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※今号につきましては、平成２９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30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
30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55名、大学院修士課程を
修了される方が5名おられます。それぞれのかたが目的をもって入学されて、仕事や家
庭などの置かれた環境のもとでも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。今年はピョンチャンオリンピッ
ク・パラリンピックの年でしたが、皆さんには最も輝きのある一番美しいメダルを獲得
されたことと思います。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。皆さんも難関を乗り越えて卒業できたことを誇り
に思ってください。

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22日の集計で新規の方が134名、継続の
方199名、団体の方も合わせて333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で応援します。

さて、3月24日には東京のNHKホールで全国の学生を対象とした学位記授与式が行わ
れました。翌25日には岐阜学習センターでも学位記授与式と入学者の集いを開催しまし
た。入学者の集いに参加された方は來生学長のビデオメッセージを聴かれたことと思い
ますが、会に出席されなかった方にその内容を少しご紹介します。

人生100年といわれる今日では生涯学習の意味が問い直される時期にきているといわ
れています。そのようななかで、日々自分を見つめ直し、新しい自分を見つける、そう
いう生き方が新しい生き方であると述べておられます。自己実現や自己改新をはかる自
分自身を変えていくのが、最先端の新しい充実した生き方であり、そのことを自覚しま
しょうと呼びかけておられます。そのためには放送大学で知らないことを学ぶことが、
自分を新しく変えていくことにつながり、生涯学び続けるという生涯学習へと発展して
いくと思います。

これまで、岐阜学習センターの客員教授としてご指導いただいた宮本正一先生と山田
敏弘先生が任期満了で退任されます。面接授業やセミナーで、いつも楽しく時には厳し
くご指導いただき本当に有難うございました。最終講義も盛況のうちに終了しました。
後任にスポーツ心理学・臨床心理学の鈴木壯先生、岐阜大学国語学講座の小林一貴先生
にセミナーや面接授業をご担当いただきます。皆さん奮って参加してください。職員も
事務室の太田由香さん、図書室の中井久美子さんのお二人が退職します。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。

岐阜学習センターでは他の学習センターとは異なり、学生ナビゲーターによる学習相
談も行っています。客員教員による学習相談もありますが、このピアサポート制度も利
用してください。事務室の職員も、皆さんが放送大学での学びを続けて行けるようにい
つでも応援しています。
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平成30年3月25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。

平成２９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・・・17名 心理と教育・・・ 15名
社会と産業・・・ 7名 人間と文化・・・ 4名

50名 情 報 ・・・ 4名 自然と環境・・・ 3名

大学院 生活健康科学プログラム・・・ 2名
社会経営科学プログラム・・・ 2名

5名 人文学プログラム ・・・ 1名
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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

本日は私たち卒業生のために、このように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
し上げます。また、ご来賓皆様方には、ご多用中にもかかわらずご臨席を賜り、温かい
お言葉をいただき卒業生を代表し心よりお礼申し上げます。
思い返してみますと、私が放送大学を初めて知ったのは今をさかのぼること50年ほど
前になるでしょうか。私が中学校3年生の時、進路を普通科の高校から大学に進学
しようか、家業が建設業を営んでいた関係で父親が勧める工業高校のどちらを受験
しようか迷っていました。その時の恩師から勉強をしたいと思ったら放送大学という大学
が近い将来できるのでいつでも学ぶことができるようになるということをお聞きしました。
結果、工業高校に進学し卒業後、家業を手伝いました。日々の暮らしに追われ、
いつしか放送大学で学ぼうということも忘れていました。その後、月日がたち様々な事
情から38歳の時ある企業に就職しました。40歳を過ぎたころ趣味の仲間と岐阜県の
ある公民館に行ったとき放送大学のリーフレットを目にして中学時代のことを思い出し
1993年に入学をしました。色々な科目を受講し2002年の9月に初めて【社会と経
済】のコースを修了し学位記をいただくことができました。その後も学ぶことを続け2012
年の9月には6つ目の学位記を【生活と福祉】のコースでいただき同時に名誉学生の
栄誉もいただくことができました。
これで全科生としての学びは一区切りと思っていましたら今回履修した【情報】の
コースが新しく作られましたので再度全科生として入学しなおし本日、無事に修了す
ることができました。
皆様もご承知のように、この大学は入学するのは簡単ですが学び続けるということは
非常に困難が伴います。自分のペースで自分の好きな場所で学ぶということは非常に
便利な反面、勉強は明日にしようとさぼってしまうことも簡単です。
自分一人で学び続けることに挫折してしまうこともあるかと思います。私の場合は同
じ学習センターで学ぶ仲間に恵まれ折に触れ飲み会を企画したりバーベキューを楽し
んだりしました。時にはセンター長や事務職員の方にも参加していただき泊りがけで
キャンプも楽しみました。このように仲間との交流に恵まれていたのが今日まで学習を
続ける、大きな力となりました。また、職場の仲間や家族の理解と応援もあり、面接
授業を受講するために年休を取得したり、休日は家族サービスをせずに受講するなど、
わがままを許していただきました。
周りの皆様に支えられ今日の日を迎えることができました。感謝に堪えません。
最後になりましたが岐阜学習センターの益々の発展と学生全員が健康に学習を続
けることを祈念し、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30年3月25日
卒業生代表 情報コース 伏屋 英典
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平成30年度第1学期セミナーのご案内
お申し込みは、4月１日（日）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。

文章表現論 小林 一貴 客員教員

文章表現論に関する代表的な本を取り上げ、読み解いていきます。文章表現については、「文章
読本」「文章作法」「論文の技法」などに分類される多種多様な本があります。これらの本には、
様々な時代の文章観が反映されています。多様な文章観に接しその背景を考えながら、書くことに
ついての理解を深めていきます。

金曜日 １０時００分～１１時３０分

４月１３日 、 ２７日

５月１１日 、 ２５日

６月 ８日 、 ２２日

７月１３日 、 ２０日

８月１７日 、 ３１日

９月１４日 、 ２８日

★テキスト★ なし（授業当日にプリントを配布します）

カウンセリングを学ぶ 鈴木 壯 客員教員

カンセリング・心理療法の基本的な理論、方法（主に心理力動的な立場）を学んで行きます。

火曜日 １３時００分～14時３０分

４月１０日 、２４日

５月 １日 、２２日

６月 ５日 、２６日

７月１０日 、２４日

８月 ７日 、２１日

９月 ４日 、２５日

★参考図書★心理療法序説／河合隼雄／岩波書店(ISBN978-4006002237) ／1,361円
臨床心理学ノート／河合隼雄／金剛出版(ISBN978-4772415682) ／2,160円
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応用微生物学入門 その２ 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。平成29年度後学期の続きで、適宜、分子模型などのビジュアル材料を用いて、
基礎的な化学、分子生物学も含めてお話しします。

水曜日 ９時４５分～１１時１５分

４月１１日 、２５日

５月１６日 、２３日

６月１３日 、２７日

７月 ４日 、２５日

８月２２日 、２９日

９月１２日 、１９日

★テキスト★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／三共出版

(ISBN978-4-7827-0664-0) ／2,376円

重力波とは何か 山家 光男 客員教員

2017年度のノーベル物理学賞に「重力波の観測」でアメリカの研究者3名が選ばれた。本セミ
ナーでは、1915年のアインシュタインの重力波の予言、100年経っての2015年の重力波の検出に
ついて、テキストを読みながら、理解を深める。

木曜日 １５時１５分～１６時４５分

４月１２日 、２６日

５月１０日 、１７日 、３１日

６月１４日 、２１日 、２８日

７月１２日 、１９日 、２６日

８月２３日

９月 開催なし

★テキスト★ 重力波とは何か／川村静児／幻冬舎新書(ISBN978-4-344-98426-4) ／
842円
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研究論文を読んでみよう ① 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。研究とは何かから始まり、研究のとらえ方、文献
の探し方、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。そし
て各自興味のある研究論文を探して下さい。何名かの学生が論文（できるだけ看護・医療系や人文
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。卒業研究を履修する学生にも役立ちます。

火曜日 １０時００分～１１時３０分

４月１０日 、２４日

５月 ８日 、２２日

６月 ５日 、１９日

７月１０日 、２４日

８月 ７日 、２１日

９月 ４日 、１８日

★テキスト★ なし（授業当日にプリントを配布します）

よくある英語の間違いを学ぼう 長尾 裕子 客員教員

このセミナーは昨年に引き続き 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
役立てたいと思います。日本では皆さんが気づかず使っている和製英語や正しいと思って使用
している本当は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を見てみませんか？そこから欧米との文化比較に
まで発展出来ればと思います。

尚 このセミナーは１回完結型ですので、昨年受講されていない方も大歓迎です。

金曜日 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

７月 ６日 、２０日

８月１０日 、２４日

９月 ７日 、２１日

★テキスト★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～／David
Barker／BTB Press(ISBN978-4990415150)／2,052円

※英和辞典（電子辞書も可）を必ずご持参ください。
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ドイツ語セミナー（応用） 山田 善久 客員教員

ドイツ語の読解力を高めるためのセミナーです。「芸術と文化」が今回のテーマ。まず小説「ソ
フィーの世界」（ドイツ語版）の中から「ルネサンス」「バロック」「ロマン主義」の章を読み、
関連する芸術を鑑賞します。セミナーの後半では、さらに芸術に関するドイツ語文献をアンソロ
ジー風に読む予定。「ソフィーの世界」は翻訳があるので、ドイツ語にあまり自信のない方の参加
も期待します。

★テキスト★ なし（授業当日にプリントを配布します）

お詫びと訂正

『平成30年度 学習センター 利用の手引』について、記載ミスがありました。
正しくは、下記のとおりとなります。お詫びし、ここに訂正させていただきます。

P.２２ 予定表 ８月15日（水）

【誤】

【正】

P.２４ 予定表 10月６日（土）

【誤】

【正】

15 水
平成３０年度博士全科生・修士全科生出願開始（～8/31)
第２学期科目登録申請受付開始（郵送～8/30、web～8/31）

15 水
平成３１年度博士全科生・修士全科生出願開始（～8/31)
第２学期科目登録申請受付開始（郵送～8/30、web～8/31）

6 土 平成３０年度博士全科生・修士全科生入学試験（第１次選考）

6 土 平成３１年度博士全科生・修士全科生入学試験（第１次選考）
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生活の中の光技術 山家 光男 客員教員

私たちの身の回りは大量の情報で溢れている。携帯電話を例にとると、情報のやりとりは光（電磁波）の
形で行われている。特に、光は私たちの生活の中でなくてはならない手段となっている。本セミナーでは私
たちの身の回りの照明・ディスプレー・情報・医療など分野で利用されている光技術に関してわかりやすく
お話します。

水曜日 １３時３０分～１５時００分

第１回 ４月１１日（水） 照明 ： 白熱球・蛍光灯から白色LED

第２回 ５月 ９日（水） テレビ ： ブラウン管テレビから液晶テレビ

第３回 ６月１３日（水） 情報通信 ： 無線通信から光ファイバ通信

第４回 ６月２７日（水） 情報の書き込み・読み込み ： 人の記憶と光記録

第５回 ７月１１日（水） 医療診断(1) ： 陽電子放射断層（PET）装置

第６回 ８月２２日（水） 医療診断(2) ： X線コンピュータ断層（X線CT）装置・
磁気共鳴画像（MRI）装置

★テキスト★なし（授業当日にプリントを配布します）

多治見分室 セミナー

日本国憲法施行71周年を迎えた今年、この間、一字一句も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、今期は第5条から第14条までを受講生の方々と逐条音読し、適宜解説を加え、質疑応答する
という形ですすめてまいります。また、今期から初めての方にも戸惑いなく受講していただけるよう細心の
配慮を図ってまいります。なお、下記6回のそれぞれのテーマはあくまで予定であり、解説を加えるべき程
度の量、ならびに受講生の方々の質問の多寡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 ４月２１日（土） 第７条 天皇

第２回 ５月２６日（土） 第８条 天皇

第３回 ６月２３日（土） 第9条 戦争の放棄

第４回 ７月１４日（土） 第10条～第12条 国民の権利及び義務Ⅰ

第５回 ８月２５日（土） 第13条 国民の権利及び義務Ⅱ 「幸福追求権」

第６回 ９月２９日（土） 第14条 国民の権利及び義務Ⅲ 「平等権」

★テキスト★小学館「日本国憲法（写楽BOOKS)」￥864 （必ず購入していただく必要
はありません。各講義の該当条文はコピーして配布します。また、古い本なので、購入
方法は高山分室までお問い合わせください。）

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 日本国憲法を音読してみる 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

１４ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

１５ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

２１ 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

５

１２ 土 山家 光男 高等学校や大学初年度で学ぶ物理学全般

２６ 土 小林 一貴 言語教育、文章の書き方、国語の学習指導法

２７ 日 松田 好美 成人看護、看護研究、看護学一般

６

２ 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

９ 土 鈴木 壯 カウンセリング、心理療法

３０ 土 長尾 裕子 英語学

７ ２１ 土 長尾 裕子 英語学

８ ２６ 日 山田 善久 ドイツ語学

９
１ 土 小林 一貴 言語教育、文章の書き方、国語の学習指導法

８ 土 鈴木 壯 カウンセリング、心理療法

月 日 曜日 客員教員 相 談 内 容

５ １９ 土 桑山 昌己 法学、憲法学、教育法学

９ １ 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30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。

○ 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 1日4名までとします。

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にてご確認ください。
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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）

美しい地球を未来に ～私たちは今、何をすべきか～

地球は今から約46億年前に誕生し、その後40～39億年前に原始生命が誕生して以来、多くの生物の働きによ
り地球を「命の星」へと変え、エネルギーと物質の自律的代謝システムである生産・消費・分解という生物が担
う生態系ピラミッドを完成させました。

しかし、今から約20～19万年前に誕生した我々人類の祖先である現生ホモサピエンスによる人間活動により、
地球環境はほんの一瞬の間に破壊の道へと一歩を踏み出しはじめました。

今に生きる私たちは、このような地球環境をどのように受け止め、どのように行動すべきか一人ひとりが考え、
行動に移さなければならない時期にきています。

講 師 稲垣 隆司氏（岐阜薬科大学学長）
日 時 平成30年６月２3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）

４大認知症の特徴と対応

現在、わが国では65歳以上の約15％（約500万人）が認知症で、約13％がその予備軍と言われています。認知
症というのは総称で、具体的には半数以上を占めているアルツハイマー型認知症と、血管性認知症、レビー小体型
認知症、前頭側頭型認知症の4つで90％以上です。地域で認知症の方と一緒に暮らしていくためには、認知症に関
する知識と患者さんの気持ちを想像することが大切です。4大認知症のそれぞれの特徴や対応について概説します。

講 師 犬塚 貴氏
（岐阜市民病院認知症疾患医療センター長/岐阜大学名誉教授）

日 時 平成30年７月7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）

織田信長とルイス・フロイス
－天下人とイエズス会宣教師の出会いと交流－

ルイス・フロイス（1532～97年）は、ポルトガル人のイエズス会宣教師です。永禄 6（1563）年に来日して
以来、30数年間にわたり日本に滞在し、イエズス会の日本布教史である『日本史』を執筆するなど、信仰と布教
にその生涯を捧げました。

彼は布教活動の一環として、室町幕府将軍や戦国大名など当時の日本の支配層に対 し、積極的に接触を試みま
した。中でも特筆すべきは、天下人として頭角を現して来 た織田信長に接近し、密接な交流をしたことです。永
禄12（1569）年には、ここ岐阜 の地を訪れ、岐阜城で織田信長と対面しています。

講 師 杉森 哲也氏（放送大学教授）
日 時 平成30年７月14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。職業に直結する資格ではありませんが、人とかかわる仕事や
ボランティア活動などで心理学の基礎知識・技能を生かしたい人や、将来、心理学の専門職を目指
す人にはぜひ取得していただきたい資格です。

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30年６月24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30年7月８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）

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30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】 定員に空席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。



◇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31年4月入学希望者）

日 時 平成30年６月１６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31年度履修希望者）

日 時 平成30年６月１６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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室外貸出について
【放送教材（DVD・CD】
大学本部から自宅へ取り寄せることができます。

貸出期間：9日間
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（DVD・CD)の本部貸出については、同封いたしました「放送教材の貸出
について」をご覧ください。
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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30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30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(日)13:00 より交付します。
ただし、第２回募集期間＜平成30年３月１日～３月２０日＞に出願された方は、４月２７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」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
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システムWAKABAリニューアルについて

※ 旧システムWAKABAのブックマーク等のURLではアクセスできません。

② 放送大学認証システムにて
ID・パスワードを入力し、
ログインボタンを押してください。

① 放送大学HPにアクセスし、
→「在学生の方へ」から
→「システムWAKABA

（教務情報システム）
をクリックして下さい。

※従来と変更ありません。

新しいシステムWAKABAの概要・
マニュアル等については、
新システム内の
「お知らせ」にてご案内いたします。



インターネット視聴端末
ご利用方法

① 視聴端末の画面を垂直以上に開き、数秒間お待ちください。
※ 自動的に端末が起動します。

起動画面１ 起動画面2
② 起動後、自動的にログイン画面に切り変わります。

キーボードでログインID、パスワードを入力してください。

③ ログイン後はインターネット視聴が可能となります。

ログインID・パスワードを入力

！注意：セキュリティー確保のため、
視聴以外のインターネット利用はできない設定になってます。

④ 終了、または長時間離席する場合
端末の画面を完全に閉じてください。

自動でログオフし、データがすべて消去されます。

1６
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事務室からのご報告

平成30年２月～３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30年１月14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１２名の
方が受講されました。

平成30年3月17日（土）に、「幸せな人生を送るためのことば学習」（講師：山田 敏
弘 氏／放送大学岐阜学習センター客員教授、岐阜大学教授）を開催いたしました。当日
は一般参加者を含む107名の方が受講されました。

平成30年２月3日（土）に、「人前での社会心理学」（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、中部学院大学教授）を開催いたしまし
た。当日は一般参加者を含む９４名の方が受講されました。
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平成30年１月29日～２月4日まで、県民ふれあいギャラリーにて 「平成29年度学生作
品展」を開催いたしました。18名のかたに出展いただき、45作品を展示しました。

平成30年2月13日～３回にわたりパソコン操作研修会を」開催しました。延べ130人が
参加されました。

３月１７日（土）、１８日（日）に放送大学岐阜同窓会の主催により、北陸・東海地区
ブロック会議および交流会が開かれました。岐阜学習センター協力のもと、同窓会員だけでなく、
岡野センター長をはじめ、岐阜学習センター所属学生を含め２８名の参加となりました。
１日目は、各同窓会の活動報告、活動にあたって生じた問題への対処、参加者討論を中心に
同窓会連合の助言をいただきつつ意見の交換を行いました。夜は浜木綿にて懇親会を開き、各
自、交流を深める一時を過ごしました。

２日目は、他地区から集まっていただいた
方に 岐阜同窓会、学生の有志により岐阜
公園、金華山などを案内し、岐阜の名所を
見学していただきました。 両日とも天候にも
恵まれ無事に日程を終了。またの機会を約
束しつつ閉会となりました。なお、岐阜同窓会
への入会希望およびご興味を持たれた方は、
事務室窓口、あるいは岐阜同窓会会長の林
までご連絡ください。
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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 畑野 晶子
客員教員 桑山 昌己 事務職員 籔田 薫 青地 ひろ子

小林 一貴 大澤 紗代子 松村 規義
鈴木 壯 根本 明美 野々村高志
髙見澤 一裕 山下 亜里佐 多治見分室 江山 陽子
長尾 裕子 桒原 朋子 高 山 分 室 和田 秀子
松田 好美
山家 光男
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 宮本 正一 客員教員 小林 一貴
客員教員 山田 敏弘 客員教員 鈴木 壯
事務職員 太田 由香 事務職員 桒原 朋子
図書担当 中井 久美子 図書担当 野々村 高志

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。
5月下旬に書類を送付し、詳細をお知らせいたします。

※期限内にご連絡を頂いた方のみ、書類を発送いたします。
前年度から続けて申請を希望される方もご連絡が必要です。



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
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【編集後記】
平成30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。（山下）

は閉所日です。

4/14 面接授業空席発表
4/20 面接授業追加登録開始

4月 面接授業

4/21(土)・22(日) 災害と生活支援－事例演習－
「深読み」の西洋美術史
優生思想と思想史

4/28(土) レポート・論文を書く

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

5/12(土) レポート・論文を書く
5/12(土)・13(日) 幹細胞が開く新しい生物学と医療

岐阜の歴史－信長＆鵜飼－
【岐阜市歴史博物館で実施】

5/19(土)・20(日) 新しい心肺蘇生の原理
心理検査法基礎実習

5/26(土)・27(日) ♪ドレミとトトロで英語「楽」習

6月 面接授業

6/ 2(土)・ 3(日) 心理学実験１
人工知能

6/ 9(土)・10(日)  英語基礎英語初級からの脱出６
岐阜から森林と環境を考える

【国立乗鞍青少年交流の家で実施】
PCRによる組換え遺伝子の検出

【愛知SCで実施】
6/16(土)・17(日) 心理学実験3

持続的発展：南アジアの事例から
6/23(土)・24(日)  ドイツ語の世界
6/30(土) 新・初歩からのパソコン

6/ 7 通信指導提出期限（本部必着）
6/16 卒業研究ガイダンス（平成31年度履修希望者）

大学院修士全科生入学希望者ガイダンス（平成31年4月入学）
6/23 公開講演会「美しい地球を未来に

～私たちは今、何をすべきか～ 」
6/24 認定心理士資格説明会



第173号 ふれあい 8頁が

変更になりました

ドイツ語セミナー（応用）
山田 善久 客員教員

4月13日 金曜日

10：00～11：30

開講致します。

★テキスト★ なし（授業当日にプリントを配布します）


