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ご入学・ご卒業おめでとうございます

学生証を交付しています
平成３０年１０月に新規入学・再入学された方、学生証の有効期限が平成３０年９月末の方に学生

証の交付を行っています。詳細は、１３ページでご確認ください。

※今号につきましては、平成３０年度第１学期末で卒業、
除籍、退学された方、休学中の方にも発送しております。

卒業生 平成３０年度 第１学期 ５０名
（岐阜学習センター所属）

生活と福祉 １９人 心理と教育 １５人
社会と産業 ６人 人間と文化 ３人
情報 ３人 自然と環境 ４人
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卒業される皆さんへ 新入生の皆さんへ

岐阜学習センター所長 岡野 幸雄

2018年9月末を以ってめでたく学位を取得される皆様、ご卒業誠におめでと
うございます。今期、岐阜学習センターに所属して教養学部を卒業される方は
50名おられます。意欲をもって学ばれた成果として、大学での学びの証として
学士(教養)の称号を得られることを、岐阜学習センターの教職員一同心よりお祝
いお慶び申し上げます。

また、この10月から放送大学へ入学されます皆さん、ご入学おめでとうござ
います。岐阜学習センター所属として10月に入学される方は、新規の方が110
名、継続再入学の方が141名、集団入学予定者が33名で、合わせて284名の予定
です。このように大勢の方が入学されて私達の仲間が増えることを、在学生の皆
さんと共に、センターの教職員もたいへん喜び、歓迎しております。それぞれの
立場で勇気をもって最初の一歩を踏み出されたことを大いに賞賛したいと思いま
す。

皆さんはBS放送をご覧になりますでしょうか？この10月からBSテレビ放送が
2チャンネルに増えました。これまでの放送授業は、BS232ｃｈで放送されます
が、新しいチャンネルとなるBS231ｃｈは、「BSキャンパスex」と称して15回
の授業では伝えきれなかった新知見を含めた「16番目の授業」、異なる分野の
専門家によるタイムリーなテーマに関する「クロス討論」、いろいろな階層で需
要が高いと考えられる「キャリアアップ」などが放送されます。また、忘れては
いけないのが、「学習センターめぐり」です。この10月からは愛媛学習セン
ターが取り上げられています。岐阜学習センターも将来取材を受けることになる
と思います。「BSキャンパスex」の詳細は、10月からの番組表を参考に調べて
ください。

ところで、皆さんはオンライン授業を受講されたことがありますか？私は、
2018年度1学期にオンライン授業「がんを知る」を受講しました。オンライン
授業では通常の放送授業のように決まった日程での単位認定試験がありません。
従って、私達は試験期間中の監督業務がありますが、監督業務と試験とのバッ
ティングを避けることができます（一部のオンライン授業では通信指導や単位認
定試験を受験する必要がありますので注意してください）。「がんを知る」は
15回で2単位の科目ですが、1回の授業に5分から15分程度の動画がいくつか含
まれており、2～3の動画を見て確認テストを受けます。1つの動画の時間が短い
ことから、集中力も続き、もう一度振り返って見直すことも容易にできます。確
認テストも、自信のない回答にはフラッグを立てることもできますし、正答が直
ちに示されて、全問正解するまで何回もテストを受験し、知識を確かなものにで
きます。5回ごとにディスカッションの場があり、受講生がいろいろな意見を出
しておられるので、自分の意見を述べる必要があります。一方的に話を聞くだけ
の授業から、授業で学んだことを含めて、自分の考えを述べるという双方向型の
授業と言えるでしょう。また、各回の最後に資料が掲載されており、がん研究セ
ンターなどのウェブサイトから最新の情報を入手できます。単位認定試験のない
教養学部のオンライン授業は15科目、修士の科目が20科目あります。今期の受
講登録の期間は過ぎてしましましたが、是非次回には検討されてはいかがでしょ
うか？

最後にもう一度、この度は卒業された皆さんも、入学された皆さんもおめでと
うございます。

岐阜学習センターは、いつでも皆さんの学びの応援団です。
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卒業証書・学位記授与式 卒業生代表のことば
謝辞

卒業生代表 德永 有香

かつてない暑さの夏もいつしか過ぎ、秋風が心地よく感じられるようにな
りましたこの佳き日、私たち卒業生のために、このように厳粛かつ盛大な式
典を挙行していただき、誠にありがとうございます。岡野所長様はじめ、岐
阜学習センター及び高山分室並びに多治見分室の諸先生方、事務職員の方々
に厚く感謝申しあげます。また、ご来賓の皆様方には、ご多用中にもかかわ
らずご臨席を賜り、心のこもった温かいお言葉をいただき、卒業生を代表し
心よりお礼申しあげます。

私が放送大学を知ったのは、6年前の冬、ふと目にしたパンフレットです。
日々の仕事に追われる中、何か新しい刺激を求めていたのかもしれません。
埋もれていた知識欲がむくむくと湧き出してきました。高校生の頃は、自分
の関心もさることながら、就職に有利かどうかを一番に考え、進学先を選び
ました。しかし、卒業後二十有余年を経て、本当に興味のあるものを学びた
い、そんな気持ちになり、平成25年4月に「人間と文化コース」全科履修生
として放送大学の門を叩きました。当初は、仕事に支障が出ないようにと、
控え目の科目数にしていましたが、学ぶことの楽しさを知ると加速度が付き、
平成28年9月には卒業できました。入学生歓迎の集いの折には、先輩方の
「放送大学に何度目の入学です」という言葉を聞き、変な人だと感じていま
した。しかし、3年半後には自分がその変な人になり、「心理と教育コー
ス」に再入学し、今回、2回目の卒業を迎えました。

学習を続ける中には思うようにはならないこともあります。放送大学は全
国で受講可能とはいえ、放送授業以外では地域格差を感じます。首都圏と地
方はもちろんのこと、岐阜県内でも感じます。私は飛騨地方北部に住んでい
ますので、気軽に岐阜学習センターへというわけには参りません。「ふれあ
い」で紹介される、平日に毎週開催される各種セミナーは指をくわえて見る
だけです。面接授業は泊まりがけです。単位認定試験は富山学習センターで
受験しています。今年の1月、1時限から8時限まで4科目を散りばめていた
試験日は大雪でした。通常なら車で片道1時間15分のところ、道路状況は最
悪で、行きは2時間半、帰りは3時間と、大変な旅になりました。

周囲を見渡すと、勉強することには拒否反応を示す人が多いようです。し
かし、それは、子どもの頃、勉強させられた思いが強いためではないかと思
います。興味の赴くまま、自ら学ぶ楽しさを知ってほしい、そんな気持ちか
ら、ナビゲーターにもなりました。まだ、名前ばかりですが、学習する楽し
さを思い出させてくれた放送大学への恩返しのために、少しでも活動できた
らと思っております。

最後になりましたが、ご列席の皆さまのご健勝と岐阜学習センターの益々
の発展を祈念いたしまして、卒業生代表としての謝辞とさせていただきます。
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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

①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。

②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。

（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/



平成30年度第２学期セミナーのご案内

お申し込みは、１０月4日（木）から受付けます。
（電話 058-273-9614 受付時間9：00～17:30 月曜・祝日除く）

１学期から続けて受講される方もお申し込みが必要です。

カウンセリングを学ぶ（２）:『心理療法序説』を読む 鈴木 壯 客員教員

カウンセリング・心理療法の基本的な理論、方法（主に心理力動的な立場）を学んで行きます。

火曜日 １３時００分～１４時３０分 ７Ｃ研修室

１０月 ９日・２３日（7Ｄ研修室）

１１月 ６日・２７日
１２月 ４日・１８日
１月１５日・２２日
２月 ５日・２６日
３月１２日・２６日

★参考図書★

ドイツ語セミナー（応用） 山田 善久 客員教員

インターネットのドイツ語が今回のテーマ。主に deutschland.de というドイツ情報サイトにあ
るテキストを読み解きます。テーマは政治、経済、文化、生活、学術、環境など多岐にわたってい
ますが、受講生の皆さんに興味のある記事を選んでいただくことを考えています。なおこのサイト
は多言語のページが用意されており、英語・仏語・露語・中文などで読むことができるので、理解
の助けになるかも知れません。ただし日本語のページは無いようです。

火曜日 １３時００分～１４時３０分 ７E研修室

１０月 ９日・２３日
１１月 ６日・２０日
１２月 ４日・１８日
１月 ８日・２２日
２月 ５日・１９日
３月 ５日・１９日

★教科書★ なし（プリントを配布します）
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心理療法序説／河合隼雄／岩波書店(ISBN978-400600223)／1,360円



研究論文をよんでみよう② 松田 好美 客員教員

初めて研究に取り組む方々に向けた授業です。論文を読んだことのない方やどんな論文が良い論文
なのかわからない方にもお薦めです。研究とは何かから始まり、研究のとらえ方、文献の探し方、
文献検討、研究の方法、結果の分析、論文のまとめ方、発表方法などを、論文を読むことから学ん
でいきます。

そして各自興味のある研究論文を探して下さい。何名かの学生が論文（できるだけ看護・医療系
や人文系の論文）を選択し、みんなで詳しく読み、自分なりに整理するといった方法をとる予定で
す。読みたい研究論文がない場合は、教員から提示します。論文を読むことにより、自分に必要な
「研究とは何か」を学んでいきましょう。卒業研究を履修する学生にも役立ちます。

水曜日 １３時３０分～１５時００分 ７Ｃ研修室

１０月１０日・２４日（2Ｆ研修室）
１１月１４日・２１日
１２月 ５日・１９日
１月 ９日・２３日（2Ｆ研修室）
２月 ６日・２０日
３月 ６日・２０日

日本の環境を知る 髙見澤 一裕 客員教員

この講義では、日本の環境の全体像を把握することを目的とします。戦後の公害問題の発生から、その対
策として公害・環境に対する法的整備、排ガス・排水処理などの対策技術、環境問題を起こさないための
パラダイムシフトとそのための法律の整備、地球環境問題へ広がった課題への国際協調による対策など、
我々が反省し、対応した事象はたくさんあります。その結果が表れているのが日本の環境の現状です。日
本には環境白書という政府発行の環境の全体像を示す白書があります。これには、その年の大気・水質・
土壌環境の概況が示され、その折々でのトピックスや考え方を紹介しております。地球温暖化対策へのス
テージ、被災地の復興と環境回復、生物多様性の保全、循環型社会の形成が中心です。このセミナーでは、
環境白書平成３０年版をテキストとして日本の環境を主として、大気、水、土壌、廃棄物について学ぶと
ともに、国連が中心として行っている環境汚染対策のアウトラインを学びます。

水曜日 ９時４５分～１１時１５分 ７Ｃ研修室

★教科書★ 環境白書平成30年度版 循環型社会白書 生物多様性白書／環境省／
ISBN978-4-86579-117-4／2,570円

★教科書★ 授業当日にプリントを配布します。
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１０月１０日・２４日（2Ｆ研修室）
１１月 ７日・２１日
１２月 ５日・１９日
１月 ９日・２３日（2Ｆ研修室）
２月 ６日・２０日
３月 ６日・２０日



文章表現セミナー 小林 一貴 客員教員

文章の書き方や論文の技法に関する代表的な本を取り上げます。
文章表現のポイントを理解するとともに、その背後にある言語観や書くことについてのイメージ
を読み解いていきます。そして、私たちにとって文章とは何なのか、何のために書くのかを考え
ていきます。

金曜日 １３時３０分～１５時００分 ７Ｃ研修室

１０月１２日（7Ｄ研修室）・２６日
１１月 ９日・１６日
１２月１４日・２１日
１月１１日・１６日※
２月１５日・２２日
３月 ８日・２２日

相対性理論と重力波 山家 光男 客員教員

第1学期のセミナーでは、アインシュタインの重力波の予言から100年経っての2015年の重力波の
直接検出について、テキストを読みながら、理解を深めた。第2学期のセミナーではアインシュタ
インの一般性相対性理論からどのように重力波が導かれるかをテキストを読みながら考えてみる。

木曜日 １５時１５分～１６時４５分 ７Ｅ研修室

１０月１８日・２５日（2Ｆ研修室）
１１月１５日・２２日
１２月 ６日・１３日・２０日
１月１０日・１７日
２月 ７日・１４日
３月２８日

★教科書★ 相対性理論入門／内山龍雄／岩波書店(ISBN978-4004200635)／799円

★教科書★ テキストはありません。資料を配布します。

7

※１月１６日のみ 水曜日です。



よくある英語の間違いを学ぼう 長尾 裕子 客員教員

皆さんが英語学習をするときによくある英語の間違いを学び、日ごろの学習に役立てていた
だこうと思い開講しています。
知っていることも多くありますが、新しい発見もたくさんあると思います。その他日本と欧
米の文化比較などもしたいと思います。

金曜日 １５時１５分～１６時４５分 ７Ｃ研修室

１０月１２日（7Ｄ研修室）・２６日
１１月 ９日・１６日
１２月 ７日・１４日
１月１１日・１８日
２月 ８日・２２日
３月 ８日・２２日

★教科書★ 日本人がはまりがちな英語の落し穴／David Barker／BTBPress(ISBN978-
4990415150)／2,052円
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再生可能なエネルギーの有効利用 山家 光男 客員教員

再生可能なエネルギーとは利用しようとするエネルギーの源が太陽や地球に由来し、地球上の自
然界のバランスを保ちながら享受できるエネルギーのことである。ここでは、エネルギーとは何か
をしっかりと理解し、分類されたいろいろな再生可能なエネルギーの有効利用技術について考えて
みる。特に太陽光発電の原理と現在の問題点について考え、生活の中のエネルギーとの関わりの方
向を探ってみる。

水曜日 １３時３０分～１５時００分
第１回 １０月１７日 エネルギーとは何か？

第２回 １１月１４日 エネルギーの分類(1)：力学的エネルギー、電気エネルギー

第３回 １２月１２日 エネルギーの分類(2)：熱エネルギー、光エネルギー

第４回 １月 ９日 再生可能なエネルギーの分類

第５回 ２月１３日 太陽光発電の原理と現状

第６回 ３月２７日 太陽光励起レーザーの原理と応用

★テキスト★ 講義の始めに資料を配布する。

多治見分室

日本国憲法施行71周年を迎えた今年、この間、一字一句も変えられることのなかった世界史的にも稀有なこの憲法
を、今期は第10条から第19条までを受講生の方々と逐条音読し、適宜解説を加え、質疑応答するという形ですすめて
まいります。

また、今期から初めての方にも戸惑いなく受講していただけるよう細心の注意を図ってまいります。
なお、下記6回のそれぞれのテーマはあくまで予定であり、解説を加えるべき程度の量、ならびに受講生の方々のご質
問の多寡によって変わってまいります。（テーマが先送りになるほどの多くのご質問をいただけることを期待してお
ります。）

土曜日 １３時３０分～１５時００分
第１回 １０月１３日 第10条～第12条 国民の権利及び義務 Ⅰ「国民の要件、

人権享有、権利濫用禁止」

第２回 １１月１０日 第13条（同上）Ⅱ 「幸福追求権」

第３回 １２月 ８日 第14条（同上）Ⅲ 「平等権」

第４回 １月１９日 第15条～第17条（同上）Ⅳ 「公務員選定罷免権、請願権、
国家賠償」

第５回 ２月２３日 第18条（同上）Ⅴ 「奴隷的拘束及び苦役からの自由」

第６回 ３月 ９日 第19条(同上) Ⅵ 「思想及び良心の自由」

★テキスト★小学館「日本国憲法（写楽BOOKS）￥864           但し、必ず購入していただく必要はありません。
各講義の該当条文はその都度コピーして配布します。また、古い本なので、購入方法は高山分室までお問い合わせ
ください。

多治見分室・高山分室セミナーのご案内

★申込先★ 多治見分室 ヤマカまなびパーク内 電話（0572）24-6309

★申込先★ 高山分室 高山市民文化会館内 電話（0577）33-8333 内線46番

高 山 分 室 今だからこそ 日本国憲法を音読してみる パートⅡ
桑山 昌己 客員教員



月 日 曜日 客員教員 相 談 内 容

１
０

２０ 土 小林 一貴 言語教育、文章の書き方、国語の学習指導法

２１ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

２７ 土 長尾 裕子 英語学

１
１

１７ 土 小林 一貴 言語教育、文章の書き方、国語の学習指導法

１８ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

２５ 日 山田 善久 ドイツ語学

12
１ 日 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

１５ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

1 １９ 土 髙見澤 一裕
環境微生物学、環境科学、バイオエネルギー、廃棄物の生
物学的処理

2

３ 日 山田 善久 ドイツ語学

１７ 日 長尾 裕子 英語学

２３ 土 鈴木 壯 カウンセリング、心理療法

3
２ 土 髙見澤 一裕

環境微生物学、環境科学、バイオエネルギー、廃棄物の生
物学的処理

９ 土 鈴木 壯 カウンセリング、心理療法

月 日 曜日 客員教員 相 談 内 容

１
１

２４ 土 桑山 昌己 法学、憲法学、教育法学

３ ２３ 土 桑山 昌己 法学、憲法学、教育法学

客員教員による学生相談について

平成３０年度第２学期 学生相談日
◆ 岐阜学習センター （岐阜市薮田南5-14-53  OKBふれあい会館第２棟２階）

◆ 岐阜学習センター高山分室◆（高山市昭和町1-188-1 高山市民文化会館内）

先生に直接相談できる「学生相談」を下記のとおり予定しています。
ご希望の方は事務室までご連絡ください。

○ 客員教員の他に、所長も相談を受けます。（要予約）

○ 日程は変更となることがありますので、事前にご確認してください。

○ 相談時間帯は、１３時３０分から１５時３０分で、お一人３０分です。

ナビゲーターによる学生相談について
学習方法、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。
詳細は事務室掲示板でご確認いただけます。

10
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公開講演会 開催のお知らせ

学生に限らず広く地域の方々が一緒に学べる無料の講演会を、下記のとおり開催します。

お気軽にご参加ください。お申込みは、お電話、または事務室窓口まで。
（電話 058-273-9614 受付時間9：00～17:30 月曜・祝日除く）

『岐阜県の特別支援教育を世界に発信する』

岐阜県が推進してきた「子どもかがやきプラン」によって、県内の特別支援教育は優
れた成果をあげてきています。今後、こうした取り組みを世界に発信することで、障
害のある子ども達の国際交流活動が進むことを期待しています。

講 師 池谷 尚剛 氏（岐阜大学教授）
日 時 平成３０月１２月８日（土）１３：３０～１５：３０
場 所 OKBふれあい会館第２棟３階講堂
定 員 ２００名（要予約）

『死刑制度を考える』

G5の中で死刑制度を持っているのは、アメリカ合衆国と日本だけ。世界200ヶ国弱を見回しても、
その過半数が制度自体を廃止しているか実行を停止している状態で、世界の趨勢は廃止に向かって
いると言えましょう。そんな中で、なぜ日本は死刑制度を存続させ、執行しているのでしょう。近
代刑法の大原則は、他者の生命を故意をもって奪わない限り死刑が科せられることはありませんか
ら、普通に暮らす我々には死刑は関係ないと思っていらっしゃるでしょう。しかし、「裁判員制
度」によって死刑判決を下さなければならない立場に立たされることは十分にあり得るのです。こ
の機会に死刑制度を根本から考えてみませんか。

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）

日 時 平成３０年１２月１５日（土）１３：３０～１５：３０
場 所 OKBふれあい会館第２棟３階講堂
定 員 ２００名（要予約）

『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』
－鋼橋とアルミニウム合金構造物の維持管理ー

2013年に国土交通省は，「社会資本メンテナンス元年」を宣言した。鋼橋梁やアルミニ
ウム合金構造物を中心とした維持管理の現状と今後の動向と市民の関与のあり方につい
て講演する。

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）
日 時 平成３１年１月１２日（土）１３：３０～１５：３０
場 所 OKBふれあい会館第２棟３階講堂
定 員 ２００名（要予約）
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『科学技術の発展と私たちの暮らし』

科学技術の変遷をみると、ルネサンス期の「科学の黎明期」、産業革命期の「科学と
技術の融合期」、そして、20世紀から今日に至る時期は「科学技術の開花期」に分類
されます。これまで科学技術がどのような過程を経て発展を遂げてきたか、また、現
在の私たちの暮らしにどのような影響をもたらしているか考えてみたい。

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）

日 時 平成３１年２月１６日（土）１３：３０～１５：３０
場 所 OKBふれあい会館第２棟３階講堂
定 員 ２００名（要予約）

説明会 開催のお知らせ
お申込みは、お電話、または事務室窓口まで。

認定心理士資格説明会

認定心理士は、心理学に関する標準的基礎知識と基礎技術を修得していることを「公益社団法
人日本心理学会」が認定する資格です。

資格取得に必要な単位は全て放送大学で満たすことができます。また、他大学で修得した単位
と放送大学で修得した単位をあわせて申請もできます。放送大学では、9，２００人以上の方が認
定心理士の資格取得要件を満たしています。

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）

日 時 平成３０年１２月１６日（日）１３：３０～１５：0０
場 所 OKBふれあい会館第２棟３階講堂
定 員 １００名（要予約）

看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会

看護師をはじめ医療機関にお勤めの多くの方が、学士（教養・看護学・保健衛生学）の学位取
得やキャリアアップを目指して、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？

説明会では、最初に入学をご検討されている方のために、放送大学の入学方法や科目のとり方
等について説明し、その後、学位授与機構を利用して学士（看護学）などの学位を取得する方法
について詳しく説明します。

説明者 高橋 さとみ 氏（放送大学 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）１３：３０～１５：0０
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）
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★可茂・東濃地区・愛知県北部に現住所のある方★

①平成３０年１０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３０年９月末の方

（有効期限は全科履修生２年間、選科履修生１年間、科目履修生半年間です。）

可児市・美濃加茂市・多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・加茂郡
・可児郡・中津川市・愛知県春日井市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市
・犬山市・小牧市・大府市
お渡し日程は、該当の方に別途ご案内を送付しましたのでご確認ください。

岐阜学習センターでの交付の方は、１０月２日（火）13：00 からです。
ただし、第２回募集期間＜平成３０年９月１日～９月２０日＞に出願され
た方は、１０月２０日（土）以降に交付します。
(可茂・東濃地区・愛知県北部及び飛騨地区に現住所がある方へは別途ご案内を送付しています。)

①入学許可証 ②古い学生証 ③顔写真付きの身分証（運転免許証など）
のうち、いずれか一つを持参。

新しく入学された方で、出願票に写真を貼らずに提出した方、インター
ネット出願の際に写真なしで出願した方、学生証の発行には本部への顔
写真の登録が必要です。（過去に在籍があったことを明示して入学され
た方の顔写真は引き継がれます。）

学生証の交付について

対象者

★飛騨地区に現住所のある方★
高山市・飛騨市・下呂市・白川村
お渡し日程は、該当の方に別途ご案内を送付しましたのでご確認ください。

★上記以外の地区に現住所のある方★

※学習センター 利用の手引 １２頁 参照してください。

期 間

持ち物

●顔写真の登録方法 ※学生生活の栞 １８頁 参照してください。

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。

ご注意

※本人認証のため、本学のシステム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。

多治見
分室で
交 付

高山分室で
交付

岐阜学習
センターで

交付

学生証は単位認定試験で必要です。必ず受け取りに来てください。

重要
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平成３０年度 第２学期

面接授業の追加登録方法について
事前受付期間：平成３０年１０月１７日(水) １２時～ １０月２３日(火)
追加登録期間：平成３０年１０月２４日(水) 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：平成３０年１１月１０日(土) 以降に開始する空席の生じている科目

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け付け、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
１０月１7 日（水）１２時 空席発表
○放送大学ホームページ(http://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
１０月１７日(水)~１０月２３日(火)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
１０月２４日(水)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）

１０月２４日（水）～１０月３１日（水）
○ 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。

＊１０月３１日(水)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（事前受付期間後）】

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

１０月２４日（水）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）

１0月２４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・以後に届いた申請書につきましては、受理できません。

・岐阜学習センターにおいて、事前受付の登録期間の手続きなどは開所時間内に行ってください。
（月曜・祝日除く９：００～１７：３０）

・事前申請者の入金状況によっては、１１月１日（木）以降に空席が出ることもあります。
ホームページをご覧になるか、岐阜学習センターに問い合わせて最新の状況をご確認ください。

http://www.ouj.ac.jp/
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事務室からのご報告

平成３０年７月は、公開講演会及び説明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。

平成３０年７月７日（土）に、「４大認知症の特徴と対応」（講師：犬塚 貴 氏／岐
阜市民病院 認知症疾患医療センター長／岐阜大学名誉教授）を開催いたしました。
８８名の方が受講されました。終了後は茶話会も開催しました。

平成３０年７月１４日（土）に、「織田信長とルイス・フロイス」ー天下人とイエズス
会宣教師の出会いと交流ー（講師：杉森 哲也 氏／放送大学教授）を開催いたしました。
１４０名の方が受講されました。終了後は茶話会も開催しました。

平成３０年７月８日（日）に、「看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会」
（講師：高橋 さとみ 氏・特別アドバイザー：黒田 亮子 氏）を開催いたしました。
１６名の方が受講されました。
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平成３０年９月９日に 野外学習「治水と利水」ー徳山ダムを考えるー

水と森の学習館で岐阜大学准教授原田 守啓先生による講義、徳山ダム管理所舩越総務課
長による概要説明をうかがった後、徳山ダム堤体内を視察しました。

野外学習を実施しました
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岐阜県からの助成のご案内
－身体障がい者及び精神障がい者生涯学習推進事業についてｰ

岐阜県内在住の身体障がい者・精神障がい者（身体障害者手帳もしくは精神障
害者保健福祉手帳を持つ方）が岐阜学習センターで学習される場合、入学料及び
授業料について、下記の範囲の助成を受けることができます。

①実施主体 岐阜県

②対象者 身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの、岐阜
県内に在住している方で、県が定める所得要件を満たす方。

③補助額 入学料、授業料の１/２以内の額（面接授業も含む）

④補 足 ・補助金の申請は、１科目につき１回のみ（既に補助を受けた科目は対象外）

・授業料については、１人あたり年間１０単位（大学と大学院両方について
補助申請する場合は各１０単位）分の授業料相当額を上限とします。

・面接授業については、授業を全て欠席した場合は補助対象外となります。
・修士全科生の「研究指導」は補助対象外です。

ご希望の方は、１０月１４日（日）までに岐阜学習センターにご連絡ください。

書類を作成し、詳細をお知らせいたします。

面接授業の「共修生」の募集

面接授業（スクーリング）を一般の方や、科目登録を行っていない学生の方に
も、広く聴講できる機会を設けています。聴講する方を「共修生」と呼び、正規
に履修する学生の方と共に学び、知識・教養をさらに深めていただくものです。

平成３０年度第２学期に開催する面接授業でも、実験実習科目を除き、共修生
を募集しています。詳しくは、岐阜学習センターへお問い合わせください。

【対 象】 一般の方、放送大学の学生
（全８回の授業すべてに出席いただける方）

【募集人数】 若干名
【 受 講 料】 １科目 ５，５００円
【申 込】 追加登録終了後、空席の生じた面接授業について受け入れを

します。

※注意※ 単位の修得はできません。

事務室からのお知らせ
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◆高山分室 閉所日のお知らせ◆

下記の日程にて休館とさせていただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、何卒
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

◆１０月９日（火）・１０（水）
◆１２月２５日（火）・２８日（金）～３１日（月）

高山市昭和町1-188-1 高山市民文化会館4階
電話 （0577）33-8333 （内線４６番）

大募集学生作品展のご案内

ご自身の作品を学生作品展に出展してみませんか。
絵画・書・写真など、皆さんが手掛けた作品のご応募をお待ちしております。
。

【申 込】平成３０年１１月 ９日（金）～１２月２７日（木）
【開催期間】平成３１年 １月２８日（月）～ 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)

※ガラスケースは県民ふれあいギャラリーにはありません。
小物類（壁掛けで展示できないもの）は机上展示です。

学校医による健康相談のお知らせ

健康について、学校医の先生に直接相談できる「健康相談」を下記のと
おり予定しています。ご希望の方は事務室までご連絡ください。

○ 学校医が相談を受けます。（要予約）
○ 日程は変更となることがあります。事前に確認してください。
○ 相談は１人当たり ２０分 までとします。

平成30年度第2学期 健康相談日

１０月２３日 （火） １５：００～１７：００
１１月２０日 （火） １５：００～１７：００
１２月１８日 （火） １５：００～１７：００

１月１５日 （火） １５：００～１７：００
２月２６日 （火） １５：００～１７：００
３月２６日 （火） １５：００～１７：００



システムWAKABA（教務情報システム）等
各種情報システムについて

ログイン方法 放送大学HPから
「在学生の方へ」 の「システムWAKABA（教務情報システム）」

ログインID：学生番号10桁（ハイフン無し）
パスワード：初期パスワード（西暦の誕生日）

例 19800325

学生の修学をサポートするため、システムWAKABA（教務情報システム）等の
各種情報システムのサービスを提供しています。

「教務情報」→「学生カルテ」で
ご自分の学籍情報を確認するこ

とができます。学生カルテ内のメ
ニューから「単位修得状況情報」を
選択し卒業までの必要単位数や成績
をチェックしてみてください。

◎学生メール
Webブラウザを利用したGmail。
科目登録などの完了メールが届きま
す。
アドレスは

学生番号@campus.ouj.ac.jp 

◎学内リンク
インターネットを利用した授業
の視聴はココから！
過去２回分の試験問題を閲覧す
ることもできます。
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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
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【編集後記】
平成３０年度第２学期が始まりました。学習をすすめていく中でご質問等がありましたら

お気軽におたずねください。（桒原）

は閉所日です。
1 (月) 第２学期授業開始
6 (土) 平成３1 年度博士全科生・修士全科生入学試験（第１次選考）
7 (日) 平成３０年度第２学期入学者の集い（多治見・高山）
14(日) 学生研修旅行（伏見稲荷大社・京都鉄道博物館）
17(水) 面接授業空席発表 １２時から
24(水) 面接授業追加登録開始

10月 面接授業

20(土)・21(日) 役に立つ 英語コミュニケーション
人口減少と日本社会

27(土)・28(日) 災害看護を考える
飛騨の匠の文化 (実施会場：飛騨高山まちの博物館)

27(土) レポート・論文を書く

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

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

11月 面接授業

10(土) レポート・論文を書く
10(土)・11(日) 心理学実験３

情報システム・はじめの一歩
17(土)・18(日) 基礎のドイツ語

心理学実験１
24(土)・25(日) 食事と健康 (実施会場：岐阜女子大学)

発達障害の理解と支援
実験で学ぶ物理学 (実施会場：愛知学習センター)

12月 面接授業

1(土)・ 2(日)   中国語入門
心理検査法基礎実習

8(土)・ 9(日)   英語力を改善しよう
現代日本と憲法

15(土)・16(日)   職場で役立つ社会心理学
食品の安全性

9(金) 10:00 ～ 30(金) 17:00 通信指導提出期間 (Web提出)
16(金)～30(金) 通信指導提出期間（郵送提出 本部必着）

8(土) 公開講演会 ｢岐阜県の特別支援教育を世界に発信する｣
15(土) 公開講演会 ｢死刑制度を考える｣
16(日) 認定心理士資格説明会

１０月

１１月

１２月

スケジュール


