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※今号につきましては、平成２８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

学生証を交付しています

平成２９年４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:平成
２９年３月末)に学生証の交付を行っています。詳細は１４ページをご覧ください。
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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

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57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、放送大学教養学部の6つのコー
スすべてを卒業されて、名誉学生として表彰された方もおられます。それぞれの仕事や
家庭などの置かれた環境のもとで、入学の決心をされて、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ご卒業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。

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20日の集計で新規の方が137名、継続の
方178名、団体の方も合わせて338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を尽くすことを約束します。

ところで、昨年度は岐阜学習センターが設置されて25周年を迎え、昨年10月の野外
学習「根尾谷断層を理解する」を皮切りに、学生による公開講演会3題、客員教授の最
終講義2題をはじめとして記念事業を開催しました。2学期の単位認定試験終了後、例年
の学生作品展の時期と重ねて2月4日(土)･5日(日)に集中的にイベントを展開しました。
高橋事務長のサポートのもと、学生の実行委員会を立ち上げて、毎月実行委員会を開催
する中で皆さんのアイデアを育んで記念事業の花を咲かせました。各サークルの活動報
告、名誉学生と語る会、お点前のおもてなし、能と狂言の話と仕舞い、コーラスクラブ
による学歌斉唱などなど、岐阜学習センターの歴史やこれまでの行事等のパネル展示も
行いました。放送大学の「まなぴー」が来ていましたが、皆さん会われましたか？3月
11日に行いました情報交換会(反省会)の中で、とても盛りだくさんで、十分見聞きでき
なかったとの反省点もありましたが、手作りの記念事業で皆さんに参加していただき、
和気あいあいの自分たちが楽しめる会になったとたいへん好評でした。一般の方にも広
報して事業に参加していただくべきだったのではないかとの意見も出されました。記念
事業のスナップ写真集を事務室に保管しております。ご希望の写真等ありましたら電子
媒体で差し上げますのでお申し出ください。

新年度になることに伴い、岐阜学習センターの客員教授の先生方4名が退任され、3名
の新しい先生をお迎えします。最終講義をしていただいた伊東英先生と廣田則夫先生、
セミナー･面接授業をご担当いただいた杉浦太一先生、高山地区でご担当いただいた細
川寛先生が3月末で退任されました。長い間興味深いお話しをいただき有難うございま
した。新たにドイツ語学の山田善久先生、英語学の長尾裕子先生のお二人には岐阜地区
で、法学･憲法学の桑山昌己先生には高山地区でのセミナーをご担当いただきます。

最後のページに記載されていますように、職員も事務室の佐伯倫子さんと平光市奈さ
ん、図書室の黒田広子さんと後藤とし子さんの4名が退職します。大学入学の際の説明
から、各種手続き、放送教材の貸し出し等いつも笑顔で優しくご対応くださり有難うご
ざいました。学生の皆さんもきっと気持ちよく勉強ができたと思います。感謝申し上げ
ます。

最後にもう一度繰り返しになりますが、新入生の皆さんには、卒業や目ざす科目の単
位修得などそれぞれの目標に向かって、入学時の決意を忘れずに、是非放送大学での学
びを続けてください。岐阜学習センターの教職員は皆さんの応援団です。
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平成29年3月26日(日) ふれあい福寿会館(現 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。

平成２８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・・・19名 心理と教育・・・11名 社会と産業・・・15名
57名 人間と文化・・・ 5名 情 報 ・・・ 2名 自然と環境・・・ 3名

人間の探求・・・ 2名

大学院 生活健康科学プログラム・・・ 1名 臨床心理学プログラム・・・ 1名
3名 人文学プログラム ・・・ 1名

放送大学名誉学生 おめでとうございます

放送大学では、教養学部の全てのコースを修了し、かつ、人物、学習態度が良好な方
に対し、「放送大学名誉学生」の称号を付与しています。

このたび、平成28年度第2学期に卒業された林 秀隆さんに名誉学生の称号が付与さ
れました。林さん、おめでとうございます！

なお、林さんは平成29年3月25日にＮＨＫホールで開催された2016(平成28)年度
放送大学学位記授与式に名誉学生代表として参加されました。
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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

卒業生・修了生代表 平田 純一

本日は我々卒業生・修了生のために、このような厳粛かつ盛大

な式典を挙行していただき、誠にありがとうございます。セン

ター長はじめ、諸先生方および関係職員の方々に厚くお礼申し上

げます。またご来賓のみなさま方にはご多用中にもかかわらず、

ご臨席を賜り、温かいお言葉をいただき卒業生・修了生を代表し

て心よりお礼申し上げます。

私は「知財」の普及を計る仕事に携わっておりますが、模倣業

者が後を絶たず、模倣者対策に追いかけられる毎日を送っていま

す。ところが年数を経ていく内に「なぜ人間は模倣をするのだろ

う」という興味を持つにいたりました。「模倣」が実は人間の本

質なのではないだろうかと考え、研究をしてみることにしました。

途中公職についたり、別会社の社長を任されたり、多忙に紛れ、

休学願いを出したまま復学手続きを忘れてしまい除籍になってい

ることに気づきました。挫折しかけたところを指導教授や、ゼミ

の仲間の温かい支援を受けて、気持ちを立て直し、再入試を受け

ることにしました。おかげさまで復学でき、研究のテーマとして、

2002年に、小泉内閣が世界に向けて発信した「知財立国宣言」を

選び、問題点を発見し修士論文にまとめました。次はこの提起し

た問題を解決するべく、法整備の提言と、後進育成のための研究

を続けていきたいと思います。

多忙な中でも、高度な研究をすることができる放送大学の制度

に感謝申し上げます。

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さらなる発展を祈念し、卒業生・修了生の

謝辞とします。
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平成29年度第1学期セミナーのご案内
お申し込みは、4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 客員教員
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。

火曜日 １０時００分～１１時３０分

４月１１日 、２５日

５月 ９日 、３０日

６月１３日 、２７日

７月 ４日 、１１日

８月 １日 、 ８日

９月 ５日 、１２日

★教科書★ 教科書はありません。資料を配布します。

ドイツ語セミナー 山田 善久 客員教員
ドイツ語の基礎を学びます。ごく初歩から始めて、段階的に学習し、簡単な日常の事柄を理解し

表現するようになることが目標です。併せてドイツやドイツ文化についても学びます。

火曜日 １５時１５分～１６時４５分

４月１１日 、２５日

５月 ９日 、２３日

６月１３日 、２７日

７月１１日 、１８日

８月 ８日 、２２日

９月１２日 、２６日

★教科書★ イン・ドイチュラント－ドイツ語インフォメーション映像付－／朝日出版社／2,600円＋税
※テキスト購入を希望される方は、第１回セミナーが開講される４月１１日までに窓口にてお申し込みください。



研究論文を読んでみよう－主に看護系論文－ 松田 好美 客員教員
初めて研究に取り組む方々に向けた授業です。（看護）研究とは何かから始まり、研究のとらえ

方、文献検討、研究の方法、結果の分析、論文のまとめ方、発表方法などを学びます。何名かの学
生が看護系論文（できるだけ医療系の論文）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。今回は主に質的研究論文を選
択する予定です。

水曜日 １３時３０分～１５時００分

４月 ５日 、２６日

５月１０日 、２４日

６月 ７日 、２１日

７月 ５日 、１９日

８月 ２日 、１６日

９月 ６日 、１３日

食の安全性を考える その２ 髙見澤 一裕 客員教員
鳥インフルエンザの流行が懸念されます。築地市場の移転はどうなるのでしょうか？さらに、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、昨年に引き続いて総括的に考えてゆき
たいと思います。

水曜日 １０時００分～１１時３０分

４月 ５日 、１９日

５月１０日 、２４日

６月 ７日 、２１日

７月 ５日 、１９日

８月 ２日 、１６日

９月 ６日 、２０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

★教科書★ なし（授業当日にプリントを配布します）



日本語セミナー 山田 敏弘 客員教員

日本語のさまざまな特質について、諸外国ごとの比較を通じて考えていきます。教科書の内容に
かかわらず、日頃疑問に思っている点をセミナーでお話しいただけるとありがたいです。

また、学習は受身だけでは自分のものとなりません。考えを書いて発表することもお勧めします。
特に、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かた
を歓迎します。

金曜日 １３時３０分～１５時００分

４月１４日 、 ２８日

５月１９日 、 ２６日

６月 ９日 、 ２３日

７月 ７日 、 １４日

８月 ４日 、 １８日

９月 １日 、 １５日

光と電子の波動性・粒子性 山家 光男 客員教員

今日の情報・エネルギー社会を支える技術としてコンピューター・光通信・原子力（太陽光）発
電等が挙げられる。それらの技術の基礎となっているのが量子力学である。量子力学は波動性・粒
子性の二重性を備えた光や電子の働きを表現する基本原理である。本セミナーでは光や電子のもつ
二重性とは何かを自ら考え、ニ重性の現象を利用した身近な技術について理解を深める。

木曜日 １５時１５分～１６時４５分

４月１３日 、２７日

５月１１日 、２５日

６月 ８日 、２２日 、２９日

７月 ６日 、２０日

８月 ３日 、１７日

９月 ７日
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★参考図書★ 光る原子、波うつ電子／伏見康治著／丸善出版／1,800円＋税

★教科書★ 日本語（下）／金田一春彦著／岩波新書／860円+税



よくある英語の間違いを学ぼう 長尾 裕子 客員教員

このセミナーでは日本人がおかしがちな英語の間違いを学ぶことによって、英語の学習に役立て
たいと思います。

日本にはみなさんが気づかないで使っている和製英語がたくさんあります。それらを各々学ぶこ
とによって、欧米との文化比較にまで発展させることができることを願っています。

正しいと思って使っていた英語に間違いが多いことを感じていただければ幸いです。

金曜日 １５時１５分～１６時４５分

４月１４日 、２８日

５月１９日 、２６日

６月 ９日 、２３日

７月 ７日 、１４日

８月 ４日 、２５日

９月 １日 、１５日
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★教科書★日本人がはまりがちな英語の落とし穴／David Barker／BTB Press
／1,900円＋税

※英和辞典（電子辞書も可）を必ずご持参ください。
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環境先進国NIPPON 髙見澤 一裕 客員教員

地球温暖化防止に関するパリ協定の発効によって日本は2050年度までに温室効果ガス排出量を80％削減す
る義務ができました。この国際公約を達成できるでしょうか？東日本大震災の時を思い出してください。原
発がすべて停止し、電力非常事態ということで、政府は国民に16％の電力削減を依頼しました。1年後、見事
に達成されました。しかも、目標以上の18％削減でした。この事実に日本が環境先進国として世界から尊敬
される素地があると思います。日本は、戦後の高度成長とともに経済復興し、合わせて生じた公害問題を解
決してきました。しかも、その解決過程と考え方を未来に残す遺伝資源として保存・維持しています。この
講座では、日本が環境先進国となるべつ道筋を歴史を振り返りながら考えてゆきたいと思います。

なお、この講座は通年で行います。

水曜日 ４月～７月：１０時００分～１１時３０分、８月～９月：１４時３０分～１６時

第１回 ４月１２日（水） 環境とは、環境汚染とは？

第２回 ５月１７日（水） 環境汚染の歴史 古代から第二次世界大戦まで

第３回 ６月１４日（水） 環境汚染の歴史 第二次世界大戦後

第４回 ７月１２日（水） 環境を理解するためのツール、化学

第５回 ８月 ２日（水） 環境汚染対策 大気

第６回 ９月 ６日（水） 環境汚染対策 水

★教科書★ なし（適宜資料を配布します）

多治見分室 セミナー

今年は日本国憲法施行70周年を迎えます。古今東西、わが国の憲法のように70年間も一字一句変えられ
ることなく存続し続けているというのは稀有な例と言えましょう。本講座では、成り立ちから、いくつかの
規定について具体的事件を題材にしながら日本国憲法を読み、学び、考えるきっかけを作りたいと思います。

なお、２講座連続の形式ですが、前後１講座だけでも理解できるよう工夫します。

土曜日 １３時３０分～１５時００分

第１回 ４月２２日（土） 憲法の成り立ちⅠ 憲法はいつ、どうして作られたのか？

第２回 ５月２７日（土） 憲法の成り立ちⅡ 大日本帝国憲法と日本国憲法

第３回 ６月２４日（土） 日本国憲法第14条「平等の原則」Ⅰ 刑法200条事件

第４回 ７月１５日（土） 日本国憲法第14条「平等の原則」Ⅱ 平等権とは何か？

第５回 ８月 ５日（土） 日本国憲法第36条「死刑の合憲性」Ⅰ 死刑廃止制度を中心に

第６回 ９月３０日（土） 日本国憲法第36条「死刑の合憲性」Ⅱ 死刑存置論と今日的問題点

★教科書★ なし（必要な資料はその都度無料配布します）

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

今だからこそ日本国憲法を読む、学ぶ、考える 桑山 昌己 客員教員
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月 日 曜日 客員教員 相 談 内 容

４

９ 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

１５ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

３０ 日 山田 善久 ドイツ語学

５
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 長尾 裕子 英語学

６

４ 日 山田 善久 ドイツ語学

１０ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

１１ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

７
９ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

１６ 日 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

８
１９ 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 土 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

９
２ 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

１７ 日 長尾 裕子 英語学

月 日 曜日 客員教員 相 談 内 容

５ ２８ 日 桑山 昌己 法学、憲法学、教育法学

９ ２ 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

平成２９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）

◆ 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）

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、下記の事柄について相談できます。

○ 客員教員の他に、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、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。

※７月９日(日)の松田先生の学生相談は、時間が１４時から１６時となります。
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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。

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

歴史はどう書かれているか
－司馬遷『史記』は中国の歴史をどのように描いたか－

漢の司馬遷が著わした『史記』は、中国古代から漢の武帝期までの歴史を綴っています。そこではたんに歴史
上の出来事を羅列するだけではなく、さまざまな工夫のもとに、断片的にみえた事実を巧みにつなぎ合わせて
「歴史」を作り上げています。

今回は、『史記』のなかの個人の伝記部分である「列伝」を主として取り上げ、司馬遷の描き方の工夫をたど
りながら、古代中国の人々がどのように生き生きと描かれているかを読み解き、味わってみたいと思います。

読み物としての歴史、物語としての歴史、という面から、『史記』の魅力をひもといてゆきます。

講 師 杉山 寛行 氏（岐阜市立女子短期大学学長）
日 時 平成２９年６月２４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）

地下から探る宇宙の謎 ～ニュートリノと暗黒物質～

一昨年の梶田隆章先生のノーベル物理学賞受賞に湧いたニュートリノ。ニュートリノは物質とほとんど反応せず
通り抜ける素粒子で、その性質もよくわかっていませんでしたが、梶田先生のニュートリノ振動の研究により初め
て重さを持つことがわかりました。

宇宙には、ニュートリノだけではなく、暗黒物質素粒子など見えない素粒子に満ち溢れており、神岡鉱山の地下
で観測が行われています。

ノーベル賞を受賞したニュートリノ振動とは何か、ニュートリノや暗黒物質が握る宇宙の謎についてわかりやす
く解説します。

講 師 伊藤 好孝 氏（名古屋大学宇宙地球環境研究所教授）
日 時 平成２９年７月１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）

岐阜の街をニギヤカにする方法
－岐阜市庁舎跡地を活用したまちづくり－

多くの都市で賑わい創出のため、多様な取り組みが行われています。岐阜でも図書館が入ったメディアコスモス
に年間123万人が訪れ、館内は「静かなる賑わい」に満ちています。ただ、施設の外も静かです。

では、街の賑わいをつくり出すには何をすれば！ 「市外から来ていただくことで可能」という視点で、庁舎の
跡地利用を取り上げます。

何はともあれ、名古屋にあるものと同じものでは人は来ません。では、ないものは何？ 金華山・鵜飼の他に何
かある？ なければつくればいい。 何を・・・。 「ショッピングの街・柳ケ瀬」についても触れます。

講 師 黒田 隆志 氏（前岐阜市歴史博物館長）
日 時 平成２９年７月８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）
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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

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
6,700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 森 津太子 氏（放送大学教授）
日 時 平成２９年６月１８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（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７月２日（日）１３：３０～１５：0０
場 所 OKBふれあい会館 第２棟７階７Ｂ研修室
定 員 ２０名（要予約）

天の川銀河と宇宙の姿
～星空の変化にみる天の川銀河の宇宙における姿～

私たちは秒速約１０万キロの速さで太陽の周りを旅している地球に住んでいます。様々な天文現象はその旅の過
程で起きています。

天文現象の星空の変化を私の撮影した美しい銀河、星雲、星団等の写真を通して地球のある天の川銀河系内宇宙
の星々と天の川銀河外宇宙の星々の違いを手がかりに、地球と天の川銀河との位置関係を推測し、さらに天の川銀
河の宇宙における広がりについてお話させていただきます。

１６世紀の大航海時代に次ぐ、人類が宇宙へ旅する時代が迫ってきています。星空を見たとき、「神話のお話」
だけでなく「宇宙の広がりや仕組み」にまで関心を持ち、理解する皆様の一助になれば幸いです。

講 師 関谷 全昭 氏（岐阜県地学教育研究会会員）
日 時 平成２９年８月２７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）



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。

（電話 058-273-9614 受付時間 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30年4月入学希望者）

日 時 平成２９年６月１７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（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30年度履修希望者）

日 時 平成２９年６月１７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（放送大学教授）、放送大学本部職員
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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★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★
OKBふれあい会館内にある、岐阜学習センター窓口にて交付します。

①平成２９年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２９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・大府市

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(土)13:00 より交付します。
ただし、第２回募集期間＜平成２９年３月１日～３月２０日＞に出願された方は、４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



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。

15
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事務室からのご報告

平成２９年１月～２月は、公開講演会等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２９年１月１５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
１０名の方が受講されました。

平成２９年２月５日（日）に、「日本の基層文化について」（講師：長谷川 晃子 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約６１名の方が受
講されました。

平成２９年２月４日（土）に、「言葉を雑楽（ざつがく）するVol.Ⅱ」（講師：廣田
則夫 氏／放送大学岐阜学習センター客員教授、岐阜大学教育学部教授）を開催いたしまし
た。 当日は一般参加者を含む約１１９名の方が受講されました。
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平成２９年２月５日（日）に、 「文学と想像力」（講師：伊東 英 氏／放送大学岐阜
学習センター客員教授、岐阜大学教育学部教授）を開催いたしました。 当日は一般参加
者を含む約６２名の方が受講されました。

平成２９年２月２５日（土）に、 「食料の安全保障について」（講師：奥田 孝道 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約６９名の方が
受講されました。

平成２９年２月４日（土）、５日（日） 放送大学岐阜学習センター開設２５周年記念
事業を集中的に開催いたしました。

ご協力いただきました皆様、そして、会場に足をお運びいただきました皆様、誠にあり
がとうございました。

２月４日（土） ●能と狂言の話・仕舞 ●囲碁解説・対局
●折り紙教室 ●宇宙に関するミニ講演会

２月５日（日） ●ホームページの紹介、作品紹介 ●英語体験等
●学歌斉唱等

２月４日（土）、５日（日）
●名誉学生と語る会 ●パソコンなんでも相談
●アートセラピー ●お点前（立礼） ●大学説明会
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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２９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。

※注意※ 単位の修得はできません。

事務室からのお知らせ

視聴学習室・図書室からのお知らせ

室外貸出について

【放送教材】
貸出期間：1週間以内
貸出本数：3枚以内
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です

【図書】
本学学部生 貸出期間：1ヶ月以内 貸出冊数：4冊以内
卒業研究履修者および本学院生 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

（宅配貸出）について」をご覧ください。

お詫びと訂正

「平成２９年度学習センター利用の手引き」２０ページに誤りがありました。

誤）６月６日（火） 通信指導提出期限（本部必着）
正）６月７日（水） 通信指導提出期限（本部必着）

ご迷惑をおかけした皆様には深くお詫び申し上げます。
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◆職員紹介◆

所 長 岡野 幸雄 事 務 長 高橋 照美 図 書 担 当 中井 久美子
客員教員 桑山 昌己 事務職員 籔田 薫 小森 あけみ

髙見澤 一裕 太田 由香 青地 ひろ子
長尾 裕子 大澤 紗代子 畑野 晶子
松田 好美 根本 明美 多治見分室 江山 陽子
宮本 正一 山下 亜里佐 高 山 分 室 和田 秀子
山家 光男
山田 敏弘
山田 善久

以上21名でみなさん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。

職員異動のお知らせ

大変お世話になりました。 よろしくお願いします。
ありがとうございました。

客員教員 伊東 英 客員教員 桑山 昌己
客員教員 杉浦 太一 客員教員 長尾 裕子
客員教員 廣田 則夫 客員教員 山田 善久
客員教員 細川 寛 事務職員 根本 明美
事務職員 佐伯 倫子 事務職員 山下 亜里佐
事務職員 平光 市奈 図書担当 青地 ひろ子
図書担当 黒田 広子 図書担当 畑野 晶子
図書担当 後藤 とし子

新任職員退 職 者

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。
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【編集後記】
平成２９年度第１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

お気軽に事務室までお尋ねください。
４月１日より、放送大学岐阜学習センターが入居する施設の名称が「OKBふれあい会館」に

変更されました。当センター宛に郵便物などを送付される際はご注意ください。（太田）

は閉所日です。

4/ 2 平成２９年度第１学期入学者の集い（多治見・高山分室）
4/15 面接授業空席発表
4/21 面接授業追加登録開始

4月 面接授業

4/22(土)・23(日) 英文を読むための基礎文法
心理検査法基礎実習

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/ 6(土) レポート・論文を書く
5/ 6(土)・ 7(日) 金融史に視る宗教とマイナス金利
5/13(土)・14(日) 中国語入門

楽しく学んで英語「再出発」
5/20(土) レポート・論文を書く
5/20(土)・21(日) 心理学実験２

岐阜の歴史－信長＆鵜飼－
【岐阜市歴史博物館で実施】

5/27(土)・28(日) 新しい心肺蘇生の原理
人的資源管理

6月 面接授業

6/ 3(土)・ 4(日) 口腔の健康と科学
心理学実験１

6/10(土)・11(日) 生化学入門
6/17(土)・18(日) 生活環境情報学

霊長類の進化とヒトのこれから
6/24(土)・25(日) 相対性理論と光

バイオレメディエーション

6/ 7 通信指導提出期限（本部必着）
6/18 認定心理士資格説明会
6/24 公開講演会「歴史はどう書かれているか」

－司馬遷『史記』は中国の歴史をどのように描いたか－


