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ちっくと学んでみんかえ､
まっこと身になるちや!!

このたび、高知学習センター開設25周年を迎えるにあたって、センターの活動を振り返り、今後のセンター
運営に資する記録を残すために、本記念誌を発刊することになりました。
寄稿等、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
入手方法等は、後日、ホームページやメールマガジン等でお知らせいたしますので、どうぞよろしくお願いい
たします。
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放送大学高知学習センター
開設25周年記念誌 刊行

※写真はイメージです。



第2学期　単位認定試験日程　
大学院　1月２１日（火）～1月２２日（水）
学　部　1月２３日（木）～１月３０日（木）
教員免許更新講習　２月２９日（土）～３月１日（日）※１月２４日（金）・１月３１日（金）は臨時閉所日

単位認定試験のスケジュール・・・・・試験日まで

＜本部からの送付物を確認＞
◆通信指導添削結果

科目Ａ

科目B

科目C

1月中旬に一科目
ごとに送付されます。

◆単位認定試験通知
　　（受験票）

・試験科目名
・試験日時
・試験室
などが記載

記載内容を
チェック

試験日の約1週間前までに
届くよう送付されます。

通信指導添削結果より先に
受験票が届くことがあります。注意

※受験票が届いていない場合や誤って紛失
　してしまった場合など　

放送大学本部（043－276－5111）へ連絡

＜学生証を確認＞
期限切れの学生証をお持ちの方、新入生の方でまだ学生証をお持ちでない方は、早めに
事務室にて学生証の発行手続きを済ませてください。

単位認定試験のスケジュール・・・・・試験当日

※試験室を必ず受験票で確認して入室してください。
  （同じ科目でも教室が分かれている場合があります）
※座席は科目ごとに指定していますので 試験室入口の座席表に従って着席してください。
※新規登録科目と再試験科目が重なっている場合は、選択した科目の座席に着席してください。
※1/25 (土)・26（日）はメディアの森正面玄関は9時開錠です。
　9時までは正面玄関を右手に回った、放送大学南入口をご利用ください。

＜試験日に持参するもの＞

① 単位認定試験通知（受験票）　　② 学生証
③ 持込み許可物品　　　　　　　　④ 筆記用具(HBの黒鉛筆)

持込み許可物品とは？

持込み許可物品は、受験票に同封の「単位認定試験に際しての注意事項」に記載されて
います。その他、キャンパスネットワークHPや学習センターHP・掲示板でも確認できます。
※「印刷教材」には、通信指導問題・添削結果も含みます。「ノート」には、紙媒体の
　ものであればパソコン等から出力したものも含みます。

択一式：1/8（水）、記述式：1/17(金)
までに通信指導添削結果が届かない時

1/14 (火)までに受験票が届かない時

単位認定試験について

－2－



単位認定試験のスケジュール・・・・・試験終了後
＜試験成績の確認＞

2月下旬に「成績通知書」を送付します。
また、システムWAKABAの「単位修得状況」でも確認できます。

再試験制度について
次の場合、次学期に限り、再試験を受けることができます。

①登録科目の試験を初めて受け、不合格だった場合。
②登録科目の添削指導問題を提出しなかった方で、次学期に添削問題を提出し、結果が合格の場合。
③登録科目の初めての試験を欠席した場合。

【科目登録・出願手続きについて】
●次学期に学籍がある方・・・・・・・再試験科目をあらためて科目登録する必要はありません。
●次学期に学籍がない方・・・・・・・再試験科目をあらためて科目登録する必要はありませんが、
                                   　　　　　　 出願手続きが必要です。
                                   　　　　　　（入学料と他に新たな受講科目がある場合は受講料を納入）

試験問題・解答の公表について

※試験問題を持ち帰ることができません。

試験問題の公表

解答の公表

（1）全ての科目の試験問題をシステムWAKABA「学内リンク」に掲載、また学習センター
　　  でも公開します。

（1）主任講師の了承があった科目のみ公表し、解答を公表しない科目についても、解答の
　　  代わりに、解答のポイント等（公表しない理由となる場合もあります）を公表します。
（2）システムWAKABA「学内リンク」に掲載、また学習センターでも公開します。

　　　※2019年度第2学期の試験問題・解答等の公表期間は、受験票に同封の
          「単位認定試験に際しての注意事項」にてご確認ください。

利用が認められます 利用が認められません
○自宅パソコンで閲覧・印刷
○学習センターパソコンで閲覧・USBメモリー
　等にデータ保存
○学習センター備え付けの試験問題をデジカメ
　で撮影

×学習センターパソコンで印刷
×学習センター備え付けの試験問題をコピー

1/23（木）～1/30（木）は、試験室以外の教室を自習室として開放しますので、利用して
ください。教室の場所は1階 階段横の掲示等で確認してください。

自習室について

試験当日は窓口が混み合ってお待たせする場合もありますので、ご用の方は時間に余裕を持っ
てお越しください。

窓口について

試験期間中の注意
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事務室からのお知らせ

         システムWAKABAの
初期パスワード変更はお済みですか？

　教務情報システム（システムWAKABA）
や学生メール（Gmail）など、放送大学を
利用するためのパスワードが、入学許可書
に書かれている初期パスワードのままの状
態になっていませんか？不正利用を防ぐた
め、3月3日（火）までに必ずパスワードを
変更するようお願いいたします。
3月４日（水）6時を過ぎるとシステムが利
用できなくなります。

※初期パスワード変更されていない方には、
大学本部から学生メール（Gmail）に通知が
届いています。あわせてご確認ください。

(パスワード変更手順)
システムWAKABA
へログイン→
トップ画面プロフィー
ル画像の下「パスワー
ド変更」をクリック

令和2年度第１学期（次学期）の
科目登録および継続入学を忘れずに！
令和2年度第１学期（次学期）の
科目登録および継続入学を忘れずに！

☆2月中旬頃送られてくる「科目登録申請要項」「面接授業時間割表・開設科目一覧表」を
　参照の上、申請してください。次

学
期
に
学
籍
の

あ
る
方

今
学
期
で
学
籍
が
切
れ
る
方

卒
業
見
込
み
の
方

申請方法 申請期間
郵送
システムＷＡＫＡＢＡ

2月13日～2月28日　私書箱必着
2月13日9時～2月29日24時

☆継続入学用の書類が送られてきますので、郵送またはシステムＷＡＫＡＢＡから登録を！

出願期間 印刷教材の送付 面接授業の登録
  （学期当初）

学　　費
納入期限

第
１
回

第
2
回

 11月26日
～2月29日

3月  1日～　
3月17日

３月13日までに
学費を納入した
場合に限り、
学期開始
（4月１日）までに
到着。

３月13日までに
学費を納入した
場合に限り、
学期開始
（4月１日）までに
到着。

インターネット
による授業視聴

4月7日

２月1３日～２９日24時の間
にシステムＷＡＫＡＢＡから
出願の場合、登録可。

登録できません。
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初歩の！パソコン講習会

 　　　　   

キャンパスライフ9月～12月
　9月7日（土）、8日（日） パソコン初心者
を対象としたパソコン講習会を開催しまし
た。アールシステム株式会社のインストラク
ターよりパソコンの基本操作からインターネ
ットの活用方法について教えていただきまし
た。参加された学生は終始真剣な様子でパソ
コンと向き合っていました。

2月1日（土）・
2日（日）にも開催！
詳しくは、同封の
チラシにて。

同好会「書道ガールズ＆ボーイズ」が取材を受けました！
　10月 放送大学本部の広報課が来高し、同好会「書道ガールズ＆ボー
イズ」が、学内広報誌『ON AIR』の「学習センターサークル紹介コー
ナー」の取材を受けました。
　『ON AIR』129号（1月発刊)に掲載される予定です。入荷しだい、
センターに配架しますので、ぜひご覧ください。

芸術文化祭2019へのご協力ありがとうございました
　11月1日（金）・2日（土）に、芸術文化
祭201９を開催しました。来場者は130名
と、多くの方にご来場いただきました。
　美術展覧会は、どれも力作揃いの作品が
並び、バザー、サークル・同好会の催し、
ワークショップ、異文化紹介講座と、イベ
ント満載の2日間でした。出品ならびにご協
力いただいた皆様方にお礼申し上げます。美術展覧会 ワークショップ（ペーパークイリング）

卒業研究　面接審査
　12月4日（水）、高知学習センター所属の湊麻紀子さん（教養学部・
社会と産業コース）の卒業研究面接審査が高知学習センター講義室で行
われました。湊さんは、パソコンの動作確認や発表する資料の準備のた
め、前日にも来所し、翌日の本番に臨まれていました。
　面接審査は、指導教員である高知大学地域協働学部教授の玉里恵美子
先生と放送大学教授の北川由紀彦先生によりWEB会議を通して行われ
ました。WEB会議の映像や音声はスムーズに流れ、面接審査も滞りな
く進みました。湊さんは発表が終わるとホッとされた様子で先生方と談
笑されていました。
　パソコンやインターネットの環境がない等で卒業研究を諦めている学
生さんもいらっしゃるかと思います。学習センターには学生用パソコン
が常備されており、インターネットの環境も整っていますので、活用し
てぜひ卒業研究にチャレンジしてください！
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　𠮷倉　紳一所長は3月末をもって退任となります。高知学習センター所長として、学生・センターのため長年ご
尽力いただきました。下記のとおり、セミナー最終講義ならびに送別会を開催いたします。
お申込は3月19日（木）までに事務室へ。※詳細は決まり次第、掲示板・ＨＰ等でお知らせします。

𠮷倉所長最終講義・送別会のご案内

◇「セミナー最終講義」◇

日時 ： 3月29日（日）13：30～
会場 ： 3階　講義室（大）
定員 ： 60名

◇「送別会」◇

日時 ： 3月29日（日）1８：３0～
会場 ： 調整中
会費 ： 6,000～7,000円程度（予定）

初参加の
方も歓迎

講義・送別会、
どちらかだけ参加もＯＫ。
皆さま、お誘いあわせの上
ぜひご参加ください！

駐車場は有料のため、お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。多数のご参加をお待ちしております。

公開講演会 
「土佐の偉人　鹿持 雅澄（かもち まさずみ）の
　　　　　　　　　　　　　　万葉学」

　高知県出身の知られざる偉人シリーズの第3弾と
して、また、高知学習センター開設25周年記念講演
として、高岡市万葉歴史館 坂本 信幸 館長をお招き
し、講演会「土佐の偉人 鹿持 雅澄の万葉学」を開催
いたします。
　高知県出身の坂本館長に、新元号「令和」のルーツ
『万葉集』と、その研究に多大な功績を残した知られ
ざるご当地の偉人「鹿持 雅澄」についてお話いただき
ます。ぜひ学びを深めにいらしてください。

■ 開催日時 ： 令和2年2月1日（土）
　　　　　　 13:30～15：00
■ 場　　所 ： 高知大学　朝倉キャンパス　
             　　メディアの森6Fメディアホール 
（高知市曙町2丁目5番1号）
■ 参  加  費 ： 無料
■ 定　　員 ： 100名（先着順）
■ 申込〆切 ： 令和2年1月28日（火）
■ 申込方法 ： 高知学習センター事務室窓口・電話・
　 メールにて受付。また、同封のチラシにより、FAX
    でも受付しています。

看護職員のための研修会 
       「アドバンス・ケア・プランニング」
             ～もしもの時の話し合い～

　昨年、大変好評を博した「看護職員のための研修会」
を今年も開催いたします。
高知大学医学部附属病院がん看護専門師
弘末　美佐 氏をお招きし、「アドバンス・ケア・プランニ
ング」というテーマで、人生の終末期やそれを支える周
りの人々へのケアの重要性についてお話いただきます。
　皆さんで終末期ケアのあり方を考えてみませんか？

■ 開催日時 ： 令和2年２月15日（土）
　　　　　　 13:00～16：00
■ 場　　所 ： 放送大学高知学習センター3F　講義室（大）
■ 参  加  費 ： 無料
■ 定　　員 ： 60名（先着順）
■ 申込〆切 ： 令和2年2月12日（水）
■ 申込方法 ： 高知学習センター事務室窓口・電話・
　 　　　　　メールにて受付。

看護に携わる方
以外も、どなたでも
ご参加OK！

これからのイベント予告
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☆所属学習センター変更☆
　２月８日【郵送の場合必着】

☆休学届・復学届・退学届☆
　３月３１日【郵送の場合必着】

4月にかけ、環境の変化が多い時期です。
住所やメールアドレスの変更もお忘れなく！
※いずれもシステムＷＡＫＡＢＡからも届出可能

　皆さんの周りに放送大学、生涯学習、
資格取得に興味のある方はいませんか？
只今4月入学生を募集しています。
　募集期間は、
第1回：募集中～令和2年2月29日
第２回：同 3月1日～17日　です。
　ご友人、ご家族にぜひ放送大学をご紹介
ください。

　科目登録について不明な点や疑問点はありませんか？
卒業に必要な単位や、資格取得（認定心理士、幼稚園教諭免許状、学芸員など）の要件単位
について、どの科目を履修すればよいのか分からないなどの質問がありましたら、窓口まで
ご相談ください。また、「どのように学習すれば単位がとれるのか」、「新カリキュラム移
行について知りたい」などの疑問点についても対応いたします。相談を希望される方には、
事前に希望日時を事務室（088-843-4864）まで、ご連絡いただきますようお願い申し上げ
ます。

各種届出期間 ４月入学生募集中！

『学生生活の栞』
を確認し、手続き
をお願いします。

図書・視聴学習室からのお知らせ

　　　　　　利用のルール
★図書・視聴学習室でのグループ学習は禁止です。
　希望の方には空いている教室をお貸ししますので、
　事務室までお声掛けください。

　　　　　閉室期間のご案内
★下記の期間は、蔵書点検期間のため、図書・視聴
　学習室は閉室となります。自習等も含め、入室で
　きません。
　　【期間】3/25（水）～31（火）

　　　単位認定試験中の利用
★試験期間中の利用時間は、
　9：00～19：00
★試験期間中は、講義室兼実習室のパソコンは
　使用できません。図書・視聴学習室のパソコ
　ンをご利用ください。（台数に限りあり）



★利用時間
（通常期間）
火～日　9：10～17：40
（単位認定試験期間）
火～日　9：00～19：00

★閉所日
月・祝日、年末年始
　　　　（12/28～1/6）

★利用時間
月～金　9：30～16：30
（12：00～13：00除＜）

★閉所日
土・日・祝日、年末年始
（12／29～1／3）

幡多視聴室高知学習センター

 : 閉所日
 : 面接授業

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

1 月

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

2 月

日 月 火 水 木 金 土

7654321

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

30 3129

3 月

 : 大学院単位認定試験
 : 教養学部単位認定試験

《臨時閉所のお知らせ》
下記の日程は高知学習センターは終日閉所といたします。
1/18（土）・19（日） 大学入試センター試験（入構制限）のため
2/25（火）　　 　  大学入試前期日程（入構制限）のため  　

1月

2月

3月

1/４・５　　 臨時閉所日
1月中旬　     通信指導添削結果送付
　　　　　    単位認定試験通知（受験票）送付
1/18・19     臨時閉所日
1/21・22     第2学期単位認定試験（大学院）
1/23・1/25・1/26、1/28～30 
                   第2学期単位認定試験（教養学部）
1/24　         臨時閉所日
1/31　         臨時閉所日

2/1 　　   公開講演会「鹿持 雅澄の万葉学」
2/11　　      閉所日（建国記念の日）
2/13　　      第1学期科目登録申請開始
2/15　　      看護職員のための研修会「アドバンス・ケア・プランニング」
2/22　　      臨時閉所日
2/23　　      閉所日（天皇誕生日）
2/25　　      臨時閉所日
2月下旬　     単位認定試験成績通知送付
2/28          科目登録申請締切(郵送必着)
2/29　17時  科目登録申請締切（web申請）
2/29          第1学期学生募集締切（第１回）
2/29・3/1   教員免許更新講習修了認定試験

3/17          第1学期学生募集締切（第2回）
3/20　　      閉所日（春分の日）
3/21・22　  臨時閉所日
3/21　          本部学位記授与式（ＮＨＫホール）
3/25～3/31  図書・視聴室閉所（蔵書点検のため）
3/29　          高知ＳＣ学位記授与式

－8－

昨年はお世話になりました。
今年も何卒よろしくお願いいたし
ます。
次号は4月発行予定です。
「くじら」へのご意見・記事掲載
希望は、事務室まで。
Mail:kochi39@ouj.ac.jp
TEL:088-843-4864
FAX:088-843-4813


