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※今号につきましては、平成30年度第2学期末で卒業、修了、休学中の方にも発送しておりますのでご了承ください。

ご入学・ご卒業おめでとうございます
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卒業・修了される皆さんへ 新入生の皆さんへ

岐阜学習センター所長 岡野 幸雄

この３月末を以ってめでたく学位を取得される皆さん、誠におめでとうございます。
今回、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４０名、大学院修士課
程を修了される方が１名おられます。目的をもって入学されて、仕事や家庭などそれ
ぞれの置かれた環境のもとでも着実に学びを積み重ねて試験にも合格されて、努力の
証として得られた学位取得を心よりお慶び申し上げます。皆さんのご卒業を支えてく
ださった周りの方々に卒業の喜びと感謝の気持ちを是非伝えてください。皆さんも難
関を乗り越えて卒業できたことを誇りに思ってください。
また、放送大学へ入学されました皆さん、ご入学おめでとうございます。岐阜学習

センターに所属して４月に入学される方は、３月１９日の集計で新規の方が１１６名、
継続の方１８８名、団体の方も合わせて３４５名になる予定です。大勢の方がこの岐
阜学習センターで一緒に学ぶ機会を得られたことを、在学生もセンターの教職員も共
に大変喜び、歓迎するとともに、皆さんの学習の支援部隊として全力で応援します。
さて、３月２３日には東京のNHKホールで全国の学生を対象とした学位記授与式

が行われました。來生新学長の式辞で、１０１歳で放送大学を卒業され、４月から再
入学予定の北海道学習センターの学生を紹介され、生涯学び続けることの重要性を話
されました。今回の学位記授与式の様子はＢＳ２３１チャネルで生中継されました。
また、式最後の学歌斉唱に続いて、ベートーヴェンの第九交響曲の「歓喜の歌」が合
唱されました。とても感動的で心に残る学位記授与式でした。翌日の岐阜学習セン
ターにおける学位記授与式には２２名の修了・卒業生が参加されましたが、式冒頭に
コーラスサークル・清流ハーモニーによる学歌斉唱とドイツ語による「歓喜の歌」が
披露されました。ドイツ語がご専門の客員教授の山田善久先生からもドイツ語もよく
わかり、たいへんよかったと好評でした。
岐阜学習センターの客員教員としてこれまでご指導いただいた山家光男先生と長尾裕
子先生が３月でご退任されます。面接授業やセミナーで、いつも楽しく時には厳しく
ご指導いただき本当に有難うございました。山家先生の後任に岐阜大学工学部を退任
された田中光宏先生、長尾先生の後任は岐阜大学イングリッシュセンターのアンド
リュー・オフォード先生にセミナーなどご担当いただきます。皆さん奮って参加して
ください。職員も事務長の高橋照美さん、総務主幹の籔田薫さんのお二人が退職しま
す。研修旅行や大学説明会、ナビゲーター勉強会のことや、単位認定試験や面接授業
のことなど、見えないところでご活躍されたいへんお世話になりました。ほんとうに
有難うございました。感謝申し上げます。後任の事務長には野呂孝美さんが、総務主
幹には安田眞由美さんが着任します。
卒業された方は、機会がありましたら是非岐阜学習センターを覗いてください。
入学された皆さんは、目標が達成できるよう是非学びを続けてください。岐阜学習セ
ンターの教職員はもちろん学生ナビゲーターも新入生の皆さんを応援しています。
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２０１９年３月２４日(日) OKBふれあい会館講堂において
卒業証書・学位記授与式を行いました。

２０１８年度 第２学期 卒業生・修了生
（岐阜学習センター所属）

卒業証書・学位記授与式

ご卒業・ご修了おめでとうございます

教養学部 生活と福祉・・・１３名 心理と教育・・・１１名
４０名 社会と産業・・・ ４名 人間と文化・・・ ６名

情 報・・・ ２名 自然と環境・・・ ４名

大 学 院 人文学プログラム・・・ 1名
１名
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卒業証書・学位記授与式 卒業生・修了生代表のことば

謝辞

空には桜の花びらが舞い、野にはタンポポが咲き、遠くからは鶯の声が聞こ
え、心がウキウキし明るい気分になれる季節となりました。このようなときに、
私ども卒業生のために学位記授与式を挙行していただき誠にありがとうござい
ます。
さて、私は昨年１月に喜寿を迎え、区切りのよいところで卒業できるように

と頑張って参りました。お陰で平成の最後の年に4つ目のコースを卒業し、今
日の学位記授与式を迎えることとなりました。また、卒業生の代表として謝辞
を述べる機会を得られたことを心から嬉しく大変光栄に思います。
私は、平成６年に放送大学に選科生として入学しました。それは、ふとした

好奇心からそれまで通っていたパチンコ屋から、行き先を放送大学に切り替え
ることに成功したことから始まりました。平成１１年に「人間の探求」専攻の
全科生となり、歴史や文化遺産など学習し、学んだことを博物館のお手伝い、
古墳・遺跡・神社仏閣巡りなどに役立てて、平成１７年に卒業しました。続い
て「生活と福祉」専攻に再入学して介護などを学びました。このコースでの学
びを活かして母親や叔母の介護を楽しく実践することができ、自分の身体を壊
したり、心が不安定になったり悩まされることもなく、平成２２年には卒業で
きました。続いて「社会と産業」コースに再入学し、ここでコミュニティなど
について学習したおかげで、ボランティア精神、協調性が知らないうちに身に
付き、地域の老人クラブ会長に推されることになり、今も会員の皆さんと明る
い気持ちで行事などに参加しています。平成２８年の卒業後は「自然と環境」
コースに再入学し、今回の卒業となりました。自然系のなかでも生物学、特に
ヒトのからだをつくる細胞や、医療技術などに興味をもち学び始めました。実
は私自身に前立腺がんが見つかり、手術や放射線治療も行い、現在も治療（ホ
ルモン療法）を続けており、このコースで学んだことが病気（前立腺がん）と
仲良く付き合っていくうえで役に立っていると思います。
放送大学ではいわゆる勉強だけでなく、仲間づくりもできました。市の老人

クラブ生きがい作品展に出展したいと思い、美術系サークルのピカソの会のメ
ンバーとなり、油絵を教えていただいています。毎年放送大学の学生作品展に
出展していますが、油絵を描くようになってから創造性が身についてきたよう
に思います。
今後も引き続き「心理と教育」コースに再入学し、元気な孫たちに好かれる

高齢者の心得を修得して、愉快で笑いのある健康な生活を目指し、NHKの大河
ドラマ「いだてん」の金栗四三の「体力・気力・努力」を座右の銘として、こ
れからの人生は、やりたいことを楽しむための自分の時間を作って、前を見つ
めて進むことにしたいと考えています。
最後に岐阜学習センター所長様はじめ、諸先生方や職員の皆様のご健康とご

多幸を祈念し、卒業生代表の謝辞とさせていただきます。
ありがとうございました。

平成３１年３月２４日 卒業生代表 山本甚吉
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日常現象の中の高校数学 田中 光宏 客員教員

今から50年ほど前、「サインコサイン何になる」などという歌詞の歌が流行ったこと

がありましたが、現代の科学・技術はサインコサイン、すなわち三角関数を抜きに語る

ことはできません。例えば、病院のCTスキャンもデジカメのJPEGファイルも、三角関

数あってこその器具であり技術なのです。本セミナーでは、三角関数に限らず、高校ま

でに学習する初歩的な数学が、身のまわりの日常現象の中でどれほど重要な役割を果た

しているかについて学びます。必要に応じて高校数学の復習もしていきますので、数学

に自信のない方も興味があればご参加ください。

火曜日 10時30分～12時00分 7C研修室

４月 ９日、２３日
５月 ７日、２１日

６月 ４日、１８日

７月 ２日、１６日、３０日
８月２０日

９月 ３日、１７日

★テキスト★

なし。必要に応じて適宜プリント等配布（参考書：高校の数学教科書や、京極一樹

著「中学･高校数学のほんとうの使い道」実業之日本社 823円など）

受付中！
お電話、または事務室窓口まで。

前年度から続けて受講される方もお申し込みが必要です。
各分室開講のセミナーは、分室へ直接お申し込みください。

受講料：無料
授業は１日完結ではなく、連続した授業内容です。

２０１９年度第１学期セミナーのご案内
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４月 ９日、２３日
５月 ７日、２１日
６月 ４日、１８日
７月 ２日、１６日
８月 ６日、２０日
９月 ３日、１７日

インターネットのドイツ語 山田 善久 客員教員

私たちが日常の生のドイツ語に接する機会は、極めて限られていますが、インター

ネットはそれを解消してくれます。インターネットから採ったさまざまなドイツ語
を読み解き、フレッシュでアクチュアルなドイツ語を学ぶのが本セミナーのねらい
です。今回はワーキングホリデーで来日した若いドイツ人女性のブログを中心に読
みます。思わぬ文化の違いなどにも気づかされ、興味深いと思います。

４月１０日、２６日（金曜日／６Ｃ研修室）
５月 ８日、２２日
６月 ５日、１９日
７月 ３日、１７日（２階研修室）、３１日
８月２１日
９月 ４日、１８日

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年度版をテ

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。2019年度1学期では、前年度に引

き続いて、主として各分野施策について学びます。

日本の環境を知る(その２)       髙見澤 一裕 客員教員

★テキスト★

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

水曜日 10時00分～11時30分 7C研修室

火曜日 13時00分～14時30分 7Ｅ研修室

★テキスト★

なし（プリントを配布します）
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４月１２日、２６日
５月１０日、２４日
６月 ７日、２１日
７月 ５日、１２日（２階研修室）
８月 ９日、２３日
９月１３日、２７日（２階研修室）

４月１０日、２４日
５月 ８日、２９日
６月１２日、２６日
７月１０日、３１日
８月１４日、２８日（２階研修室）
９月 ４日、１８日

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。
最初のセミナーは、研究テーマの絞り方として「研究とは」から学んでいきます。
その後、研究計画書の書き方、等々に進んでいきます。
また、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。

★テキスト★

なし（当日にプリントを配布します）

水曜日 13時30分～15時00分 7C研修室

研究論文をよんでみよう③ 松田 好美 客員教員

カウンセリングを学ぶ(３) 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（主に心理力学的な立場）を「ユ
ング心理学入門」を1章ずつ読みながら学んで行きます。

金曜日 9時30分～11時00分 7C研修室

★テキスト★

河合隼雄「ユング心理学入門」
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４月１２日、２６日
５月１０日、２４日
６月 ７日、２１日
７月 ５日、１２日（２階研修室）
８月１６日、３０日（２階研修室）
９月１３日、２７日（７D研修室）

言語表現論 小林 一貴 客員教員

近年、著しく発展しつつある「比喩」の研究の基礎を学びます。比喩の中でも、
メタファー（隠喩）は、さまざまな学問分野にまたがる重要な理論となっていま
す。単なる技法や効果にとどまらず、人間の思考や感覚、価値観などを作り上げ
る言語表現の性質について、日常的な表現活動を振り返りながら理解を深めてい
きます。

金曜日 13時30分～15時00分 7C研修室

★テキスト★

なし（当日にプリントを配布します）

英会話セミナー アンドリュー オフォード 客員教員
（ENGLISH LANGUAGE SPEAKING SEMINAR）

★テキスト★

なし（当日にプリントを配布します）

金曜日 15時15分～16時45分 7C研修室

・Speaking Practice（英会話の実践を行います。）
・Pair work（２人１組での会話等の実践を行います。）
・Group work（グループ単位での英会話等の実践を行います。）
・Games （ゲームで楽しく英語を学びます。）
・Presentation（プレゼン形式で英会話の実践を行います。

４月１２日、２６日
５月１０日、２４日
６月 ７日、２１日
７月 ５日、１２日（２階研修室）
８月 ２日（２階研修室）、１６日
９月 ６日、２０日



多治見分室・高山分室セミナーのご案内
多治見分室・高山分室では、下記のセミナーを開講します。

『食の安全性』 髙見澤 一裕 客員教員

豚コレラはどうなるのでしょうか？難消化性でんぷん、糖質制限食、ダイエット、サプリメント、遺伝子
組換え食品、食品添加物、食中毒、残留農薬、食品偽装、などなど食に関する話題は尽きません。テレビ、
新聞での報道、バラエティ番組での主役は往々にして食に関連しています。インターネットでの広告にも食
品に関するものはあふれています。ところが、食・食品全体について網羅的に知る機会はあまり多くありま
せん。食品は、食品安全基本法・食品衛生法によって安全性か確保されるようになっていますし、食育基本
法でも食品の安全確保について明言されています。安全性を担保するために、食品表示法によって消費者が
適切な商品を選択できるための情報提供を行っています。栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品
という範疇で保健機能も表示できます。これら、特に食の安全性に関して、考えてゆきたいと思います。な

おこの講義は通年で行います。

水曜日 １０時００分～１１時３０分

第１回 ４月１７日 食品衛生行政と法規
第２回 ５月１５日 食品の変質
第３回 ６月２６日 食中毒(細菌性食中毒・ウィルス性食中毒)老化現象
第４回 ７月１０日 食中毒(自然毒食中毒・化学物質食中毒)
第５回 ８月２８日 食品による感染症・寄生虫病
第６回 ９月１１日 食品衛生管理

★テキスト★
『イラスト 食品の安全性（第３版）/小塚 諭 編/東京教学社/ISBN：9784808260460/2700円（税込）

多治見分室

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

昨年度、前期・後期から始めた日本国憲法の音読、解説を今期も引き続き行いたいと思います。日本国
憲法はとうとう施行７２周年目を迎えました。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
も希なこの憲法を今期は第17条「国家賠償請求権」から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
よう細心の配慮を図ってまいります。なお、下記６テーマはあくまでも予定であり、解説の量や受講生の
方々の質問の多寡によって変わってまいります。

土曜日 １３時３０分～１５時００分
第１回 ４月２０日 第17条「国家賠償請求権」､第18条「奴隷的拘束の禁止」
第２回 ５月２５日 第19条「思想及び良心の自由」
第３回 ６月１５日 第20条「信教の自由」そのⅠ
第４回 ７月１３日 第20条「信教の自由」そのⅡ
第５回 ８月３１日 第21条「表現の自由」そのⅠ
第６回 ９月２８日 第21条「表現の自由」そのⅡ

★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。

★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』

桑山 昌己 客員教員

9
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月 日 曜日 客員教員 相 談 内 容

４

１３ 土 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ｵﾌｫｰﾄﾞ 英語学、英会話実践 ※英語での相談です

１４ 日 山田 善久 ドイツ語学

２０ 土 鈴木 壯 カウンセリング、心理療法

２１ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

２８ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

５ １８ 土 小林 一貴 言語教育、文章の書き方、国語の学習指導法

６

８ 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 日 田中 光宏 高等学校までに習う数学

１６ 日 山田 善久 ドイツ語学

２９ 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

７ １３ 土 鈴木 壯 カウンセリング、心理療法

８
３ 土 田中 光宏 高等学校までに習う数学

4 日 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ｵﾌｫｰﾄﾞ 英語学、英会話実践 ※英語での相談です

９ ２１ 土 小林 一貴 言語教育、文章の書き方、国語の学習指導法

月 日 曜日 客員教員

８ ３１ 土 桑山 昌己 法学、憲法学、教育法学

９ ７ 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

２０１９年度第１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）

◆ 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分以内です。

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５月中旬に事務室掲示板でご確認いただけます。
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◇公開講演会のお知らせ◇

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。

代替わりで皇室はどうなるか

５月の代替わりを機に、上皇と上皇后が結婚以来の６０年間で築き上げてきた
「平成流」と呼ばれるスタイルを検証し、それが「昭和」の天皇制と比べてどう
いう違いがあったのかを明らかにします。また５月以降の皇室が、「平成」の天
皇制をどう受け継ぎ、どう変わってゆくのかについても展望を示したいと思いま
す。

講 師 原 武史 氏（放送大学教授）
日 時 ２０１９年６月２２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）

今、アレルギー医療は変革の真っただ中にいます

アレルギー医療は、今やものすごい変革の真っただ中にいます。喘息、アト
ピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、花粉症、アナフィラキ
シーなどアレルギー疾患を持つ人は近年明らかに増加しています。それと相
まって、病態解明、治療管理法には飛躍的な進歩が見られています。念願のア
レルギー基本法も施行されました。まさに、産業革命、ルネッサンス、明治維
新、そして現在のＡＩ化にも匹敵します。本講演会では、これらの現状を踏ま
えた最新の対応を通して、アレルギーの克服を目指しましょう。

講 師 近藤 直実 氏（岐阜大学名誉教授）
日 時 ２０１９年７月６日（土）１３：３０～１５：３０
場 所 岐阜県図書館 多目的ホール １階（岐阜市宇佐４－２－１）
定 員 ２００名（要予約）

子どもを伸ばし、認めるポジティブな行動支援

ポジティブな行動支援は、子どもの望ましい行動を引き出し、伸ばすため
のアプローチです。
子どもの行動の意味を読み解き、周囲の環境やかかわりを工夫します。そ

れは、みんなで「いいね！」と認め合う社会につながります。皆様と、ポジ
ティブな行動支援の考え方や方法を共有したいと思います。

講 師 平澤 紀子 氏（岐阜大学大学院教育学研究科教授）
日 時 ２０１９年７月７日（日）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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◇説明会のお知らせ◇

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。

認定心理士資格取得説明会

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。職業に直結する資格ではありませんが、人
とかかわる仕事やボランティア活動などで心理学の基礎知識・技能を生かしたい人や、将
来、心理学の専門職を目指す人にはぜひ取得していただきたい資格です。
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。放送大学で修得した単位を
活用して、すでに9,200人以上の方が認定心理士の資格取得要件を満たしました。

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）
日 時 ２０１９年６月２３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 卒業生）
日 時 ２０１９年７月１４日（日）１３：３０～１５：1 ０
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）

共修生の募集について

岐阜学習センターでは、面接授業（スクーリング）を一般の方にも、また科目登録を
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、単位修得を目的とせず学習すること
ができます。知識・教養をさらに深めていただくものです。
２０１９年度第１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
【募集人数】 若干名
【 受 講 料】 １科目 ５，５００円
【申 込】 定員に空席の生じた面接授業について受け入れします。



◇ガイダンスのお知らせ◇
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。

大学院修士全科生入学希望者ガイダンス
（２０２０年4月入学希望者）

日 時 ２０１９年６月１５日（土） １４：００～１６：００
会 場 OKBふれあい会館 第２棟 ６階６Ｂ研修室
説明者 大曽根 寛氏 （放送大学教授）、 岐阜学習センター職員
特別アドバイザー 井上 修一氏 （臨床心理学プログラム修了生）
概 要 ① 大学院の概要、入学者選考方法、入学後の修士論文作成指導の

進め方などについての説明を行います。
② 特別アドバイザーが出願書類作成、第１次・第２次選考、入学から

修了までの具体的な体験談を説明します。
③ 説明終了後、個別相談を行います。

対象者 本学大学院に入学を希望される方や興味・関心のある方
参加費 無料

卒業研究ガイダンス（２０２０年度履修希望者）

日 時 ２０１９年６月１５日（土） １０：００～１２：００
会 場 OKBふれあい会館 第２棟 ６階６Ｂ研修室
説明者 大曽根 寛氏 （放送大学教授）、金子 宜央 （放送大学本部職員）
特別アドバイザー 織田 祐子氏 （放送大学 卒業生）
概 要 ① 卒業研究履修申請手続、履修決定後の具体的な卒業研究の進め方、

報告書作成手順など、卒業研究に関する総合的な説明を行います。
② 説明終了後、個別相談を行います。

対象者 本学学生で卒業研究を希望する方や興味・関心のある方
参加費 無料
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室外貸出について
放送大学附属図書館から自宅へ取り寄せることができます。

【放送教材（DVD・CD】
貸出期間：１４日以内 貸出本数： ５巻以内
貸出範囲：履修している科目、再試験科目 特別講義

※単位認定試験期間の翌日からその学期終了までは、すべての科目が貸出可能です。

【図書】
大学院修士課程（休学者除く） ２０冊以内 １ヶ月以内。
卒業研究履修者（休学者除く） ２０冊以内 １ヶ月以内。
学部学生 （休学者除く） １０冊以内 １ヶ月以内。

岐阜学習センター所蔵の図書の室外貸出が終了しました。
４月より図書の室外貸出は放送大学附属図書館で行います。

図書室内での閲覧は可能です。
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集中科目履修生募集について
放送大学では、夏季集中科目履修生（「学校図書館司書教諭講習」及び「看護師

資格取得に資する科目」の受講生）の出願を受け付けています。
募集要項をご希望の方は、放送大学本部または学習センターまで資料請求くださ

い。出願方法や科目登録についての詳細は募集要項をご覧ください。

◇学校図書館司書教諭講習◇

【出願・科目登録期間】

＜ 郵 送 ＞５月１日（水）～ ６月７日（金）※私書箱必着

【出願・科目登録資格】

①教育職員免許法に定める小学校、中学校、高等学校または特別支援学校の

教諭の免許状を有する方
※養護教諭、栄養教諭または幼稚園教諭の免許状のみをお持ちの方は、
受講資格がありません。

②大学に２年以上在学し６２単位以上を修得している現在在学中の学生

※本講習の修了だけでは学校図書館司書教諭の資格は取得できません。
教員免許状を取得する必要があります。
なお、放送大学では、新たに教員免許状を取得することは
できません。

◇看護師資格取得に資する科目(夏季集中型)◇

【出願・科目登録期間】

＜ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ＞ ５月7日（火）９時 ～ ６月３日（月）１７時
＜ 郵 送 ＞５月１日（水）～ ５月３１日（金）※私書箱必着

【出願・科目登録資格】

入学する年度の初めにおいて満１５歳以上である方
（２００４年４月１日以前に生まれた方）

准看護師の方が看護師国家試験の受験資格を得る方法の一つとして、准看
護師として７年以上の就業経験を有したうえで、看護師学校養成所２年課程
(通信制)に入学し、６５単位以上を修得して卒業する方法があります。
その際、本学で修得した単位は、各看護師学校養成所の判断により、総取

得単位数の２分の１を超えない範囲で当該養成所において履修したものとし
て認定を受けることが可能です。

※放送大学は、看護師学校養成所ではありませんので、放送大学の学習
だけでは仮に放送大学を卒業しても看護師国家試験の受験資格を得るこ
とはできません。
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★可茂・東濃地区・愛知県北部に住所のある方★

★飛騨地区に住所のある方★

★上記以外の地区に住所のある方★
岐阜学習センター窓口にて交付しています。

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３月末の方

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・
春日井市・尾張旭市・中津川市・瀬戸市・豊田市・犬山市・小牧市・大府市

多治見市「ヤマカまなびパーク内多治見分室」にて６月３０日迄交付しています。

高山市・飛騨市・下呂市・白川村

高山市「高山市民文化会館内高山分室」にて６月３０日迄交付しています。

多治見分室・高山分室ともに７月３日からは岐阜学習センターでの交付となります。

交

付

す

る

場

所

ただし、第２回募集期間＜2019年3月1日～3月17日＞に出願された方は、４月
２７日(土)以降に交付します。

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、単位認定試験受験には必ず必要なので受
取りをお願いします。
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システムWAKABAについて

② 放送大学認証システム
にてID・パスワードを入
力し、ログインボタンを
押してください。

① 放送大学HPにアクセ
スし、 →「在学生の方
へ」から
→「システムWAKABA

（教務情報システ
ム）をクリックして下さ
い。

システムWAKABAの概要・
マニュアル等については、
システム内の
「お知らせ」にてご案内いたします。



視聴学習室 インターネット視聴端末
ご利用方法

① 視聴端末の画面を垂直以上に開き、数秒間お待ちください。
※ 自動的に端末が起動します。

起動画面１ 起動画面2
② 起動後、自動的にログイン画面に切り変わります。

キーボードでログインID、パスワードを入力してください。

③ ログイン後はインターネット視聴が可能となります。

ログインID・パスワードを入力

！注意：セキュリティー確保のため、
視聴以外のインターネット利用はできない設定になってます。

④ 終了、または長時間離席する場合
端末の画面を完全に閉じてください。

自動でログオフし、データがすべて消去されます。
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事務室からのご報告

2019年1月～2月は、公開講演会・説明会・学生作品展を下記のとおり行いました。
ご参加、ご出展いただきました皆様、誠にありがとうございました。

２０１９年１月１２日（土）に、 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」（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）を開催いたしました。

２０１９年２月１６日（土）に、「科学技術の発展と私たちの暮らし」（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）を開催いたしました。

２０１９年１月２０日（日）に、 「看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会」
（説明者：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。
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２０１９年１月２９日～２月３日まで、県民ふれあいギャラリーにて 「２０１８年度学
生作品展」を開催いたしました。たくさんのご出展ありがとうございました。

職員異動のお知らせ

退 職
客員教員 山家 光男 客員教員 長尾 裕子
事務長 高橋 照美 総務主幹 籔田 薫

新 任
客員教員 アンドリュー オフォード 客員教員 田中 光宏
事務長 野呂 孝美 総務主幹 安田 眞由美

所 長 岡野 幸雄

客員教員 アンドリュー オフォード 桑山 昌己 小林 一貴 鈴木 壯
髙見澤 一裕 田中 光宏 松田 好美 山田 善久 （50音順）

事 務 長 野呂 孝美

事務職員 安田 眞由美 大澤 紗代子 根本 明美 山下 亜里佐 桒原 朋子

図書担当 畑野 晶子 青地 ひろ子 松村 規義 野々村 高志

多治見分室 水野 裕子

高山分室 和田 秀子 平野 和裕

以上２２名で皆様の学習をお手伝いさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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事務室からのお知らせ

２０１９年度第１学期より面接授業が変わります！
原則として１コマの授業時間が８５分から９０分に変更となります。

岐阜学習センターでは次のとおりの時間割となります。

第１時限 ９：３０～１１：００

第２時限 １１：１０～１２：４０

第３時限 １３：３０～１５：００

第４時限 １５：１０～１６：４０

２日目 試験・レポート等 １５：５５～１６：４０

時間割は各学習センターで異なりますので詳細は、
「２０１９年度第１学期面接授業時間割表」でご確認ください。

● 授業時間とは別に、成績評価のための試験・レポート等の時間が設定されます。
筆記試験、レポート、論文、口述試験、実技テスト、その他 担当講師の指定する
方法により実施されます。

● 成績評価が放送授業、オンライン授業と同じく合・否⇒Ａ～Ｅの６段階に変更と
なります。

評価 評語 筆記試験の点数（目安）

Ａ 基準を大きく超えて優秀である。 １００点～９０点

Ａ 基準を超えて優秀である。 ８９点～８０点

Ｂ 望ましい基準に達している。 ７９点～７０点

Ｃ 単位を認める最低限の基準に達している。 ６９点～６０点

Ｄ 単位を認める最低限の基準を下回る。 ５９点～５０点

Ｅ 基準を大きく下回る。 ４９点～ ０点

Ｄ・Ｅは不合格。３回以上欠席の場合は、評価を行わない（「－」と表記）。

● ２０１９年度第１学期面接授業時間割に「受講前の準備学習等」が新たに記載されて
いますので、事前学習のためにお役立てください。
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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、４月２８日までに岐阜学習センターにご連絡ください。
・ご連絡いただいた方のみ、詳細を５月下旬に送付いたします。
・前年度から続けて申請を希望される方もご連絡が必要です。

通信指導を提出し、合格しなければ単位認定試験を受験できません。

通信指導問題は、通常印刷教材と一緒に発送されています。

＜提出期間は？＞
郵送で提出 ５月２１日（火）～ ６月４日（火）※本部必着
Ｗｅｂで提出 ５月１４日（火）10：00 ～ ６月４日（火）17：00

＜添削結果は？＞
６月末～７月上旬

択一式科目（併用式科目の択一部分） ・・・７月 ８日
記述式科目（併用式科目の記述式部分）・・・７月１９日

上記までに添削結果が届かない場合は、大学本部(043-276-5111)に連絡してください。

合否の結果は、添削結果と同時期に届く「単位認定試験通知(受験票)」で通知されます。

※通信指導に関する詳細は、学生生活の栞(教養学部67ページ、大学院62ページ)を
参照してください。

通信指導の提出を忘れずに！
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視聴覚室・図書室からのお知らせ

雑誌のバックナンバーについて

昨年度、図書室に配架していた雑誌のバックナンバー（平成３０年４月～９月分）
を６月１日から１ヶ月間学生控室にて無料配布します。
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

○CNN ENGLISH EXPRESS ○聴く中国語 ○PHP ○Interface ○経済セミナー
○Expert Nurse ○NEWTON ○文藝春秋 ○National Geographic
○日経サイエンス ○臨床心理学 ○韓国語学習ジャーナル ○栄養と料理

Open Forum (大学院教育研究成果報告書)の販売について

このたび”Open Forum”第１５号が発行されました。既刊とともに閲覧及び販売をし
ております。詳しくは窓口までお問合せください。

第２号・第３号・第４号・第９号・第１０号・第１１号
１冊につき９２７円 (在学生の場合７４２円) 消費税込み

創刊号・第５号・第６号・第７号・第８号・第１２号・第１３号・第１４号・第１５号
１冊につき８２３円 (在学生の場合６５８円) 消費税込み

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

情報セキュリティー研修について
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◇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

※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。

○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。

２０１９年度第１学期の単位認定試験の日程

【大学院】 ７月１９日(金)・２０日(土)

【教養学部】７月２１日(日)・２３日(火)・２４日(水)・２５日（木）
７月２７日(土)・２８日(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
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【編集後記】
２０１９年度第１学期が始まりました。今学期もよろしくお願いします。
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尋ねください。（桒原）

は閉所日です。

4/13 12時 面接授業 空席発表
4/19 12時 面接授業 追加登録開始

4月 面接授業

4/20(土)・21(日)   新・初歩からのパソコン
クラシック音楽を聴く

4/27(土)・28(日） 英語で表現しよう
高木貞治と現代の数学

4/27(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 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 29

30

5月 面接授業

5/11(土)               レポート・論文を書く
5/11(土)・12(日) 発達障害児の内面理解と支援

応用微生物学入門
5/18(土)・19(日) 元気な皮膚のつくり方

イヌイトの野生の科学の可能性
5/25(土)・26(日) 英語「楽」習は♪歌と読み物で！

心理検査法基礎実習

6月 面接授業

6/  1(土) ・2(日)   手術を受けるがん患者への看護
心理学実験1

6/  8(土)・ 9(日)   情報セキュリティと情報モラル
6/15(土)・16(日) 地域エネルギーと地域環境

神経細胞の分子生物学
6/29(土)・30(日)  日常のドイツ語入門

岐阜の歴史 －信長&鵜飼ー
【会場：岐阜市歴史博物館】

6/ 4 通信指導提出期限（本部必着）
6/15 卒業研究ガイダンス（2020年度履修希望者）

大学院修士全科生入学希望者ガイダンス（2020年4月入学）
6/22 公開講演会「代替わりで皇室はどうなるか」
6/23 認定心理士資格説明会

5/1～6/7 学校図書館司書教諭講習 出願・科目登録期間
5/1～5/31 看護師資格に関する科目(夏季集中型) 出願・科目登録期間

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄは5/7   9時～6/3   17時迄）
5/21～6/4 通信指導提出期間


