
科目登録申請 操作ガイド
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システムWAKABAの科⽬登録は、24時間申請可能︕
申請後の確認や期間中の追加・変更も可能で⼤変便利です︕



郵送で送付した翌学期の

「科目登録申請要項」
「授業科目案内」
「面接授業開設一覧」

で科目を選びましょう。

放送大学ウェブサイト
でもシラバス検索が
できます。
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授業科⽬案内（シラバス）
＞本学ウェブサイト
＞授業科⽬案内
＞授業科⽬⼀覧
＞シラバス検索

⾯接授業（スクーリング）検索サイト
＞本学ウェブサイト
＞選ばれる理由
＞いつでも、だれでも、⾃由な学び⽅を
＞⾯接授業
＞第●学期⾯接授業ウェブサイト
＞授業概要⼀覧

ライブWeb授業案内ページ
＞本学ウェブサイト
＞選ばれる理由
＞いつでも、だれでも、⾃由な学び⽅を
＞ライブWeb授業
＞ライブWeb授業のご案内

ライブWeb授業の開講科⽬は、郵送の冊⼦類
には掲載されません。詳細は本ガイドP.13
及び本学ウェブサイト「ライブWeb授業のご
案内」ページをご覧ください。



申請完了後に申請内容をメールで通知
します。

学生カルテ→「学籍情報」の
「学園からの連絡通知用メールアドレス」

よりメールの受信先を確認できます。

(変更・異動手続より変更もできます)
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さっそく、
科目登録申請画面へ！



科目登録申請メニュー画面が表示されます。

在学生は、科目登録（全科等）
新入生で面接授業を登録する方は、面接型（入学生）

より申請します。

申請期間が表示されます

クリック
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新の学期が表示されます



画面下段の「科目登録申請」から科目を追加します。

放送授業
オンライン授業
面接授業

それぞれの受講したい科目を追加します。
次ページから、追加方法を具体的にご案内します。
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～修士全科生の方へ～
「放送授業」、「オンライン授業」
のみ表示されます。
第１学期に研究指導の科目登録を行う方
は、「放送授業」を選択し、研究指導の
チェック欄にチェックを入れてください。

授業区分ごとにタブを切り替えて登録します。



放送授業の登録方法

①「放送授業」の上に青線がある状態で

「+科目追加」ボタンをクリック。

② 科目の検索画面へ移動します。
検索方法については次ページへ。

クリック
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③「検索」ボタンをクリックすると、
検索結果が表示されます。

④ 受講したい科目にチェック

教材不要の場合は、チェックを外す

⑤「+科目選択」ボタンをクリックし、
選択内容が間違っていないか確認。

⑥「+追加完了」ボタンをクリックし、
追加完了です！（押し忘れ注意！！）
科目登録の 初の画面に戻ります。



（参考）科目の検索方法

科目コードなどの項目を任意で選んだ項目から検索することができます。
全ての項目を入力する必要はありません。
科目コードのみ入力でも検索できます。

科目コードは半角７桁です。
前後にスペースがあるとうまく検索できません。

科目名は、名前の一部でも
検索できます。
（例）「初歩」で検索
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オンライン授業の登録方法
オンライン授業を登録する方は、
放送大学ウェブサイトで
オンライン授業体験版を
体験しましょう。

科目登録の 初の画面に戻ると、
放送授業のタブに選択した科目が表示されます。

オンライン授業を登録したい場合は、

「オンライン授業」のタブをクリックします。
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クリック

本学ウェブサイト
＞選ばれる理由
＞いつでも、だれで
も、⾃由な学び⽅を
＞オンライン授業

オンライン授業（体
験版）

「体験版へは〜〜」
をクリック



クリック

② オンライン授業についてお知らせが掲示されます。
必ずご一読の上、画面下「確認」ボタンをクリック

クリック

③ お知らせ確認後の操作は、P.6～7の
放送授業の登録方法と同じです。

※ ①でタブの切り替えをしないと、
オンライン授業は検索結果に表示されません。

オンライン授業の登録方法（つづき）

画⾯はイメージです
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①オンライン授業のタブをクリックし、
「オンライン授業」の上に青線がある状態で

「+科目追加」ボタンをクリック



面接授業の登録方法

画⾯はイメージです
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クリック

①面接授業のタブをクリックし、
「面接授業」の上に青線がある状態で

「+科目追加」ボタンをクリック

② 面接授業についてお知らせが掲示されます。
日程の変更等、大切なお知らせになるため、
必ずご一読の上、画面下のボタンをクリック

クリック

③ お知らせ確認後の操作は、P.6～7の
放送授業の登録方法と同じです。

面接授業は検索方法が、多少異なるため
P.11～12もご確認ください。



（参考）面接授業科目の検索方法

講師名検索は、部分一致検索です。
フルネームの場合は姓・名の間に
全角スペースを入れてください。
（漢字・カナ・英字に対応)

学習センター、ブロックには
ご自身の所属先があらかじめ表示されます。

学習センターにこだわらずに検索する場合は
学習センター、ブロックに
「▼選択してください」を表示して検索してください。

科目コードなどの項目を任意で選んだ項目から検索することができます。
全ての項目を入力する必要はありません。
科目コードのみでも入力できます。
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科目コードは半角７桁です。
前後にスペースがあるとうまく検索できません。



（参考）面接授業科目の検索結果の見方

変更情報には
日程や講師の変更などが記載されます。

文字が見づらい場合は、
項目を入れ替えたり、幅を変えることもできます。

面接授業を選ぶ際には、科目名だけでなく、

・クラス
・実施学習センター
・授業日程

が希望と一致するか必ず確認しましょう。
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（参考）ライブWeb授業について
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＞本学ウェブサイト＞選ばれる理由＞いつでも、だれでも、⾃由な学び⽅を＞ライブWeb授業

「ライブWeb授業」は、Web会議システム（Zoom）を利用した授業と、
オンライン授業の利点を活かした新たな授業形態です。学習センター
ではなく、ご自宅等でPC等を用いて受講します。詳細は、本学ウェブ
サイト「ライブWeb授業」案内ページをご覧ください。 ライブWeb授業

案内ページ

ライブWeb授業
体験版

ライブWeb授業は、履修登録上は「⾯接授業」の⼀部 として扱います。

履修登録方法は、P.10「面接授業の登録方法」をご覧ください。

（ライブWeb授業の検索方法について）

ライブWeb授業は、本部と一部の学習センターが開講主体となっていま

す。学習センター、ブロックには、ご自身の所属先があらかじめ表示

されますので、本部またはライブWeb授業を開講する学習センターを表

示して検索してください（本部は南関東ブロックに分類されます）。

科目コードや科目名称を指定して検索する場合は、学習センター、ブ

ロックを指定せず「▼選択してください」を表示して検索することも

可能です。



放送、オンライン、面接授業をそれぞれ登録したら・・・

登録した科目の単位数を確認できます。

クリック

放送、オンライン、面接授業のタブを押すと
登録された科目が確認できます。

問題がなければ、「確認」ボタンをクリック
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科目登録申請登録確認

これまで登録したすべての項目や、
学費合計金額が表示されます。

クリック
「登録」ボタンをクリックし、次ページの完了画面が
表示されれば登録完了です。
申請完了通知メールが送信されます。
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科目登録申請登録完了

登録完了画面の上部に表示される
「整理番号」を必ず控えてください。

お問い合わせの際は、「整理番号」を
お知らせいただく必要があります。

登録完了後に「科目登録申請完了通知」
を登録メールアドレスに送付します。

ページ下部に記載の「注意事項」も
必ずご一読ください。

住所等に変更がある場合は、「住所情報変更」
ボタンより、必ず変更手続きを行ってください。

P.20の科目登録決定通知や教材を受け取ること
ができる住所を登録してください。
郵便局で郵便物の転送手続き(転居届)も必ず
行ってください。

これで、科目登録申請は終了です。
左横の「終了」ボタンを押してください。
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科目登録申請登録確認・修正

科目登録申請した内容について、確認・修正したい場合は、
申請期間中に申請時と同様(P.3～4)
教務情報→科目登録申請 を選択したあと、
次の画面で、「申請画面」ボタンをクリックします。
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クリック



< 印刷教材の有無の確認 >
印刷教材を必要としていた場合 → 印刷教材
チェック外していた場合(不要） → 空欄

タブを切り替えて、オンライン授業・
面接授業の登録内容も確認できます。

科目登録申請登録確認・修正画面

この画面から、現在登録している
科目の確認・修正ができます。
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科目登録申請修正

【科目追加】
科目を追加したい場合は、
申請時と同じ手順で行ってください。

【削除】
科目を削除したい場合は、削除し
たい科目の□にチェックを入れて、
クリックします。
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クリック

クリック

「確認」ボタンでは
修正は反映されません！
次のページで「登録」ボタンを
必ずクリックしてください！！

この画面に進めば、修正完了です。
再度完了通知メールを送付します。

印刷教材の要・不要を
変更したい場合は、

一度該当科目を削除し、
科目追加で変更してく
ださい。(P.7)



科目登録決定通知書の送付
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画⾯はイメージです
科目登録申請期間が終了したのち、
科目登録決定通知書を送付します。
右下に付属している払込票を使用し、
必ず期限内までに入金をお願いします。

２学期分の登録→９月上旬ごろ
翌年度１学期分の登録→３月上旬ごろ

に発送予定です。

学期の開始日(4/1 ，10/1）までに
印刷教材の送付を希望する場合は、
終締切よりも早く払込む必要があります。

締切は、通知書をご確認ください。
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よくある質問

Ａ.タブの切替はできていますか？ 検索画面が異なるため、お探しの科目の
授業区分のタブが選択されているか確認してください。(P.6・8・10)

Ａ.紙の申請票と違い、放送・オンライン授業は上限なし、面接授業は15科目まで登録できます。

Ｑ. 科目登録数に上限はありますか。

Ｑ.科目コードを入力しても、検索で出てきません。

Ｑ.学期が始まりましたが(4/1，10/1)、教材がまだ届きません。

Ａ.印刷教材は、学費の入金確認後2週間～20日程度でお届けします。学期開始まで
に教材の到着を希望する場合は、締切よりも早い入金が必要です。(P.20）

Ｑ.登録期間中ですが、P.4の画面で科目登録(全科等)の項目(またはボタン）がありません。

Ａ.次学期に学籍がない方は、科目登録申請は行えません。
該当の方は、科目登録申請の下「継続入学申請」よりお手続きください。(P.3)
また、上記手続きは学生種の変更も可能です。


