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第178号 平成31(2019)年1月発行

住 所 〒500-8384
岐阜市藪田南5丁目14番53号
OKBふれあい会館第２棟２階

ＴＥＬ ０５８－２７３－９６１４
ＦＡＸ ０５８－２７３－９５２６

新年のあいさつ

岐阜学習センター所長 岡野幸雄

新年あけましておめでとうございます。皆様の２０１９年の学びがこれま

でよりさらに充実したものとなりますよう心より願っております。本年も何
卒宜しくお願い致します。
２０１８年は、地震や水害、台風など自然災害の多い年でした。全国の被

害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。近くの川が氾濫したり、
鉄道の一部が長らく不通になったりと、たいへんな思いをされた方も多かっ
たのではないかと思います。９月３０日に予定していました岐阜学習セン
ターの２０１８年度第１学期の学位記授与式・第２学期の入学者の集いは、
台風２４号の襲来により延期を余儀なくされましたが、１週間後の１０月７
日にはほとんど問題なく挙行できました。出席できなかった方には申し訳あ
りませんでしたが、なんとか開催できてほっとしました。
一方で２０１８年の明るいニュースは、京都大学特別教授の本庶佑先生が、

ノーベル賞の生理学・医学賞を受賞されたことでしょう。日本人の２人に１
人ががんに罹り、３人に１人ががんで死ぬといわれています。そのがん患者
に希望を与える新しいがん免疫療法の発見が受賞理由です。新聞報道などで、
皆さんはよくご存知かもしれませんが、簡単に紹介します。

（２頁へ）
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私たちの体では、毎日３０００個以上のがんのもとになる変異細胞が作
られると考えられています。健康で正常な免疫機能をもつ人では、Ｔリン
パ球が働いて異物の変異細胞を退治してくれるため、がんは発症しません。
自己とは異なるものを認識するとそれを攻撃して排除するのが正常な免疫
機能であり、自己に対しては免疫寛容といって、自らを攻撃することは避
けています。しかし、自己を認識して攻撃してしまう細胞が存在すること
があり、この困った細胞を抑えこむシステム（ブレーキ）としてチェック
ポイント機構が私たちの体には備わっています。本来がん細胞は患者さん
からすれば異物細胞のはずですが、このチェックポイント機構を巧妙に
使って、異物細胞であることを認識されないようにしてリンパ球からの攻
撃から逃れているのです。本庶先生のグループは、このチェックポイント
にかかわる遺伝子のＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ1およびＰＤーＬ２を同定し、がん
細胞が発現するＰＤ－Ｌ１がリンパ球に存在するＰＤ－１と結合して
チェックポイントとして作用すること、さらにこのブレーキを外すことで
がんの治療に応用できることを報告されました。非常に高額な抗がん剤と
して有名になったニボルマブはこのＰＤ－１に対する抗体で、チェックポ
イント阻害剤です。ニボルマブは、有効な患者さんには劇的な効果がある
ようですが、奏効するのは２割程度の方といわれています。効かない方の
ほうが多く、効く人と効かない人を区別できるマーカーもまだはっきりし
ていませんが、これからの研究の進歩に期待します。長生きすれば、いろ
いろな疾患に対する新しい治療法が見つかり、そのおかげで元気に放送大
学での学びを続けられることでしょう。
２０１９年が皆さんにとってよい年となりますことを心から願っており

ます。

映画・ドラマで見る「読み書き」

放送大学岐阜学習センター
客員教員 小林 一貴

昭和５８年に放送されたテレビドラマ「おしん」。おしんは、戦後に自

分の店を切り盛りし、経営者になっていきます。
「おしん」を見ていて興味深いのは、おしんは経営の知識はもとより、

社会生活の基礎・基本である読み書きを、学校で学んでいないということ
です。この場合の読み書きとは、単に文字を知っていることではなく、人
生を自分の力で切り開いていくための読み書きです。
少女時代、丁稚奉公に出されたおしんは、昼間は子守りで学校に通えま

せん。しかし、学校の先生が奉公先の主人に頼み込み、おしんは子守りを
しながら小学校に通い始めます。しかしその後、奉公先を逃げ出して、学
校には通わなくなります。
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最初の奉公先を逃げ出したおしんは、脱走兵の〈俊作〉に助けられて山小
屋で暮らし始めます。ある日、山小屋でおしんは雑誌『明星』を見つけます。
そして、雑誌の中の詩を読もうとしますが、うまく読めません。そこに「俊
作あんちゃん」が戻ってきて、その詩（「君死にたまふことなかれ」）を朗
読します。そして、おしんに次のように語りかけます。「この詩はな、与謝
野晶子という偉い詩人が、旅順港を包囲している軍隊にいる弟のことを悲し
んでつくった詩（うた）だ。・・・家では結婚したばかりの新妻も待ってい
る。弟は大事な人だ。どんなことがあっても死んではいけない。戦争の勝ち
負けなんかどうだっていい。無事に帰ってきてくれ。そういう意味だ。」朗
読を聞いていたおしんは、「俊作あんちゃんはすげえな、こおんな難しい詩
をすらすら読むなんてな。」と言います。その直後、俊作は憲兵に見つかり、
おしんの目の前で銃殺されます。
その後、おしんは酒田の裕福な米問屋「加賀屋」に奉公に行きます。加賀

屋にはおしんと同世代の跡継ぎ娘〈加代〉がいます。また、加賀屋の大奥様
で佳代の祖母である〈くに〉は、「これは蔵といってな、おしんのお父つぁ
んみてえな小作人が作った米が入ってんだ。」などと言って、おしんに身の
回りのことを教えます。ある日、子守りをしながら佳代の部屋に入ったおし
んは、そこできれいな本を見つけ、黙って部屋から持ち出してしまいます。
それが知られ、おしんは「盗っ人」呼ばわりされますが、「おれちょっとの
間、借りてみたかったんだ。」と言って認めません。けりをつけるために、
くには加代とその両親の前におしんを呼び、本を渡して読むように言います。
学校に行っていないおしんが本を読めるわけがなく、何のために本を持って
行ったのか確かめるためです。ところが、本を手にしたおしんは、よどみな
く朗々と読み始めます。その様子を見た加代と両親は唖然とします。くには、
おしんに「おめえ本好きか。・・・おめえ、学校さも行かねえでどこでそげ
さ字おぼえた。よっぽど辛い思いをして覚えたんだなあ。」と話します。そ
して加代にこう言います。「おめえ、おしんに本貸してやれ。おめえなんか
ろくすっぽ読みもしねえのにならべてもったいねえから。」「俺の言うこと
がくやしかったら、・・・加賀屋の跡とりにはなれねえかんな。」加代は思
わず部屋を飛び出します。その後、おしんは加賀屋で家族同様に育てられて
いきます。
これらのシーンを見て印象的なのは、大人が「本」を介して、世の中の大

事なことをおしんに語りかけていることです。「本」は世の中と〈おしん〉
の橋渡しをしているのです。おしんにとって、読み書きを学ぶことはそうし
た橋を行き来することであり、自分がどこにいるのかを理解していくことで
ある、そんなふうに見えるのです。「おしん」に限らず、ドラマや映画など
には、読み書きが人と世の中を橋渡しする重要な役割を果たす作品がありま
す。そうした映画を少し紹介します。
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○「アイリスへの手紙」（マーティン・リット監督、ハリエット・フラ
ンク・ジュニア＆アーヴィング・ラヴェッチ 脚本、１９８９年、アメリカ
合衆国)
夫に先立たれ、働きながら２人の子供を育てるアイリス。ある日、バス

の中で鞄を盗まれたアイリスは、犯人を一緒に追いかけてくれたスタン
リーと知り合います。スタンリーは行商人だった父親と二人暮らしで、ア
イリスが勤める工場の食堂の腕利きコックです。しかし、アイリスとの何
気ない会話から、スタンリーは読み書きができないことが会社に知れ、そ
れを理由（コックが塩と洗剤を間違えたら訴訟になるから、というもの）
に会社を解雇されてしまいます。就職先が見つからず家も失ったスタン
リーは、工場帰りのアイリスをバス停で待ちます。そして、恥ずかしさを
こらえて「字を教えてくれ」と懇願します・・・。この映画では、工場勤
務の人たちばかりの街にあって、読み書きのできないスタンリーが極めて
ユニークで創造的な存在として描かれています。そして、スタンリーが文
字を学ぶことで、アイリスには自力では見えなかった世界が見え始めます。
ジェーン・フォンダとロバート・デ・ニーロが共演。ジョン・ウィリアム
ズの音楽が、日々の見過ごしがちな空白を奏でます。
○「ブラックボード ―背負う人―」（サミラ・マフマルバフ 監督・脚本、
モフセン・マフマルバフ脚本、２０００年、イラン） 〔※同名の邦画
（１９８６年）とは異なります。〕
戦争で職場と仕事を失い、大きな黒板を背負って荒涼とした山道を歩い

ていく教師たち。教師の一人は、イランとイラクの国境で密輸物資を運ぶ
少年たちに遭遇します。危険な状況にあって、その日の仕事をするだけの
少年たちに、教師は勉強の重要さを説きます。しかし、少年たちはまった
く聞く耳を持ちません。それでも、少年の手が空いた時間に、教師は
チョークを持って黒板に字を書いたり、計算をして見せたりします。その
瞬間だけが全体の中で何かが違う雰囲気を生み出します。かといって、そ
こで何かが起きるわけではありません。ただただ、静かに日常の時間が過
ぎていきます。
戦時下にあって、しかも険しい山道の中で黒板は完全な異物であり、邪

魔な存在として描かれています。それでも、教師と少年が一緒になって黒
板に文字を書く時、黒板は特別なはたらきを持っているように見えます。
しかし、そのはたらきが何なのかは描かれず、映画を見る者にそれを問い
かけてくるだけです。
私は、「何のために読み書きを教える／学ぶのか」をテーマとする講義

で、学生に先の「おしん」のシーンを紹介しています。すると、学生の目
に妙に力が入ってくるのを感じます。「おしん」を知らない世代も多く
なっていますが、私のように「おしん」を知る世代と同様、橋の上にいる
ことに変わりはないことを感じています。
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2019年度４月入学生募集
教養学部・大学院（修士選科生及び科目生）

●出 願 期 間●

【第１回募集】
２０１８年１２月１日（土）～２０１９年２月２８日（木）必着

【第２回募集】
２０１９年 ３月１日（金）～２０１９年３月１７日（日）必着

皆様のご家族、ご友人、お知り合いの方で放送大学に興味がある方がい
らっしゃいましたら、是非ご紹介ください。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。また、下記日程で大学説明会を開催いたします。

●大学説明会日程●

≪岐阜会場≫ OKBふれあい会館内 １０：３０～１１：３０

１月１２日（土） ２月１６日（土）
１月１９日（土） ２月１７日（日）
１月２０日（日） ２月２３日（土）

≪多治見会場≫ ヤマカまなびパーク内 １３：００～１４：００

１月１３日（日）

≪高山会場≫ 高山市民文化会館内 １３：００～１４：００

２月２４日（日）

お詫びと訂正

機関紙ふれあい第１７７号の「客員教員のエッセイ」に誤りがございました。
お詫びして訂正いたします。

２頁 下から７行目 中央
（誤） （２０歳未満人口割合約２０％）
（正） （２０歳未満人口割合約５０％）
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公開講演会・説明会のお知らせ

学生のみなさまと地域のみなさまが一緒に学べる無料の講演会および説

明会を、下記のとおり開催します。ご家族やご友人とお誘いあわせのうえ、
お気軽にご参加ください。参加のお申し込みは、お電話または事務室窓口
までお越しください。

（電話 058-273-9614 受付時間 月曜・祝日除く 9:00～17:30）

◆『社会資本メンテナンス元年からのインフラの現状と
将来展望』 ー鋼橋とアルミニウム合金構造物の維持管理ー

日 時 ： 平成３１年１月１２日（土）13:30～15:30
会 場 ： OKBふれあい会館第２棟３階 講堂
講 師 ： 伊藤 義人 氏

（国立岐阜工業高等専門学校長・名古屋大学名誉教授）
定 員 ： ２００名

最終講義
◆『科学技術の発展と私たちの暮らし』
日 時 ： 平成３１年２月１６日（土）13：30～15:30
会 場 ： OKBふれあい会館第２棟３階 講堂
講 師 ： 山家 光男 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）
定 員 ： ２００名

看護師・医療関係者のみなさまへ 大卒「学位取得」説明会

放送大学を利用して「大卒」を目指しませんか？

看護師をはじめ医療機関にお勤めの約15,000人の方がキャリアアッ
プを目指し、放送大学で学んでいます。
医療系短期大学、一定の基準を満たす専修学校専門課程や高等学校

等専攻科で修得した単位を活用して放送大学へ編入学し、大卒・学士
（教養・看護学・保健衛生学）の学位取得を目指しませんか？

説明者 高橋 さとみ 氏（放送大学本部広報課専門職）
特別アドバイザー 黒田 亮子 氏（放送大学全科履修生）
日 時 平成３１年１月２０日（日）１３：３０～１５：１０
場 所 OKBふれあい会館第２棟６階６B研修室
定 員 ２０名（要予約）



平成３０年度第２学期 単位認定試験について

大学院 平成３１年１月２４日（木）・１月２６日（土）
教養学部 平成３１年１月２５日（金）

１月２７日（日）～２月２日(土)

学生生活の栞（大学院６４ ～７１頁・教養学部７０～８１頁）に詳しく記載して
ありますので確認して受験してください。

◇ 受験に必要なもの ◇

○単位認定試験通知（受験票）
試験の約１週間前までに「単位認定試験通知（受験票）」が本部から

送付されます。受験票には、受験できる授業科目名、試験日時、試験会
場等が記載されています。また、受験票と一緒に、持ち込み許可物品、
試験形式の案内が同封されています。必ず確認してください。
なお、大学院・教養学部ともに、１月１7日（木）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大学本部（０４３－２７６－５
１１１[総合受付]）へ連絡してください。

○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。学生証をまだお

持ちでない方は、所属学習センターで発行手続きを行ってください。
なお、学生証の発行には、顔写真の登録が必要です。

○筆記用具（黒鉛筆 ＨＢに限る・プラスチック製の消しゴム）

○持ち込みが認められている科目の印刷教材等

※単位認定試験通知に同封されている「単位認定試験受験に際しての注
意事項」を確認してください。

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

◇ 時間割 ◇ ◇ 駐車場の利用について ◇
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北駐車場

※北駐車場は、１時間以内の利用に限られています。



◇ 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分間です。試験が早く終わった方は試験開始から３０分経過後に退

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。

○試験科目の重複について
今学期登録科目と再試験科目の受験資格が同一時限に生じることがあります。その

場合には、１科目を選択して受験してください。どの科目を受験するかは、前もって
届出る必要はありません。ただし、試験問題を見て選択することはできません。

○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研修室（７階）及び、 ６Ａ研

修室（６階）等を予定しております。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席割表に

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、自習室として開放している７B研修室（７
階）、６Ｂ研修室（６階）及び２階研修室（多目的室）をご利用ください。

◇ 成績について ◇

試験結果は、２月下旬に「成績通知書」によって通知します。電話等では、成績評価
に関しての問い合わせにはお答えできませんので、注意してください。
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）」を送付します。なお、この通知書等は証
明書ではありません。証明書が必要な場合は、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。

◇ 再試験について ◇

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（休学中の場合を除く）科目登録を行わなくても受験票が自動的に送付され、再試
験を受験することができます（再試験に係る授業料等はかかりません）。
ただし、３月末で学籍が終了される方は、出願期間中に次の学期の入学出願を行い学

籍を継続すれば、再試験が受験できます。この場合、他に受験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」が１
月中旬に送付されますので、所定の期間内に手続きを行ってください。
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２０１９年度第１学期 科目登録について

２０１９年度第１学期に学籍のある方
（学籍の期限が２０１９年９月末以降の方）

放送大学本部から１月上旬に送付される『科目登録申請要項』により、次学期に履修
したい放送授業、面接授業およびオンライン授業の登録手続きを行ってください。

「科目登録申請票」による申請期間
２０１９年２月１３日（水）～２月２７日（水）【大学本部必着】

「システムWAKABA」による申請期間
２０１９年２月１３日（水）９時～２月２８日（木）２４時

平成３０年度第２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３月末の方）

☆面接授業の登録をご希望の方（出願時には放送授業の登録も必要です）
下記の期間内にシステムWAKABAで手続きをする必要があります。下記の期間外に

出願された場合、学期当初から面接授業を登録することができませんので、ご注意くだ
さい。

出願期間 ２０１９年２月１３日（水）９時～２月２８日（木）２４時
出願方法 システムWAKABAにログインし、「継続入学申請」にて出願

☆放送授業の登録のみをご希望の方
放送大学本部より、「継続入学関連書類」が１月中旬に送付されますので、期間内に

手続きを行ってください。なお、集団入学又は共済組合を利用して入学した方、自主退
学者には送付がされませんので、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１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。
単位認定試験期間が終了しますと、登録していない科目の放送教材も貸出可能となり

ます。次学期の科目登録の参考にしてください。

◇ 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。
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２０１９年度 第１学期 
面接授業の追加登録方法について 

 
 

 

 

 

 

 
事 前 受 付 とは？    
事前受付期間に郵送・FAX・Ｅメール・直接持参により申込みを受付、追加登録期間初日に、抽選方式にて追加登録者を

選ぶ方法です。「空席が少ない科目を受講したい！」「必ず受講したい科目がある！」という方は、事前受付期間に手続きさ
れることをお勧めします。 
  

追 加 登 録 とは？    
事前受付期間後にも空席がある科目を、追加登録期間内に先着順で登録を受付ける方法です。 

 

【事前受付のながれ】 

 
 

空席状況の確認 

  

４月１３日（土）１２時 空席発表 
○放送大学ホームページ(https://www.ouj.ac.jp)で確認する。 

※定期的に更新が行われますが、最終確認は岐阜学習センターで行ってください。 

○ 岐阜学習センターに電話で確認する。 

○ 岐阜学習センター事務室前の掲示で確認する。 

 

事 前 受 付 ４月１３日（土）～４月１８日（木）必着（FAX･Eメールは１７時まで） 
○別紙２ 面接授業科目追加登録申込書に必要事項を記入し、郵送・FAX・Eメール・ 

直接持参のいずれかにて、岐阜学習センターへお申込みください。（開設科目は別紙１参照） 

 
 

抽選結果発表  
４月１９日(金)10時30分～12時の間に岐阜学習センターから結果を電話連絡 

＊上記時間内に連絡が取れない場合、同日 17時迄に学生本人から電話でお問い合わせください。 
＊科目決定後のキャンセルはできません。 

登 録 手 続 

（授業料納付） 

４月１９日（金）～４月２６日（金）  
○ 登録許可科目の授業料と学生証のコピー、返信用封筒（宛先明記・82円切手貼付）を 
現金書留にて送付、または授業料と学生証を岐阜学習センターに直接持参し、手続きを行っ
てください。 
＊現金書留でのお申し込みの場合、科目登録決定通知書（兼領収書）は郵送します。 

＊４月２６日(金)１７：００までに授業料が納入されない場合、追加登録許可が取り消されますので 
ご注意ください。 

 

【追加登録のながれ】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

空席状況の確認 
事前受付期間後に空席のある科目の空席確認 
４月１９日（金）から随時 
○ 事前受付の場合と同じ方法でご確認ください。 

登 録 手 続 

（授業料納付） 

４月１９日(金)12時～科目ごとに定められた追加登録受付期日(別紙１参照) 
 

○ 必要事項を記入した別紙３面接授業科目追加登録申請書と授業料、学生証を直接 

岐阜学習センターに持参し、手続きを行ってください。 
※ 原則来所での登録ですが、事前受付後も空席の多い科目については郵送でも受け付けます。 

一度、岐阜学習センターにお問い合わせください。 

【注意】・指定された期間以前・以後に届きました申請書につきましては、受理できません。 
・事前受付の登録(授業料納付)期間の手続き、追加登録期間の手続きで岐阜学習センターにお越しの 
際は、下記開所時間内にお越しください。 

・事前申請者の入金状況によっては、４月２７日（土）以降に空席が出ることもあります。 

最新の状況をご確認ください。 

岐阜学習センター開所時間 

  火曜～日曜 ９：００～１７：３０ 
※閉所日 月曜日・国民の祝日・ 

OKBふれあい会館の休館日 

事前受付期間 ： ２０１９年４月１３日(土)１２時～４月１８日(木) 

追加登録期間 ： ２０１９年４月１９日(金)１２時～科目ごとに定められた追加登録受付期日(別紙１参照) 

追加登録対象科目： ２０１９年５月１１日(土)以降に開始する空席の生じている科目 
        

 

放送大学岐阜学習センター 
TEL 058-273-9614  FAX 058-273-9526             

Ｅmail：gifu-sc@ouj.ac.jp 
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53  

OKBふれあい会館 第2棟2階 

【申込み・問い合わせ先】 



事務室・視聴学習室からのお知らせ
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学習相談 鈴木 壯先生

変更前 変更後

２０１９年２月２３日（土） １１月１０日に 実施済み

学習相談及びセミナー日程変更のお知らせ

セミナー 日本の環境を知る 髙見澤 一裕先生

変更前 変更後

２月開講 6日(水)・20日(水) 6日(水)･13日(水)･20日(水)

３月開講 6日(水)・20日(水) 6日(水)

学習センター＆サテライトスペースでの
放送教材の視聴方法等が変わります

★視聴方法

DVDやCD

変更

放送授業を視聴できる
パソコンやタブレット

●2018年度までの科目
→閉講までDVD・CDを１セット配架します。学習センターで視聴できます。

2019年度から、新規開設科目のDVD・CDの配架は
行いません。

★室外貸出方法
●放送教材（ＤＶＤ・ＣＤ）を郵送にて大学本部からご自宅に取り寄せるこ
とができます。
＊2018年４月から、学習センターでは室外・郵送貸出しを行っていません。

（学生生活の栞 ３３・３４・３５ページ）
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学生ふれあい論集 第８号 に投稿しませんか？

２０１９年秋に、「学生ふれあい論集第８号」の発行を予定しております。
この機会にぜひ投稿してみませんか。

①申込書提出期限 ２０１９年３月３１日（日）
②原稿提出期限 ２０１９年５月３１日（金）
③対象者 ２０１９年３月末時点で放送大学岐阜学習センターに

所属する学生
④内容 それぞれの想い、体験談、研究など。

（卒業論文概要、修士論文概要、学生講演会概要含む）
⑤提出方法 Microsoft Word を使用し、電子媒体で提出。

（環境がない方は事務室にご相談ください。）
【書式】 Ａ４ 横書き 文字数（４０字）、行数（３６行）

フォント（ＭＳ明朝）、フォントサイズ（１０．５）
余白 上３５．０１mm 下３０．００mm
右 30.00mm 左 30.00mm 

※１人２ページ程度を予定しておりますが、増える場合、減る場合は
ご相談ください。なお、カラーページについては、予算等の都合に
より希望に添えない場合があります。

⑥指 導 岐阜学習センター所長、客員教員が指導。
⑦発 行 教員指導ののち、採択された原稿を印刷製本・配布。
⑧申込方法 ※窓口提出…原稿をＵＳＢメモリやＣＤ－Ｒ等に入れて。

※メール提出…gifu-sc@ouj.ac.jpにファイルを添付。
※データでの提出が難しい場合はご相談ください。

投稿を希望の方は、窓口にある『学生ふれあい論集投稿申込書』に必要事
項をご記入のうえ、期限までにご提出ください。申込書のデータを希望の方
はご連絡をください。

学生作品展のご案内

「平成３０年度学生作品展」を下記の期間開催いたします。
絵画・書・写真など、岐阜学習センター所属の学生さんが手掛けた様々な作
品を展示します。是非、ご覧ください。

【開催期間】 平成３１年１月２９ 日（火）～２月３日（日）
【会 場】 県民ふれあいギャラリー（OKBふれあい会館第１棟２階）



卒業研究・修士論文発表会の開催について

岐阜学習センターでは、卒業研究・修士論文研究に取り組まれた方にその成果を発表
していただきたく、発表会を開催いたします。
一般の方の参加も可能です。皆様のご来聴をお待ちしております。

■日 時 ２０１９年３月１６日（土） １３：３０～１４：３０
■場 所 OKBふれあい会館第２棟７階７A研修室
■参加費 無料（要予約）
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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。
なお、入学料は必要ありませんが、授業料は単位互換校の定める額になります。

１．出願資格
単位互換校の授業科目を履修できるのは、つぎの３つの用件を出願時(２０１８年

度第２学期時点)にすべて満たしている方になります。
①全科履修生(選科履修生及び科目履修生の方は出願できません)
②本学の在学期間が１年以上の者（２０１７年度第２学期以前の入学者※編入学者含む）

③放送授業科目において３０単位以上を修得した者

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
平成３１年２月８日（金）まで。【期限厳守】

※詳しくは、放送大学岐阜学習センターホームページ、又はお電話でお問合せ
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６月号～１１月号）を、

１月１３日（日）から１ヶ月間無料配布します。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部までです。）
予約の受付は行いません。残部は１ヶ月後に廃棄します。

◇ＡＥＲＡ ◇サライ ◇きょうの健康 ◇ESSE



事務室からのご報告

平成３０年１２月１６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/前放送大学岐阜学習センター客員教授）を開
催いたしました。説明会後の相談会にも大勢の方が参加され、認定心理士資格取得への皆
様の関心の高さが伺えました。

平成３０年１２月８日（土）に、「岐阜県の特別支援教育を世界に発信する」（講師：
池谷 尚剛 氏／岐阜大学教授）を開催いたしました。

平成３０年１２月１５日（土）に、「死刑制度を考える」（講師：桑山 昌己 氏／高
山自動車短期大学教授/放送大学岐阜学習センター客員教授）を開催いたしました。
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平成３０年１２月は、下記の公開講演会及び説明会を行いました。
ご参加くださった皆様、ありがとうございました。



15

事務室からのご連絡

情報セキュリティー研修について

平成３０年度から学習センターへ無線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、
情報セキュリティー研修を行うことになりました。

●対象
学部（全科履修生、選科履修生、科目履修生）、
修士課程（全科履修生、選科履修生、科目履修生）、博士課程
ただし、無線LAN の利用申請する者は、必ず受講すること。

●実施時期
平成３０年１１ 月１６ 日～ 随時

●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各学習センターは、申請内容を確認の上、申請者に無線LAN 利用許
可書を交付

既に無線LAN アカウントを取得している学生は、平成３０年度末まで
に修了証を窓口で提示してください。このとき、改めて利用許可書は交
付しません。平成３０年度末までに修了証を提示しなかった学生は、
無線LAN アカウントの利用が停止となります。
なお、無線LAN アカウントを停止された学生が

情報セキュリティ研修を受講し、再度申請する
ことはできます。

ご不明な点はおたずねください。
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は閉所日です。

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

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

日 月 火 水 木 金 土
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2/13～ ２０１９年度第１学期科目登録申請受付
(郵送：2/27大学本部必着、Web：2/28まで）

2/16 公開講演会「科学技術の発展と私たちの暮らし」

3/ 2～3 教員免許更新講習 修了認定試験
3/16 卒業研究・修士論文発表会
3/24 平成３０年度第２学期学位記授与式【岐阜ＳＣ】

２０１９年度第１学期入学者の集い・学生交流会
【岐阜ＳＣ】

3/30  ２０１９年度第１学期入学者の集い
【多治見・高山分室】

1月 面接授業
1/  5(土)・ 6(日) 重力波とは何か
1/12(土)・13(日) 薬用植物学

江戸時代（近世）の小説
食品の安全性

1/12 公開講演会｢社会資本メンテナンス元年からの
インフラの現状と将来展望｣

1/20  看護師・医療関係者大卒『学位取得』説明会
1/24・26 単位認定試験（大学院）
1/25・27～2/2 単位認定試験（学部）
1/29～2/3          学生作品展

【編集後記】
新年あけましておめでとうございます。すばらしい一年に

なりますよう心よりお祈り申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします
１月末からの単位認定試験に備え、体調管理には十分注意

してください。（桒原）
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