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※今号につきましては、平成２９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２９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２９年９月末の方)に学生証の交付を行っています。詳細は、１３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

2017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30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、教養学部の5つのコースを修了して名誉学生の称号を授与さ
れる方が1人おられることを紹介し、ご本人がこれまで継続的に学んで来られた努
力に敬意を表します。

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
140名、継続再入学の方が116名、集団入学予定者が64名で、合わせて320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ることを、在学生の
皆さんと共に、センターの教職員も大変喜び、歓迎しております。それぞれの立
場で難しい状況下に最初の一歩を踏み出されたことを大いに賞賛します。

放送大学では、全国で約9万人の学生がおられます。なぜそれほど多くの方が放
送大学で学んでおられるのでしょうか？資格を取るなどの実利的な意味もあるで
しょうが、定年退職後に学ぶ方も多く、それだけでは説明がつきません。今年か
ら学長に就任された來生先生は、ホームページの「学長からのメッセージ：人は
なぜ生涯学び続けようとするのか」の中でその理由を説明しておられます。学び
の瞬間を価値あるものと考えるその中核にあるものは、学ぶこと自体に内在する
喜びであると説明しておられます。以下に続く関連する文をそのまま引用します。
「人間の知的な好奇心が満たされること、それと不可分の、学ぶことを通じて自
らが、なんらかの意味で、より良い存在に変わりうることの予感ないしはその実
感ともいうべきもの、それが学び続ける一瞬一瞬に大きな充実感を与える根源的
な要素ではないかと、私は考えます。」 來生先生のお考えではありますが、
きっと皆さんの中にも大いに共感される方が多いと思います。

ところで、放送大学では、「学習センターの情報化」を進めようとしています。
インターネット環境が充実してきた時代に合わせて、学習センターでパソコンや
タブレットなどを利用した視聴ができるように、本部と共に準備をしています。
将来的には、自分のパソコンをセンターに持ち込んで、センターからネットにつ
ないで、放送授業やオンライン授業を視聴できるようにと考えています。しかし、
パソコンやインターネットが得意でない方がまだおられると思います。そこで、
岐阜学習センターでは、初学者のために簡単なパソコン教室の開講の必要性も感
じています。詳細はふれあいなどを通じてお知らせしますので、自信のない方は
応募してください。また、パソコンが得意な在校生のなかに、支援していただけ
る方がおられましたら、事務室までお申し出いただけるとたいへん有難いと考え
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。

岐阜学習センターは、いつでも皆さんの学びの応援団です。
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平成29年9月24日（日）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。

教養学部 生活と福祉 ・・・ 5名 心理と教育 ・・・12名 社会と産業 ・・・ 5名

30名 人間と文化 ・・・ 3名 情報 ・・・ 1名 自然と環境 ・・・ 4名

平成２９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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卒業証書・学位記授与式 卒業生代表のことば

謝辞
卒業生代表 筧 恭治

天高くさわやかな秋、灯火親しむ候となりました。
本日は、私たち卒業生の為に、かくも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。
岐阜学習センター所長岡野様はじめ、諸先生方や関係職員の方々に厚く御

礼申しあげます。又、ご来賓の皆様方には、ご多用中にもかかわらずご臨席
を賜り、温かい激励のお言葉を頂戴し、卒業生を代表し心より御礼申しあげ
ます。

さて、私はこのたび、５コース目の｢自然と環境（コース）｣の卒業とあわ
せて名誉学生の栄誉に浴することができ望外の喜び一入です。

私が岐阜学習センターにお世話になり、２５年の歳月が経ちました。「学
は光、無学は闇」「学ばずは卑し」との格言がありますが、生涯学習の一環
として放送大学で学ぶことにしました。

１９９２年（平成４年）１０月に選科履修生として入学し、１９９８年
（平成１０年）１０月からは「人間の探究（専攻）」の全科履修生となり、
２００２年（平成１４年）９月に無事卒業。その後は、生活と福祉（２００
６年卒）社会と産業（２０１０年卒）心理と教育（２０１３年卒）と再入学
をくり返し、このたび「自然と環境（コース）」を卒業することができまし
た。

今学期卒業までに総単位数は３２５単位で、そのうち面接授業で１３７単
位を取得しました。各学期の修了ごとに「修了書」の発行を申請し、現在４
９枚になりました。達成感と次の挑戦への糧となりました。

その間に認定心理士の資格（２０１５年２月）を取得し、名古屋でその体
験を発表しました。エキスパートでは、社会企画士（２０１０年１０月）と
心理学基礎（２０１３年８月）の２つの認証状を得ました。

放送授業は、もっぱら学習センターでカセットテープ・ＣＤ・ＤＶＤを借
り、自宅で視聴しました。面接授業は、とても魅力的でいつも最前列で受講
してきました。

２０１１年１０月からはナビゲーターの委嘱をうけ、恩返しのつもりで引
き受け、微力ながら放送大学のＰＲに努めています。
２学期からは「情報コース」に再入学し、残る１コースに挑戦します。
私たち卒業生は、それぞれ立場は異なりますが、放送大学で得たものを社会
貢献の為に活用してまいります。

最後になりましたが、今日まで私を支えていただいた全ての人に感謝致し
ます。そのうえ岐阜学習センター所長岡野様はじめ諸先生方や職員の皆様の
ご健勝と岐阜学習センターの益々の発展を祈念し、卒業生代表の謝辞に替え
させていただきます。
ありがとうございました。

平成２９年９月２４日



平成29年度第２学期セミナーのご案内
お申し込みは、１０月４日（水）から受付けます。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）

１学期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(6) 宮本 正一 客員教員
１学期に続いて、カウンセリング、心理療法を学んでいきます。心理検査などの査定についても

横道に逸れていきたいと思います。

火曜日 １０時００分～１１時３０分

１０月１０日 、 ２４日

１１月１４日 、 ２８日

１２月 ５日 、 １９日

Ｈ３０ １月 ９日 、 ３０日

２月１３日 、 ２７日

３月 ６日 、 １３日

★教科書★ なし

ドイツ語セミナー（応用） 山田 善久 客員教員
「人とことば」をテーマにした比較的分かりやすいドイツ語の原書をアンソロジー風に読み、ド

イツ語の読解力を高めます。またドイツやヨーロッパ文化の一端について理解を深めます。

金曜日 １０時００分～１１時３０分

１０月１３日 、 ２７日

１１月１７日 、 ２４日

１２月 ８日 、 ２２日

Ｈ３０ １月 ５日 、 １２日

２月 ９日 、 ２３日

３月 ９日 、 ２３日

★教科書★ なし（プリントを配布します）
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災害看護 松田 好美 客員教員
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の看護ケアを学びます。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・技術及び援助
者への支援についても考えていきましょう。今回は特に地震災害について学びます。

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 １０時００分～１１時３０分

１０月１０日 、 ３１日

１１月１４日 、 ２８日

１２月 ５日 、 １２日

Ｈ３０ １月 ９日 、 １６日

２月 ６日 、 ２０日

３月 ６日 、 ２０日

第2次世界大戦を終結させた微生物ー応用微生物学入門ー

髙見澤 一裕 客員教員
第2次世界大戦を終結させた微生物、ケネディを大統領にした微生物、主婦の味方の微生物など、

微生物と人間の関係は切っても切れません。このセミナーでは、微生物の我々の生活とのかかわり
について具体例を示しながら説明します。世界の最先端の分子生物学の基礎となった学問も微生物
学です。微生物学の基礎をテキストを用いて説明しながら、いろんな微生物に関しての逸話を紹介
し、微生物になじみを持ってもらうこともこのセミナーの目的です。そして、微生物に関する知識
の深化と理解を期待します。なお、微生物の我々にとってのプラスの側面、すなわち、人間生活、
社会生活への応用・利用を中心として紹介しますが、マイナスの側面である病原菌との戦いについ
てもお話しします。

水曜日 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

Ｈ３０ １月１０日 、 １７日

２月 ７日 、 ２１日

３月 ７日 、 １４日

★教科書★微生物の科学と応用／菊池慎太郎編、高見澤一裕・張傛喆共著／2012年／
三共出版／ 2,２00円+税

★教科書★ なし（授業当日にプリントを配布します）
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歌でめぐる南欧の旅 山田 敏弘 客員教員

古代ローマの言語であるラテン語から派生したロマンス諸語について、その言語の歌を題材にし
ながら楽しく学びます。なお、これまでの「日本語セミナー」同様、日常気づいた身の回りのこと
ばの疑問も受け付けます。

金曜日 １３時３０分～１５時００分

１０月 ６日 、 ２７日

１１月１７日 、 ２４日

１２月 ８日 、 ２２日

Ｈ３０ １月１２日

２月 ２日 、 ９日、 ２３日

３月 ２日 、 １６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。本セミナーではテキストを講読
しながら、光や電子のもつ二重性とは何かを自ら考え、理解を深める。第2学期はテキスト「５．
流れる電子」から講義を始める予定である。

木曜日 １５時１５分～１６時４５分

１０月１２日 、 ２６日

１１月１６日 、 ３０日

１２月 ７日 、 １４日、 ２１日

Ｈ３０ １月 １１日、 １８日

２月 １日 、 １５日、 ２2日

３月 なし

★教科書★ 光る原子、波うつ電子／伏見康治著／2008年／丸善出版／1,800円＋税

★教科書★ なし （資料を配布します）
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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び、英語の学習に役立てたいと思って
います。日本では皆さんが気がつかないで使っている和製英語や、正しいと思って使用しているの
に間違っている英語がたくさんあります。
それらを学ぶことで、違った視点から英語が見られたらと思います。加えて欧米との文化比較にも
発展させられたら幸いです。

金曜日 １５時１５分～１６時４５分

１０月１３日 、 ２７日

１１月１０日 、 ２４日

１２月 ８日 、 １５日

Ｈ３０ １月１２日

２月 ２日 、 ９日、 ２３日

３月 ２日 、 １６日

★教科書★日本人がはまりがちな英語の落とし穴～自然な英語へのＡ ｔｏ Ｚ～
by David Barker, BTB Press 

※旧タイトル

「日本人にありがちな英語の落とし穴～自然な英語へのＡ ｔｏ Ｚ～」内容変更はありません
※英語辞書（電子辞書等可）
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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％の電力使用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く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、この講義
は通年で行います。10月からは後半部に入ります。

水曜日 １０月～１月：１０時３０分～１２時００分、２月～３月：１４時３０分～１６時

第１回 １０月１８日（水） 環境汚染対策 廃棄物

第２回 １１月１５日（水） 社会システム作りと技術開発

第３回 １２月１３日（水） 我々でできたこと、解決したこと

第４回 １月１１日（木） 技術提供から社会システム提供へ

第５回 ２月 ７日（水） 地球温暖化とパリ協定、SGDｓ

第６回 ３月 ７日（水） 文化・文明の広がり、「モッタイナイ」と「いただきます」

★教科書★ なし（適宜資料を配布します）

多治見分室 セミナー

日本国憲法施行70周年を迎えた今年、この間、一字一句変えられることのなかった世界史的にも稀有なこ
の憲法を、今期は「前文」から「基本的人権の保障」を中心に４０条までを受講生の方々と逐条音読し、適
宜解説を加えていきたいと思います。なお、下記の６回のそれぞれの内容はあくまで予定であり、ご質問の
多寡ならびに私の解説を加えるべき程度の量によって変わってまいります。

土曜日 １３時３０分～１５時００分

第１回 １０月１４日（土） 前文

第２回 １１月１１日（土） 第１条～第８条「天皇」

第３回 １２月 ９日（土） 第９条「戦争の放棄」

第４回 １月１３日（土） 第１０条～第２０条「国民の権利及び義務」そのⅠ

第５回 ２月１０日（土） 第２１条～第３０条「国民の権利及び義務」そのⅡ

第６回 ３月 ３日（土） 第３１条～第４０条「国民の権利及び義務」そのⅢ

★教科書★ なし（日本国憲法の条文のプリントを配布します）

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

日本国憲法施行70周年ー今だからこそ日本国憲法を音読してみるー
桑山 昌己 客員教員
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月 日 曜日 客員教員 相 談 内 容

10

１５ 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

２１ 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

２２ 日 長尾 裕子 英語学

２８ 土 山田 善久 ドイツ語学

２９ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

11
１２ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

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

12
3 日 長尾 裕子 英語学

９ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

1
１３ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

１４ 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

2 １８ 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

3
１１ 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

１８ 日 山田 善久 ドイツ語学

月 日 曜日 客員教員 相 談 内 容

１０ ２８ 土 桑山 昌己 法学、憲法学、教育法学

２ １７ 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  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。
詳細は事務室掲示板でご確認いただけます。

10
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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）

童謡唱歌を次世代に

世の中には色々な音楽が満ち溢れ、人々の音楽の趣味も多様で、みんなで一緒に口ずさ
んで楽しめる音楽が少ないように感じます。その中で、童謡や唱歌は、美しい日本語、優
しいメロディーから作られ、日本の大切な文化だと思います。是非、この素晴らしい文化
を、地域の子ども達に伝えていきたいものです。童謡唱歌が、どのように生まれてきたの
かをたどり、歌うことで良さを再発見し、次世代に伝える意義をご一緒に考えていただけ
れば幸いです。

講 師 光嶋 康子 氏（放送大学全科履修生）
日 時 平成２９年１２月９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）

二つ目のアイデンティティ：英国で学んだこと

英国が今さまざまな問題に直面している。英国病と言われていた経済的に疲弊しきって
いた時代からバブルのような時代を経て、英国は大きな壁に突き当たっていると思われる。
Brexitの住民投票はその壁のひとつの現れかもしれない。英国一国に限った問題ではない
と思うが、私が知っていた英国とは異なった顔を見せ始めたことを感じている。

あくまでも私個人の体験から見た英国であるが、私が第二の故郷と考えているこの国に
ついてお話したいと思っている。

講 師 草光 俊雄 氏（放送大学客員教授・東京大学名誉教授）
日 時 平成２９年１２月１６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）

人前での社会心理学

人は人前に立ち、何かをしなければならない時、いつも通りに振る舞うことができず緊張
したり、力んだりして、上手くいかないことがあります。

この様な心理をどう理解し、どう理論化し、どう対応していったらよいでしょうか。
いろいろな事例や実験を紹介しながら考えます。

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３０年２月３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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幸せな人生を送るためのことば学習

人は何のためにことばを学ぶのでしょうか。正しい日本語を学べば、公に自分の考えを
伝えることができます。外国語を学べば、より多くの人々と通じ合えるでしょう。また、
古典を学ぶことによって、古今の知恵を得ることができ、方言は地域の古老の知恵を伝え
てくれます。ことばを学ぶことは、すべて、広く世界を知るための手段です。

では、なぜ人は、より広く世界を知りたいのでしょう。
その答えを、皆さんといっしょに考えてみたいと思います。

講 師 山田 敏弘 氏（放送大学客員教授・岐阜大学シニア教授）
日 時 平成３０年３月１７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）

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
79,000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 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２９年１２月１７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 氏（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３０年１月１４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）
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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２９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（日）13：00 より交付します。
ただし、第２回募集期間＜平成２９年９月１日～９月２０日＞に出願された方は、１０月２０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
重 要
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平成２９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２９年１０月１４日(土)１２時～１０月１９日(木)
追加登録期間： 平成２９年１０月２０日(金)１２時～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１１月 ４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１４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１４日（土）～１０月１９日（木）必着（FAX･Eメールは１７時まで）
○別紙２ 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。（開設科目は別紙１参照）

抽選結果発表
１０月２０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２０日（金）～１０月２８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２８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２０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20日(金)12時～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別紙３面接授業科目追加登録申請書と授業料、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。

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２９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。

https://www.campus.ouj.ac.jp/
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事務室からのご報告
平成２９年７・８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２９年７月１日（土）に、「地下から探る宇宙の謎～ニュートリノと暗黒物質～」
（講師：伊藤 好孝 氏／名古屋大学宇宙地球環境研究所教授）を開催いたしました。
当日は一般参加者を含む約８５名の方が受講されました。

平成２９年７月８（土）に、「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－」（講師：黒田 隆志 氏／前岐阜市歴史博物館館長）を開催いたしま
した。 当日は一般参加者を含む約４２名の方が受講されました。

平成２９年７月２日（日）に、「看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会」
（講師：高橋 さとみ・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１６名の方が受講されました。
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平成２９年８月２７（日）に、「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～」（講師：関谷 全昭 氏／岐阜県地学教育研究会会員）を開催いた
しました。 当日は一般参加者を含む約１２９名の方が受講されました。

平成２９年９月１０日に岐阜県さぼう遊学館（岐阜県南濃町奥条）にて野外学習

「さぼうの歴史と役割を学ぶ」を実施しました。
岐阜大学工学部 沢田和秀先生による学習会、岐阜県砂防課職員による解説、巨石積
堰堤（えんてい）を視察しました。

※参加者の皆様へ・・集合写真をデータでお渡しすることが可能です。

野外学習を実施しました
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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２９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
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学生作品展のご案内

学生作品展を開催いたします。
ぜひこの機会にご自身の作品を出展してみませんか。
絵画・書・写真など、皆さんが手掛けた作品のご応募をお待ちしております。
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２９年１１月１０日（金）～１２月２８日（木）
【開催期間】平成３０年 １月２９日（月）～ ２月 ４日（日）
【会 場】県民ふれあいギャラリー(ＯＫＢふれあい会館 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。

高山地区ナビゲーターのご紹介
７月１６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

◆高山分室◆臨時閉所のお知らせ

下記の日程にて臨時休館とさせていただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

◆１１月３０日（木）
◆高山分室

高山市昭和町1-188-1 高山市民文化会館4階



視聴学習室での学習は

DVDを用いた視聴から→インターネット視聴用ＰＣでの学習へ

・放送教材の視聴は、DVD・CDによる視聴からインターネット
視聴用PC、タブレットを利用した視聴に２０１８年度から順次
切り替えていく予定です。

・ただし、２０１８年度は移行期間として、大学院科目を除き、
２０１８年度新規開設科目のDVD・CD１セットを配架します。

（２０１７年度までに開設された科目は閉講するまでの間、
DVD・CD１セットの配架を続けますので、学習センター等で
視聴することができます。）

視聴方法の変更

室外貸出方法の変更

※２０１８年３月１日から３１日までは貸出方法の変更準備の
ため、室外貸出はできません。
※２０１８年４月以降の申し込み方法（郵送、FAX、Web）等
の詳細は、後日お知らせします。

学習センター及びサテライトスペースでの

放送教材の視聴方法等が変わります

※２０１９年度から、
新規開設科目のDVD・CDの配架は行いません。

・２０１８年４月から、放送教材の貸出は

放送大学学園本部 で 一括して行います。
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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２９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
お気軽におたずねください。（山下）

は閉所日です。

10/ 1 平成２９年度第２学期入学者の集い（多治見・高山分室）
10/ 7 平成３０年度修士全科生・博士全科生入学試験（第１次選考）
10/14 面接授業空席発表
10/20 面接授業追加登録開始

10月 面接授業

10/21(土)・22(日) 知的財産権法概論
ドイツ語への招待

10/28(土) レポート・論文を書く
10/28(土)・29(日) 飛騨の匠の文化

【飛騨高山まちの博物館で実施】

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/ 4(土)・ 5(日) 英語アラカルト２
データサイエンス入門

11/11(土) レポート・論文を書く
11/18(土)・19(日) 心理学実験１

果物の科学
11/25(土)・26(日) がん患者への看護ケア

バイオリファイナリー

12月 面接授業

12/  2(土)・ 3(日) 韓国語文法入門
心理学実験３

12/  9(土)・10(日) 英語で学ぶハリウッドスター
心理検査法基礎実習

12/16(土)・17(日) 職場で役立つ社会心理学
光と電子の波動性・粒子性

11/30 通信指導提出期限（本部必着）

12/  9 公開講演会「童謡唱歌を次世代に」
12/16 公開講演会「二つ目のアイデンティティ:英国で学んだこと」
12/17 認定心理士資格説明会


