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25th
Anniversary

岐阜学習センター開設２５周年

※今号につきましては、平成２８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

学生証を交付しています
平成２８年１０月に新規入学・再入学された方、学生証の更新時期が到来している方(有効期限が
平成２８年９月末の方)に学生証の交付を行っています。詳細は、１５ページでご確認ください。
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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

2016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25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月からめでたく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88名、継続
再入学の方が124名で合わせて212名の予定です。このように大勢の方が入学されて
私達の仲間が増えたことを、在学生の皆さんと共に、センターの教職員も大変喜び、
歓迎して居ります。
今年は、オリンピックの年であり、日本勢はこれまでで最も多い総数で41個のメダル
を獲得しました。パラリンピックでも24個のメダルを獲得しました。選手たちは、日
頃の練習の成果を発揮して、日本中の大勢の方たちの応援を受けながら、それぞれに
頑張りました。観戦していた皆さんの中にも感動をもらった方も多かったと思います。
そして、今期放送大学を卒業された皆さんも、オリンピック選手のように学びの努力
を積み重ねて、学位記というメダルを獲得されました。家族や職場など周りの方々の
応援や支援の元に、メダルを獲得されたことを本当に嬉しく思い、周囲の方に感謝し
ておられることと思います。オリンピックなどの競技では競争相手がいますが、放送
大学では自分の周りに競争相手がいるというよりは、きっと戦うべき相手は自分自身
でしょう。放送大学での学びは「孤独との戦い」とよく言われるからです。
今回のメダル獲得は、多くの方にとってゴールというよりは1つの通過点であると思
います。放送大学の皆さんは、学歌にもあるように、学ぶことは喜びであり楽しみで
もあることを体験しておられます。ですから、卒業生の半数以上の方が、再入学され
ます。卒業生の皆さんには、学びの喜びや楽しさを他の方々にも伝えていただきたい
と思います。
新しく入学された皆さんは、学びの喜びや楽しさを味わって頂きたいと思います。
客員教授の先生方や先輩学生のナビゲーター、センター事務職員も皆さんの学びの応
援団です。ナビゲーターによる学生相談は、岐阜学習センターで新しく取り入れたシ
ステムです。相談したい内容に応じて、身近な学生目線の意見をきくことができます
ので、是非活用してください。
ところで、岐阜学習センターは、今年で設置25周年を迎えます。10月に2週に亘って
行う野外学習「根尾谷断層を理解する」は25周年記念事業の一環です。学生による公
開講演会も今年12月と来年2月に併せて3人の方に放送大学での学びの成果をご講演い
ただきます。また、2学期の試験明けの学生作品展の時期に合わせて、客員教授による
公開講演会を開催しますし、皆さんに楽しんでいただけるような記念事業をできれば
と、毎月実行委員会を開いて検討しています。通常は、単位認定試験や面接授業の時
くらいしか顔を合わせることのない方も多いと思いますが、この機会にふれあい福寿
会館に出かけていただき、互いを知り、つながりを深める機会になればと思います。
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。
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平成28年9月25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 ・・・ 7名 心理と教育 ・・・ 7名 社会と産業 ・・・ 2名

25名 人間と文化 ・・・ 4名 情報 ・・・ 3名 自然と環境 ・・・ 2名

平成２８年度 第１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

ご卒業おめでとうございます
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客員教授就任のご挨拶

放送大学岐阜学習センター
松田 好美 客員教授

この度、客員教授に就任することになりました松田好美（まつだ
よしみ）です。昨年まで岐阜大学医学部看護学科成人看護学分野で
学生と院生の教育と研究指導を行っていました。専門は、救急看護
学、災害看護学、看護教育学、周手術期看護、がん看護学などです。
どうぞよろしくお願いいたします。
大学教員時は、看護学という学問領域の成果を学ぶことを基軸に、

問題の立て方、認識の方法、表現の技術を学び、実習では社会に出
て通用する有用な人材になるようにとカリキュラムを考えてきまし
た。その中で多様な考え方や見方を学んでいってほしいと思ってい
ました。
放送大学では、平成28年後期のセミナーでは「災害看護」を看護

の視点のみならず一般人として、災害時の自らの生存・生活を整え
るための基本的な知識･技術や判断･応用方法を考えていきたいと
思っています。平成29年度から面接授業は、「新しい心肺蘇生の原
理」として、2015年に改定された「心肺蘇生法の指針」を参考に、
心肺蘇生を実施するための知識と原理を学び、質の高い胸骨圧迫心
臓マッサージを誰でも実践できる方法を一緒に考えたいと思ってい
ます。その他セミナーと面接授業のテーマとして、「(看護)研究方
法を学ぶ」、「成人看護学概論から看護実践を考える」、「手術を
受けるがん患者へのケアを考える」、「救急看護」などを考えてい
ます。
私は看護師ですがこの授業は、看護師だけではなく他分野を専攻

されている学生も受講できるような内容とし、専門用語もわかりや
すく説明していきたいと思っています。
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平成28年度第2学期セミナーのご案内
お申し込みは、１０月４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、分室へ直接お申し込みください。

カウンセリング・心理療法を学ぶ（５） 宮本 正一 客員教授
この時間は「カウンセリング」「心理療法」をじっくりと学んでいきたい。少人数であるので、
資料を読み合い、VTRを視聴したり、実習を試みたりしながら学んでいきたい。

火曜日 １０時００分 １１時３０分

１０月１１日 、２５日
１１月 ８日 、２２日
１２月 ６日 、２０日
１月１０日 、１７日
２月 ７日 、２１日
３月 ７日 、２１日

★教科書★ 教科書はありません。資料等を配布します。

災 害 看 護 松田 好美 客員教授
災害は時や場所を選ばずに発生します。近年国内国外を問わず大災害が頻発しております。この
授業では，大規模地震・洪水等の自然災害や大型交通事故や大火災などの人的災害がもたらす人々
の健康障害，社会的問題について理解し，看護の役割を学びます。そのために被災地という特殊な
状況下で行われる保健活動の概要を理解し，被災者に必要とされる医療・看護の基本的知識・技術
を学んでいきます。
また，私たちが生活している地域にも，いつ災害が降りかかるかわからない状況です。そのため，
災害時の自らの生存・生活を整えるための基本的な知識・技術や判断・応用方法も考えていきま
しょう。

火曜日 １３時３０分 １５時００分

１０月１１日 、２５日
１１月 ８日 、２２日
１２月１３日 、２０日

★教科書★ 教科書はありません。授業当日にプリントを配布します。



食の安全性を考える 髙見澤 一裕 客員教授
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、食品安全法・食品衛生法によって安全性が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。

水曜日 １０時００分 １１時３０分

１０月１２日 、２６日
１１月１６日 、３０日
１２月１４日 、２１日
１月１１日 、１８日
２月１５日 、２２日
３月 ８日 、１５日
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★教科書★ イラスト 食品の安全性(第3版)／東京教学社／小塚諭編／2,500円+税

中級ドイツ語セミナー 伊東 英 客員教授
ドイツ語の基礎を復習しながら，ドイツとドイツ人についてより深い理解を目指します。
・ドイツ語の初級を終えた学習者を対象とし，ドイツ語をレベルアップさせます。
・ドイツ人の生活を活写した読み物で学習者の知的好奇心を刺激します。
・発音，表現，語彙，聞き取りと段階的に学習していきます。
・学習者がつまずきがちな文法事項について，着実な学習を行います。

木曜日 １３時３０分 １５時００分

１０月１３日 、２７日
１１月１７日 、２４日
１２月 ８日 、２２日
１月１２日
２月 ２日 、１６日 、２３日
３月 ９日 、２３日

★教科書★
ＣＤ付き ドイツ人の生活を知る１１章／三修社／大谷弘道著／2,500円+税



思春期の健康について語ろう 杉浦 太一 客員教授

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）

金曜日 １０時００分 １１時３０分

１１月２５日
１２月１６日
２月２４日
３月 ３日 、１０日 、２４日

相対論とは何か？(Ⅱ) 山家 光男 客員教授
平成２８年度第１学期セミナーで「相対性理論とは何か？」を、指定されたテキスト中のB解説
を講義・議論しました。第２学期セミナーではテキスト中のアインシュタインが書いた原著論文
（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
を体感してみます。また、”わかりやすい科学論文とは何か”を名著と言われているこのアインシュ
タインの論文から直接触れてみます。セミナー（I)を受講していなくても、相対論に興味のある方
や相対論の理解を深めたい方も是非セミナー（II)に参加してください。（先着２０名）

木曜日 １５時１５分 １６時４５分

１０月１３日 、２７日
１１月１０日 、２４日
１２月 ８日 、２２日
１月１２日 、１９日
２月 ９日 、２３日
３月 ９日 、３０日
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★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。

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



言語学的英文解釈:「創世記＆出エジプト記」を読みながら
廣田 則夫 客員教授

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。(「使える英語」の学習は、そろそろ携
帯人工知能（簡単に言うと、スマホor PC）に任せるとして？）

金曜日 １５時１５分 １６時４５分

１０月１４日 、２８日
１１月１１日 、２５日
１２月 ９日 、１６日
１月 ６日 、１３日
２月１０日 、２４日
３月１０日 、２４日

日本語学セミナー 山田 敏弘 客員教授

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。

金曜日 １３時３０分 １５時００分

１０月１４日 、２１日
１１月 ４日 、１８日
１２月 ２日 、１６日
１月１３日
２月１０日 、１７日 、２４日
３月１０日 、２４日
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★教科書★ 日本語（下）／岩波新書／金田一春彦／860円+税

★教科書★The Children’s Bible : Old Testament（一部）を配布予定(無料)
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世界名作児童文学を読む 伊東 英 客員教授

少年少女のための児童文学の名作を英語圏、ドイツ語圏から６作品選び、毎月１作ずつ読んでい
く、大人（＝かつての少年少女）が楽しむ名作児童文学の講座です。これまでに読んだことのある
作品をもう一度、あるいは名前だけ知っている作品を初めて読んでみませんか。

木曜日 １５時００分 １６時３０分

第１回 １０月 ６日（木）『不思議の国のアリス』ルイス・キャロル
第２回 １１月１０日（木）『トム・ソーヤの冒険』マーク・トウェイン
第３回 １２月 １日（木）『飛ぶ教室』エーリヒ・ケストナー
第４回 １月 ５日（木）『赤毛のアン』ルーシー・モード・モンゴメリ
第５回 ２月 ９日（木）『秘密の花園』フランシス・ホジソン・バーネット
第６回 ３月 ２日（木）『はてしない物語』ミヒャエル・エンデ

★教科書★ 特になし。

多治見分室 セミナー

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。
釈尊の悟りの智恵が説法という慈悲の行動を促すことになった。従って、経典は慈悲の発露であり、後の釈尊
の弟子たちは経典の増幅を惜しまずこの利他精神を展開することになった。今期講座はこの観点か
ら”Meditation on Buddha Amitayus” Translated by Junjiro Takakusuと”The Essence of Buddhism” by
Daisetz Suzukiの触りを読んでみたいと思う。

火曜日 １３時３０分 １５時００分

第１回 １０月２５日（火）Ajatashatru had King Bimbisara imprisoned
第２回 １１月２９日（火）Vaidehi in Greif Wishes to Be Born in the World of Highest Happiness
第３回 １２月１３日（火）Sixteenfold Meditation to Be Born in the Realm of Buddha Amitayus
第４回 １月１７日（火）You may, at least, utter the name of Buddha Amitayus
第５回 ２月 ７日（火）Two Pillars Supporting the Edifice of Buddhism : Wisdom and 

Compassion
第６回 ３月 ７日（火）Zen Represents Wisdom : the Pure Land School claims Compassion

★教科書★ 教科書はありません。資料を配布します。

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。申し込みは、各分室へ直接お電話ください。

★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）

高山分室 セミナー （続）英文仏典講読 細川 寛 客員教授
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月 日 曜日 客員教授 相 談 内 容

１０

１５ 土 伊東 英 ドイツ文学、ドイツ文化、外国語学習、文学一般

２２ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

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

１１

６ 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

１２ 土 伊東 英 ドイツ文学、ドイツ文化、外国語学習、文学一般

２６ 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

１２
３ 土 廣田 則夫 英語学、英語教育、英文法、留学生指導

１１ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

１
８ 日 廣田 則夫 英語学、英語教育、英文法、留学生指導

１４ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

２
２５ 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

２６ 日 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

３
１２ 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

１８ 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

月 日 曜日 客員教授 相 談 内 容

１２ ３ 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

３ ４ 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について

平成２８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  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。

○ 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。

○ 相談は１人当たり３０分程度とします。

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在学生に対する学生相談を行います。
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。
詳細はメールマガジンおよび事務室掲示板にてご覧ください。
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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２学期は
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）

生物を支える自然の仕組み―時空に生きる森林植物のつながり―
自然が多様な生物を支える仕組みは？ 多様な生物のつながりが自然にもたらす効果

は？ 原生的な自然がほとんど消失した現在、これらのことをもう一度考え直すことが大
切だと思います。岐阜の森林から熱帯のマングローブ林まで、自身の森林研究を投影して、
空間と時間における森林植物の配列や、それらの暮らしを映し出します。皆で好ましい自
然の姿を作っていく時の参考になれば幸いです。

講 師 小見山 章 氏（岐阜大学教授）
日 時 平成２８年１２月１７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）

言葉を雑楽（ざつがく）する Vol.Ⅱ
外国語(英語)を学んでいると、「日本語はこんなに簡単なのに、（特に）英語はつづり

字と発音が、なんでこんなに複雑なの。」とか、「日本語では、こんな風に言えるのに、英
語では、同じような言い回しはできない。」とか様々な疑問が浮かんでくる。
ここでは、言葉の雑学を楽しみながら、言語間の意外な類似と相違について考えてみたい。

講 師 廣田 則夫 氏（放送大学岐阜学習センター客員教授・岐阜大学教授）
日 時 平成２９年２月４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）

文学と想像力
『赤毛のアン』（L.M.モンゴメリ）の主人公アンは、大いなる想像力を発揮することで人

生を切り開いていく。そして、『はてしない物語』（M.エンデ）の主人公セバスティアンは、
物語を読みふけり、自ら物語の世界に身を投じて冒険する。文学に描かれた想像力について
このふたつの作品を通して考察を深める。

講 師 伊東 英 氏（放送大学岐阜学習センター客員教授・岐阜大学教授）
日 時 平成２９年２月５日（日）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）
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学生講師による公開講演会のお知らせ
放送大学岐阜学習センター開設２５周年を記念して、学生講師による公開講演会を下記の

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。

博物館はワンダーランド!! －北から南まで、博物館を訪ね歩いて－
四年前に「国立博物館とそれぞれの博物館から考える、これからの博物館のあり様と展

望」という主題で卒業論文に取り組みました。ポリシーとして、子どもたちと家族旅行で
訪ねた所を含め、自ら足を運び調べた所のみを研究材料としました。
北は『博物館 網走監獄』から南は『沖縄の戦跡の博物館』 まで、それぞれの特徴、展

示の工夫などを調べあげてまとめました。
博物館は、堅苦しいところでなく、とても楽しい所だと伝えたいと思います。

講 師 谷口 容子 氏（放送大学全科履修生）
日 時 平成２８年１２月１０日（土）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）

日本の基層文化について

日本古代史・「古事記」・民間伝承に残る基層文化（＝根に持っている文化）の一端を
＜東シナ海＞との交流を通して話したいと思います。

講 師 長谷川 晃子 氏（放送大学全科履修生）
日 時 平成２９年２月５日（日）１０：００ １１：３０
場 所 ふれあい福寿会館 第２棟３階講堂
定 員 ２００名（要予約）

食料の安全保障について
今、世界は人口急増・難民・地球温暖化・激甚災害など予測不能な時代に直面している。
我が国は、農業が衰退し、食料自給率が極めて低い脆弱な実態から、将来の私たちの大

切な『食の安全』は本当に大丈夫なのか？
世界と日本の食料事情を読み解き、関連する問題点を洗い出し考察する。共に考えま

しょう。

講 師 奥田 孝道 氏（放送大学全科履修生）
日 時 平成２９年２月２５日（土）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）
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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 宮本 正一 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、中部学院大学教育学部長）
日 時 平成２８年１２月１８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 １００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２９年１月１５日（日）１３：３０ １５：0０
場 所 ふれあい福寿会館 第２棟第２棟６階６A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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★加茂・東濃地区・愛知県北部に住所のある方★
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１０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９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、１０月１日（土）13：00 より交付します。

ただし、第２回募集期間＜平成２８年９月１日 ９月２０日＞に出願された方は、１０月２１日（金）
以降に交付します。(加茂・東濃地区・愛知県北部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、いずれか一つを
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。

【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。

地域

地域

対象者
学生証の交付について
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平成２８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２８年１０月１５日(土)１２時  １０月２０日(木)
追加登録期間 ： 平成２８年１０月２１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１１月５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１５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
１０月１５日（土） １０月２０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
１０月２１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）

１０月２１日（金） １０月２９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。
＊１０月２９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（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２１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）

１０月２１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。

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、１０月３０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。
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事務室からのご報告
平成２８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２８年７月２日（土）に、「身近な薬と毒の化学 知っているようで、実は知らな
い薬・毒の基礎知識 」（講師：小森 成一 氏／岐阜大学名誉教授）を開催いたしました。
当日は一般参加者を含む約１４３名の方が受講されました。

平成２８年７月９日（土）に、「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 」（講師：森 秀樹 氏／岐阜大学名誉教授）を開催いたし
ました。 当日は一般参加者を含む約１２７名の方が受講されました。

平成２８年７月３日（日）に、「看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会」（特
別アドバイザー：黒田 亮子 氏）を開催いたしました。 当日は一般参加者を含む約１５
名の方が受講されました。

放送日は１０月３０日（日）２１:００ ２２:００、再放送は１１月５日（土）
６:００ ７:００です。

小森先生の講演がＮＨＫラジオ第２放送「文化講演会」で放送されます
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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。

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
【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。

※注意※ 単位の修得はできません。

事務室からのお知らせ

高山地区ナビゲーターのご紹介
７月１０日に開催された高山地区ナビゲーター勉強会において、役員が下記の
とおり選出されましたのでご報告いたします。

委員長 椙山 征夫
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学生作品展のご案内
放送大学岐阜学習センター開設２５周年を記念して、例年開催している『学生作

品展』の規模を拡大し、絵画・書・写真・彫刻・生け花・映像等幅広いジャンルの
作品を展示したいと考えております。
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２８年１１月１０日（木） １２月２８日（水）
【開催期間】平成２９年 １月３０日（月） ２月 ５日（日）
【会 場】県民ふれあいギャラリー(ふれあい福寿会館 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（手芸・工芸・陶芸等、壁掛けで展示できないもの）は机上展示と
なりますので、ご了承ください。

放送大学岐阜学習センター開設25周年記念事業コンセプト
放送大学岐阜学習センターは、平成3年4月設置から四半世紀の時間(とき)が過

ぎ、多くの卒業生を送り出し、また、多くの学生を迎え入れてきました。
記念事業の開催にあたっては、式典中心のイベントではなく、学生が主体とな

って、日頃お会いすることや話すことがなかった学生の方々が、これを機会に親
しく語り合える「和気あいあいの時間」となることを期待しています。
このため、記念事業の実施にあたっては、事業採択の段階から学生自らが作り

上げていく「学生交流の場」を企画していただきたいと思います。
幸い、開設20周年記念事業の開催にあたっては、学生の方々から積極的な申出

により学生実行委員会が結成され、盛大な式典が成功裏に開催された経緯があり
ます。
そして、この学生実行委員会から「学生ナビゲーター｣が発展的に組織され、現

在では岐阜学習センターの運営に大きな貢献をいただいています。
25周年記念事業の開催にあたり、さらに多くの有志の参加をいただいて、思い

出に残る楽しいひとときとなることを願っています。
また、記念事業は放送大学の広報事業の一環として位置付けます。

●野外学習「根尾谷断層を理解する」平成28年10月9日、16日
●公開講演会（12、13ページ）
●学生作品展（上記）
●大学説明会（別途計画）
●学習センターの歩み（資料等の掲示）
●学生交流会（名誉学生、サークル、同窓会、ナビゲーター）→2月実施予定
●学生交流会（おもてなし（お手前コーナー））→2月実施予定



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２８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
お気軽に事務所までお尋ねください。（太田）

は閉所日です。

10/ 1 平成２８年度第２学期入学者の集い（多治見・高山分室）
10/ 2 平成２９年度修士全科生・博士全科生入学者選考（筆記試験）
10/15 面接授業空席発表
10/21 面接授業追加登録開始

10月 面接授業
10/15(土)・16(日) アレルギーの子どものケア技術

心理学実験３
10/22(土) レポート・論文を書いてみよう！
10/22(土)・23(日) 高山陣屋文書を科学する

【高山陣屋・飛騨高山まちの博物館で実施】
10/29(土)・30(日) 英文を読むための基礎文法２

レイトレーシング入門

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
11/ 5(土) レポート・論文を書いてみよう！
11/ 5(土)・ 6(日) 健康と薬

職場で役立つ社会心理学
11/12(土)・13(日) 英語アラカルト

バイオリファイナリー
11/19(土)・20(日) 漢詩の世界２

持続可能な地域経済と社会
実験で学ぶ物理学【愛知ＳＣで実施】

11/26(土)・27(日) 心理学実験２
環境法

12月 面接授業
12/ 3(土)・ 4(日) 博物館デジタルアーカイブ論

【岐阜女子大学文化情報研究センターで実施】
12/10(土)・11(日) 心理検査法基礎実習

発光と蓄光
12/17(土)・18(日) やさしいドイツ語文法
12/24(土)・25(日) 近代日本の女性文学

11/30 通信指導提出期限（本部必着）

12/10 公開講演会「博物館はワンダーランド!!
－北から南まで、博物館を訪ね歩いてー」

12/17 公開講演会「生物を支える自然の仕組み
－時空に生きる森林植物のつながり－」

12/18 認定心理士資格説明会


