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新年のあいさつ
岐阜学習センター所長 岡野幸雄

25th
Anniversary 岐阜学習センター開設２５周年

新年あけましておめでとうございます。皆様にとりまして2017年がこれまでより一層よい年
となりますように心よりお祈り致します。本年も宜しくお願い致します。
2016年度第2学期に岐阜学習センターに所属する学生は、学部生1,208名、大学院修士課程65
名、博士課程1名の合計1,274名おられます。学生の皆さん、教職員の努力により、前学期並の
学生数を確保できていることを報告してお礼申し上げます。大学説明会でのナビゲーターの力強
い「体験発表」は、参加者に確実にインパクトを与えていると確信しています。
放送大学岐阜学習センターは、平成3年4月の設置からお陰様で25周年を迎えました。セン
ター開設20周年の記念事業に当たっては、学生実行委員会が結成され、盛大な記念式典が開催
されました。この時の実行委員会から「学生ナビゲーター」が発展的に組織され、現在までセン
ター運営にご協力ご支援をいただいている経緯があります。今回の25周年では式典こそ行いま
せんでしたが、学生が主体となって実行委員会を立ち上げ、「和気あいあいの時間」になること
を期待して記念事業を行っています。
第1弾の野外学習「根尾谷断層を理解する」は学長裁量経費も獲得して10月9日･16日の2回に
亘って開催しました。岐阜大学名誉教授小井土由光先生のご指導を得て、60名の学生が現場を
見て断層と地震について学びました。2学期以降の公開講演会も記念事業の1つとして位置づけ、
学生による講演3題と客員教授の最終講義2題を含めて5回開催予定です。そのうちの1演題は12
月10日に盛会のうちに終了しました。
2学期の単位認定試験終了後から学生作品展が始まり、2月4日(土)･5日(日)には記念事業を集
中開催します。お点前やアートセラピー、能・狂言のイベントもあり、高山地区の皆さんも集ま
りますので、普段会えない人との交流の場に是非ご参加ください。詳細は本号の12 14ページ
を参照してください。会場でお目にかかるのを楽しみにしています。
ところで、岐阜学習センターが発行する「学生ふれあい論集」が間もなくお手元に届きます。
今年度は7名の方から寄稿があり、昨年度の2名を大きく上回りました。「日本語学セミナー」
や面接授業「レポート・論文を書いてみよう！」をご担当の客員教授・山田敏弘先生の勧めも
あって寄稿者増に繋がったと考えられます。また、来年度の「卒業研究」に挑戦される方が、8
名おられます。今年度は4名の方がレポート提出まで成し遂げられましたことを報告して4名の
方を讃えます。次年度以降も先輩に続く方がおられることを期待しています。
「卒業研究」の申請者、「学生ふれあい論集」の投稿者、25周年記念事業実行委員会の皆さ
ん等、積極的･活動的な学生が増えてきたのではないかと密かに嬉しさを感じています。今いる
ところから一歩踏み出して、いろいろな学びや活動を通して放送大学での学生生活が充実したも
のになることを願っています。
岐阜学習センターの教職員は今年も変わらず皆さんの学びの応援団です。
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外国語を学ぶ意味
伊東 英 客員教授

「東ロボくん」が東大合格を断念したというニュースがしばらく前に大きな話題と
なったことを覚えておいでであろうか？ 「東ロボくん」の正体は，国立情報学研究所
が主体となって取り組んできた人工知能プロジェクトであり，2011年から毎年大学入試
センター試験の模試に挑戦し，目標として2021年度に東大入試を突破することを掲げて
きました。そして今年2016年には，センター模試の結果として偏差値57.1（5教科8科
目の総計）という好成績を挙げ国立大学や，私立大学では東京ならばMARCH，関西な
らば関関同立と呼ばれる難関大学を含む535大学で合格率80%以上と判定されたとのこ
とでした。
それではなぜ，目標達成の期限までまだ猶予のある現時点で東大合格を断念し，今回

のプロジェクトが終了となったのでしょうか？ この研究を推進してきた国立情報学研
究所の新井紀子教授によれば，現状の技術の延長線上では，AIが東京大学に合格する日
は永遠に来ないだろうとのことです。すなわち，AIには得意分野と苦手分野があり，後
者の克服が現在の技術ではできないことに原因があるようです。「東ロボくん」の得意
科目は数学，物理，そして知識量が問われる世界史などで，一方国語や英語の長文問題
などは非常に苦手にしているのです。あ，それは自分と同じだと思われる方もいらっ
しゃるかもしれませんね。
さて外国語を学ぶ際に，学習の目標として検定試験を利用する方法があります。ドイ

ツ語にはドイツ語技能検定試験があり，年に2回，6月と12月に実施されています。セミ
ナーの時間に過去問を解いてみることがありますが，文法や語彙に関する問題は完全に
解答することがなかなか困難です。しかし，問題の後半に配置される会話文や長文問題
は，自分の語学力に見合ったレベルの問題であれば，比較的容易に答えることができま
す。人間の場合は文法や語彙の正確な知識や記憶が困難ではあるものの，総合的に状況
判断をして会話や文章から意味を取り出す作業は容易だと思われます。いや，そういう
意味を掴むことができなければ，そもそもコミュニケーションが成立しないので人間社
会は形成できないでしょう。
しかしながら，「東ロボくん」のようなAIの場合は，語彙・文法問題は恐らく100%

の完全解答が可能だと思われますが，「読解力」がないために，会話・長文問題には手
こずる傾向があるようです。スマホやPCで会話ができるアプリやソフトがあるのですが，
それも話し相手の人間と意味のある会話を成立させている訳ではないとのことです。音
声認識という技術も外国語学習では大いに役立つ機能なので，このような機械との会話
も自分の発音の正確さを確認するという点では有効ですのでお勧めですが，機械相手の
話の中身は怪しいものです。AIの文章処理を支えているのは検索，統計，確率などであ
り，人間の持つ常識や行間を読む力は欠けています。この問題が解決されるにはまだま
だ時間がかかるでしょう。
それでは，人間である私たちが行う外国語の勉強はどうあるべきなのか？ それはや

はり人間としての自然なコミュニケーションを意識した，思いやりのある言葉のやり取
りを目指していくことではないでしょうか。相手に意味が伝わる話し方を意識すること
で，文章構造や発音にも自ずから注意が向けられ，人間らしい会話や文章の読解が可能
になっていくだろうと考えています。具体的にどうすればいいのか，についてはセミ
ナーの時間において受講生の皆さんと語らいながら検討していきたいと思いますので，
どうぞドイツ語中級セミナーの受講に関心を持たれた方の参加を期待しています。
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公開講演会・説明会のお知らせ
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および説明会を、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。

（電話 058-273-9614 受付時間 月曜・祝日除く 9：00 17：30）

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）

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）

看護師・医療関係者のみなさまへ 大卒「学位取得」説明会
放送大学を利用して「大卒」を目指しませんか？

看護師をはじめ医療機関にお勤めの約15,000人の方がキャリアアップを目指し、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）



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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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）



平成２８年度第２学期 単位認定試験について

大学院 平成２９年１月２０日（金） １月２１日（土）
教養学部 平成２９年１月２２日（日） １月２９日（日）

第２学期単位認定試験が始まります。試験については、学生生活の栞（大学院６６ ７
３頁・教養学部７１ ７８頁）に詳しく記載してありますので確認して受験してください。

◇ 受験に必要なもの ◇
○単位認定試験通知（受験票）
試験の約１週間前までに「単位認定試験通知（受験票）」が本部から送付されます。
受験票には、受験できる授業科目名、試験日時、試験会場等が記載されています。
また、受験票と一緒に、持ち込み許可物品、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、１月１３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。

○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。学生証をまだお持ちでない方は、
所属学習センターで発行手続きを行ってください。
なお、学生証の発行には、顔写真の登録が必要です。

○筆記用具（ＨＢの黒鉛筆）

○持ち込みが認められ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「単位認定試験受験に際しての注意事項」を
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

◇ 時間割 ◇ ◇ 駐車場の利用について ◇
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北駐車場

※北駐車場は、１時間以内の利用に限られています。



◇ 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分間です。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じることがあります。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、ふれあい福寿会館第２棟の７Ａ研修室・７Ｂ研修室（７階）及び
６Ａ研修室（６階）を予定しております。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、自習室として開放している６Ｂ研修室（６
階）・２階研修室（多目的室）をご利用ください。

◇ 成績について ◇
試験結果は、２月下旬に「成績通知書」によって通知します。電話等では、成績評価に
関しての問い合わせにはお答えできませんので、注意してください。
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「単位修得状況一覧（単位認定書）」を送付します。なお、この通知書等は証明書
ではありません。証明書が必要な場合は、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。

◇ 再試験について ◇

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（休学中の場合を除く）、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等はかかりません）。
ただし、３月末で学籍が切れる方は、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１月中旬に送付
されますので、所定の期間内に手続きを行ってください。
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平成２９年度第１学期 科目登録について

平成２９年度第１学期に学籍のある方
（学籍の期限が平成２９年９月末以降の方）

放送大学本部から１月上旬に送付される『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２９年２月１３日（月） ２月２７日（月）【大学本部必着】

「システムWAKABA」による申請期間
平成２９年２月１３日（月）９時 ２月２８日（火）２４時

平成２８年度第２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２９年３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）
下記の期間内にシステムWAKABAで手続きをする必要があります。下記の期間外に出
願された場合、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、ご注意ください。

出願期間 平成２９年２月１３日（月）９時 ２月２８日（火）２４時
出願方法 システムWAKABAにログインし、「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１月中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、集団入学又は共済組合を利用して入学した方、自主退学者に
は送付がされませんので、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２９年度第１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。
単位認定試験期間が終了しますと、登録していない科目の放送教材も貸出可能となりま
す。次学期の科目登録の参考にしてください。

◇ 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。
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注
意

平成２９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２９年 ４月１５日(土)１２時 ４月２０日(木)
追加登録期間 ： 平成２９年 ４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２９年５月 ６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
４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
４月１５日（土） ４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）

４月２１日（金） ４月２８日（金）
○ 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２８日(金)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】

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）

４月２１日（金） 科目ごとに定められた追加登録受付期日

○ 必要事項を記入した面接授業科目追加登録申込書と授業料、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・以後に届きました申請書につきましては、受理できません。

・事前受付の登録(授業料納付)期間の手続き、追加登録期間の手続きで岐阜学習センターに
お越しの際は、開所時間内にお越しください。（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、４月３０日（日）以降に空席が出ることもあります。
最新の状況をご確認ください。
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事務室からのお知らせ

生涯学習機関としての放送大学では、さまざまな目的を持つ幅広い年齢層、多種多様な
分野で活躍する学生が、自分で考え、自分で学び、そして大きな成果を挙げています。こ
うした学生が、それぞれの想い、研究などの幅広い分野について、論文・レポートを投稿
することにより、相互理解、情報交換、学習成果等情報発信の舞台することを目的に、岐
阜学習センターでは、「学生ふれあい論集」を発行しています。
このたび、平成２９年１月に「学生ふれあい論集 第７号」を発行いたします。
数に限りがありますが、無料で配布しております。また、第２号 ６号も無料で配布し
ております。ご希望の方は、岐阜学習センター窓口までお越しください。

平成２９年秋に、「学生ふれあい論集第８号」の発行を予定しております。
この機会にぜひ投稿してみませんか。

① 申込書提出期限 平成２９年３月３１日（金）
② 原稿提出期限 平成２９年５月３１日（水）
③ 対象者 平成２９年３月末時点で放送大学岐阜学習センターに所属する学生
④ 内容 学生それぞれの想い、体験談、研究など幅広い分野

（卒業論文概要、修士論文概要、学生講演会概要含む）
⑤ 提出方法 Microsoft Word を使用し、紙及び電子媒体で提出してください。

（環境がない方は事務室にご相談ください。）

【書式】 Ａ４ 横書き 文字数（４０字）、行数（３６行）
フォント（ＭＳ明朝）フォントサイズ（１０．５）
余白 上 35.01mm  下 30.00mm
右 30.00mm  左 30.00mm 

※１人２ページ程度を予定しておりますが、増える場合、減る場合はご相談
ください。なお、カラーページについては、出来るだけ配慮いたしますが、
予算等の都合により希望に添えない場合があります。

⑥ 指導 岐阜学習センター所長、客員教授が提出された原稿を直接または
間接的に指導いたします。

⑦ 発行 教員指導ののち、採択された原稿を印刷製本・配布します。

投稿を希望の方は、岐阜学習センター窓口にある『学生ふれあい論集投稿申込書』に
必要事項をご記入のうえ、期限までにご提出ください。

学生作品展のご案内
「平成２８年度学生作品展」を下記の期間開催いたします。
絵画・書・写真など、岐阜学習センター所属の学生さんが手掛けた様々な作品を
展示します。是非、ご覧ください。

【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）

9

岐阜学習センター 学生ふれあい論集「第７号」発行

学生ふれあい論集 第８号 に投稿しませんか？



卒業研究・修士論文発表会の開催について
岐阜学習センターでは、卒業研究・修士論文研究に取り組まれた方にその成果を発表し
ていただきたいと思い、発表会を開催いたします。
一般の方の参加も可能です。皆様のご来聴をお待ちしております。

■日 時 平成２９年３月１１日（土） １３：３０ １４：３０
■場 所 ふれあい福寿会館 第２棟 ７階 ７A研修室
■参加費 無料（要予約）

10

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(2016年度
第2学期時点)にすべて満たしている方になります。
①全科履修生(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
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２９年２月８日（水）まで。【期限厳守】
※詳しくは、放送大学岐阜学習センターホームページ、又はお電話でお問合せ
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（２０１６年６月号 １１月号）を、
１月１５日（日）から１ヶ月間無料配布します。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部までです。）
予約の受け付けは行いません。残部は１ヶ月後に廃棄します。

◇ＡＥＲＡ ◇サライ ◇きょうの健康 ◇ESSE

セミナー日程変更のお知らせ
山家 光男 客員教授の「相対論とは何か？(Ⅱ)セミナー」の日程が一部変更になりまし
た。セミナーにご参加の方はご注意ください。

３月９日（木）→ ３月２３日（木）



学 生 募 集
教養学部・大学院（修士選科生及び科目生）平成２９年４月入学生募集

○出 願 期 間○
【第１回募集】平成２８年１２月１日（木） 平成２９年２月２８日（火）
【第２回募集】平成２９年 ３月１日（水） 平成２９年３月２０日（月）

皆様のご家族、ご友人、お知り合いの方で放送大学に興味がある方がいらっしゃいましたら、
募集要項を無料で送付いたしますので、是非ご紹介ください。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。また、下記日程で大学説明会を開催いたします。

■大学説明会日程
≪岐阜会場≫ ふれあい福寿会館内

１月 ７日（土）１０：３０ ２月 ４日（土）１０：００ 
１月１４日（土）１０：３０ ２月 ５日（日）１０：００ 
１月１５日（日）１０：３０ ２月１２日（日）１０：００ 

≪多治見会場≫ ヤマカまなびパーク内
１月 ８日（日）１３：００ 

≪高山会場≫ 高山市民文化会館内
２月２６日（日）１３：００ 

図書・視聴室からのお知らせ

単位認定試験開始１週間前から試験終了までの間（大学院：１月１３日  １月２１日、
学部：１月１５日 １月２９日）、また、学期末前後の３週間（３月１８日 ４月７日）
は放送教材入れ替え期間のため、室外貸出を停止いたします。 ご協力をお願いします。

岐阜学習センター図書室・学生控室に配架している雑誌を紹介します。
新刊以外は貸出も可能ですので、ご自由にご覧ください。

●CNN ENGLISH EXPRESS ●聴く中国語 ●PHP ●経済セミナー
●臨床心理学 ●サライ ●NEWTON ●韓国語ジャーナルhana
●文藝春秋 ●National Geographic ●日経サイエンス
●Interface ●EXPERT NURSE ●AERA ●ESSE ●きょうの健康
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放送教材の室外貸出停止について
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放送大学岐阜学習センター開設２５周年記念事業日程

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

13:30～15:30

第２棟３階 講堂
（廣田則夫 客員教授）

茶話会

オープン

キャン

パス

10:00～11:00

大学説明会

（６Ｂ研修室）

図書室・視聴学習室等の開放（随時）

予約制による個別相談 13:00～16:00

おもて

なし
(御点前)

10 :3 0～12 :00

２階研修室

（学生控室）

アート

セラピー

10 :0 0～11 :0 0

７Ｃ研修室

学生

交流会

 10:00～16:00 資料・写真等の展示（２階研修室・学生控室他）
 10:00～12:00 名誉学生と語る会・パソコンなんでも相談・囲碁対局、10:00～10:30

 囲碁解説、10:30～11:30 宇宙に関するミニ講演会、11:30～12:30 能と狂言の話・仕舞

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

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

アート

セラピー

15 :00～16 :0 0

７Ｃ研修室

16:00 17:00

公開

講演会

10:00～11:30

第２棟３階 講堂

（長谷川晃子 氏）

13:30～15:30

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

10:00～11:00
大学説明会

（６Ｂ研修室）

図書室・視聴学習室等の開放（随時）

予約制による個別相談 13:00～16:00

おもて

なし
(御点前)

10 :3 0～12 :00

２階研修室
（学生控室）

学生

交流会

 10:00～16:00 資料・写真等の展示（２階研修室・学生控室他）

 10:00～11:00 ホームページの紹介・作品紹介、11:00～12:00 英語体験等
 12:00～13:00 名誉学生と語る会・パソコンなんでも相談、学歌斉唱等

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



御点前(立礼)
2月4日(土)・2月5日(日)

10:30  12:00
2階 研修室

学生作品展
1月30日(月) 2月5日(日)
２階 県民ふれあいギャラリー

公開講演会
2月4日(土) 13:30 15:30
2月5日(日)

3階 講堂

2017

2/4
（土）

2/5
（日）

能・狂言
2月４日(土)
11:30  12:30

３階 第一・第二和室会議室

オープンキャンパス
2月4日(土)・2月5日(日)
10:00 11:00 大学説明会 6階

予約制による
個別相談 2階

アートセラピー
2月4日(土) 10:00 11:00
2月5日(日) 15:00 16:00

7階 7Ｃ研修室

放送大学岐阜学習センター
開設25周年記念事業

この他、たくさんのイベントを
開催します。

主催：25th実行委員会

10:00 11:30
13:30 15:30

会場：ふれあい福寿会館第2棟
(岐阜市薮田南5-14-53)

13:00 16:00
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事務室からのご報告

平成２８年１２月１８日（日）に「認定心理士資格説明会」（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）を開
催いたしました。当日は一般参加者を含む２５名の方が参加されました。説明会後の相談
会にも大勢の方が参加され、認定心理士資格取得への皆様の関心の高さが伺えました。

平成２８年１２月１０日（土）に、「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 」（講師：谷口 容子 氏／放送大学全科履修生）を開催いたしました。
当日は一般参加者を含む３４名の方が受講されました。

平成２８年１２月１７日（土）に、「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 」（講師：小見山 章 氏／岐阜大学応用生物科学部教授）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。

15

平成２８年１２月は、下記の公開講演会及び説明会を行いました。
ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
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【編集後記】

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
月末の単位認定試験に備え、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 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

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】

2/ 4 公開講演会「言葉を雑楽(ざつがく)するVol.Ⅱ」
2/ 5 公開講演会「日本の基層文化について」

公開講演会「文学と想像力」
2/13 平成29年度第1学期科目登録申請受付

（郵送：2/27大学本部必着、Web：2/28まで）
2/25 公開講演会「食料の安全保障について」

3/ 4 5 教員免許更新講習 修了認定試験
3/11 卒業研究・修士論文発表会
3/26 平成28年第2学期学位記授与式【岐阜ＳＣ】

平成29年第1学期入学者の集い・学生交流会【岐阜ＳＣ】
4/ 2 平成29年度第1学期入学者の集い【多治見・高山分室】


