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平成30年度第１学期の単位認定試験の日程は

【大学院】 平成３０年７月２7日(金)・２8日(土)

【教養学部】平成３０年７月２９日(日)・３１日(火)
平成３０年８月１日(水)・２日（木）・４日（土）・５日(日)

日程が不規則ですので、注意してください。

詳細は、６～7ページを確認してください。

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２7日～8月5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30日(月) ・8月3日(金) ・8月6日(月)



英語教育とIT

放送大学岐阜学習センター
客員教員 長尾 裕子

私が英語教育に携わって40年近くが過ぎました。その間
に、英語教育には著しく変化を遂げたところと、ほとんど変
わっていないところがあります。今日はその変遷についてお
話したと思います。
私は大学時代卒業後アメリカ留学をしようと思っていまし

た。その時代も留学には今と同じくアメリカ留学のための
TOEFLというテストがあり、留学にはある得点以上が必要
でした。TOEFLはリスニング・文法・リーディング3セクッ
ションに分かれており、その当時の日本人の学生にはリスニ
ングの勉強が一番大変だった気がします。今のようにリスニ
ングの教材がすぐに手に入るような環境はなく、英会話学校
に行ったり、ESSに入りネイティブスピーカーの人たちと話
をする機会を得るぐらいしかリスニングの力を上げる方法は
あまりありませんでした。そんな中、私は東京に住んでいた
ので、横須賀のアメリカ軍用の短波放送のFar East 
Network（FEN）をよく聴いていました。当時の私の英語力
ではよくわからない部分も多々あったのですが、DJの話の
合間のアメリカのポップミュージックなども聴け、暇があれ
ば聴いていました。そのおかげでリスニングの点数を上げる
ことができたのではないかと今でも思います。ところが今は
リスニングの勉強をしようと思えばありとあらゆる方法が選
択できます。私が留学しようと思っていたころはまだビデオ
デッキはありませんでした。帰国後数年してビデオデッキが
発売され、映画やテレビ番組などをレンタルビデオ店で借り
見られるようになりました。どこにも行かず家でリスニング
力を高めることができるようになったのです。それはリスニ
ングの能力を高めたい人にとっては画期的なことでした。そ
の後DVDが出現し、今では外国映画やテレビ番組が日本語
字幕付き、字幕なし、英語（その他の言語）の字幕付きで見
られるようになりました。
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私はリスニングの力を持続させるため今でも外国映画などを
英語の字幕で見た後字幕なしで見るようにしています。
家にいてリスニングの力を向上させるのは不可能に近かったこ
とが今ではお金をかけずできるのです。テレビの2か国語放送
もリスニングの勉強には一役買ったと思います。さらにYou 
Tubeなどを見ればネイティブの人たちがアップデートした動
画がいくらでもみられるようになりました。そういうことも理
由になり、最近の学生さんたちのリスニングの能力は非常に向
上したと授業をしていると感じます。
話すことも以前は家にいて学ぶということは非常に難しいこ

とだったのですが、いまではパソコンさえあればインターネッ
ト上で色々な言語を学ぶことができるようになりました。例え
ば、皆さんが英語を学びたいと思われたらネット上で英会話の
先生を探し、予約をし(有料)、時間などを相手と決め、その時
間がくればスカイプで英会話の練習をすることなども可能に
なってきました。以前と比べると選択肢が多すぎて迷ってしま
うという別の問題も生じています。
次に辞書とITについて述べたいと思います。私が学生時代は

もちろん辞書といえば紙媒体の辞書しかありませんでした。そ
の後電子辞書が登場しました。手の平に乗るようなサイズの機
械に何十もの辞書機能が組み込まれ、重い辞書を持ち運ばなく
ても電子辞書さえあればこれ一つでいくつもの役割を果たして
くれるようになったのです。高校の先生の中にはそれでも学校
では紙媒体の辞書を使ったほうが記憶に残るという理由で、長
い間電子辞書の使用を禁止された方々も多かったようです。大
学でも出始めたころは電子辞書を持っていない学生さんがたく
さんいたのですが、今ではほぼゼロに近くなりました。ところ
が、今度はインターネットとスマートフォンの登場で、電子辞
書さえ必要ない日常が現れてしまったのです。
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インターネットでもスマートフォンでも辞書アプリをダウン
ロードでき、電子辞書を持ち歩かなくてもスマホさえあれば事
足りてしまうのです。（スマホの方が軽量です）加えてそちら
の方がアップデートの速度が圧倒的に早いので、新語などは電
子辞書には出ていなくても、インターネット上で調べれば出て
いることが多いのです。特にパソコン用語、はやり言葉などは
その現象が顕著です。Twitter, Cloudなど元の意味からは完全
に離れ、新しい意味の方が若い人の間では浸透している単語も
たくさんあります。そういったこともあり、禁止する先生方も
多いのですが、私は今は授業中に辞書機能としてのみスマホを
使用することを昨年から許可しています。それと同時に
google検索機能も授業中よく使います。（学生さんの方が調
べる速度は圧倒的に私より早いです）将来電子辞書が無くなっ
てしまうような時代が来るかもしれません。
次に教科書の進化についてお話ししたいと思います。私が学

生時代は、教科書は種類も少なく、英会話の教科書はたくさん
ありましたが、状況に合わせての会話例を扱ったものや、質疑
応答形式の教科書というように比較的限られた範囲のが多かっ
た気がします。教職に就いた後も、しばらくは出版される教科
書の数も一定だったのですが、ここ10数年の間に数は劇的に
増加しました。教科書の内容が細分化し、リスニング・リー
ディング・ライティング・スピーキングに特化したものや総合
的に４技能を扱ったものなど様々な教科書が出版されています。
インターネットの普及に伴い内容も随分変化しました。教科書
にカセットテープやCDがついてくる時代が随分長く続きまし
たが、今は必要なオーディオ教材を、インターネットからダウ
ンロードするという形式が普及しています。教師用のCDや
DVDなども販売されず直接ダウンロードしなければならない
教科書が増え、私のように機械に弱いと操作に時間がかかるこ
とがあり、時代の変化についていくのがしんどくなることもよ
くあります。
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教科書の内容も内容自体が時代の流れについていけない部分
も、教えていると感じることがよくあります。少し例を挙げて
みたいと思います。インターネット普及前は “ I will check
my mail.”といえば、郵便ポストに行って郵便物をチェックす
ることだったのですが、今ではインターネット、あるいは携帯
のメールをチェックすることだと若い人は解釈します。また会
話の教科書には必ずと言っていいほど、いろいろな場所への行
き方を教えたり、電話のかけ方などを学ぶユニットがでてきま
す。 今でも扱っている教科書がたくさんあります。最近なの
ですが、駅への行き方を説明するにはどういうかを教科書に
沿って教えていると、例えば “Turn right.” や”Go straight”
など一度は習った表現が出てくるのですが、ある日一人の学生
さんにgoogle mapを使えばいいのではないかと指摘されまし
た。アナログで育った私には目から鱗の指摘でした。電話の会
話では、“ Just a moment, please.” や” You have the
wrong number.” “ Can I take a message?” など定番の表現
方法が出てきますが、今は携帯電話の普及で、電話をかければ
本人以外の人が電話口に出ることはまずないので、上記の表現
方法を使用することは、職場で使う以外個人ではほぼなくなっ
てしまったのです。

ITの出現と共に英語教育の在り方も劇的に変化しつつありま
す。しかし、言語そのものの基本は人間が話すものであり、根
本的には科学の進展のようには変わりません。これから科学技
術がどのような発展をどのような速度で遂げるのか想像もつき
ません。それに伴い英語教育もますます変化していくのは当然
のことと思います。私もできるだけ若い人についていけるよう、
これからも気持ちを若く保ち英語教育に携わっていきたいと
願っています。
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平成３０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:64～71ページ、教養学
部:70～77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？学生証をお持ちでない方は、所属学習センター
で発行手続きを行ってください。学生証の発行には顔写真の登録が
必要です。

○受験票（単位認定試験通知）
試験日の約１週間前までに「単位認定試験通知(受験票)」を送付

します。受験票には、①授業科目名、②試験日時、③試験、会場等
が記載されています。また、受験票と一緒に持込許可物品や試験形
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７月２０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(０４３－２７６－５１１
１[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

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

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

◇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ずることがあります。

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
もって届出す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・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研修室(７階)・６Ｂ研修室(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。電話等での成績
評価に関する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

載されている況一覧（「単位修得状単位認定書）」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は必要ありません）。
ただし、９月末で学籍が切れる場合は、出願期間中に継続入学の手続きを行わな

ければ再試験を受けることができません。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
７月上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、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、各自通常の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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平成３０年度第２学期の学籍継続手続きについて

平成３０年度第２学期に学籍のある方
（学籍の期限が平成３１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」による申請期間
平成３０年８月１５日（水）～ ８月３０日（木）【私書箱必着】

「システムWAKABA」による申請期間
平成３０年８月１５日（水）９時 ～ ８月３１日（金）２４時

平成３０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
（学籍の期限が平成３０年９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。）

下記の科目登録申請期間に必ずシステムWAKABAから出願してください。
下記の期間外に出願された場合は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、注意してください。
出願期間 平成３０年８月１５日（水）９時 ～ ８月３１日（金）２４時
出願方法 ｼｽﾃﾑWAKABAにﾛｸﾞｲﾝし、「教務情報＞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７月上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『平成３０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（大学院：７月２９日、教養学部：８月7日）から
９月１６日までは、１学期に登録していない科目の放送教材が郵送貸出（附
属図書館から）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。
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野外学習に参加しませんか？

【日 時】 平成３０年９月９日（日） １２：００～１８：００

【行 程】 11:45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
13:30-16:30   水と森の学習館他
18:00着 岐阜ＳＣ
18:15着 ＪＲ岐阜岐阜駅団体バス乗降場

【場 所】 水と森の学習館・徳山ダム（揖斐郡揖斐川町）
・原田 守啓岐阜大学准教授による講義
・竹内徳山ダム管理所所長による概要説明
・徳山ダム観察

【集合場所】 11:45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
※申し込みの際に乗車するバス停をお伝えください。

【参 加 費】 無料

【条 件】 岐阜学習センター所属の学生（学生証が必要です。）
「学生教育研究災害傷害保険」に加入してください。

【定 員】 ４０名（先着順） 定員になり次第終了します。

【受 付】 平成３０年８月１日（水）～８月３１日（金）
岐阜学習センター窓口または
お電話（058-273-9614） にて受付します。

【服 装】 軽装・上着・スニーカー（履きなれた靴）

徳山ダムの堤体内にＥＶ・階段を下って入ります。堤体内の気温は
１０度前後のため上着のご持参をお願いします。

※申し込みは、ご本人様のみ可能です。
ご友人などご本人以外の方のお申し込みはできません。

「治水と利水」ー徳山ダムを考えるー
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【日 時】 平成３０年１０月１４日（日） ８：２０～１８：００

【行 程】 8:00発 ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場
8:20発 ＯＫＢふれあい会館バス停前
9:30- 9:45 多賀ＳＡ（休憩）

10:50-12:20 伏見稲荷（参拝・千本鳥居見学）
12:40-13:30 京都市内（昼食）
13:40-15:20 京都鉄道博物館（見学）
16:30-16:45 多賀ＳＡ（休憩）
18:00頃 岐阜ＳＣ
18:20頃 ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場

【集合場所】 7:45集合 ＪＲ岐阜駅団体バス乗降場
8:00集合 ＯＫＢふれあい会館バス停前
※申し込みの際に乗車するバス停をお伝えください。

【内 容】 伏見稲荷大社・京都鉄道博物館（京都市伏見区・下京区）

【参 加 費】 ３，０００円（入館料・昼食代等）
申込後の返金は出来ません。

【条 件】 岐阜学習センター所属の学生（学生証が必要です。）
「学生教育研究災害傷害保険」に加入してください。

【定 員】 ４０名（先着順）定員になり次第終了します。

【受 付】 平成３０年８月１日（水）～８月３１日（金）

受付期間内に参加費を添え、岐阜学習センター窓口にお申込みくださ
い。参加費は釣銭のないようにお願いします。
なお、お電話でも申込みが可能ですが、その場合は仮受付となります。

費用をお支払いいただいた時点（持参・現金書留）で正式な受付となりま
す。

学生研修旅行に参加しませんか？

伏見稲荷大社・京都鉄道博物館
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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、つぎの３つの
用件を出願時にすべて満たしている方になります。

① 全科履修生 （2019年度第１学期も全科履修生として学籍がある者
※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１学期以前入学者※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３０年８月７日（火）まで【期限厳守】

※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（2017年12月号～2018年5月号）を、７月
２０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、2018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★

健康相談について

学校医の先生に健康について直接相談してみませんか？

・７月１７日（火）
・８月２８日（火〕 １５：００～１７：００ お一人２０分 要予約です。
・９月２５日（火）

学生相談について

客員教員に学習について直接相談してみませんか？
・７月２１日（土）
・８月２６日（日）
・９月 １日（土） １３：３０～１５：３０ お一人３０分 要予約です。
・９月 ８日（土）
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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１４日（土）１０：３０～１１：３０ 第２棟６階６Ｂ研修室
７月１５日（日）１３：３０～１４：３０ 第２棟６階６Ｂ研修室
８月１８日（土）１０：３０～１１：３０ 第２棟６階６Ｂ研修室
８月１９日（日）１０：３０～１１：３０ 第２棟６階６Ｂ研修室

【多治見会場：ヤマカまなびパーク】
７月 2１日（日）１３：００～１４：００

【高山会場：高山市市民文化会館】
７月２２日（日）１３：００～１４：００

★個別相談 （要予約）★
８月２１日（火）から９月２０日（木）まで、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）

●平成３０年度１０月入学生の募集●
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
出願期間 平成３０年９月２０日（木）【本部必着】
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相談日時 相談内容 資格等

1
月・木
13：00～17：00

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・自然と環境コース卒業
人間と文化コース在学中

エキスパート（人にやさしいメディアデザイン、
計算機科学基礎、宇宙地球科学プラン）取得

2
7月～
土・日

大学院への受験準備について
学習の進め方について（大学院）

文化科学専攻 人間発達科学プログラム修了
教員免許 特別支援二種、専修免許取得

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。

＜相談までの流れ＞
①予約をする 窓口か、お電話で岐阜学習センターへご予約ください。
②予約日時の確定 後日、岐阜学習センターよりご連絡をいたします。
③相談

岐阜地区 （5月23日現在）

3 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

4
日
10：00～12：00
14：00以降

学習方法
心理と教育コース卒業
正看護師

5 土・日
学習内容
試験対策
卒論内容について

臨床検査技師
糖尿病療養指導士
睡眠健康指導士上級
睡眠認定技術師
脳波・神経専門技術師

6
平日
9:00～12:00

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、書類記入について

心理と教育コース卒業
認定心理士
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7
火・金・日 全日
水・木・土 午後

仕事の両立
勉強への取組み等

生活と福祉コース・社会と経済コース卒業
心理と教育コース・人間と文化コース卒業

8 土・日 午後
単位取得について
学位について
看護学士について

生活と福祉コース卒業
看護学士

9 要相談
履修の仕方について
学習の進め方について
単位取得について

社会と産業コース卒業

文化科学研究科 社会経営科学プログラム
修了
慶応義塾大学文学部（通信教育課程）卒業
岐阜大学工学部応用化学科卒業

10
火 14：00～16：00
土・日 要相談

教育認知心理学など教育に関
すること
論文作成など

人間発達プログラム 修了
京都大学大学院教育学研究科在籍

11
土・日

9：00～17：00
人間と文化コース 卒業
社会と産業コース 卒業

12
土・日
12：00～15：00

入学・勉強の方法 全科履修生

13
要相談

学位授与機構（看護学）につい
て

学位（看護学）

14
火・木・金
10：00～15：00

インターネットを活用した学習の
手順と参考事項について

社会と産業コース卒業
情報コース卒業
自然と環境コース在学中

相談日時 相談内容 資格等

15
土・日
14:00～16:00

仕事と学習の両立
科の選択方法
面接授業の楽しみ方

人間と文化コース卒業
心理と教育コース在学中
税理士

16 土・日

心理と教育コースについて

認定心理士・博物館学芸員につ
いて
学習方法について

心理と教育コース卒業
認定心理士
博物館学芸員

17 その都度相談 体験談など

生活と福祉コース卒業
心理と教育コース卒業
看護師
助産師

高山地区 （5月23日現在）
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事務室からのご報告
平成３０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２４日（日）に、「認定心理士資格説明会」（講師：森 津太子 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２９名の方が受講されました。

当日は「大学の窓」

の取材がありました。
ご協力いただきまして
ありがとうございまし
た。７月22日～28日
まで放送されます。ぜ
ひ

「大学の窓」
をご覧ください。

６月１６日（土）に、大学院修士全科生入学希望者（平成３１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。
当日は一般参加者を含む１２名の方が受講されました。

６月２３日（土）に、公開講演会「美しい地球を未来に」～私たちは今、何をすべきか～
（講師：稲垣 隆司 氏／岐阜薬科大学学長）を開催いたしました。
当日は一般参加者を含む４１名の方が受講されました。
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平成30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

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 修士選科生 修士科目生 計

１０歳代 1 2 0 0 0 0 0 3

２０歳代 57 27 21 0 2 2 0 109

３０歳代 99 54 29 0 2 4 0 188

４０歳代 190 87 23 0 1 7 0 308

５０歳代 206 41 15 0 1 7 1 271

６０歳代 154 30 8 0 4 15 2 213

７０歳代 89 16 2 0 0 2 0 109

８０歳以上 23 6 0 0 0 0 0 29

合 計 819 263 98 0 10 37 3 1230

平成30年5月1日現在

教員

10.8%

公務員・団体職員等

7.9%

会社員等

17.5%

自営業・自由業

5.8%

農林水産業等

従事者

0.3%

看護師等

20.5%
専業主婦(夫)

6.7%

パートタイマー

6.7%

アルバイト等

3.3%

他大学・専門学校

に在籍

0.7%

定年等退職者

10.3%

無職

5.9%

その他

4.2%

職業別 教員

公務員・団体職員等

会社員等

自営業・自由業

農林水産業等従事者

看護師等

専業主婦(夫)

パートタイマー

アルバイト等

他大学・専門学校に在籍

定年等退職者

無職

その他



◆市町村別在学者数

多治見地区 149

多治見市 36

中津川市 7

瑞浪市 7

恵那市 4

美濃加茂市 20

土岐市 10

可児市 37

加茂郡 20

可児郡 8

高山地区 76

高山市 57

飛騨市 7

下呂市 12

他県 168

◆人気登録科目（再試験科目は除く。）

17

テレビ科目 ラジオ科目

教養学部 疾病の回復を促進する薬（’１７） 英語事始め（’１７）

疾病の成立と回復促進（’１７） 特別支援教育基礎論（’１５）

問題解決の進め方（’１２） 看護学概説（’１６）

日本語リテラシー（’１６） 感染症と生体防御（’１８）

肢体不自由児の教育（’１４） 特別支援教育総論（’１５）

大学院 発達心理学特論（’１５） 臨床心理学特論（’１７）

家族心理学特論（’１４） 心理・教育統計法特論（’１５）

学校臨床心理学・ 人間発達論特論（’１５）

地域援助特論（’１５）

岐阜地区 837

岐阜市 342

大垣市 97

関市 39

美濃市 9

羽島市 24

各務原市 87

山県市 18

瑞穂市 34

本巣市 21

郡上市 16

海津市 11

羽島郡 33

養老郡 13

不破郡 12

安八郡 19

揖斐郡 51

本巣郡 11
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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）

は閉所日です。

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 4 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

8/1~ 野外学習・学生研修旅行 申し込み開始(～31)
8/3          臨時閉所日
8/12        臨時閉所日
8/15~ 平成30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    平成31年度 修士全科生・博士全科生出願期間
8/25･26   教員免許更新講習 修了認定試験

９/9           野外学習「治水と利水」－徳山ダムを考えるー
9/20         第２学期学生募集締切
９/28･29    集中科目履修生(看護師) 単位認定試験
9/30         平成３０年度第１学期 学位記授与式

平成３０年度第２学期 入学者の集い（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

7/7 公開講演会 ４大認知症の特徴と対応
７/8 看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会
７/14      公開講演会 織田信長とルイス・フロイス

－天下人とイエズス会宣教師の出会いと交流ー
７/27･28 平成30年度第１学期 単位認定試験 (大学院)
７/29･31 平成30年度第１学期 単位認定試験 (学部)

～８/１・２．４・５ 単位認定試験 (学部）

７月 面接授業
1(日) 新・初歩からのパソコン
7(土)･ 8(日) 生きづらさを抱える若者の発達

環境立国 ニッポン
14(土)･15(日) 再生可能なエネルギーの有効利用

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


