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人類は、そうして文化を創造し続けてきた！
さあ、わたしたちもその仲間に加わろう（M.M.）
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附属図書館ＡＶホールにて

②公開講演会５月１６日（土曜日）

附属図書館ＡＶホールにて
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平成２７年度学生研修旅行参加者募集

日 程 ９月１１日（金）
研修先 富岡製糸場・こんにゃくパーク

定 員 ４０名 ※先着順

参加費 ２,０００円（入館料、保険料、昼食代等）

内 容 富岡製糸場は平成26年6月25日に世界遺産として登録されました。
この富岡製糸場は明治５年、明治政府が日本の近代化のために最初
に設置した模範機械製糸場です。富岡製糸場見学により、その歴史
的背景等の理解と知識を深めます。また、こんにゃくパークでは工
場見学と手作りこんにゃく体験により日本の伝統食品の理解を深め
ます。

募集期間 ７月１１日（土）～８月２２日（土）

※ ご注意ください ※

○申込みは学習センター窓口でのみ受付けします。参加費は申込み時に窓
口でお支払いください。

○電話・メール・FAX・郵送等による申込みは受付けいたしません。
○友人等による代理申込みは受付けいたしません。必ず参加者ご本人が申
込みを行ってください。
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平成２７年度公開講演会のご案内
千葉学習センターでは、平成27年度も原則月１回のペースで公開講演会を開催いたします。いずれも事前申込
（定員100名）、参加費は無料です。また、放送大学の学生以外の方でもご参加いただけますので、ご家族・
ご友人をお誘いのうえ是非ご参加ください。参加を希望される方は、学習センター窓口または電話、メール、
ＦＡＸにてお申込みください。

【申し込み先】メール:chibagaku_soumu@ouj.ac.jp ／電 話:043-298-4367 ／ＦＡＸ:043-298-4386

『風景芸術』

○講 師 田窪恭治 氏（多摩美術大学芸術学科客員教授、芸術文化勲章オフィシェ（フランス）受賞）

○内 容 私はいつの頃からか私の目の前の風景をまるごと作品化したいと思うようになり、特定の現場の
風景そのものを表現の対象とするようになりました。今回の演奏会では、私の考える「風景芸術」

○内 容 について映像を交えながらお話いたします。

８月８日(土) １３時３０分～１５時００分
会場：附属図書館３階AVホール

伝承のひろば’27 ～お話とうた～
昔話や講談、落語、紙芝居、童謡や唱歌などのうたなどを通じて、子どもたちへ「ことばの文芸」を継承し

ていく機会を設けるだけでなく、子どもたちと共に参加されたご家族の皆さまに「ことばを聴く」ことの面白
さや意義をご理解いただくという目的で進めています。
学習センターと同じキャンパス内に建つ若葉会館内大広間（和室）を会場に、年４回ほど、季節のうた、

落語や民話、俳句教室、和楽器やギター演奏、怪談噺やかるた大会などから毎回複数の企画をご用意します。
子どもたちも一緒に楽しめる企画を計画しておりますので、お子さん、お孫さんと一緒にご参加ください。

第４回ひろば

７月 ４日(土) 13時30分～15時30分 若葉会館 ３階大広間

第２回ひろば

内容：①うた（夏の歌、わらべ歌） ②民話（語り、紙芝居、尺八語り、実演）
③怖いお話（ロシアのこわ～い話）
④落語（花乃家白馬・鹿鳴家吉遊）

１０月３１日(土) 13時30分～15時30分
放送大学附属図書館 ３階AVホール

第３回ひろば

内容：①日本の古いお話 ②１１弦&６弦ギター ほか

１月１６日(土) 13時30分～15時30分 若葉会館 ３階大広間

内容：①冬の音・うた ②日本のお正月を楽しむ（和室でかるた大会）

※時間はいずれも13時30分から15時30分までの２時間です。
※各回の詳細な内容、参加申込み方法については、決まり次第、千葉学習センター掲示ポスター、チラシ、
学習センターホームページでご案内いたします。



平成２７年度第１学期の通信指導結果は、ご自宅に届きましたでしょうか？
届いている方は、復習に役立て、単位認定試験に備えましょう。
①解答・解説が届いていない方は、
◎択一式科目（併用式科目の択一部分）:７月３日（金）までお待ちください。
◎記述式科目（併用式科目の記述部分）:７月１７日（金）までお待ちください。
それでも届かない場合は、上記の未着期限以降、大学本部までご連絡ください。

②通信指導の結果と自習型問題の解答・解説は別便で届きます。間違って自習型問題も郵送してしま
った場合、再送付しません。

③通信指導の結果が届く前に、単位認定試験の受験票が届くこともあります。
※詳細は、『学生生活の栞』（教養学部p６４～６７/大学院p５８～６１）をご覧ください。

１学期末で学籍がなくなる方は、２学期以降の入学手続きが必要です。科目履修生・修士科目生、
選科履修生・修士選科生の２学期目、全科履修生の期間満了・除籍の方は、継続出願書類（７月上
旬送付予定）で入学手続きをお願いします。全科履修生で卒業見込みの方については『学生生活の
栞』に場合分けしてありますので、そちらで確認してください。学生種を変更したい方（科目履修
生から全科履修生など）は、必要書類を確認するようにお願いします。卒業見込みかどうかは、在
籍学期数によります。１年次入学では７学期目より、２年次入学では５学期目より、３年次入学で
は３学期目より卒業見込となります（大学４年生は卒業見込です）。
※詳細は、『学生生活の栞』（教養学部p９０～９６/大学院p８２）をご覧ください。

通信指導の結果について

継続入学・再入学について

８/２（日）
単位認定試験終了

９月以降
科目登録
決定・支払等

Ｗｅｂ（システムＷＡＫ
ABＡ） 申請

８月下旬
１学期成績
発表

８/３０(日)
郵送受付
締切り

今年度２学期の科目登録が、８/１５（土）より受付開始となります。科目登録は在学生のみです。

科目登録について
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郵送（科目登録申請票）
申請
※７月中旬頃郵送

８/１５(土)
科目登録申請
受付開始

８/３１(月)
Web受付
締切り

○申請上の注意
締切は厳守です。申請の際、科目コードと科目名は一致するようにしてください。また、面接授
業は、同一科目名でも、クラス違いで日程が異なります。科目登録申請票とシステムＷＡＫＡＢ
Ａとの同時申請はできません。１学期に登録した科目は、未受験・不合格の場合、申請する必要
はありません。（再試験）。

○支払いについて
１９月上旬頃、科目登録決定通知書と払込取扱票が送付されます。科目登録決定通知書で登録でき
た科目を確認し、払込取扱票で支払いとなります。支払い金額は払込取扱票に記載されている金
額となります。また、面接授業で落選した科目を受講する学生が見受けられます。科目登録決定
通知書で、必ず科目を確認して下さい。

※詳細は、『学生生活の栞』（教養学部p５７ ～６３/大学院p５１ ～５４）、大学・大学院の
「科目登録申請要項」をご覧ください。

千葉学習センターから 通信指導の結果・継続入学・再入学・科目登録について千葉学習センターから
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単位認定試験について

千葉学習センターから 平成２７年度１学期単位認定試験について千葉学習センターから

■試験の開始時間、試験室を間違えないよう、
受験票でよく確認してください。

■試験時間は各時限とも５０分間です。

■試験室には、試験開始時間の１０分前までに
入室し、科目ごとに定められた座席に着席し
てください。

■遅刻は、試験開始後２０分まで認められます
が、試験時間の延長はありません。

■１時限に１科目しか受験できません。

■単位認定試験通知（受験票）

■学生証
学生証は所属の学習センターで発行します。まだ学生証をお持ちでない方は、所属の学習セン
ターで発行手続きをおとりください。なお、学生証の発行には顔写真の登録が必要となります。
また、交付の際には、入学許可書（新規・継続入学の方）または古い学生証（更新の方）をお
持ちください。
※試験当日は窓口が大変混みあいますので、余裕をもって事務窓口へお越しください。

■筆記用具（HBの黒鉛筆）

■持込が許可された物品
試験時に持ち込みが許可されている物品は、受験票に同封されている「単位認定試験受験に際
しての注意事項」に記載されています。許可物品は科目ごとに異なります。
※学習センターでは、持込み許可物品の貸出は一切いたしませんのでご注意ください。

試験期間

大学院 ７月2４日（金）～７月2５日（土）

教養学部 ７月２６日（日）～８月 ２日 （日）

７/２４～８/２の試験期間中、千葉学習センターの開所時間は次のとおりとなります。

なお、試験期間中及び試験直後は、月曜閉所日（７/27、８/３）のほか、７/3１（金）

８/４（火）、8/5（水）が閉所日となりますのでご注意ください。

開所時間 ８：１５～１９：００

試験時間

試験当日の持ち物



試験の結果は、８月下旬頃に「成績通知書」によって
通知されるほか、システムWAKABAからも確認する
ことができます。また、通知書とあわせて、ご自身が
これまでに修得した授業科目の成績と単位数が記載さ
れた「単位修得状況一覧（単位認定書）」が同封され
ています。なお、これらは証明書ではありませんので、
証明書の発行が必要な場合は、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。

2７年度１学期に登録した科目の単位が取得できなかった方は、27年２学期にも学籍がある場合に
限り（休学中の場合を除く）、科目登録を行わなくても再受験することが可能です。再受験にかか
る授業料も必要ありません。受験票は、次学期の単位認定試験前に自動的に送付されます。
ただし、通信指導問題の未提出により不合格となった方については、次学期においても単位認定試
験前に通信指導問題を提出し、合格する必要があります。通信指導問題は、次学期に自動的に対象
となる方へ送付されます。
また、 2７年９月末で在学期間が終了してしまう方でも、継続入学の手続きを行うことで、再受験
することが可能です（他に受講科目が無く、再試験のためだけに学籍を継続する場合の費用は、入
学料のみとなります）。

単位認定試験問題を持ち帰ることはできませんが、８月上旬頃からキャンパスネットワークホーム
ページ及び学習センターにおいて閲覧することができます。試験問題は原則すべて公表されますが、
問題作成者以外の著作物が含まれているなどの理由により、問題の一部を公表しない場合がありま
す。また、解答については、主任講師の了承があった科目のみの公表となります。公表されない科
目については、解答の代わりに解答のポイント等（公表しない理由等となる場合もあります）が公
表されます。公表されている試験問題及び解答は、郵送サービスも行っております（有料）。詳細
は『201５年度 学生生活の栞』でご確認ください。閲覧期間は、問題・解答とも約１年間です。

千葉学習センターから 平成２７年度１学期単位認定試験について千葉学習センターから

試験の結果

再試験について

試験問題と解答の公表
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『千葉学習センター利用の手引き』配布中！

２７年度の『千葉学習センター利用の手引き』はお持ちでしょうか？
利用の手引きには、授業等日程や学年暦をはじめ、千葉学習センターの
年間行事予定、施設利用案内、学習上の諸注意、諸手続き・諸証明の発
行、単位認定試験時間割など、様々な情報が満載です。
大きさは昨年度に引き続きＡ５サイズで、表紙の色はオレンジです。
まだお持ちでない方は、千葉学習センター窓口で配布しておりますので、
ご自由にお取りください。

第７回千葉学習センター「秋祭り」のお知らせ

１０月１０日（土）、１１日（日）の２日間にわたり、第７回千葉学習センター秋祭りが開催されます。現在、

今年度の秋祭りに出展する学生のみなさんによる秋祭り実行委員会が中心となって準備を進めています。

センターで活動する各サークルの展示ブースや、合唱など様々な企画を実施する予定です。皆様のご参加をお待

ちしています。

※秋祭りの詳細は、学習センターホームページ、所内掲示等でお知らせしていきます。

千葉学習センターから 平成２７年度１学期単位認定試験について千葉学習センターから

■試験期間中は、敷地内駐車場が大変混みあいます。公共交通機関のご利用をお願いします。
■試験期間中は、学習センターでの過去問題の閲覧サービスを停止します。また、学習センター
内の学生用パソコン（貸出）は、使用できません。試験期間中に過去問題を閲覧する場合は、
ご自宅のパソコンをご利用ください。

■飲食については、センター内の許可されたスペースをご利用ください。なお、センター内には、
飲み物・菓子・パン類の自動販売機を設置していますが、試験期間中は売り切れとなることが
多いため、通学途中で購入されることをお勧めします。

■忘れ物・落し物については、事務室で保管いたします。心当たりのある方は、本人と確認でき
るもの(学生証等)をご用意のうえ、事務室まで起こしください。

その他
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個別相談会のお知らせ

個別相談会 【事前予約制／相談無料】

千葉学習センターでは、放送大学へのご入学をご検討されている方々を対象とした個別相談会を
下記の期間実施しております。事前予約制となっておりますので、相談をご希望される方は、
千葉学習センターへお電話にてお申込みください。

開催期間 ８月３０日（日）まで

※時間は10:00～12:00、14:00～16:00

※閉所日（月曜・祝日）・7/23～8/5・8/13～8/16を除く



放送大学学生募集のお知らせ

各募集内容の詳細、資料請求（無料）、インターネット出願については、放送大学ＨＰをご覧
ください。
●放送大学ＨＰ「入学案内」ページはこちら http://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/

平成２７年度第２学期（１０月）入学生募集について

『Newsletterちばがく』投稿のご案内

『Newsletterちばがく』では、学生の皆さんからの投稿をお待ちしています。学習センターのイベント

や講演会へ参加した際のご感想、サークルの活動報告、エッセイ、旅行記、センターで学ぶ他の仲間へ紹

介したい情報など、お気軽にご投稿ください。

ご投稿いただいた原稿は、原則として投稿後最初に発行する『Newsletterちばがく』へ投稿順に掲載い

たしますが、ページ数の関係で掲載できない場合は、次号にて掲載いたします。なお、文字数が多い場合に

は、文章の調整や２回に分割しての掲載などをお願いする場合がございますので、あらかじめご了承願い

ます。

また、ご投稿いただく際は、①タイトル②お名前③学生種・コース名等も忘れずにお知らせください。

【投稿アドレス】e.chibagaku@ouj.ac.jp
※ご郵送の場合は、表紙右上住所まで送付願います。また、直接学習センター事務室まで

お持ちいただいても結構です。

Newsletterちばがく 第１０号 ［８］

放送大学では、現在平成２７年度第２学期入学生を募集しています。ご友人、ご家族の方で
放送大学にご興味をお持ちの方がおられましたら、是非ご紹介ください。

［募集学生種］
教養学部
全科履修生：４年以上在学し、所定単位を取得して「学士（教養）」の学位取得を目指します。
選科履修生：１年間、興味のある科目のみを学びます。
科目履修生：１学期（６ヵ月）間、興味のある科目のみを学びます。

大学院文化科学研究科
修士選科生：１年間、学習・研究したい分野の放送授業科目を履修します。
修士科目生：１学期（６ヵ月）間、 学習・研究したい分野の放送授業科目を履修します。

［出願方法］インターネットまたは、放送大学本部へ郵送により出願
※書類による選考のみで、学力試験はありません。

［出願期間］インターネット出願：現在受付中～８月３１日（月）２４時
郵 送 に よ る 出 願：現在受付中～８月３１日（月）必着

放送大学では、平成２８年度４月大学院入学者用の募集要項を配布しています。大学院へ進学
して、より高度な教養知の修得を目指したい方の出願をお待ちしています。またご友人、ご家
族の方で放送大学大学院にご興味をお持ちの方がおられましたら、是非ご紹介ください。

［募集学生種］

大学院文化科学研究科
修士全科生：修士課程を修了して、「修士（学術）」の学位取得を目指します。
博士全科生：博士後期課程を修了して、「博士（学術）」の学位取得を目指します。

［出願方法］インターネット（修士全科生のみ）または、放送大学本部へ郵送により出願
※出願後、筆記試験および面接諮問による入学者選考を行います。

［出願期間］インターネット出願：平成２７年８月１５日（土）～８月３１日（月）２４時
郵 送 に よ る 出 願：平成２７年８月１５日（土）～８月３１日（月）必着

平成２８年度（４月）大学院入学生募集について


