
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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「ゆりかもめ」の由来

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/
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2021年度 第2学期 学位記授与式

2022年度 第1学期 入学者の集い

「202２年度 第１学期 入学者の集い」が
２０２２年３月２７日（日）オンライン上にて
挙行されました。

生活と福祉コース １７名
心理と教育コース ２８名
社会と産業コース １０名
人間と文化コース ２６名
情報コース ９名
自然と環境コース １１名

計105名

教養学部
卒業生

「2021年度第２学期 学位記授与式」が
２０２２年３月２７日（日）京都学習センター
ならびにオンライン上にて挙行されました。

なお、２０２１年９月に開催を予定していた
「2021年度第1学期学位記授与式」は、
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影
響により中止となりましたが、この度、京都
学習センターにて合同で挙行しました。

ご卒業おめでとうございます！！

京都学習センター所長より挨拶があり、
続いて放送大学での学び方や京都学習
センターの施設や利用方法等についての
説明が配信されました。

教職員一同より心からのお祝いを申し
上げますとともに新型コロナウイルス
感染症対策への皆さまのご理解とご協
力に感謝申し上げます。

ご視聴ありがとうございました。

生活健康科学プログラム ２名
臨床心理学プログラム １名
社会経営科学プログラム １名
人文学プログラム １名
情報学プログラム １名

計6名

大学院文化科学研究科
修士課程 修了生
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京都学習センター杉島所長より皆さまへのお祝いメッセージ

放送大学で得た数々の知識や経験は
皆さん自身の総合力が発揮されたこ
との結果であり、自分自身で作り上げ
た、皆さんそれぞれの宝物です。これ
からの人生を歩んでいく上で頼りに
なる、かけがえのない財産のひとつに
なるに違いありません。皆さんはこれ
から、それぞれの道を歩んでいかれま
すが、そのなかで、さまざまな苦労や
困難に出会うことになると思います。
そんなとき、放送大学で得た知識や経
験を活かし、また、さらに磨きをかけな

がら、人間の誠意や未来を信じて、粘
り強く真摯に、自らの課題に取り組ん
でいただきたいと思います。放送大学
の卒業生、修了生としての誇りをもって
自分の人生を正々堂々と歩み、大いに
活躍するとともに、社会に貢献してくだ
さいますようお願いいたします。皆様の
ご健勝とご多幸を祈念しまして、お祝
いの言葉とさせていただきます。

京都学習センター所長
杉島敬志

卒業生、修了生の皆さん。卒業、修了
おめでとうございます。京都学習セン
ター所長の杉島です。入学以来、きょ
うのよき日を迎えるまで、学業におい
ても、生活においても、さまざまな経験
をされたことと思います。皆さんの胸
には、今、どのようなことが去来してい
るでしょうか。迷ったり、落ち込んだり、
あきらめかけたりしたこともあったこと
でしょう。それでも、勉学に打ち込み、
踏みとどまることで、さまざまな課題を
解決してこられたのだと思います。
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会社退職後、市から中学生の学力向上の
ため資格者の公募採用され10年以上通
学しています。驚いたのは我々の時代に比
べ新しく高度になっている放送大学全科終
了。生徒、先生から一目置かれ生きがいを
かみしめています。（溝端敏さん）

社会と産業が終了し、心
理と教育を学びました。コ
ロナ禍で面接授業が受け
れず、認定心理士目指し
て選科履修として引き続き
学びます。（Tokikoさん）
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３コース目の卒業なのでひと区切りです。放送大学の先生方
職員の皆様、面接授業で出会った皆様、わからない所を教えて
下さった職場の皆様ありがとうございました。（水谷正代さん）

放送大学は生涯学習と心得て3回
目の学部入学手続きを済ませ、2回
目の卒業式に出席いたします。この
夏こそは大学院本科の受験に挑戦
したいと思います。今後ともご指導よ
ろしくお願いします。（Sophieさん）

若い時の大学生活は単位をとって就職を有利にと考えていま
したが、今回は興味のむくまま授業をうけて7年。楽しくてしか
たありませんでした。もちろん継続入学します。（匿名さん）

14年前に放送大学の受講を開
始し、細々ではありますが何とか
続けることができました。その間、
大勢の方々にお世話になり感謝
しております。長い間ありがとう
ございました。（匿名さん）

修了生からひとこと

卒業生からひとこと
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卒業という文字に不思議な気分です。
除籍になりかけた頃に大学から頂い
た連絡、心機一転で参加したスクー
リング、そして空回りの日々で・・・これ
まで出会えたすべての方々に感謝し
かありません。（匿名さん）

2年間、大変なこともありましたがとても学びが多
い大学院生活でした。このようなコロナ禍で丁寧
に指導して下さった先生、支えてくれた仲間に感
謝します。放送大学最高です。（おかもさん）

放送大学に入学して長い年月を隔て
2度目の学位を頂く事になりました。日々
アカデミックな刺激を得る事が自分の生
活のベースに組み込まれ興味の範囲が
広がったように思え、いい機会を得たと
喜んでいます。(小川公美子さん）

生活健康科学
プログラム

今回、五回目の卒業となりました。情報
は難しいという先入観がありましたが、
学んでみると大変身近なものだとわ
かってきて興味をもって取り組むことが
できました。無事に二年間を終えられ
てほっとしています。（拝師照代さん）

放送大学が私の人生を前向きに変えて
くれました。早期退職し、大学院に進み、
多くの人との出会いが生まれました。入
学は1997年、やっと3回目の卒業です。
感謝しかありません。（田中賢作さん）

お世話になった
多くの方々に感
謝致します。あり
がとうございまし
た。（匿名さん）

学ぶことがすっかり生活の一部とな
りました。少しずつでも、「今、自分
が出来ることをやる」その積み重ね
の結果、2度目の卒業となりました。
3コース目も、日々の時間を大切に
学び続けます。（松原純子さん）

私は夏休みに“量子化学”を見て「あっ私こんなの
やりたい」と思い、思い切って自然と環境コースに入
りました。理科系の勉強はとても楽しかったです。こ
れからは選科生で学び続けます。（髙橋留美さん）

学ぶことはいくつになっても、楽しいものですね。放送
大学に入学したことですばらしい先生方に出逢えた
事は貴重な体験でした。ほんのとっかかりだろうと思
いますが、その機会を与えていただいたことに感謝し
ています。学び続けたいです。（徳井ノブ子さん）

二度目の卒業、嬉しく思っています。この学修期間の事を
様々なプライベートとリンクさせて思い返すばかりです。妻へ
の感謝、家族への感謝、講師と周りの方々への感謝。今後も
健康と共に一生学びと再確認の日々です。（Emilioさん）

ずっと興味のあった心理学を学び新
鮮な気持ちで真剣に取り組むことが
できました。特に面接授業では若い
学生さん達と一緒に学べ、楽しい思い
出となりました。お世話になりまして有
難うございました。（藤丸友季子さん）

6年間かかり卒業できました。ここ2年間はコロ
ナの影響で面接授業がなくて、先生、受講生に
合えず非常に残念でした。京都学習センターの
スタッフ、先生に感謝いたしますと共に皆様の
ご活躍をお祈り申し上げます。（豆田博文さん）

心理学を学びたいと思い入学いたしました。
仕事もあるため試験前は「何故こんな事を
始めてしまったんだろう」と後悔しましたが、
何とか6年で卒業する事ができ、清々しい気
持ちです。何歳になっても勉強ができる事
は素晴らしい事だと思います。（匿名さん）

生涯学習の一環として放送
大学にお世話になっていま
す。勉強は嫌いですが、学習
は楽しいです。再入学します
ので、もう少しの間、よろしく
お願いします。（M.Yさん）

今回ご卒業・ご修了される皆様おめ
でとうございます。今回私も卒業とな
りました。しかし、学び続ける中で、興
味が移り変わりします。また新たな
テーマで学び続けてゆくことになるか
と思っています。（大比良ひとみさん）

私は放送大学で楽しく学び卒業でき大変うれ
しく喜びで一杯です。当初コースは産業と技
術から始まり、現役定年退職後は生活と福祉
を学ばさせていただきました。卒業を契機に学
び得たものを今後の人生や社会生活に大い
に役立て活かしていきます。（横田富行さん）

臨床心理学
プログラム

コロナ禍で実習や面接授業が大
変でしたが、先生方のサポートによ
りなんとか修了できました。ありが
とうございました。（岡部純さん）

サミュエル・ウルマンの詩をご紹介します。
「青春とは人生のある時期ではなく心の
持ち方を言う。年を重ねただけで人は老
いない。理想を失う時に初めて老いがくる。
希望ある限り若く、失望と共に老い朽ち
る。」感謝。（西村義孝さん）

働きながらの知識の積み上
げは大変でしたが全国各地
での面接授業など、放送大学
ならではの学びを堪能させて
いただきました。ありがとうご
ざいました。（鈴木裕さん）

短大からの編入で4年計画のとこ
ろ3年半で卒業できました。面接
授業が楽しかったが、後半なく
なってしまい残念でした。でも念
願の学位が取れて満足です。あり
がとうございました。（匿名さん）

学ぶ楽しさを感
じることが出来ま
した。継続してい
きたいと思いま
す。（匿名さん）

「やっとこの日が来た」というのが正直な思い
です。本来なら昨年秋に卒業予定でしたが、
7月に夫が亡くなり、未受験科目が残りました。
今春、大学生の息子と一緒に卒業できるのが
何よりの思い出になります。（黒ねこさん）

私の学生番号は001から始まっています。
ずいぶん長く続けているのだなあと思い
2020年度は20年がすぎた自主的休学
とし、面接授業のみ申請しましたが、コロ
ナ禍で中止になりました。これからもまだ
頑張るつもりかな・・・（河合繁好さん）

入学のきっかけは引退して暇してた父親に勧める事
が目的でした。残念ながら父親は他界して入学するこ
とはありませんでしたが、子育てが一段落した姉が勉
強を始めるハードルを下げれた事はある意味目的を
果たせたと感じております。時間はかかりましたが、最
後までやり切って満足しています。（林高幸さん）



２０２2年度京都学習センターの客員教員の
先生方をご紹介します。特別講義・学習懇談
会などの機会に、ご専門分野のお話を通し
て、京都学習センター所属学生の学修活動
をサポートしていただきます。

たかぎ ちか

高城 智圭 先生
同志社女子大学看護学部教授

専門分野▶公衆衛生看護学

あかり ちあき

明里 千章 先生
千里金蘭大学生活科学部特命教授

専門分野▶日本近現代文学

つきうらたかし

月浦 崇 先生
京都大学大学院人間・環境学研究科教授

専門分野▶認知神経科学･神経心理学

くらにしひろし

倉西 宏 先生
京都文教大学臨床心理学部准教授

専門分野▶臨床心理学･傷つきと喪失の
心理学･グリーフケア

ながおかしんすけ

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

専門分野▶経済学･比較経済史･経済思想･
イスラーム地域研究

さいとうさとる

齊藤 智 先生
京都大学大学院教育学研究科教授

専門分野▶認知心理学･認知科学

はたけ かつひこ

羽竹 勝彦 先生
奈良県立医科大学名誉教授

専門分野▶法医学

しまだ はるゆき

嶋田 晴行 先生
立命館大学国際関係学部教授

専門分野▶国際協力・開発経済

や ぎ とおる

八木 透 先生
佛教大学歴史学部教授

専門分野▶民俗学･東アジアの家族史

そ みんじょん

徐 民靜 先生
近畿大学非常勤講師

専門分野▶日韓対照言語学

よしおかたかひと

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

専門分野▶生物地球化学･環境学

新任

2022年度 京都学習センター 客員教員

こんにちは。この度、客員教授に就任した立命館
大学の嶋田晴行です。私はおよそ２０年間、開発
援助・国際協力を実施するJICA（国際協力機
構）という組織で勤務していました。そのような経
歴から、専門としては開発途上国（最近では低中
所得国や新興国と呼ばれることも多いです）の経
済・社会発展がいかに達成できるのか？を広い視
野から研究しています。特にこの１０年間は、かつ
て滞在したアフガニスタンを対象に調査や研究を
おこなってきました。授業では経済学、社会学など
の理論が現実の世界の動きをどのように説明で
きるのか？あるいはできないのか？といった観点か
ら、具体例も交えてお話していきます。どうぞよろし
くお願いいたします。 嶋田晴行

学生・教職員の皆さま
このたび2021年度末をもって、放送大学京都学習セン
ター客員教授を退任することになりました。２０１９年度から
日本経済やアジア経済についての面接授業、特別講義を
担当させていただきました。この間、さまざまなバックグラウ
ンドを持つ学生の皆さまとの交流する機会をいただき、こ
れまで活動が学術研究の狭い世界に限られていた私に
とって大きな刺激となり、社会に対してどのような発信がで
きるのか、またするべきなのかを考えさせられるとても貴重
な機会でした。講義で披露した話のほんの一部でも記憶
に残り、皆様がいつか何かを考えるきっかけになることが
あれば嬉しく思っております。最後になりますが、私の本セ
ンターでの活動をサポート下さった、センター長はじめ職員
の皆さまに、心よりお礼申し上げます。 三重野文晴

嶋田晴行先生より
新任客員教員ご挨拶

三重野文晴先生より
退任客員教員ご挨拶
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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

5月
6月
7月

26日（木）
14日（火）
12日（火）

１０：１５～１１：４５
5月テレビ電話式
6月基本対面式
7月基本対面式

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

5月
6月
7月

31日（火）
7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

さいとうさとる

齊藤 智 先生
認知心理学･認知科学

5月
6月

7月

18日（水）
22日（水）

12日（火）

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

しまだ はるゆき

嶋田 晴行 先生
国際協力･開発経済

5月
6月
7月

20日（金）
3日（金）
1日（金）

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

そ みんじょん

徐 民靜 先生
日韓対照言語学

5月
6月
7月

31日（火）
21日（火）

5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

5月
6月
7月

13日（金）
10日（金）

8日（金）

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

5月
6月
7月

27日（金）
3日（金）

開催なし

１５：３０～１７：００
テレビ電話式
不測の事態発生時も
テレビ電話式で開催

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

5月
6月
7月

26日（木）
23日（木）
28日（木）

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

はたけ かつひこ

羽竹 勝彦 先生
法医学

5月
6月
7月

27日（金）
3日（金）
1日（金）

１５：３０～１７：００
対面式

不測の事態発生時は
中止

や ぎ とおる

八木 透 先生
民俗学･東アジアの家族史

5月
6月

7月

31日（火）
14日（火）

5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

よしおかたかひと

吉岡 崇仁 先生
生物地球化学･環境学

5月
6月
7月

19日（木）
23日（木）
28日（木）

5月１０：１５～１１：４５
6月１３：３０～１５：００
7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。

京都学習センター
ウェブサイト
【学習懇談会】学
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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
特別講義の概要

特

① 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

開催
日時

２０２２年5月12日（木）15:30～17:00

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

対面式のみ

場所
／
定員

講義室 ／ ２０名
（拡張教室なし）

不測の
事態
発生時

開催中止

② 呼吸器疾患

担当
教員

羽竹勝彦先生

開催
日時

２０２２年6月3日（金）13:30～15:00

講義
内容

人は様々な病気で突然死したり予期しない
不慮の外傷などにより死にいたります。法医
学は異状死をあつかう学問です。異状死と
は明らかに診断された内因性疾患（病気）
以外の病気や外因で亡くなった死をいいま
す。心筋梗塞などの心疾患、脳内出血など
の脳卒中で死亡することが多いのですが、
肝疾患や肺疾患で死亡することもしばしば
です。本特別講義では特に呼吸器疾患に焦
点を当て、異状死について学び、様々な死の
様態を知り人の死について考える契機にし
てもらえればよいと思います。（医学部法医
学講義で供覧するスライドが映写されること
があります。）

開催
方法

対面式のみ

場所
／
定員

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

※ 「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

対 対
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④ 温故知新～
思想家・政治家の言葉

担当
教員

明里千章先生

開催
日時

2022年6月7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

対面式のみ

場所
／
定員

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

⑤ 祇園祭の創始と変遷

担当
教員

八木透先生

開催
日時

2022年6月14日（火）13:30～15:00

講義
内容

祇園祭は日本を代表する都市祭礼である。
その前身である祇園御霊会の創始以来、
1150年余の年月をこえて今日まで続けら
れてきた。その間には幾多の変遷があった。
そのターニングポイントを大きく7期に分け、
それぞれの時代の変遷について考えてみた
い。

開催
方法

対面式とWeb式による
混合式

場所
／
定員

対面式： 講義室／ ２０名
Web式：自宅 ／ １5名
（拡張教室なし）

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

⑥ 環境の物語り

担当
教員

吉岡崇仁先生

開催
日時

２０２２年6月23日（木）15:30～17:00

講義
内容

自然や環境と人びとの関係、つながりを「物
語り」という視点から考えたいと思います。人
びとは、一つの森や川や海に対して、様々な
思いを持ち、また、行動しています。たとえば、
食料や資源を得てお金を稼ごうとする人もい
れば、貴重な動植物が生息する場として保
全や保護の活動をしたり、まったく関心が無
かったり、、、。このような違いを「環境の物語
り」として考察します。「環境の物語り」という
視点に立てば、私たちが環境にどのようにつ
ながり、どのようにしていけばいいのか、その
道筋が見えてくるかもしれません。

開催
方法

対面式とWeb式による
混合式

場所
／
定員

対面式： 講義室／ ２０名
Web式：自宅 ／ １5名
（拡張教室なし）

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

Ｗｅｂ式用
申込フォーム

https://forms.
gle/jM2v8ddc
FtQUFhjP8

Ｗｅｂ式用
申込フォーム

https://forms.
gle/K9ZjJ2TV
fSJWM4fVA

③ 紛争と国際協力ー
アフガニスタンを例に

担当
教員

嶋田晴行先生

開催
日時

2022年6月4日（土）13:30～15:00

講義
内容

2021年8月、アフガニスタンではタリバンが
事実上政権へ返り咲きました。当時の混乱
する状況を映像などで見た方も多いと思い
ます。それまでのおよそ20年間、日本を含む
国際社会はアフガニスタンの復興と開発を
様々な分野、方法で支援してきましたが、そ
のような努力は無駄に終わったのでしょう
か？本講義では、かつて現地滞在した経験
もある講師がアフガニスタンを題材に紛争を
経験した国への支援とその課題について考
えていきます。

開催
方法

対面式とWeb式による
混合式

場所
／
定員

対面式： 講義室／ ２０名
Web式：自宅 ／ １5名
（拡張教室なし）

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

Ｗｅｂ式用
申込フォーム

混

混

混

https://forms.
gle/eKsFR1jA
zMEa6T4cA

対
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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

⑨ 「脳」と「記憶」

担当
教員

月浦崇先生

開催
日時

２０２２年7月30日（土）10:15～11:45

講義
内容

一口に「記憶」といっても、記憶にはさまざまな
種類があり、それぞれの記憶には異なる脳のメ
カニズムが関与していることが知られています。
また、嬉しいことや悲しいことなどの情動的な
記憶は忘れにくいことはよく経験されますが、こ
れにはそのような脳のメカニズムが備わってい
ることが考えられています。さらに、加齢によっ
て低下する記憶もありますが、一方で高齢者に
おいても比較的保存されている記憶もあり、そ
れには加齢によって変化する脳のシステムとあ
まり変化しない脳のシステムが関与することも
示唆されています。本講義では、ヒトの記憶の
多様な側面とそれに関連する脳のメカニズム
について、解説したいと思います。

開催
方法

対面式のみ

場所
／
定員

講義室 ／ 2０名
（拡張教室なし）

不測の
事態
発生時

開催中止

⑦ 心の構造と心の発達②
「幼児期から学童期まで」

担当
教員

倉西宏先生

開催
日時

2022年6月28日（火）10:15～11:45

講義
内容

この特別講義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。今回は幼児
期から学童期（小学生あたり）の心の発達や成長
について、臨床心理学的観点からお話できればと
思っています。家庭や家の中から外の集団の中に
入っていくことに伴って生じる心の動きや重要な人
間関係の様相、また簡単な身体発達の側面等も
紹介しながら子どものイメージを広げるお話がで
きればと思っています。また、子どもに関わる悪の
観点からも少しお話できればとも思います。

開催
方法

Web式のみ

場所
／
定員

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

⑧ 漢字からわかる韓国語

担当
教員

徐民靜先生

開催
日時

2022年7月12日（火）10:15～11:45

講義
内容

韓国語の文字といえば、あの独特な文字、ハン
グルを思い浮かべる方が多くいらっしゃると思
いますが、実はそのハングル表記の裏には漢
字で表せるものがたくさんあります。ハングル
文字が使われるまでは漢字を使用していたか
らなのですが、韓国語と日本語の発音が非常
に似ているものが多く存在する理由の一つで
もあります。例えば、韓国語で「ムリ」は「無理」
のことで漢字も「ムリ（無理）」です。しかし、同
じ漢字を使っているのに、意味が違う場合があ
ります。例えば、韓国語で「インサ」は「挨拶」の
ことですが、「インサ」を漢字で書くと「人事」で
す。韓国語が分からない方でも漢字から韓国
語を知るきっかけになればと思います。

開催
方法

対面式のみ

場所
／
定員

講義室 ／ 1０名
（拡張教室なし）

不測の
事態
発生時

開催中止

Ｗｅｂ式用
申込フォーム

対対

Ｗ

※ 「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。

※対面式とWeb式による混合式講義に
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。

対面式での講義の受講を希望する場合
➡往復ハガキを郵送してください。

Web式での講義の受講を希望する場合
➡Googleフォームから送信してください。

https://forms.
gle/9hBNfK6h
wACajZCP7



申し込み方法 ・ 結果の発表

対面式による
講義の受講を
希望する場合

結果
返信ハガキ
でお知らせ
します。

郵送
往復ハガキを
京都学習セン
ターへ郵送し
てください。

申込
往復ハガキに
必要事項を記入
してください。

記入例（下記 参照）

●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。

●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。

●複数月を申し込む場合は、開催月の受付
期間に郵送してください。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。

「往復ハガキ１枚」に「講義１つ」を記入して
申し込んでください。
複数の講義を申し込む場合は、講義名を
往復ハガキ１枚にまとめて記入せず、
講義ごとにハガキを分けて郵送してください。

注
意

●１枚のハガキに複数の講義を記入された場合は、
追加でハガキを郵送していただくか、ハガキに
記入されたいずれかの講義で抽選を行います。

●どの講義を申し込んだか必ずご自身で
控えておいてください。

●Web式による講義は、往復ハガキでは申し込め
ません。指定のフォームから申し込んでください。

申し込む講義の数だけハガキが必要です。

ご
自
身
の
住
所
と
名
前

63
円

返信

特別講義申込書

①学生番号
②氏名
③学生種別
④住所
⑤電話番号
⑥講義題目
⑦担当教員名
⑧開催日時

２つの講義を申し込む場合、
往復ハガキは２枚必要です。

記
入
例

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。

※ 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。

Web式による
講義の受講を
希望する場合

結果
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。

申込
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
P.7～「特別講義の概要」
各講師「Web式用申込
フォーム」のQRコードまた
は京都学習センターの
ウェブサイト「特別講義」
にアクセスしてください。

Zoom
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開催月 受 付 期 間 抽選結果の発送日

5月 『ゆりかもめ』113号到着日～4月20日（水）必着 4月26日（火）頃

6月 5月１日（日）～5月19日（木）必着 5月２５日（水）頃

7月 6月１日（水）～6月19日（日）必着 6月２５日（土）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、8ページ～
「特別講義の概要」の「開催方法」欄を参照してください。

Web式導入
Ｐ.8
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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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

◆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

面接授業
科目追加登録

◆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。

※詳細は『面接授業開設科目一覧』で確認してください。

※郵送による申請も一部認めています。

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。
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。

緊
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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

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。

信指導について

通信指導とは、履修している放送
授業科目から、学期の途中に１回
一定の範囲で出題され、答案を提
出して担当教員の添削指導を受け
ることです。合格すると単位認定
試験が受けられます。
通信指導問題は印刷教材と一緒に
本部から送付されます。

提出期間

添削結果返送時期

5月16日（月） ～ 5月31日（火）※大学本部必着※

6月末～7月上旬

Web

郵送

5月9日（月）１０:00 ～ 5月31日（火）17:00

5月6日（金）までに届かない場合は、
大学本部☎043-276-5111

〔学生サポートセンター〕に連絡してください。

通

注
意

学生生活の栞
教養学部 P.64～ 大学院 P.63～



位認定試験
2022年度第1学期から変わります。単

2022年度第1学期単位認定試験はWeb受験方式になります。

Web
受験方式

システムWAKABA Web単位認定試験システム【体験版】

https://shiken.ouj.ac.jp

※パソコンの画面左側、または、スマートフォンの画面中央の「リンク集」にある
「◎操作ガイド(必読)」を必ず一読してください。

!!!必ず体験版の操作を行ってください!!!

システムWAKABA Web単位認定試験システム

※詳細は、2022年5月中旬頃にウェブ
サイト・郵送で通知予定です。

・左記試験期間中いつでも受験が可能。
・制限時間1科目50分。
・一時停止不可、1回のみ受験可能。
・「択一式」、「記述式」、「（択一式と記述式
の）併用式」のいずれかの形式で出題。

体験期間

2021年12月

試験期間

2022年

7月15日(金)9:00

7月26日(火)17:00

2022年度第1学期単位認定試験は、既に大学本部よりお知らせしたとおり
Web単位認定試験システムを利用した受験方式で実施します。

Web単位認定試験システム【体験版】の利用が可能です。

各科目50分1回のみ受験可能ですので、試験本番の際に操作できるよう、
2022年度第1学期単位認定試験期間までに受験時に使用する端末で
体験版の操作を試しておいてください。

試験期間：2022年７月15日(金)9:00～７月26日(火)17:00

～
～

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

システムWAKABA
パスワード変更
ページQRコード

注
意

自宅でのWeb受験ができない方

◆大学本部へ上記申請期間内に事前申請した場合に限り、学習センターでのWeb受験が認められ
ます。

◆学習センターで受験する場合、『授業科目案内』に記載の試験日・時限に受験することになります。
学習センターでの受験を希望する場合は、必ず試験日時を確認してください。

申請期間：2022年4月1日(金)～5月23日(月)※本部必着※

◆大学本部より郵送された『【重要】2022年度第1学期単位認定試験の実施方法が変わります！』
を必ず確認してください。

13

初期パスワードを変更していないとシステムWAKABA
にログインできなくなっている可能性があります。また、
再入学等で長期間パスワードの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。

いずれの場合も、パスワードを変更するには上記の
URLまたは右記のQRコードからパスワードの変更ペー
ジを開き、新しいパスワードを入力する必要があります。

https://sso.ouj.ac.jp/webmtn/LoginServlet

単位認定試験全般の問合せ先
→学生課単位認定試験係

shugaku-ka@ouj.ac.jp

Web単位認定試験ｼｽﾃﾑの問合せ先
→Web単位認定試験問合せ窓口

web-shiken@ouj.ac.jp



Web単位認定試験 体験会の開催について

Web単位認定試験の体験会を下記の予定で開催します。
パソコンの操作が不得手で、Web単位認定試験に不安を覚える等、学習センターで開催
する体験会への参加を希望する方は、京都学習センターまで電話で申し込んでください。

開催日 開催時間 定員 申込期限

5
月

11日(水)
10:00～12:00 20名

『ゆりかもめ』113号
到着日～

5月1日(日)16:00

※定員に達し次第、
締め切ります。

13:15～15:15 20名

12日(木)
10:00～12:00 20名

13:15～15:15 20名

13日(金)
10:00～12:00 20名

13:15～15:15 20名

6
月

28日(火)
10:00～12:00 20名

『ゆりかもめ』113号
到着日～

6月18日(土)16:00

※定員に達し次第、
締め切ります。

13:15～15:15 20名

29日(水)
10:00～12:00 20名

13:15～15:15 20名

30日(木)
10:00～12:00 20名

13:15～15:15 20名

7
月

6日(水)
10:00～12:00 10名 『ゆりかもめ』113号

到着日～
6月26日(日)16:00
※定員に達し次第、
締め切ります。

13:15～15:15 10名

7日(木)
10:00～12:00 10名

13:15～15:15 10名

※時間帯は、2種類です。
午前の部 10:00～12:00（2時間）
午後の部 13:15～15:15（2時間）体験会 開催予定表

体験会までにすること

要予約

※上記の「体験会」の申し込みは学習セン
ターでの受験申請とは異なります。

※学習センターで受験する場合は『授業科目案
内』に記載の試験日・時限に受験することにな
ります。学習センターでの受験を希望する場合
は、必ず試験日時を確認してください。

※大学本部より郵送された『【重要】2022
年度第1学期単位認定試験の実施方法
が変わります！』を必ず確認してください。

※学習センターで単位認定試験を受験する
場合は、大学本部へ申請期間内（2022
年4月1日(金)～5月23日(日)※本部必
着※）に申請してください。

注
意

※「正多面体と素数（’21）」（記述式）、「日本美
術史の近代とその外部（’18）」（記述式）、「量
子化学（’19）」（併用式）の3科目のみ郵送受
験方式です。2022年７月上旬ごろ大学本部か
ら送られる問題用紙・解答用紙・提出用封筒を
用いて郵送で解答を提出してください。

※必ず確認してください※
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●入学時に付与される初期パス
ワードを変更していないと、シ
ステムWAKABAにログインで
きなくなっている可能性があり
ます。
受験前にパスワードを更新し、
システムWAKABAにログイン
できることを確かめておいてく
ださい。

●初期パスワードを一定期間
経っても変更していないため
に、システムWAKABAにログ
インできないと、Web単位認
定試験の受験に支障が生じま
す。（➡P.13参照）

体験会 申し込み先

放送大学京都学習センター

075-371-3001
申し込みの際は、電話で以下4点を伝えてください。

①氏名、②学生番号、③電話番号、④体験会希望日時



各受付場所

感染防止対策
に引き続き

ご協力ください。

① 4月19日（火）………

② 7月２２日（金）………

臨時閉所日

書･視聴学習室からのお知らせ

臨時閉所日

③ 7月２7日（水）……… 臨時閉所日

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、ウェブサイト等で確認
または電話で問い合せてください。

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。
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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

・4/19…臨時閉所日

・7/22…臨時閉所日

・7/27…臨時閉所日

9：30～17：30

17

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。

務室からのお知らせ

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 京都学習センター
ウェブサイト



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。

様式は、 システムWAKABA または 『学生生活の栞』巻末
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

または です。

075-371-3001または075-371-30１1
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

18

京都学習センター
ウェブサイト
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京都市に暴風警報・特別警報が発令された場合、
京都学習センターは下記のように対応いたします。

※大雨警報の場合は開所します。

※面接授業・単位認定試験の場合は、対応が異なります。

警報解除の時刻 開・閉所の措置

午前８時まで 通常通り開所

正午（１２時）まで 解除２時間後から開所

正午（１２時）以降 終日閉所

開所中に当該警報が発令された場合は、直ちに閉所します。

※警報発令時には、 京都学習センターウェブサイトでの発表を確認してください。

台風接近等による臨時閉所について

システムWAKABAログイン時のパスワードについて

初期パスワードを変更していないとシステムWAKABA
にログインできなくなっている可能性があります。また、
再入学等で長期間パスワードの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。

いずれの場合も、パスワードを変更するには上記
のURLまたは右記のQRコードからパスワードの
変更ページを開き、新しいパスワードを入力する
必要があります。

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

システムWAKABA
パスワード変更
ページQRコード

京都学習センター
ウェブサイト

放送大学ウェブサイトのリニューアルについて

2022年3月24日より、放送大学の
ウェブサイトがリニューアルされました。

システムWAKABAおよびキャンパスメールは
トップページの画面一番上「在学生」から
アクセスしてください。

放送大学
ウェブサイト

※TOPのURLは変更ありません。

放送大学ウェブサイト
https://www.ouj.ac.jp/
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2022年（令和4年）

5月・6月・7月の予定表
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：面接授業

特

：閉所日

放送大学京都学習センター

令和４年４月発行
第１１３号

ゆりかもめ
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第１学期通信指導提出受付開始（Web ～５/31 17:00）

夏季集中科目履修生出願・在学生科目登録申請受付開始（学校図書館司書教諭）（～5/31）

9日（月） ：

1日（日） ：

第１学期通信指導提出受付開始（郵送 ～５/31必着）16日（月） ：

2022年度第２学期教養学部、修士選科生・修士科目生第１回出願受付開始（～8/31）

夏季集中科目履修生出願・在学生科目登録申請受付終了（学校図書館司書教諭）

10日（金） ：

1日（火） ：

２０２3年度大学院修士全科生・博士全科生募集要項配布開始（～8/26）

放送大学創立記念日1日（金） ：

単位認定試験実施期間（7/26 Web17:00、 郵送必着）15日（金）～26日（火） ：

面面

面面

面

面面

面面 面面面

面

面

面

面面

面面

面面

面面

面

または

面面

面面

特

特 特

特

特

特

特

特

特


