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通信指導の提出を忘れずに！

＜通信指導とは？＞
放送（ＤＶＤ・ＣＤ等の視聴によるものを含む）及び印刷教材により

行われる授業において、各学期の途中に1回、一定の範囲で出題され、
その答案を提出して担当教員の添削指導を受けることです。
合格しなければ単位認定試験の受験資格が得られません。

※単位認定試験には学生証が必要です。顔写真の登録手続きを行っていない方は
学生証が発行できませんので、お早めに手続きを済ませてください。

＜提出期間は？＞
郵送による提出の場合
１１月１６日（水） １１月３０日（水）大学本部必着

Ｗｅｂ通信指導による提出の場合
１１月 ９日（水）１０時  １１月３０日（水）１７時

＜添削結果は？＞
添削結果の返送時期は、１２月末頃です。

択一式科目（併用式科目の択一部分） ・・・１月 ６日
記述式科目（併用式科目の記述式部分）・・・１月１６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。
単位認定試験通知(受験票)は、添削結果より前に届くことがあります。

※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。

25th
Anniversary

岐阜学習センター開設２５周年
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自分の居場所：場にそぐわない体験
杉浦 太一 客員教授

私は、一人で飲むのが好きである。「ただの根暗ではない！」と勝手に
思っている。飲むアルコールの種類には特にこだわらないが、誰にも邪魔さ
れずに一人でゆっくりできる雰囲気が好きなのである。
家でだって一人で飲むことはできるが、家とは違った雰囲気がなんともい

えない。飲むときは、店内をぐるりと見回しながら飲む。壁に貼られたり、
描かれたりしたものの内容を見ながら、いろいろ考えることが好きなのだ。
もちろん、店員やお客の人間観察も欠かさない。ただし、「じ  」っと観
察することは危険なので、何気ない素振りでの観察を心がけている。何度飲
みに行っても新たな発見があり、発見したことについて一人でほくそ笑んで
いる。はじめて入った店でも同じように雰囲気を味わい、メニューを細部ま
で読みながら、次回来店の可能性があるかどうか見定めるようにしている。
ようするに、自分の感覚に合っているかどうか判断しているわけだ。従って、
どうしても飲みに行く店は限定されてくる。
こんな風に書くと、ずいぶん飲んべえではないかと思う人も多いかも知れな
い。また、嫌なやつと思われる方もいると思う。でも、実際は、生中２杯を
飲み、30分間程度で会計をして家路につくことの方が多いし、観察したこと
を人に話すようなことはなく、人畜無害なのである。
先日、岐阜駅付近に開店した居酒屋に飲みに行った。前の居酒屋が閉店し、

オーナーが替わって全面改装した店であった。一人だったため、カウンター
席に案内された、もちろんカウンターの端である。生中２杯と焼き鳥を注文
後、先に書いたような約30分間を過ごした。カウンターで私の隣（少し離れ
ていた）に座っていた「お水系」風の若い女性２人には「何？このおじさ
ん」のように横目で見られた。多少の違和感をおぼえたが、とりあえず「我
関せず」とマイペースで飲んでいた。その時、改めて「この店には自分の居
場所は無く、自分はこの場にそぐわない人間である」と感じる体験をした。
外からはよく分からなかったが、実際は広い店内であったらしく、視角に入
らない奥の方から、若い？男女が騒ぐ声が聞こえてきた。その中で、女性の
「キャワイィイーッ」という黄色い声が何度も響き渡ってきたのだ。何につ
いて「キャワイィイーッ」と言っていたのかは不明なのであるが、これを聞
いた時にとてつもない違和感が自分を襲ってきた。
今から30年近く前に、家族でビヤガーデンに行った時に、大学生の一団が

手拍子をしながら「○○ちゃんが飲めるならー、△△ちゃんも飲めるは
ずーっ、そーれ、一気！一気！一気！･･･」と現在の日本では絶対にやっては
いけないことを叫んでいるのを見た時と同じような感じであった。「此処は
自分の居て良い場所ではない！」という感覚である。
貴重な体験をした。その店にはもう二度と行くことはないが、そのような現
実も存在するということを改めて認識させられた。それでもまた、気が向い
たら、新たな店を開拓してみようと思う。また新たな体験をするために。



３

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。『はてしない物語』（M.エンデ）の主人公バスチアンは、冒険物
語を読みふけるうちに、想像の産物である物語の世界に身を投じて冒険の旅に出る。文学
に描かれる想像力について，このふたつの作品を手がかりに考察を深める。

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）



4

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（放送大学全科履修生）
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や高等学校等専攻科の単位を

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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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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月 日 曜日 客員教授 相 談 内 容

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をご覧ください。
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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27年度10 3月分)

を12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 ○食生活 ○Expert Nurse ○NEWTON
○文藝春秋 ○Works ○National Geographic ○日経サイエンス
○一橋ビジネスレビュー ○臨床心理学

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。
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平成28年度第2学期面接授業追加登録について
現在、定員の余裕がある科目について、各学習センターにて追加登録を受け

付けています。なお、追加登録は平成28年度第2学期に学籍のある教養学部生
を対象とします。

【空席発表】学習センター及びキャンパスネットワークホームページにて
行っています。

【追加登録期間】12月までに開講の授業…科目ごとに定められた追加登録受付
期限日（原則として、開講日の1週間前 一部例外あり）

追加登録の方法は、機関紙前号(164号)をご覧いただくか、学習センター
までお問合せください。

セミナー日程変更のお知らせ
下記のとおり日程を変更いたしますので、ご参加の方、途中からのお申し込

みをお考えの方はご注意ください。

学生研修旅行に参加された皆様へ

集合写真ができておりますので、事務室へお立ち寄りください。

セミナー名 変更前 変更後

カウンセリング・心理療法を
学ぶ（５）
（宮本 正一客員教授）

11月 8日（火） 11月15日（火）
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放送大学岐阜学習センターでは現在、８つのサークルがそれぞれ活動を
行っております。サークルにご興味のある方は、岐阜学習センター事務室まで
お問合せください。

ガリレオの会
身近な自然、地学、宇宙などに興味がある学生の集まりです。
各自得意とする分野たとえば、天体に関する話題などの会員主体の講師となり
学習会をしています。外部から講師をお迎えし学習会をすることもあります。
昨年は、国立天文台三鷹(東京都) 、JAXAの調布航空宇宙センターの見学などをしました。
今年も、実物を見て触れて感動することを期待出来る学習会を予定しています。
何万年、何億光年といったスケールの話では直接触れられないかもしれませんが、地球や
宇宙で今、何が起こっているのかについてなど日常のイライラ、セカセカを忘れ私達は何
をすれば良いのかなど色々語り合いませんか。
学習会などについては、不定期開催ですので学生控室の掲示板にて随時案内します。

レッツ・チャット・サークル
一言でいえば、英語学習サークルです。後藤先生の英語セミナーのメンバーがそのまま

引き継ぎ、「レッツチャットサークル」となり、4年目となりました。テキストの問題集
と、副教材で学びます。テキストは大学の一般教養レベルです。副教材は、今のところ、
シャーロックホームズの「まだらの紐」。よく知られていますので、皆さんもご承知かと
も思います。順に指名され、回答を求められますので、あらかじめ予習が必要です。年一
度懇親会を開いています。
ご希望の方はテキストと副教材を渡しますので、事務室までお申し出ください。皆様のご
参加をお待ちします。講義は基本的には、月一度、第二木曜日、午後一時から三時ころま
でです。場所は、二階視聴覚室。会費は月500円。

囲碁愛好会
囲碁は世界で4,000万人以上が楽しむ、大変優れたゲームです。東京大学、早稲田大学、

慶応大学をはじめ、多くの大学で授業に取り入れられ、最近では女性の愛好者が増えてい
ます。
昔から『碁打ちにボケなし』と言われるように、囲碁を楽しめば知的興奮で脳が活性化

され、思考能力の向上だけではなく、大局観やバランス感覚も養われます。
まったく初めての方にも、基本のルールから解りやすく指導します。
経験のある方ももちろん、ぜひ多くの方々の入会をお待ちしています。
入会ご希望の方は、事務室までご連絡ください。

平成２７年 国立天文台三鷹
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English Salon
We are glad that you have entered here. We have 21 members in the English 
Salon now.
Our teacher is Ms. Eranga from Sri Lanka speaks British English.
You’ll have a good time talking with the members and exchanging views.
If you’re interested, why don’t you join us?
Contents
①Idiomatic expressions.
②Listening comprehension.
③ Communication with the outer world. 
④ Home work (NHK 3 months topic English)
⑤ Christmas party & New Year party.

Contact Information: S. Yamashita

せんれんパソコン仲間
これまではパソコンを便利に使いこなすこと、インターネットで学習の機会に役立てよう
との主旨でパソコンクラブを続けて参りました。一人で画面とにらめっこしているより、
学生同士がお互いの疑問・質問・感動を共有し共感しあうほうが重要ではないかと考えて
おります。
皆さん、関心がありましたら、是非ご加入ください。お待ちしています。優しいインスト
ラクターも募集しています。

リフレッシュサークル
サークル活動は毎月第３木曜日の１０時３０分より２階研修室で開催しております。
岐阜大学名誉教授・元放送大学岐阜学習センター客員教授の小山田隆明先生のご厚意に

より１０年余の長きにわたり偶数月にご指導を受け、奇数月には会員の皆様から話題提供
を受け自主発表を行い活動しております。
会員皆様の話題は異業種・多義にわたり、サークルの名の様に偏りがちな日常の＜心＞

と＜思考＞に新たな風を吹き込む手助けが出来ているのではと思っています。また、一言
コメントを会員同士発表する事で自他ともに、言葉による変容＜オーバーに言えば＝目か
ら鱗＞状態を把握する事が出来るのではと思っています。
最近の活動は＜俳句を読む＝心理的効果＞・＜宇宙について＞・＜病人とは＝日常生活

＞・＜次世代の親子・夫婦・結婚＝新しい価値観＞・＜短歌を作ってみよう＝感情の発露
＞・＜死ぬ準備＝アンケートを作成しながら現在の自分発見＞等です。
皆様の参加をお待ちしています。
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XENOGLOSSIA
試験が楽しくなる！

学習サークルXENOGLOSSIAでは、大学教育を受けるにあたり必要となる学力を身につ
けることを目標に、勉強会、個別相談会を開いています。
主に英語、数学の基礎学力向上、レポート作成のための文章力の構築、学生生活で必要

となるパソコンの基本操作の指導、そして、漠然と勉強の仕方が分からない方、学習計画
の立て方に不安がある方など個人にあった学習方法を考え、学力を向上させるお手伝いを
しております。
勉強について、不安、迷いが生じた際に相談できる場所、個人で勉強を続けていくにあ

たり、仲間作りと学習へのモチベーションを維持させる場所として活用してください。
分からなかった事が分かる、できなかったことができる喜びが勉強を通じて感じられる

はずです。必要なのは学ぶ意欲だけです。
連絡先：お問い合わせは学生控え室の掲示板の連絡先、事務室までお願いいたします。
備 考：個別相談をご希望の方は事前にお問いあわせください。

通信課題の記述式ってどうやって文章を組み立てるの？
通信課題をWEBで提出したいけどパソコンの操作はどうやるの？
勉強ってどう進めていけば良いの？

学習サークルXENOGLOSSIAでは、１１月の毎週日曜日に通信指導の作成を中心とした
勉強の疑問に対する個別相談、勉強会を開きます。
パソコンの簡単な操作、記述式課題に対応する文章の書き方、勉強計画の立て方が分から
ない等、勉強に不安をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
時間はなるべくご希望に添えるよう調整いたします。
連絡先は事務室か、学生控え室掲示板ポスター記載のメールアドレスまでよろしくお願い
いたします。

PICASSOの会
「ピカソの会」の目的は、絵画の理解と絵画技術の向上です。
絵画に興味のある方ならどなたでも参加することができます。
絵画の理解活動としては、美術館めぐり、スケッチ旅行の計画があり、希望する項目だけ
の参加も可能です。
絵を描いている方は、作品を持ち寄り批評会を行うことや、県内公募展への出展に向けた
点検を行い、作品の完成度を上げる様な技術向上活動を行いたいと思っています。会員相
互の忌憚のない意見の交換により、美術の理解と技術の共有を図りレベルアップを目指し
ます。
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アート
セラピー

15:00 16:00
７Ｃ研修室

公開
講演会

第２棟３階 講堂
（長谷川晃子 氏）

第２棟３階 講堂
（伊東 英 客員教授）

茶話会

オープン
キャン
パス

 図書室・視聴学習室等の開放
 大学説明会（７Ｂ研修室） 10:00 11:00、予約制による個別相談 13:00 16:00

学生
交流会

昼食会
研修室・学生控室等 研修室・学生控室等

（御手前コーナー）

学生
作品展

第１棟２階 県民ふれあいギャラリー 9:00 13:00 <13:00以降搬出>
第２棟２階 研修室・学生控室等    同上

17:00

アート
セラピー

10:00 11:00
７Ｃ研修室

平成２９年２月５日（日）
 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

オープン
キャン
パス

図書室・視聴学習室等の開放
大学説明会（７Ｂ研修室） 10:00 11:00、予約制による個別相談 13:00 16:00

学生
交流会

研修室・学生控室等
昼食会

研修室・学生控室等

能と狂言・仕舞
（御手前コーナー）

学生
作品展

第1棟2階 県民ふれあいギャラリー <1月29日15時頃搬入>、1月30日（月） 2月4日（土）・9:00 21:00
第2棟2階 研修室・学生控室等    <            同上    >、2月 1日（水） 2月4日（土）・9:00 17:30

放送大学岐阜学習センター開設２５周年記念事業日程（案）
平成２９年２月４日（土）
 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

公開
講演会

第２棟３階 講堂
（廣田則夫 客員教授）

茶話会



14

平成２８年度第２学期 岐阜学習センター在籍者概要

10代 20代 30代 40代 50代 60代
以上 合計

全科履修生 3 58 126 224 199 258 868
選科履修生 0 17 52 75 45 64 253
科目履修生 0 19 21 27 13 7 87
特別聴講生 0 1 0 1 0 0 2
修士全科生 0 1 1 3 5 4 14
修士選科生 0 4 4 7 14 11 40
修士科目生 0 1 3 1 3 3 11
博士全科生 0 0 0 0 0 1 1
合計 3 101 207 338 279 348 1276

◆学生種類別在籍者数

◆年齢別在学者数

0

100

200

300

10代 20代 30代 40代 50代 60代以上
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 博士全科生

教員
123人

公務員
133人

会社員
239人

自営業・自由業
63人農業等

4人
看護師
238人

専業主婦(夫)
94人

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ
78人

ｱﾙﾊﾞｲﾄ
46人

他大学生
8人

定年退職者
125人

無職
72人

その他
53人

◆職業別学生数



◆市町村別在学者数
岐阜地区 870
岐阜市 372
大垣市 93
関市 45
美濃市 9
羽島市 23
各務原市 83
本巣市 25
山県市 17
瑞穂市 39
郡上市 15
海津市 12
羽島郡 41
養老郡 11
不破郡 10
安八郡 22
揖斐郡 43
本巣郡 10

多治見地区 150
多治見市 35
中津川市 7
瑞浪市 15
恵那市 3

美濃加茂市 18
土岐市 14
可児市 36
加茂郡 17
可児郡 5

高山地区 85
高山市 56
飛騨市 11
下呂市 18

他県 169

（特別聴講生は合計に参入せず）
特別聴講生 ２名

◆人気登録科目（再試験科目は除く）

順位 テレビ科目 ラジオ科目

教養学部 １ 社会福祉への招待（ １６） 心理と教育を学ぶために（ １２）

２ 疾病の成立と回復促進（ １１） 公衆衛生（ １５）

３ 在宅看護論（ １１） 英文法 Ａ to Ｚ（ １３）

４ 人体の構造と機能（ １２） 中高年の心理臨床（ １４）

５ 心理学概論（ １２） 特別支援教育総論（ １５）

大学院 １ 発達心理学特論（ １５） 臨床心理面接特論（ １３）

２ 地球史を読み解く（ １６） 人間発達論特論（ １５）

３ 宇宙・自然システムと人類（ １
４） 現代社会心理学特論（ １５）

15
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【編集後記】

通信指導の提出期間となりましたが、学習は順調にすすんでいますか。寒くなってきましたの
で、体調管理には十分注意してください。（太田）

は閉所日です。

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

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

1月 面接授業
1/ 7(土)・ 8(日) 少子高齢化時代の社会保障制度

1/15 看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会
1/20 21 単位認定試験（大学院）
1/22 29 単位認定試験（学部）【1/23,1/27を除く】


