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※今号につきましては、平成２７年度第２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！

平成２８年４月に新規入学・再入学・継続入学された方、学生証の更新時期に当たる

方（有効期限が平成２８年３月末の方）は、岐阜学習センターにて ４月１日（金）
１３時 より学生証の交付を行います。くわしくは１３ページをご覧ください。

また、東濃・加茂地区、飛騨地区にお住まいの方は、多治見分室、高山分室で交付し
ます。該当する方には、案内を郵送いたしましたのでご確認ください。

学生証は学習センターで交付します
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ご卒業・ご入学おめでとうございます

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3名居られます。今年の卒業生の中には、既に名誉学生として表彰
されながら、6つ目の情報コースを卒業されて、名実ともに名誉学生になられた方が居
られます。先日、所長として一部の方を除きほとんどの方にご卒業おめでとうの電話を
かけました。電話口から皆さんの卒業できて嬉しいという心からの喜びの声を聴くこと
ができて、私自身も大変嬉しく思いました。

放送大学が他の通学制の大学と異なる点は、生涯学び続けることができる大学である
ことでしょう。別のコースに入学される方や、やりたいことのために、これまでとは異
なる新しい分野にチャレンジされる方が、半数以上居られました。放送大学からは離れ
て学ばれる方もおられますが、可能な限り、放送大学生として培ったものをこれからの
人生に役立てていただきたいと思います。「一億総活躍社会」ということばもあります
が、卒業生の皆さんも、現役の皆さんも、放送大学での学びを活かして、活躍の場を広
げていただきたいと思います。

いろいろな困難を乗り越えてのご卒業を改めてお祝い致します。
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。放送大学岐

阜学習センターの教職員や在学生とともに歓迎の意を表します。
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21日の集計で新規の方が

143名、継続の方171名、団体の方も合わせて341名おられます。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を尽くすことを約束し
ます。

放送大学での学びは、しばしば「孤独との戦い」と言われますが、卒業や目ざす科目
の単位修得などの目標に向かって、入学時の決意を実現させてください。卒業までの道
のりは決して平坦なものではないと思われますが、是非放送大学での学びを続けてくだ
さい。そして、難しいことかもしれませんが、学びを楽しんでください。学びを続けら
れましたら、学ぶことの楽しみや、知ることの喜びをきっと味わっていただけると確信
しています。また、楽しさや喜びがないと、継続して学ぶことも難しくなると思います。
全国の学習センターで開催される面接授業に出かけると、普段は会えない仲間たちと会
うことができますし、学ぶ楽しさや喜びを話し合ったり、苦しさについても分かち合え
ば楽になることもあることと思います。継続は力なりです。皆さん楽しく学びましょう。

この度は皆さんご入学本当におめでとうございます。
ところで、今年は岐阜学習センターが設置されて25周年を迎えます。ご夫婦ならさ

しずめ銀婚式として盛大なお祝いがあるのかもしれませんが、今回は、学生の皆さんの
アイデアを募って、学生主体の25周年事業になればと考えます。2学期の単位認定試験
終了後、これまで行ってきた学生作品展も含めて、2,016年度で任期満了となられる客
員教授の先生の公開講演会(最終講義)も開催したいと思います。古参・新参に関わらず、
大勢の皆さんに参加していただき、和気あいあいの会になればと思います。

岐阜学習センター所長

岡野 幸雄
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平成28年3月27日（日）ふれあい福寿会館講堂において、卒業証書・学位記授与式を行いました。

教養学部 生活と福祉 ・・・ 17名 心理と教育 ・・・10名 社会と産業 ・・・ 4名

40名 人間と文化 ・・・ 3名 情報 ・・・ 4名 自然と環境 ・・・ 2名

大学院 生活健康科学プログラム ・・・ 2名

3名 人間発達科学プログラム ・・・ 1名

平成２７年度 第２学期 卒業生
（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
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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

桜のつぼみも大きく膨らみ、春を迎えたこの良き日、私たち卒業生・修
了生のために、このような盛大かつ厳粛な式典を挙行していただき、卒業
生一同を代表しまして、心より御礼申し上げます。

また、ご多忙中にもかかわらずご臨席を賜りました岡野センター長はじ
め諸先生方、ご来賓の方々から力強い励ましのお言葉と温かい餞のお言葉
を頂戴し、卒業生・修了生一同、深く感謝申し上げます。それから、学習
を側面から支えていただいた岐阜学習センターの事務室の皆さまに厚く御
礼申し上げます。

思い起こせば、放送大学大学院への入学を決意してからが私の学生生活
のはじまりでした。入学試験に向けて英語と小論文を一生懸命に取り組み、
研究計画を説明する口頭試験は、とても緊張したことを覚えています。晴
れて入学となりましたが、研究が思い通りに進まない日が続きました。仕
事をしながら研究をすすめるということは、時間との戦いで試行錯誤の毎
日でした。「このような状態で本当に修士論文を書くことができるのだろ
うか」と不安な気持ちになりましたが、ご指導頂いた先生方のお力添えも
あり何とか、修士論文を提出することができました。口頭試問を終えて単
位認定された時には、ホッとした気持ちと同時にもっと学びたいという気
持ちが生まれました。今、振り返ってみますと2年間は、充実した楽しい
日々でした。
このような日々を過ごせたのは、ご指導頂いた先生方と家族の協力、職場
の仲間、私を支えて頂いている多くの皆様のおかげです。今、この場に立
たせて頂き、皆様に対する感謝の気持ちでいっぱいです。大学院では、人
との出会いや縁がいかに大切かということも学びました。これは、私に
とって本当に大きな財産です。

私たち卒業生・修了生一同は、それぞれ立場は異なりますが、これから
の人生に、学んだことを有効に活用していき、人の役にたてるように精進
していく所存でおります。

最後になりましたが、岡野センター長はじめ、諸先生方のご健勝と岐阜
学習センターの更なる発展を祈念し、卒業生・修了生の謝辞とします。

卒業生・修了生代表 森 茂雄

謝辞
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セミナーのご案内
岐阜学習センターでは８人の客員教授が、それぞれの専門分野に関するセミ

ナーを開催しています。セミナーでは単位の取得はできませんが、ゆっくり・
じっくり学ぶことができると大変好評です。

お申し込みは、４月５日（火）から受付けますので、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）

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、分室へお申し込みください。

平成28年度1学期は、９講座を開講します！

カウンセリング・心理療法を学ぶ（４）

様々なカウンセリング・心理療法を学んでいきます。

特に流派に限定はしていません。

宮本 正一 客員教授

★教科書★ 教科書はありません。資料を配布します。

火曜日 １０時００分～１１時３０分

４月 １２日（火）、 ２６日（火）

５月 １７日（火）、 ３１日（火）

６月 １４日（火）、 ２８日（火）

７月 １２日（火）、 １９日（火）

８月 ９日（火）、 ２３日（火）

９月 １３日（火）、 ２７日（火）

（岐阜学習センター７講座、多治見分室１講座、高山分室１講座）

放送大学は通信制の大学ですが、全国各地にある学習センターは、「あなたのそばの
放送大学」として開放されています。学習センターでは、単位を取得する以外の学びも充
実していますので、今号では、岐阜学習センターのそんな情報をピックアップしてご紹介
します。
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微生物の力を借りる環境改善・環境創造

これからの地球はどうなるのでしょうか？東日本大震災の影響はいつまで続くのでしょうか？環
境汚染に対する大きな懸念があります。環境問題は、人類が火を使い始めたときから生じています。
衛生問題として取り上げられた時代もありました。高度成長期は公害問題でした。日本は公害先進
国と呼ばれた時期もありました。しかし、我々は、時代ごとの環境問題を克服し、今、生きていま
す。環境問題の克服には、微生物の果たした役割が非常に大きいのです。地球温暖化対策として、
化学物質や放射性物質による汚染の修復方法として、我々人類は微生物の力に頼らないと生きてゆ
けません。この講義では、環境汚染の歴史を振り返りながら、その中で人類が何を学び、あるいは
失敗し、そして模索しながら微生物の力を環境改善に利用してきたか、また、新たな利用方法を考
えているかを紹介し、環境改善・環境創造と微生物の関連を講義します。

髙見澤 一裕 客員教授

水曜日 １０時００分～１１時３０分

ドイツ語中級セミナー
これまでに学習した知識を確認しながら、ドイツ語運用能力を高めることを目的と

します。日本人とドイツ人の考え方を比較し、ドイツ語で日本人らしい考えを表現で
きるように練習します。

伊東 英 客員教授

木曜日 １３時３０分～１５時００分

４月 13日（水）、 27日（水）

５月 11日（水）、 25日（水）

６月 1日（水）、 15日（水）

７月 6日（水）、 20日（水）

８月 17日（水）、 31日（水）

９月 7日（水）、 21日（水）

４月 14日（木）、 28日（木）

５月 12日（木）、 26日（木）

６月 9日（木）、 23日（木）

７月 7日（木）、 14日（木）

８月 4日（木）、 25日（木）

９月 8日（木）、 29日（木）

★教科書★ 教科書はありません。資料を配布します。

★教科書★ ＣＤ付き ドイツ人を知る９章＋１ 大谷弘道著 三修社 2,500円＋税
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相対論とは何か？

相対性理論とは物理学における２０世紀最大の発見である。1905年に26歳のアインシュ
タインが最初に書いた原著論文（日本語訳）を読んで、アインシュタインがどのように考
え、どのように理論を構築していったかを体感してみよう。原著論文の中で記述された
「同時刻の定義」、「時空間：長さと時間の相対性」と「速度の合成則：物体の速度は光
速を超えられない」をセミナー参加者の議論・討論を通して理解を深めよう。

山家 光男 客員教授

★教科書★ アインシュタイン相対性理論 内山龍雄訳・解説 岩波文庫（600円＋税）

４月 １４日（木）、２８日（木）、

５月 １２日（木）、１９日（木）、 ２６日（木）

６月 ９日（木）、２３日（木）、 ３０日（木）

７月 ７日（木）、２１日（木）、

８月 ４日（木）、

９月 ２９日（木）、

木曜日 １５時１５分～１６時４５分

思春期の健康について語ろう

心身共に不安定で理解の難しい思春期の特徴を学んでいきます。思春期の子どもへの食
生活、家族・文化背景などの影響を考えながら、思春期の子どもが直面している現代社会
の特徴と問題行動につながる危険性と回避方法について探っていきます。講座名は「思春
期」としていますが、子どもは生まれてから成長発達し続けているため、乳幼児期からの
内容も含むことがあります。 先着１５名

杉浦 太一 客員教授

★教科書★ 必要に応じて資料を配布します。
セミナーで紹介する参考図書等で興味を持ったものについて学びを深めてください。

４月 15日（金）、

５月 6日（金）、20日（金）、

６月 3日（金）、17日（金）、

７月 1日（金）、 8日（金）、

８月 12日（金）、19日（金）、

９月 2日（金）、16日（金）、 30日（金）

金曜日 １０時００分～１１時３０分
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日本語セミナー
日本語のさまざまな特質について、諸外国との比較を通じて考えていきます。
受講生の皆さんには、身近な日本語の疑問を毎回持ってきてもらい話し合いたいと思い

ます。
年末に岐阜学習センターが発刊する「ふれあい論集」への投稿を積極的にしてくださる

方を歓迎します。

山田 敏弘 客員教授

★教科書★ 金田一春彦 日本語（上下）岩波新書 上（840円 + 税）下（860円 + 税）

金曜日 １３時３０分～１５時００分

４月 8日（金）、22日（金）

５月 6日（金）、27日（金）

６月 10日（金）、24日（金）

７月 1日（金）、15日（金）

８月 12日（金）、26日（金）

９月 16日（金）、30日（金）

言語学的英文解釈：「創世記＆出エジプト記」を読みながら

私たちは、（実は大変なエネルギーと時間を費やしただろうと思われるのだが）何の苦労も感じないうち

に、母語（ほとんどの方にとっては、日本語）を覚えました。少なくとも話し言葉については、周囲の親た
ちは別として本人は、意識もしないうちに覚えました。それが外国語ということになると、常に意識的な
（しかも多くの場合、挫折感を伴う）努力が必要になります。

この講座では、外国語を学ぶための意識的な努力が、少しでも楽しく感じられ学習を継続するためのスパ
イス（栄養剤？教養剤？強要剤？）として、英語、日本語などを題材に言語学的考察をしていきます。言葉
について、好奇心、遊び心を最大限に発揮しながら、皆さんと一緒に、あれこれ考えながら、いろいろな疑
問に向かっていこうと思います。

廣田 則夫 客員教授

★教科書★ The Children's Bible： Old Testament（一部）を配布予定(無料)

金曜日 １５時１５分～１６時４５分

４月 15日（金）、 22日（金）

５月 13日（金）、 27日（金）

６月 10日（金）、 24日（金）

７月 8日（金）、 15日（金）

８月 12日（金）、 26日（金）

９月 9日（金）、 23日（金）
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文庫本で読むドイツ文学

本講座では文庫本で出版されているドイツ文学の名作や珠玉の作品を選び，それが発表
された当時の時代背景，作家の経歴，文学史上の位置付けや問題点を探りつつ，そこで語
られている物語を分析して話題を提供したいと思います。

伊東 英 客員教授

★教科書★ 講座各回で扱う小説の文庫本を事前に読んでおくことが望ましい。

木曜日 １５時００分～１６時３０分

第１回 4月21日（木） アーダルベルト・フォン・シャミッソー『影をなくした男』（岩波文庫）

第２回 5月19日（木） テオドール・シュトルム『みずうみ』（岩波文庫）

第３回 6月16日（木） ヘルマン・ヘッセ『車輪の下で』（光文社古典新訳文庫）

第４回 7月21日（木） フランツ・カフカ『変身,掟の前で 他2編』（光文社古典新訳文庫）

第５回 8月18日（木） トーマス・マン『トーニオ・クレーガー』（河出文庫）

第６回 9月15日（木） ベルンハルト・シュリンク『朗読者』（新潮文庫）

多治見分室 セミナー

英文仏典講読
英文の仏教書を読んで、あらためて新鮮な印象と感動を覚えたことが再三あった。漢字で表記されてきた

仏教用語が英語に置き換えられることによって、さまざまな概念の外延に変化が起こったと思われる。その
ような効果を受講者に期待しつつ、仏教の本義に近づこう、というのが本講座の意図するところである。

もっとも仏教用語に初めて接する受講者もあるかもしれないので、講読資料としてまず ”Everyday 
Suchness” から数章を選び、取り組んでみたいと思う。本書はThe Buddhist Temple of Chicago を主宰す
るGyomay M. Kubose (久保瀬 暁明)氏が会報に寄稿したものを編集し、啓蒙書として出版したものである。

次に、少なからず専門用語に富んだ仏教論議 “A Tract Deploring Heresies of Faith”（英訳歎異抄、鈴木
大拙監修）の触りに挑戦したいと思う。

細川 寛 客員教授

★教科書★ 教科書はありません。資料を配布します。

火曜日 １３時３０分～１５時００分

高山分室 セミナー

第1回 4月26日（火） Gautama Buddha

第2回 5月17日（火） Selflessness

第3回 6月14日（火） Right Understanding

第4回 7月19日（火） The Life of Becoming

第5回 8月23日（火） At the very moment the desire to call the Nenbutsu is awakened

第6回 9月27日（火） Having crossed the borders of more than ten provinces

多治見分室・高山分室セミナーのご案内
岐阜学習センターの「分室」を、ヤマカまなびパーク多治見市学習館（多治見

市豊岡町1-55）、高山市民文化会館（高山市昭和町1-188-1）に開設しています。
分室では、下記のセミナーを開講します。申込みは、各分室へお電話ください。

★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）
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お申し込み・お問い合わせは、０５８－２７３－９６１４ までお電話ください。
（月曜・祝日除く 9：00～17：30）

大学院修士全科生入学希望者ガイダンス
（平成29年4月入学希望者）

■ 日 時 ： 平成２８年６月１2日（日） １０：００～１２：００
■ 会 場 ： ふれあい福寿会館 第２棟６階６Ｂ研修室
■ 説明者 ： 大曽根 寛（放送大学教授）
■ 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

■ 日 時 ： 平成２８年６月１2日（日） １４：００～１６：００
■ 会 場 ： ふれあい福寿会館 第２棟６階６Ｂ研修室
■ 説明者 ： 大曽根 寛（放送大学教授）

岐阜学習センター職員
■ 特別アドバイザー ： 臨床心理学プログラム修了生 井上 修一 氏
■ 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（平成29年度履修希望者）

ガイダンスのお知らせ
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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、平成２８年度１学期も３回

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）

韓国にはなぜ金さん李さんが多いのか―韓国近世社会の読み解き方―

2000年に行われた国勢調査によれば、韓国における姓の数は285と日本よりはるかに少
なく、しかも人口の大部分は金・李・朴・崔など特定の姓にかたよっています。このような
韓国の姓がもつ特徴を手がかりとして、韓国伝統社会における血縁や人間関係の特質とその
変化を歴史社会学的手法によって読み解いていきます。

薬や毒は、体内に入ってからはどのような運命をたどるのでしょう。どのようにして薬効
作用や毒作用を発揮するのでしょう。

この講演は、薬や毒の体内運命および作用機構について、その基本原則を分かりやすく紹
介し、その上で、ドラッグストアなどで手に入る市販の消炎鎮痛剤などの身近な薬、またサ
リンなどのよく知られた毒を取り上げ、その性質・作用を少し踏み込んで解説します。そし
て、分かっているつもりでいた薬・毒の基礎知識を「なるほど！」と納得して理解する機会
にしたいと思います。

身近な薬と毒の科学 ～知っているようで、実は知らない薬・毒の基礎知識～

講 師 吉田 光男 （放送大学附属図書館長・教授）
日 時 平成２８年６月２５日（土）１３：３０～１５：３０
場 所 ふれあい福寿会館 第２棟３階講堂
定 員 ２００名（要予約）

講 師 小森 成一 氏 （岐阜大学名誉教授）
日 時 平成２８年７月２日（土）１３：３０～１５：３０
場 所 ふれあい福寿会館 第２棟３階講堂
定 員 ２００名（要予約）

がんは少数の遺伝性のがんを除いたものを通常がんと言います。通常がんの発生は環境、
習慣の要因に深く関わり、加齢と共に増加します。従って、生活環境の改善に心がけること
によって発生の抑制はある程度可能性です。検診などを受けることはがんの早期発見に繋が
りますので、極めて重要です。一方、鎮痛剤などの発達もあって、がん患者さんに対する緩
和ケアが向上しています。がんに向き合う我々の姿勢がさらに大切になると言えます。

講 師 森 秀樹 氏 （前岐阜大学学長）
日 時 平成２８年７月９日（土）１３：３０～１５：３０
場 所 ふれあい福寿会館 第２棟３階講堂
定 員 ２００名（要予約）

がんの発生とその予防を理解する
～高齢者社会においてがんとどの様に向き合うか～
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説明会のお知らせ
特に多くの方が興味をお持ちの資格・学位について説明会を行います。

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）

認定心理士資格取得説明会

講 師 森 津太子（放送大学教授）
日 時 平成２８年６月２6日（日）１３：３０～１５：0０
場 所 ふれあい福寿会館 第２棟３階講堂
定 員 ２００名（要予約）

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（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（卒業生）
日 時 平成２８年7月3日（日）１３：３０～１５：0０
場 所 ふれあい福寿会館 第２棟第２棟６階 ６B研修室
定 員 20名（要予約）

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
大学で修得した単位を活用して、すでに5,800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。

放送大学を利用して「大卒」を目指しませんか？
（看護系短期大学や一定の基準を満たす専修学校専門課程の単位を活用して放送大学へ編入学）

看護師をはじめ医療機関にお勤めの約15,000人の方が、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。
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【願書に写真を貼っていない方へ顔写真登録のお願い】
入学願書に写真を貼らずに提出し、まだ一度も顔写真の登録を行っていない方は、必ず登録してください。

●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。

★加茂・東濃地区に住所のある方★
ヤマカまなびパーク内にある、多治見分室にて交付します。
該当する方には案内を郵送しましたので、そちらを確認してください。

★飛騨地区に住所のある方★
高山市民文化会館内にある、高山分室にて交付します。
該当する方には案内を郵送しましたので、そちらを確認してください。

★上記以外の地区に住所のある方★
ふれあい福寿会館内にある、岐阜学習センター窓口にて交付します。

①平成２８年度４月に新規入学・再入学・継続入学された方
②学生証の更新時期に当たる方（有効期限が平成２８年３月末の方）

多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・美濃加茂市・可児市・土岐市・
加茂郡・可児郡
愛知県瀬戸市・春日井市・豊田市・犬山市・小牧市・尾張旭市

高山市・飛騨市・下呂市・大野郡

交付する場所

期 間

岐阜学習センターでの交付の方は、４月１日（金）13：00 より交付します。
ただし、第２回募集期間＜平成２８年３月１日～３月２０日＞に出願された方は、
４月２１日（木）以降に交付します。(加茂・東濃地区及び飛騨地区に住所がある方
へは別途案内を郵送しています。)

持ち物

入学許可証、古い学生証または写真付きの身分証（運転免許証など）のうち、ど

れか一つをお持ちください。

ご注意

新しく入学された方で、入学願書に写真を貼らなかった方の学生証の発行には、
顔写真の登録が必要です。（継続入学など、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」（放送大学学籍
簿に相当）や学生証の写真データとして使用します。

地域

地域

対象者

学生証の交付について
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注
意

平成２８年度 第１学期

面接授業の追加登録方法について
事前受付期間 ： 平成２８年 ４月１６日(土) ～４月２１日(木)
追加登録期間 ： 平成２８年 ４月２２日(金)～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２８年５月 ７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（４月１６日から２１日１７時３０分までに申し込んだ方）】

空席状況の確認

４月１６日（土）１２時 空席発表
○キャンパスネットワークホームページ(https://www.campus.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１６日（土）～４月２１日（木）必着（FAX･Eメールは１７時まで）
○面接授業科目追加登録申込書（別紙2）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。

抽選結果発表
４月２２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２２日（金）～４月３０日（土）
○ 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３０日(土)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（４月２２日以降に申し込んだ方）】

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２２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２２日（金）～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面接授業科目追加登録申込書（別紙3）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。

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、５月１日（日）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。

登録方法が変わりました
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○ 学生生活全般のほか、次の事柄について相談できます。

○ このほか、所長が相談を受けます。（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。

○ 相談時間は、すべて１３時３０分から１５時３０分です。

月 日 曜日 客員教授 相 談 内 容

４

１０ 日 宮本 正一 臨床心理士、教育心理学、不登校、いじめ、心理学一般

１６ 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

３０ 土 杉浦 太一 小児看護学、家族看護学、小児看護技術、看護学一般

５

２１ 土 山田 敏弘 日本語学、方言、レポートの書き方、論文のまとめ方、ロマンス語

２２ 日 宮本 正一 臨床心理士、教育心理学、不登校、いじめ、心理学一般

２８ 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

６
４ 土 伊東 英 ドイツ文学、ドイツ文化、外国語学習、文学一般

１１ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

７
２ 土 伊東 英 ドイツ文学、ドイツ文化、外国語学習、文学一般

９ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

８
６ 土 山田 敏弘 日本語学、方言、レポートの書き方、論文のまとめ方、ロマンス語

２１ 日 廣田 則夫 英語学、英語教育、英文法、留学生指導

９
３ 土 杉浦 太一 小児看護学、家族看護学、小児看護技術、看護学一般

１１ 日 廣田 則夫 英語学、英語教育、英文法、留学生指導

月 日 曜日 客員教授 相 談 内 容

５ ２１ 土 細川 寛 インド大乗仏教、中国浄土思想、英語、アメリカ文化

８ ２７ 土 細川 寛 インド大乗仏教、中国浄土思想、英語、アメリカ文化

客員教授による学生相談

平成２８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  ふれあい福寿会館第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）

客員教授が学習上の様々な相談に応じます。学習方法や修学上の問題について、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。
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室外貸出しについて
【放送教材】

貸出期間：１週間以内
貸出本数：３本以内
貸出範囲：履修している科目、再試験科目

※単位認定試験終了後から学期末２週間前までの期間はどの科目でも貸出可能

【図 書】
本学の学部生 貸出期間：１ヶ月以内 貸出冊数：４冊以内
卒業研究履修者及び本学の院生 貸出期間：１ヶ月以内 貸出冊数：６冊以内

詳細については、「学習センター利用の手引き」８頁～１１頁をご参照ください。
なお、放送教材の郵送貸出しについては、同封いたしました「郵送による放送教材の

室外貸出し（宅配貸出）について」をご覧ください。

放送大学岐阜学習センターに同窓会があることをご存知で
しょうか。

岐阜学習センター同窓会は、卒業生対象の企画だけでなく、
新入生、在学生への学生相談をはじめとする支援業務も行って
おります。

主に各月の第１週目、第３週目の日曜日に勉強会を計画して
います。放送大学生同士の交流の機会、学習に関する相談など
の場としてもご利用ください。詳しい開催日については学生控
室掲示板にてお知らせいたします。

卒業をされた方だけでなく、在学生の方からのお問い合わせ
もお待ちしております。

ぜひ、放送大学で身につけた学びを共有する場としてご活用
ください。

お問い合わせはまずは事務室までよろしくお願いいたします。
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平成２８年２月６日（土）、名古屋で開催された、放送大学公開講座「物忘れ
の心理学」会場において、全科履修生の筧 恭治さんが、参加者に向けて認定心
理士を取得された体験談をお話されました。

壇上で体験談を話す筧さん マイクを手に参加者の質問に答える筧さん

公開講演会を開催しました
平成２８年２月６日（土）岐阜学習センターでは、公開講演会 「環境立国日本

―公害に学んで発達した科学技術―」を
開催し、客員教授の髙見澤先生にお話を
していただきました。

当日は約７０名の方が参加され、日本
が幾多の公害を乗り越えて現代社会を築
いてきたことを振り返り、これからの日
本が世界にできる貢献とは何かを考えま
した。

講演会終了後の茶話会も盛況で、先生
と参加者でお茶とお菓子を囲み、闊達な
意見交換が続きました。

今回の公開講演会はNHKラジオ第二放送で放送されます。
日程は、5月8日（日）21:00～22:00 再放送は 5月14日（土）6:00～7:00 です。
お聴き逃しの方も、もう一度聴きたい方もぜひどうぞ！

髙見澤先生のご講演は、ラジオでも聴けます！

筧さんは４つのコースをご卒業後、現在５つめの「自然と環境」コースに所属され、名誉学生
を目指されています。
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平成２８年２月２４日（水）に安八温泉保養センターで開催された、安八町高
齢者教育寿大学において、全科履修生の長谷川 晃子さんが、参加者に向けて
「日本の宗教について」をテーマとした講演を行いました。

ご講演中の長谷川さん

※注意※ 単位の修得はできません。

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、知識・教
養をさらに深めていただくものです。

平成２８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】 定員に余裕の生じた面接授業について受け入れします。
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岐阜学習センター職員紹介

所長 岡野 幸雄 事務長 高橋 照美 図書担当 黒田 広子

客員教授 伊東 英 事務職員 籔田 薫 後藤 とし子

杉浦 太一 大澤 紗代子 小森 あけみ

髙見澤 一裕 太田 由香 中井 久美子

廣田 則夫 佐伯 倫子 多治見分室 小池 雅子

細川 寛 平光 市奈 高山分室 和田 秀子

宮本 正一

山家 光男

山田 敏弘

以上、２１名でみなさんの学習のお手伝いをいたします。
よろしくお願いいたします。

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３０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。

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。

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



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

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

20

５月面接授業
５/ ７(土)・ ８（日） 初歩からのパソコン
５/１４(土)・１５（日） 英文を読むための基礎文法１

心理学実験２
５/２１(土)・２２（日） 英語基礎英語初級からの脱出5

韓国語の勉強を始めよう
５/２８(土)・２９（日） アレルギーの子どものケア技術

心理学実験３

4/1 第１学期授業開始
4/3 平成28年度第１学期入学者の集い

（多治見・高山分室）
4/16 面接授業 空席発表
4/22 面接授業 追加登録開始

6/15 第２学期募集要項配布・出願受付開始
6/25 公開講演会「韓国にはなぜ金さん李さんが

多いのか―韓国近世社会の読み解き方―」
6/26 認定心理士資格取得説明会

【編集後記】
新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。職員一同みなさまの学習のサポートをいたしま
すので、ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 （大澤）

６月面接授業
６/ ４(土)・ ５（日） 心理学実験１

インターネット工学
６/１１(土)・１２（日） よく診るこころの病気

中東政治入門
６/１８(土)・１９（日） 岐阜の歴史－信長＆鵜飼－
６/１８(土)・２５（土） レポート・論文を書いてみよう！

６/２５(土)・２６（日） 自然と人体に関わる水の総合科学

は閉所日です。

5/24～6/7 通信指導提出期間

４月面接授業
４/１６(土)・１７（日） 初めてのドイツ語入門

心理検査法基礎実習
４/２３(土)・２４（日） 「いのちと人権」の教育

バイオレメディエーション


