
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今後、京都学習センターで行われる
行事等の中止・変更の可能性があります。ウェブサイトをこまめにご確認ください。
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冬になると鴨川にやってくるゆりかもめは、京都の冬の風物詩として親しまれ
ています。「伊勢物語」の中では、“都鳥”と詠われ、古都にふさわしい余韻
を含んでいます。その心和む鴨川の風景のように京都学習センターの機関誌が
皆さんに親しまれるようにとの願いから “ゆりかもめ”と命名されています。

パソコン・スマートフォン・タブレットから見ること
ができます。ぜひチェックしてみてくださいね！！

https：//www.sc.ouj.ac.jp/center/kyoto/

更 新 中
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単位認定試験開始

第２学期単位認定試験は、自宅受験です。
※新型コロナウイルス感染対策のため、京都学習センターで単位認定試験は行いません。

成績発表

大学本部から案内を発送

答案提出期限

位認定試験について

試験までの流れ

●解答用紙
●返送用封筒
●受験方法詳細等の一式
○受験票

送付物を確認のうえ、
不足がある場合は下記

大学本部へ申し出てください。

☎大学本部（総合受付）
043-276-5111

※受験票は別便で届きます。

単位認定試験実施期間 答案提出期間

単位認定試験 試験問題公開ページ

① 放送大学ウェブサイトの

で試験問題を閲覧する。

② 解答用紙に記入する。

※ネット環境が無い方は、
大学本部から届く案内に
従ってコンビニエンス
ストア設置のコピー機で
印刷･閲覧する。

詳細は『学生生活の栞』

教養学部

を参照してください。
Ｐ67～75

Ｐ70～78

大学院

２０２１年
12月末頃

③ 解答用紙を提出用封筒に
入れて本部へ郵送する。

新規に科目登録をした学期に単位修得できなかった場合、次の学期に学籍がある
場合に限り（休学中を除く）科目登録を行わなくても再試験を受験できます。
今学期で在学期間が終了する方は、継続入学の手続きを行い、学籍を継続すれば、
再試験を受験できます。

再試験について

学籍に登録している住所が誤っている場合、単位認定試験の受験に必要な
受験票や解答用紙等、郵便物の未着や遅延が発生しますので注意してください。

郵便や大学ウェブサイト、システムWAKABA等で
お知らせする予定です。必ず確認してください。

２０２２年
1月14日(金)

２０２２年
1月21日(金)

２０２２年
2月下旬

２

単



対
象
者

今学期末（３月末）で学籍が切れる方

継続入学
次学期も学籍が続く方

科目登録

申
請
方
法

受
付
期
間

郵

送

１
回
目 郵

送
２
回
目

Ｗ
ｅ
ｂ

１
回
目 Ｗ

ｅ
ｂ２

回
目

目登録･継続入学の手続きについて

② 出願票（郵送）

① システムWAKABA（インターネット）

② 科目登録申請票（郵送）

※①の場合、システムWAKABAにログインし、
メニュー欄の「科目登録申請」から手続きを
行ってください。

科目登録申請要項学生募集要項（出願関係書類）

※集団入学および共済組合を利用して入学した方は除く。

が２０２２年１月中旬に
大学本部より送付されます。

が２０２２年１月中旬に
大学本部より送付されます。

２０２２年度第１学期の科目登録・継続入学のための手続きは、各要項および『学生生活の栞』を

熟読のうえ、締切りや方法について注意して手続きしてください。

関係書類の到着
２０２２年 ２月２７日（日）

１１月２６日（金）９：００２０２１年

２月２８日（月）２４：００２０２２年

１日２０２２年 ３月 （火）

２０２２年 ３月１５日（火）

１日２０２２年 ３月 （火）０：００

２０２２年 ３月１５日（火）１７：００

２０２２年 ２月２７日（日）

２０２２年 ２月１３日（日）

２０２２年 ２月２８日（月）２４：００

２０２２年 ２月１３日（日）９：００

私
書
箱

必
着

私
書
箱

必
着

３

注
意
事
項

科目登録期間中にシステムWAKABAの
「継続入学申請」から出願し、放送授業または
オンライン授業を登録後、面接授業の登録を
行ってください。（※郵送での受付はありません）

２０２２年 ２月１３日（日）９：００～
２０２２年 ２月２８日（月）２４：００

※期間外に出願申請された場合は、
学期当初から面接授業の申請が
できませんので注意してください。

次学期に通信指導の再提出または単位認定試
験の再試験のみを希望される場合は、出願時に
「今回は通信指導提出または再試験のためだ
けの出願である」にチェックをしてください。

必要な書類等は学生種によって異なります。
学生募集要項に記載の、ご自身に該当する
募集内容を必ず確認し、出願手続きを進めて
ください。

科目登録申請および授業料納入を４学期間
（休学期間除く）行わなかった場合、自動的に
除籍となります。

科目登録
期 間

※卒業見込みの方は除く。

※②の場合、学生募集要項に記載の継続入学用の
募集内容を確認してください。（２０２２年度第１学期
から継続入学専用出願票は廃止されました。）

推
奨
① システムWAKABA（インターネット）推

奨

卒業見込みの方で出願関係書類を希望する
場合は、放送大学本部に連絡してください。

▶放送大学本部 043-276-5111

による申請

または

による申請

または

科

※①の場合システムWAKABAにログインし、「教務情
報」の「継続入学申請」から手続きを行ってください。

入学学期当初から面接授業の
登録申請をしたい方



接授業について（2022年度第1学期）面

Web（Zoom）授業の受講には、
ご自宅にパソコンやインターネット
環境の他にZoomの操作が必要です。
学習センターでのサポートはありま
せんので、予めご自身で操作方法等
を調べたうえで受講してください。

令和４（２０２２）年

学習センターによって登録の手続きが異なるため、必ず登録を希望する科目を
開設している学習センターに確認してください。

◆空席発表
4月16日（土）１２：００
空席状況は、システムWAKABAまたは
学習センター掲示板でお知らせします。

面接授業当日の検温で37.5℃以上や
平熱より1℃高い、または体調不良の
場合は、必ず学習センターに欠席する
という連絡をしてください。

面接授業授業開講期間

科目登録申請をしても必ず受講できるとは限りません

すべての面接授業科目には受講定員が設けられています。
定員を上回る申請があった科目については、抽選による選考が行われるため、後日送付される
「科目登録決定通知書」または「システムWAKABA」で登録できた科目を必ず確認してください。

面接授業科目追加登録について

◆追加登録期間

4月21日（木）～
科目ごとに定められた受付期日まで
※最終受付期限日は、7月１７日（日）です。

◆追加登録に必要なもの
①面接授業科目追加登録申請書
②学生証（コピー不可）
③授業料（１科目5,500円）

京都学習センター

４月２１日(木)、京都学習センターにて抽選を行います。

10：30 受付開始（受付：事務室入口前）

11：00 抽選開始（会場：京都学習センター講義室）

※抽選会終了後、まだ空席がある科目は追加登録

期間中、先着順で受付をします。

※郵送による申請も一部認めています。

※詳細は『面接授業開設科目一覧』で確認してください。

４月１６日（土）～７月３１日（日）

科目登録決定後、定員に余裕のある科目については、追加登録を行います。

緊

面接授業科目登録期間

２月１３日（日）９：００～
２月２８日（月）２４：００

システムWAKABA

令和４（２０２２）年

４

急事態宣言等の不測の事態により、 面接
授業が各学習センター内で実施できなく
なった場合は、「閉講」や「Web（Zoom）

授業で実施」になります。各科目の対応については、
『面接授業開設科目一覧』の「不測の事態発生時」
欄や『面接授業時間割表』の「実施会場」欄、システム
WAKABAを必ず確認のうえ、科目登録してください。

『２０２２年度第1学期 面接授業
時間割表（近畿ブロック版）』

P.１参照



習懇談会について

教員／専門分野 開催日 時間 開催方法

あかり ちあき

明里 千章 先生
日本近現代文学

2月
3月
4月

8日（火）
1日（火）
5日（火）

１０：１５～１１：４５
テレビ電話式
不測の事態発生時も
テレビ電話式で開催

くらにしひろし

倉西 宏 先生
臨床心理学･傷つきと喪失の
心理学･グリーフケア

2月
3月
4月

9日（水）
1日（火）

開催なし

2月１５：３０～１７：００
3月１３：３０～１５：００

テレビ電話式
不測の事態発生時も
テレビ電話式で開催

さいとうさとる

齊藤 智 先生
認知心理学･認知科学

2月
3月

4月

4日（金）
9日（水）

２日（土）

2月１０：１５～１１：４５
3月１５：３０～１７：００
4月１３：３０～１５：００

テレビ電話式
不測の事態発生時も
テレビ電話式で開催

そ みんじょん

徐 民靜 先生
日韓対照言語学

2月
3月
4月

1日（火）
1日（火）

12日（火）

１０：１５～１１：４５
基本対面式

不測の事態発生時は
テレビ電話式へ変更

たかぎ ちか

高城 智圭 先生
公衆衛生看護学

2月
3月
4月

17日（木）
25日（金）
開催なし

１０：１５～１１：４５
基本対面式

不測の事態発生時は
テレビ電話式へ変更

つきうらたかし

月浦 崇 先生
認知神経科学･神経心理学

2月
3月
4月

開催なし
12日（土）

2日（土）

１０：１５～１１：４５
テレビ電話式
不測の事態発生時も
テレビ電話式で開催

ながおかしんすけ

長岡 慎介 先生
経済学･比較経済史･経済思想･
イスラーム地域研究

2月
3月
4月

１7日（木）
24日（木）
７日（木）

１０：１５～１１：４５
テレビ電話式
不測の事態発生時も
テレビ電話式で開催

はたけ かつひこ

羽竹 勝彦 先生
法医学

2月
3月
4月

16日（水）
2日（水）
9日（土）

2月１５：３０～１７：００
3月１５：３０～１７：００
4月１３：３０～１５：００

対面式
不測の事態発生時は

中止

み え の ふみはる

三重野 文晴 先生
アジア経済･途上国の経済

2月
3月

１6日（水）
25日（金）

１３：３０～１５：００
基本対面式

不測の事態発生時は
テレビ電話式へ変更

や ぎ とおる

八木 透 先生
民俗学･東アジアの家族史

2月
3月
4月

8日（火）
16日（水）

5日（火）

2月１３：３０～１５：００
3月１０：１５～１１：４５
4月１０：１５～１１：４５

基本対面式
不測の事態発生時は
テレビ電話式へ変更

よしおかたかひと

吉岡 崇仁 先生
生物地球化学･環境学

2月
3月
4月

２４日（木）
2４日（木）
14日（木）

2月１０：１５～１１：４５
3月１３：３０～１５：００
4月１０：１５～１１：４５

基本対面式
不測の事態発生時は
テレビ電話式へ変更

修学上の相談や学習内容についての相談・質問等がある方は、京都学習センター客員教員による
学習懇談会をご活用ください。事前の申し込みは不要です。はじめに事務室窓口で手続きを行い、
各自で開催教室に入室してください。開催教室は当日の掲示で確認してください。
※「開催方法」は教員によって異なります。予め「開催方法」と「不測の事態発生時」をご確認ください。

５

京都学習センター
ウェブサイト
【学習懇談会】学



事
務
所
来
所
時
は…

自宅で受講する方式です。

Zoomアプリをインストール
し、インターネットに接続した
パソコン等を操作して受講
していただきます。

パソコンの一般的な操作や
インターネット接続方法等は、
学習センターではサポート
できません。

学習センター
の講義室等で
行われる指導
の方式です。

Zoom

Web式 対面式

テレビ電話式

学生の皆さんが学習セン
ターの部屋から、教員と直
接対面せず画面越しに学
習相談を受ける方式です。

パソコンに触れることなく
相談を受けられますので、
これまでどおり学習セン
ターにお越しください。

拡張教室

会議室内のスク
リーンに映し出さ
れる講義室の映像
と音声をリアルタイ
ムで視聴します。

ス
ク
リ
ー
ン

※質疑応答は
できません。

テレビ電話式 で一部、実施します。

テレビ電話式は、学生の皆さんが学習センターの部屋から
教員と直接対面せず画面越しに学習相談を受けるZoomを
使った新たな方式です。
パソコンに触れることなく相談を受けられます。
これまでどおり学習センターにお越しください。

●窓口で健康状態を申告してください。

相談 開始前

●「学習懇談会カード」を受け取って
ください。

●一人あたり です。

●延長を希望される場合は、

➡ 「学習懇談会カード」を持って
窓口で延長申請をしてください。

➡延長できるのは
１回限り（１５分）です。

制限時間

●窓口に「学習懇談会カード」を
返却してください。

相談 終了後

接続が切れた場合

●窓口へお知らせください。

下記
京都学習センター

教育指導の方式と場所
参照

学
習
相
談
に
あ
た
っ
て

６

ご自宅 京都学習センター
（講義室等）

京都学習センター
（教員室等）

京都学習センター
（会議室）

体調がすぐれない場合
は来所を控えてください

入室前に事務室の
窓口で検温を

事務室窓口で学生証を
提示のうえ健康チェック
にご協力願います。

外出前に検温し、発熱等風邪の
症状がある場合や体調がすぐれな
い場合は、来所を控えてください。

マスクは
正しく着用を

マスクを着用してください。
マスクを着用していない方
は利用できません。

マスクで
きちんと鼻と
口をおおい
ましょう。

そ
の
他
来
所
時
は… 窓を開けて換気してい

ます。ご自身の衣服で
調節してください。

換気のため
衣類で体温調節を

●学習懇談会は最長３０分です。
これ以上の延長はできません。



京都学習センター
ウェブサイト
【特別講義】別講義について

： １回完結型の講義です。受講しても単位の修得にはなりません。

： 京都学習センター所属の在学生 （休学中は受講できません。）
応募者多数の場合は、抽選となります。

特別講義とは

受講の対象者

対 Ｗ

混

…対面式による開講 …Web式による開講

…対面式とWeb式の混合式による開講

① 日本人と鬼ー鬼とは何者か？

担当教員 八木透先生（佛教大学歴史学部教授）

開催日時 ２０２２年２月８日（火）１５：３０～１７：００

講義内容

日本人にとって、鬼とはどのような存在なのでしょうか？ それは、恐ろしい
一面を持ちながら、一方でどこか恨めない、同情を醸すような存在だと思
います。これまでの日本の歴史の中で、人々の神や仏に対する観念、ある
いは死生観や他界観等について考える時、鬼は避けては通れない、とて
も大切な存在だといえるでしょう。それは換言すると、鬼について考えるこ
とは、結果として人間について深く洞察することにつながると考えられる
からです。

開催方法／
場所／定員

対面式とWeb式 ／ 対面式： 講義室 ／ ２０名（拡張教室なし）
（混合式） Web式： 自宅 ／ １０名

不測の事態発生時 対面式は開催中止、Web式は予定通り開催

混

７

※ 「開催方法」は教員によって異なります。
予め「開催方法」と「不測の事態発生時」をご確認ください。

※ 混合式（対面式とWeb式）による講義において、
対面式とWeb式の両方を申し込んだ場合は、Web式が優先となります。

※ 「Web式用申込フォーム」は講義によってフォーム（QRコード）が異なります。

※ 「Web式用申込フォーム」が無い講義は対面式での講義のみ開催します。
Web式での講義は開催しません。

注

意

② 心の構造と心の発達①「生まれるということ」

担当教員 倉西宏先生（京都文教大学臨床心理学部准教授）

開催日時 ２０２２年２月９日（水）１３：３０～１５：００

講義内容

この特別講義は今後は人間の発達のプロセスにおける流れを紹介していこうと
思っています。今回は最初に心の構造の基礎的なお話を行った上で、発達の最
早期である生まれる以前の胎内での人間の発達の様相と、それに伴って「生ま
れる」ということについて、臨床心理学的観点からお話できれば思っています。
肉体的に生まれるということと、この世に心的に着地するということは同じでは
ないとも言われており、心身における誕生の様相に触れられればと思っています。

開催方法／
場所／定員

Web式のみ／自宅／ ２０名（対面式・拡張教室なし）

不測の事態発生時 予定通り開催

Ｗ

特別講義の概要

https：
//forms.gle/fq
aDgv4YAE3fR
hhq5

Ｗｅｂ式用
申込フォーム

https://forms.
gle/WiySNvye
ZALiegd26

Ｗｅｂ式用
申込フォーム

https://forms.
gle/VPMNngk
WXms4uAi26

特



④ 温故知新～思想家・政治家の言葉

担当教員 明里千章先生（千里金蘭大学生活科学部特命教授）

開催日時 ２０２２年３月８日（火）１０：１５～１１：４５

講義内容

「温故知新」をテーマにして、第一回「小説家のことば」、第二回「科学者のこと
ば」を取り上げました。今回は「思想家・政治家のことば」を取り上げます。「明
日を正しく生きるために」温故知新、記憶の大切さを考えてきましたが、さらに
思考することの大切さを考えてみたい。政治哲学者ハンナ・アーレントは「考える
ことで人間が強くなることです。危機的状況にあっても、考え抜くことで破滅に
到らぬよう」と訴えました。同じ過ちを繰り返さないためにはどうすればいいか、
思想家たちのことばに耳を傾けてみましょう。

開催方法／
場所／定員

対面式のみ ／ 対面式： 講義室 ／ ２０名
拡張教室： 会議室 ／ １０名

不測の事態発生時 開催中止

対

⑤ キムチで見る地域性

担当教員 徐民靜先生（近畿大学非常勤講師）

開催日時 ２０２２年３月９日（水）１０：１５～１１：４５

講義内容

皆様ご存じのように韓国の食べ物の代表格はキムチです。キムチの中でも白菜
キムチや大根キムチがまた代表格だと思いますが、実はキムチには一口に白菜
キムチと言っても地域ごとにその漬け方（発酵材料等）が大きく異なります。今
回の特別講義では、韓国人の食卓には欠かせない食べ物のキムチの地域ごと
の特徴についてご紹介します。その地域の特性ともつながるキムチの漬け方を
紹介しながら、各地域の地域性を垣間見ることもできればと思います。

開催方法／
場所／定員

対面式のみ／講義室／ ２０名（拡張教室なし）

対

不測の事態発生時 開催中止

③ イスラーム世界論⑦女性とイスラーム

担当教員 長岡慎介先生（京都大学大学院アジア･アフリカ地域研究研究科教授）

開催日時 ２０２２年２月２４日（木）１０：１５～１１：４５

講義内容

イスラーム教徒の女性というと、ヴェールやスカーフをかぶり、顔や肌を隠してい
るイメージが浮かびます。そうした姿から、しばしばイスラーム教徒の女性は男
性から抑圧されたり、蔑視のまなざしの下で生きていたりしていると言われるこ
とがあります。しかし、そうしたネガティブなイメージを覆す社会実践が実際のイ
スラーム世界では繰り広げられています。この講義では、イスラーム教徒の女性
の実態と最新の動向を紹介しながら、新しい女性イスラーム教徒像を示してみ
たいと思います。

開催方法／
場所／定員

対面式のみ／講義室／ ２０名（拡張教室なし）

不測の事態発生時 開催中止

対

※ 「Web式用申込フォーム」が無い講義は対面式での講義のみ開催します。
Web式での講義は開催しません。

※ 混合式（対面式とWeb式）による講義において
対面式とWeb式の両方を申し込んだ場合は、Web式が優先となります。
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⑦ 安定同位体生態学概説

担当教員 吉岡崇仁先生（京都大学フィールド科学教育研究センター特任教授）

開催日時 ２０２２年３月２４日（木）１５：３０～１７：００

講義内容

「安定同位体生態学」と呼ばれる研究分野があります。炭素、窒素、水素、酸素
等生物に多く含まれる元素には、質量が異なる安定同位体が存在しています。
たとえば、炭素の場合は、質量数が12と13の2つの安定同位体があります。安
定同位体どうしは、化学的性質は同じですが、重さが異なるため、種々の化学
反応や物理的な過程によって存在割合にわずかな変動が起こります。この変動
を検出することで、さまざまな生態系のプロセスに関して情報を得られ、たとえ
ば、食物連鎖や、植物が成長する時の気温や水分条件、二酸化炭素濃度等を
推定することができます。ここでは、安定同位体に関する基礎的な知識や、安定
同位体生態学の歴史等含めて、その概要を解説します。

開催方法／
場所／定員

対面式とWeb式 ／ 対面式： 講義室 ／ ２０名（拡張教室なし）
（混合式） Web式： 自宅 ／ １５名

不測の事態発生時 対面式は開催中止、Web式は予定通り開催

混

⑧ アルコール代謝と肝臓の病気

担当教員 羽竹勝彦 先生（奈良県立医科大学名誉教授）

開催日時 ２０２２年４月９日（土）１０：１５～１１：４５

講義内容

法医学では交通事故、転倒・転落、溺死等の外傷等の外因性疾患で亡くなる
ヒトを対象にすることが多いですが、解剖によって病気で亡くなっていることが
判明することも多いです。病死の場合、心疾患が最も多いのですが、肝疾患で
死亡していることも少なからずあります。また血液からアルコールが検出される
こともあり、アルコール濃度から様々なことがわかります。今回はアルコール代謝
と肝臓の病気についてお話します。

開催方法／
場所／定員

対面式のみ ／ 対面式： 講義室 ／ ２０名
拡張教室： 会議室 ／ １０名

不測の事態発生時 開催中止

対

⑥ マシュマロテストは何を測っているのだろうか？

担当教員 齊藤 智 先生（京都大学大学院教育学研究科教育認知心理学講座教授）

開催日時 ２０２２年３月１５日（火）１３：３０～１５：００

講義内容

マシュマロテストは、目の前にある1つのマシュマロをすぐには食べないで待って
いたら、後でもう1つもらえるという設定で、子どもがどれだけの時間待つことが
できるのかを調べる課題として、一般には知られている。4歳の頃に待つことの
できた時間の長さから、後の学業成績や健康状態を予測できることが報告され
たことを受けて、「セルフ・コントロール」の課題として紹介されることが多い。こ
の講義では、マシュマロテスト開発の背景から最新の日米比較研究までを紹介
し、この課題の待ち時間には、学習の結果身についた習慣が関わっていること
を論じる。

開催方法／
場所／定員

Web式のみ／自宅／ ２０名（対面式・拡張教室なし）

不測の事態発生時 予定通り開催

Ｗ

Ｗｅｂ式用
申込フォーム

Ｗｅｂ式用
申込フォーム

https://forms.
gle/5VcghZRx
hDfeMXQw5

対 Ｗ 混…対面式による開講 … Web式による開講 … 対面式とWeb式の混合式による開講

９

https://forms.
gle/VfCRHDe
6f8jb3aqMA



開催月 受 付 期 間 抽選結果の発送日

２月 ゆりかもめ到着日～１月２１日（金）必着 １月２６日（水）頃

３月 ２月１日（火）～２月１８日（金）必着 ２月２５日（金）頃

４月 ３月１日（火）～３月１８日（金）必着 ３月２５日（金）頃

受付期間・結果の発送日

当日の遅刻

遅刻の理由にかかわらず、

対面式 「講義開始後５分まで入室可」とし、それ以降は入室できません。

Web式 「講義開始２5分前から１5分前の間に入室可」とし、それ以降は入室できません。

受講についての注意事項

体調のすぐれない方やマスク着用のない方は
受講できません。（キャンパスプラザ京都はマ
スク着用のない方の入館をお断りしています。）

感染防止のため定員を通常の半分以下にし、
講義中は窓を開けて換気しています。

京都学習センター３階講義室は座席指定です。
座席番号は抽選結果ハガキでお知らせします。

対面式での講義に当選し受講する方は、
受講当日に事務室窓口へ、学生証、抽選結果
ハガキを提示し、体温チェックを受けてください。

Webでの講義に当選し受講する方は、後日、
受講方法等を指定のメールアドレスへ案内
します。

インターネット環境、パソコン、イヤホン等は、
ご自身で準備してください。

特別講義の資料は出席者のみに配布します。
欠席者に資料のお渡しはできません。

キャンセル等で空席が出ても、当日の追加
募集は行いません。

受講生がZoomを使える前提で実施します。
トラブル等が発生した際のサポートは、
行いません。

※講義室が満席になった場合は
拡張教室を設ける場合があります。

拡張教室では、教室内のスクリーンに
映し出される講義室の映像と
音声をリアルタイムで視聴
するだけとなり、講義中の
質疑応答はできませんので
ご了承ください。

対面式での注意事項対面式・Web式両方での注意事項

Web式での注意事項

資料の配布は、ミーティングルーム内の
チャット上で共有します。

での講義（一部、拡張教室での講義）とあわせて、

一部はZoomによる での講義としても実施します。

どの講義がZoomで行われるかは、７ページ～「特別講義の概要」の
「開催方法／場所／定員」の欄を参照してください。

Web式導入
Ｐ.６
参照

混合式（対面式とWeb式）による講義で
対面式とWeb式の両方を申込んだ場合は、
Web式が優先となります。
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申し込み方法 ・

記入例

※料金改定前のハガキは、不足している料金に相当する額の切手を貼って投函してください。

600-8216

京
都
市
下
京
区
西
洞
院
通
塩
小
路
下
る

東
塩
小
路
町
９
３
９

キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
３
階

放
送
大
学
京
都
学
習
セ
ン
タ
ー

あ
て

63
円

往信

※記入せず空白※

※学習センターから、

・当選・落選等のお知らせ
・中止等のお知らせ
・受講上の注意

を記載して返信します。

※擦ったり、熱を加えると消えるペンでは記入しないでください。

複数の講義を申し込む場合の記入例

ご
自
身
の
住
所
と
名
前

63
円

返信

２月特別講義申込書

＜１＞
①開催日時
②講義題目・担当教員名

③学生番号
④学生種別
⑤住所
⑥氏名
⑦電話番号

＜２＞
①開催日時
②講義題目・担当教員名

返信ハガキでお知らせします。

※各月の受付期間より前に申し込むと他の応募ハガキ等と紛れて抽選漏れする場合があります。

※複数月を申し込む場合は、はがきを１枚にまとめず、開催月の受付期間に郵送してください。

往復ハガキの下記 記入例 を参考に、
必要事項を明記のうえ、
放送大学京都学習センターまで郵送してください。

記入例申込

結果

結果の発表

往復ハガキを
郵送してください。

対面式での講義の受講を
希望する場合の申し込み方法

Googleフォームから
送信してください。

P.７～P.9「特別講義の概要」にある各講師の「Web式
用申込フォーム」のQRコード、 URL、または、京都学習
センターのウェブサイト「特別講義」からアクセスし、
必要事項を入力のうえ、「送信」ボタンを押してください。

Googleフォームで入力された放送大学キャンパスメール
アドレスへ返信します。

Web式での講義の受講を
希望する場合の申し込み方法

申込

結果

１１

※ 混合式（対面式とWeb式）による講義において
対面式とWeb式の両方を申し込んだ場合は、Web式が優先となります。

※ 「Web式用申込フォーム」が無い講義は対面式での講義のみ開催します。
Web式での講義は開催しません。

※同じ開催月であれば、往復はがき１枚で複数の講義に申し込みができます。



各受付場所

感染防止対策
に引き続き

ご協力ください。

① １月１４日（金）～１月２１日（金）…

② ２月２２日（火）……………………

③ ３月２２日（火）……………………

単位認定試験期間中は閉室します。

臨時閉所日

書･視聴学習室からのお知らせ

臨時閉所日

④ ３月２６日（土）～３月３１日（木）…新学期準備のため閉室します。

図書カウンター係員在室の時間帯は、火曜日～水曜日9：30～17：30、木曜日～日曜日11：00～16：00です。
木曜日～日曜日の9：30～11：00と16：00～17：30は図書カウンターに係員がいません。

図書・視聴学習室で印刷できるのは、図書カウンターに係員がいる時間帯のみです。

文献複写と学生用パソコンの利用申請は、図書・視聴学習室利用時間終了の30分前までです。

閉
室
日

新型コロナウイルス
感染症拡大状況に
よっては利用時間等
を変更する場合があ
りますので、こまめに
掲示、ウェブサイト等
でご確認または電話
でお問い合せください。

手指をこまめに
消毒･手洗い

アルコール消毒液で手指
の消毒をし、こまめに手洗
いをしてください。

マスクを着用してください。
マスクを着用していない方は
利用できません。

マスクは
正しく着用を

入室前に検温を

各受付場所で学生証を提
示し、体温チェックし、健康
状況等を申告してください。

図書カウンターに置いてあ
る除菌シートで機器等を拭
いてから利用してください。

利用時は除菌
シートでふいてから

窓を開けて換気しています。
ご自身の衣服で調節して
ください。

換気のため
衣類で体温調節を

新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、
利用は京都学習センター
所属の学生に限ります。

１２

利用時間について

図

火 水 木 金 土 日

9:30

11:00
学習室 学習室 事務室 事務室 事務室 事務室

11:00

16:00
学習室 学習室 学習室 学習室 学習室 学習室

16:00

17:30

学習室 学習室 事務室 事務室 事務室 事務室

（17:00文献複写･学生用パソコン利用申請終了）

利用申請(入室)･利用報告(退室)･
学生用パソコンの利用受付場所は、
曜日･時間帯によって異なります。

図書カウンター係員 時間は

図書･視聴学習室カウンターへ

申請してください。

図書カウンター係員 時間は

事務室窓口へ

学習室▶左図の

事務室▶左図の

利用時間 9：30～17：30



印刷教材と放送教材の貸出･返却はご自身で。

印刷教材・放送教材
を利用する場合は、
ご自身で書架から
取出し、利用後は
ご自身で元の場所
にお戻しください。

図書・視聴学習室の利用について

入室時に「利用許可証」と「図書・視聴学
習室利用報告書」（2点）をお渡しします。

図書カウンター係員の在室時間には
図書・視聴学習室で、
係員不在時には事務室窓口で
「利用許可証」と
「図書・視聴学習室利用報告書」を
お渡しします。

「利用許可証」は必ず身に着けてください。

学習センター滞在中は
必ず「利用許可証」を
外から見えるように
身に着けてください。

学生用パソコンの利用には申請が必要です。

図書カウンター係員の在室時間
には図書・視聴学習室で、
係員不在時には事務室窓口で
利用申請してください。
利用可能時間を記載した用紙を
お渡しします。

パソコン利用時間は、1時間
延長できる時間は、 1時間

（計２時間）です。
退出時に「図書・視聴学習室利用報告書」を
提出し、「利用許可証」を返却してください。

図書カウンター係員の在室中は係員に、
係員不在時は事務室窓口に、
「図書・視聴学習室利用報告書」に
必要事項を記入のうえ、「利用許可証」
とともに提出してください。

パソコン使用終了時は、
シャットダウンではなく
サインアウトしてください。

（申込みは、図書・視聴学習室利用時間
終了の30分前までとします。）

印刷（プリンター使用）は図書カウンター
係員が在室している時間のみ可能です。

印刷（プリンター使用）
を希望する場合は、
図書カウンター係員
に申し出てください。

利用
許可証

利用
許可証

文献複写は事務室窓口で行います。

視聴用タブレットの貸出･返却はご自身で。

図書・視聴学習室入
口を入って右側にあ
る番号札を取って着
席し、番号札が見え
るように机の前の
フックに掛け、利用後
は番号札を元の場
所にお戻しください。

視聴用
タブレット （申込みは、図書・視聴学習室利用時間

終了の30分前までとします。）
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配架図書はご自身で取り出し、利用後は
返却箱へ入れてください。

配架図書を使用する場
合は、ご自身で書架から
取り、利用後は図書カウ
ンター備付けの専用返却
箱に入れてください。

ヘッドホン（イヤホン）は原則として
自分のものをお使いください。

自分のイヤホンを持ってくるのを
忘れた場合は、図書・視聴学習
室入口を入って右側に学習セン
ター備付けのものがありますの
で、ご自身で取り、使用後は
図書カウンター備付けの専用
返却箱にお戻しください。

専用返却箱



開 所日 閉 所日

窓口受付
※12時～13時の間、
事務室は業務を行いません
のでご注意ください。

電話受付
※12時～13時の間、
電話はつながりません
のでご注意ください。

火曜日～日曜日
・月曜日 ･祝日

・２/２２①

・３/２２②

9：30～17：30

１４

時間等を変更する場合がありますので、
電話やウェブサイト等で確認してください。

京都学習センター
ウェブサイト務室からのお知らせ

① ２月２２日（火）…臨時閉所日

② ３月２２日（火）…臨時閉所日

新規または継続入学生
入学許可証を提示してください。

在学生（有効期限切れ）
有効期限の切れた学生証を持参してください。

学生証の発行について

学生証は、単位認定試験や面接授業の追加登録、
図書・視聴学習室を利用する際等に必要です。
所属学習センター窓口で交付を受けてください。

有効期限全科履修生：２年間
選科履修生：１年間
科目履修生：半年間

顔写真の登録を行っていない方は、
下記手順にて登録してください。

システムWAKABAから顔写真を登録する。

※システムWAKABAへの顔写真反映後に学生証の発行が
可能となります。※郵送の場合は１ヶ月ほどかかります。

有効期限が切れた学生証は無効です。

当面、使用する予定がない場合は、単位認定試験
（会場受験）までに受け取りに来てください。

写真が登録されていないと学生証は発行できません。
登録状況はシステムWAKABAから確認してください。

〒261-8586千葉市美浜区若葉2-11
放送大学学園 学務部学生課 入学･履修係

あて

様式に顔写真を貼って本部学生課に郵送する。

教養学部は 「写真票（様式１２）」
大学院は 「写真票（様式１１）」

『学生生活の栞』

詳しくは、京都学習センターのウェブサイト
「各種お手続き」を確認してください。

https：//www.sc.ouj.ac.jp/center/kyoto/procedure/

教養学部は P.１８参照
大学院は P.２４参照

『学生生活の栞』

開所日・閉所日（窓口･電話）について

事務室の利用について

手指をこまめに
消毒･手洗い

アルコール消毒液で手指の消毒を
し、こまめに手洗いをしてください。

マスクを着用してください。マスクを
着用していない方は利用できません。

マスクは
正しく着用を

入室前に事務室の
窓口で検温を

事務室窓口で学生証を提示し、
健康状況等を申告してください。

事



証明書の交付手続きについて

教員免許状申請用等の各種国家試験関係の成績・単位修得証明書は、
発行に2週間程度かかりますので、必ず余裕をもって申請してください。

郵便で申請する場合は、発行する証明書の種類や部数によって、
返信用封筒に貼付する切手の料金が異なりますので、詳しくは、
京都学習センターのウェブサイト「各種お手続き」を確認してください。

釣り銭の用意はありません。お釣りの無いようにお願いします。

『学生生活の栞』巻末

システムWAKABAからダウンロード

様式は以下から入手できます。

各種様式は、システムWAKABAからダウンロードできます。

https://www.wakaba.ouj.ac.jp/portal/

「キャンパスライフ→各種届出・申請用紙」

住所等変更届以外の変更届については、放送大学本部該当部署あてに提出してください。
詳しくは、『学生生活の栞』巻末に諸様式があります。

学生証・証明書の発行については、京都学習センターの
ウェブサイトを確認してください。

https：//www.sc.ouj.ac.jp/center/kyoto/procedure/

「各種お手続き」

システム
WAKABA

京都学習センター
ウェブサイト

【各種お手続き】

https：//www.sc.ouj.ac.jp/center/kyoto/procedure/

京都学習センターの電話番号は です。

075-371-3001からの着信は、緊急です。
必ずお出になるか、折り返し電話をしてください。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、急な閉講や、
本人確認をしなければならない機会が多々あります。
システムWAKABAの「学生カルテ」に記載されている
住所・電話番号に誤りがないか確認しておいてください。

京都学習センターからの

着信は、 です。

システムWAKABA
「教務情報→変更・異動手続」
から正しい情報を登録する。

『学生生活の栞』
「住所等変更届（様式４）」

を京都学習センターへ郵送する。
または

住所・電話番号
変更の手続き

京都学習センター
ウェブサイト

システムWAKABAログイン時のパスワードについて

初期パスワードを一定期間経っても変更していない学生は、
ログインできなくなっています。初期パスワードを変更していない
学生は、以下のＵＲＬからパスワードの変更をお願いします。

再入学等で長期間パスワード変更を行っていない学生も、
システムにログインできない場合があります。ログインできない
場合は、右記の【問合せ先電話番号】に連絡してください。

問合せ先電話番号

学生サポートセンター
043－276－5111

京都学習センター
075－371－3001

https://sso.ouj.ac.jp/webmtn/LoginServlet
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月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 建国記念日 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 臨時閉所日 23 天皇誕生日 24 25 26 27

28

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 臨時閉所日 23 24 25 26 27

28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日

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 昭和の日 30

2月・3月・4月の予定表 面 ：特別講義：面接授業 特 ：閉所日

令和4（2022）年 2月

令和4（2022）年 4月

令和4（2022）年 3月

令和４年１月 発行 第１１２号

ゆりかもめ

放送大学京都学習センター

：第1学期 科目登録申請受付終了（郵送）

：第1学期 科目登録申請受付開始（郵送～2/２７、Web～２/２８）

２７日（日）

１３日（日）

：第1学期 科目登録申請受付終了（Ｗｅｂ）２８日（月）

：第1学期面接授業追加登録受付開始２１日（木）

１５日（火）

１日（火）

：新学期準備（～３/３１）２６日（土）

：第1学期 教養学部・大学院（修士選科生・修士科目生）第１回出願受付終了２８日（月）

：学位記授与式・入学者の集い２７日（日）

：第1学期 教養学部・大学院（修士選科生・修士科目生）第２回出願受付開始
：第1学期 教養学部・大学院（修士選科生・修士科目生）第２回出願受付終了

特 特

特

特 特

特

特

特
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面

面 面

面

面 面


