テレビ科目 ラジオ科目

人体の構造と機能（’１８） 英語事始め（’１７）

社会福祉への招待（’１６） 心理と教育へのいざない（’１８）

心理学概論（’１８） 特別支援教育基礎論（’１５）

問題解決の進め方（’１９） 知的障害教育総論（’１５）

在宅看護論（’１７） 特別支援教育総論（’１９）

発達心理学特論（’１５） 現代物理の展望（’１９）

家族心理学特論（’１４） 臨床心理面接特論Ⅰ（’１９）

人類文化の現在：人類学研究（’１６） 臨床心理面接特論Ⅱ（’１９）

心理臨床における法と倫理（’１７）

心理・教育統計法特論（’１７）

教養学部

大学院

岐阜地区 782

岐阜市 310

大垣市 99

関市 35

美濃市 4

羽島市 30

各務原市 75

山県市 18

瑞穂市 32

本巣市 19

郡上市 14

海津市 8

羽島郡 31

養老郡 16

不破郡 10

安八郡 23

揖斐郡 45

本巣郡 13
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【編集後記】
単位認定試験が近づいてまいりましたが、皆さま試験勉強は順調でしょうか？
暑い日が続きますがくれぐれも体調にはお気をつけください。（桒原）

は閉所日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

8/23 野外学習 応募締め切り(必着)
8/24 野外学習 抽選日 AM10～
8/15~ 2019年度第２学期科目登録申請受付開始

（郵送8/30 本部必着、Web 8/31  24:00まで）
8/15~31    2020年度修士全科生・博士全科生出願期間
8/24･25     教員免許更新講習 修了認定試験

9/8           野外学習「水害と輪中」
9/20         第２学期学生募集締切
9/27･28    集中科目履修生(看護師) 単位認定試験
9/27 学生研修旅行 応募締め切り(必着)
9/28 学生研修旅行 抽選日 AM10～
9/29         2019年度第１学期 学位記授与式

2019年度第２学期 入学者の集い・学生交流会
（岐阜）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

７月

８月

９月

7/6 公開講演会
今、アレルギー医療は変革の真っただ中にいます

7/7 公開講演会
子どもを伸ばし、認めるポジティブな行動支援

７/14 看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会
７/19･20 2019年度第１学期 単位認定試験 (大学院)
７/21･23･24･25･27･28

2019年度第１学期 単位認定試験 (学部)

７月 面接授業
6(土)･ 7(日) カウンセリング概説

現代の世界経済

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

スケジュール


