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平成２９年度第１学期の単位認定試験の日程は

【大学院】
平成２９年７月２１日(金)・２２日(土)

【教養学部】
平成２９年７月２３日(日)・２５日(火) ～ ２７日(木)

２９日(土)・３０日(日)

です。日程が不規則ですので、注意してください。
詳細は、４～５ページを確認してください。

単位認定試験期間中は、岐阜学習センターの利用時間が変わりますので
注意してください。

閉所日：７/２４（月）、（臨時）７/２８(金) 、７/３１（月）

期 間 曜日 開所時間（事務室・図書視聴学習室）

通 常 期 間
（単位認定試験期間を除く）

火～日 ９：００～１７：３０

７月２１日～７月３０日
（単位認定試験期間中）

火～日 ８：３０～１９：００
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女性は男性よりも無意識的に性差を意識している

放送大学岐阜学習センター

客員教授 宮本正一

前回は心的回転を取り上げ、心を「測定」する話をしまし
た。今回は無意識の性差への意識を「測定」する試みを紹介
しましょう。
私は男性なので「男なんだから泣くまい」「女性は運転が

危ない」等と思うことがよくあります。このように「男性
は」「女性は」と意識することを意識的性差観と呼びます。
この意識的性差観を測定する質問紙が既に開発されています。
さらに心理学では無意識的な性差観をパソコンを使った実
験により測定しようと工夫しています。私のような高齢者は
「男性は理系」「女性は文系」等のような偏見を持っていま
す。実験ではこのような「性に関する偏見」を利用します。
手続きは複雑なので簡略して述べます。パソコン画面の両隅
に「男性－自然科学」「女性－人文科学」という文字が提示
されている時に、パソコン画面の中央に「娘」「おじさん」
「男」「父親」「物理学」「化学」「おばさん」「英語学」
「妻」等の刺激文字を１個ずつ提示して、この刺激文字を出
来るだけ速く、間違わないようにマウスで両隅のいずれかに
移動することを求めます。それが終わったら「女性－自然科
学」「男性－人文科学」のように組合せを換えて、同じよう
に刺激文字の移動課題を行います。
もしある人が「性に関する偏見」を強く持っているならば
「女性－自然科学」「男性－人文科学」のような組合せ条件
下では「物理学」「英語学」のような刺激文字を移動する時
に無意識が働き、一瞬戸惑いを感じるのではないかと予想さ
れます。その戸惑いによりマウスによる移動時間に遅れが生
ずるのではないかと予想します。
今回は42名の男子と101名の女子に被験者として参加して

頂きました。
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図１はその結果で、男女毎に全ての被験者の素点をプロットし
ています。縦軸は「女性－自然科学」「男性－人文科学」とい
う戸惑い条件下での移動時間から「男性－自然科学」「女性－
人文科学」という戸惑い無し条件下の移動時間を差し引いた値
の平均値です。この値が大きいのは戸惑いをより強く、より頻
繁に感じていたと解釈できます。

図１ 無意識的性差観の性差

t検定の結果は統計的に有意(t[141]= 4.945, p<.0001, 効
果量 （r）=.39, 効果量中)となりました。女性(n=101, 平
均0.39328、標準偏差0.044)は男性(n=42, 平均-0.009、標
準偏差0.068)よりも有意に大きな値を示しています。
もちろん個人差が大きく、図１に示すように、全ての女性が
全ての男性よりも値が大きいわけではありません。あくまでも
平均的に考えた場合です。
世の女性は男性よりも「自分は女性である」という意識を強
く持っていて、自分自身や他人を認知したり、評価したりする
傾向が強いことが窺えます。興味あることに質問紙により測定
された意識レベルの性差観尺度の得点では男性と女性の間に統
計的有意差は全くありませんでした。
この性差観の心理はLGBTの問題もあり、さらに複雑な側面
を抱えているのが現実だと思います
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平成2９年度第１学期単位認定試験
単位認定試験については、学生生活の栞(大学院:62～69ページ、教養学
部:67～74ページ)に記載されてい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、受験票と一緒に持込許可物品や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７月１３日(木)までに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の黒鉛筆を使用)

○持ち込みが認められてい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「単位認定試験に際しての注意事項」
で確認してください。

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

◇試験時間割◇ ◇駐車場の利用について◇
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◇単位認定試験注意事項◇

○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ずることがあります。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する必
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、OKBふれあい会館第２棟の７Ａ・７C研修室（７階）・６Ａ研修室

(６階)等予定しております。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７B研修室(７階)・６Ｂ研修室(６階)・研修室(２階)等を開放する予
定ですので、ご利用ください。

◇再試験について◇

試験結果は、８月下旬に「成績通知書」によって通知されます。電話等での成績評価に
関する問合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）」が送付されます。なお、この通知書等は成績
証明書ではありません。証明書が必要な方は、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。

◇成績について◇

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は必要ありません）。
ただし、９月末で学籍が切れる場合は、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７月上旬に送付
されますので、期間内に手続きを行ってください。なお、継続入学関連書類は集団入学
または共済組合を利用して入学した方及び自主退学者には送付されませんので、各自通常の
募集要項を取り寄せて手続きを行ってください。
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平成２９年度第２学期の学籍継続手続きについて

平成２９年度第２学期に学籍のある方
（学籍の期限が平成３０年３月末以降の方）

放送大学本部から７月中旬に送付される『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８月１５日（火）～ ８月３０日（水）【大学本部必着】

「システムWAKABA」による申請期間
平成２９年８月１５日（火）９時 ～ ８月３１日（木）２４時

平成２９年度第１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９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は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、注
意してください。

出願期間 平成２９年８月１５日（火）９時 ～ ８月３１日（木）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７月上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、集団入学または共済組合を利用して入学した
方、自主退学者には送付されませんので、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２
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。

□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。

※単位認定試験終了翌日（大学院：７月２３日、教養学部：８月１日）から ９月
１６日までは、１学期に登録していない科目の放送教材が室外貸出可能になります。
次学期の科目登録の参考にしてください。
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野外学習・学生研修旅行に参加しませんか？

学生研修旅行「奈良県 興福寺・春日大社」

【日 時】 平成２９年１０月１５日（日） ７：４５～１８：１５頃
【集合場所】 7:45 JR岐阜駅団体バス昇降場、8:00 OKBふれあい会館バス停前

※申し込みの際に乗車するバス停をお伝えください。
【内 容】 興福寺・春日大社（奈良県奈良市）

貸切バスにて興福寺・春日大社へ行きます。
【参 加 費】 ３，０００円（入館料・昼食代等）

ただし、申込後の返金は出来ません。
【条 件】 岐阜学習センター所属の学生（学生証が必要です。）

参加者は「学生教育研究災害傷害保険」に加入してください。
【定 員】 ４０名（先着順）
【受 付】 平成２９年８月１日（火）～８月３１日（木）

★学生研修旅行「奈良県 興福寺・春日大社」の申し込みについて★

※申し込みは、ご本人一名様のみ受付可能です。ご友人などご本人以外の

方のお申し込みはできませんのでご了承ください。受付期間内に参加費を添え、岐
阜学習センター窓口にお申込みください。参加費は釣銭のないようにお願いします。
なお、お電話でも申込みが可能ですが、その場合は仮受付となります。費用をお支
払いいただいた時点（持参・現金書留）で正式な申込みとなります。

地域・職場防災リーダー育成事業

野外学習「さぼうの歴史と役割を学ぶ」

【日 時】 平成２９年９月１０日（日） １１：４５～１７：１５頃
【集合場所】 11:45 JR岐阜駅団体バス昇降場、12:00 OKBふれあい会館バス停前

※申し込みの際に乗車するバス停をお伝えください。
【内 容】 さぼう遊学館（岐阜県南濃町奥条）

映像による解説、沢田和秀 岐阜大学教授による講義、堰堤見学（雨天中止）

貸切バスにてさぼう遊学館へ行きます。
軽装、スニーカー等でご参加ください。

【参 加 費】 無料
【条 件】 岐阜学習センター所属の学生（学生証が必要です。）

参加者は「学生教育研究災害傷害保険」に加入してください。
【定 員】 各４０名（先着順）
【受 付】 平成２９年８月１日（火）～８月３１日（木）

★野外学習「さぼうの歴史と役割を学ぶ」の申し込みについて★

※申し込みは、ご本人一名様のみ受付可能です。ご友人などご本人以外の方

のお申し込みはできませんのでご了承ください。受付期間内に岐阜学習センター窓口
またはお電話（058-273-9614） にてお申し込みください。
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室外貸出停止期間について

単位認定試験開始１週間前から試験終了までの間、また、学期末２週間及び学期始め１
週間は放送教材の貸し出しを停止いたします。

【室外貸出停止期間】教養学部生 ７月１６日（日）～７月３０日（日）
大学院生 ７月１４日（金）～ ７月２２日（土）
学部・院共通 ９月１７日（日）～ １０月７日（土）

放送教材入れ替え期間について

９月２４日（日）～ ９月３０日（土）

上記期間は、放送教材入れ替え期間のため、再視聴ができません。ご注意ください。

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12月号～2017年5月号）を、
７月２１日（金）から１ヶ月無料配布します。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）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。なお、2017年6月号～11月号は１月に配布予定です。

○AERA ○サライ ○きょうの健康 ○ESSE

大学説明会のご案内

大学説明会を下記のとおり開催いたします。
ご家族、ご友人、お知り合いの方で放送大学に興味のある方がいらっしゃいましたら、

是非ご紹介ください。ご希望の方には募集要項を無料で送付いたします。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。

【岐阜：ＯＫＢふれあい会館】 １０：３０～１１：３０ (*7/15は13：30～14：30)
７月 ８日（土）

*７月１５日（土）＊ 13：30～14：30
８月１２日（土）・８月１３日（日）

※８月１６日（水）～ ９月２０日（水）まで予約制の個別相談を行います
【多治見：ヤマカまなびパーク】 １３：００～１４：００

７月 ９日（日）、８月 ５日（土）
【高山：高山市市民文化会館】 １３：００～１４：００

７月１６日（日） ８月 ６日（日）

※修士全科履修生・博士全科履修生（平成３０年度４月入学生）の出願期間は、８月１５日
（火）～８月３１日（木）です。

●平成２９年度１０月入学生の募集●
教養学部（全科履修生、選科履修生、科目履修生）大学院（修士選科生、修士科目生）
出願期間 平成２９年９月２０日（水）【本部必着】まで



９

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 （※平成28年度第１学期以前入学者）
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８月７日（月）まで【期限厳守】

※詳しくは、放送大学岐阜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、ご参加の方は注意してください。

セミナー名

よくある英語の間違いを学ぼう
（長尾 裕子客員教員）

変更前 変更後

７月７日（金） ９月２９日（金）

日本語セミナー
（山田 敏弘客員教員）

変更前 変更後

９月１５日（金） ９月２２日（金）
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＜ナビゲーターによる学生相談について＞

ナビゲーター追加のお知らせ

＜岐阜・多治見地区＞

*１～１５のナビゲーターに関しては前号機関紙「ふれあい」を参照してください。

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っています。
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。相談
日は、その都度岐阜学習センターにて調整させていただきます。ナビゲーターの都合上、
希望日に予約ができない場合はご了承ください。

＜相談までの流れ＞

①予約をする 「窓口」「電話」のいずれかで岐阜学習センターへご予約ください。

②予約日時の確定 後日、岐阜学習センターより相談日時のご連絡をさせていただきます。

③相談

相談日時 相談内容 資格等

１６ ９月以降 学習に関すること 自然と環境コース在学中



１１

事務室からのご報告
平成２９年６月は、説明会及び公開講演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２９年６月２４日（土）に、「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-」（講師：杉山 寛行 氏／岐阜市立女子短期大学学長）を開
催いたしました。 当日は一般参加者を含む８５名の方が受講されました。

平成２９年６月１７日（土）に、「大学院修士全科生入学希望者（平成３０年４月入学
者）ガイダンス」（講師：大曽根 寛 氏／放送大学教授）を開催いたしました。
当日は一般参加者を含む１３名の方が受講されました。

平成２９年６月１８日（日）に、「認定心理士資格説明会」（講師：森 津多子 氏／放
送大学教授）を開催いたしました。当日は一般参加者を含む４３名の方が受講されました。
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平成２９年度第１学期 岐阜学習センター在籍者概要

◆学生年齢種別在籍者数

◆職業別学生数

区 分 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 計

１０歳代 3 1 0 0 0 0 0 4

２０歳代 58 29 14 0 0 6 1 108

３０歳代 110 46 23 0 1 4 3 187

４０歳代 211 84 20 0 1 13 2 331

５０歳代 196 47 15 0 5 10 1 274

６０歳代 168 35 6 0 3 13 3 228

７０歳代 72 16 2 0 0 2 0 92

８０歳以上 22 4 0 0 0 0 0 26

合 計 840 262 80 0 10 48 10 1250

平成29年5月1日現在



◆市町村別在学者数

岐阜地区 857

岐阜市 363

大垣市 90

関市 47

美濃市 9

羽島市 22

各務原市 81

山県市 19

瑞穂市 37

本巣市 24

郡上市 15

海津市 8

羽島郡 40

養老郡 10

不破郡 14

安八郡 23

揖斐郡 45

本巣郡 10

多治見地区 148

多治見市 30

中津川市 6

瑞浪市 14

恵那市 3

美濃加茂市 17

土岐市 13

可児市 37

加茂郡 21

高山地区 79

高山市 58

飛騨市 8

下呂市 13

他県 166

◆人気登録科目（再試験科目は除く。）
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テレビ科目 ラジオ科目

教養学部 基礎看護学（’１６） 英語事始め（’１７）

社会学入門（’１６） 感染症と生体防御（’１４）

問題解決の進め方（’１２） 公衆衛生（’１５）

食と健康（’１２） 特別支援教育総論（’１５）

社会福祉への招待（’１６） 看護学概説（’１６）

大学院 学校臨床心理学・地域援助特論（’１５） 障害児・障害者心理学特論（’１３）

発達心理学特論（’１５） 臨床心理学特論（’１７）

宇宙・自然システムと人類（’１４） カリキュラム編成論（’１７）
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【編集後記】単位認定試験が近づいてきましたが、皆さま試験勉強は順調でしょうか？
季節の変わり目ですのでくれぐれも体調にはお気をつけください。（山下）

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 29 30

８/15 臨時閉所日
８/15～ 平成２9年度第２学期科目登録申請受付開始

（郵送8/30 本部必着、Web 8/31  24:00まで）
8/15～31 平成30年度修士全科生・博士全科生出願期間
8/19・20 教員免許更新講習 修了認定試験

９/10 野外学習「さぼうの歴史と役割を学ぶ」
９/24 平成２９年度第１学期 学位記授与式

平成２９年度第２学期 入学者の集い（岐阜）
９/29・30 集中科目履修生(看護師) 単位認定試験

７/１ 公開講演会「地下から探る宇宙の謎
～ニュートリノと暗黒物質～」

７/２ 看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会
７/８ 公開講演会「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－」
７/21・22 平成29年度第１学期単位認定試験(大学院)
７/23～30 平成29年度第１学期単位認定試験(学部)

【7/24・7/28を除く。】
７/28 臨時閉所日

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

７月面接授業
7/1(土)・ 2(日) 心理学実験３

発達障がい児の理解と支援
7/8(土)・ 9(日) 新・初歩からのパソコン

７/15(土)・16(日)   PCRによる組替え遺伝子の検出
【愛知SCで実施】


