
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。定期的にチェックしてくださいね！

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/kyoto/
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２０２２年度 第1学期 学位記授与式を９月２５日（日）に京都学習センターで挙行しました。教職員一同より心から
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ご理解とご協力に感謝いたします。
また、2022年度 第２学期 入学者の集いも同日にオンラインで開催しました。放送大学学長、京都学習センター
所長からの祝辞に続いて、放送大学での学び方や、京都学習センターの施設紹介、利用方法の説明がありました。
入学者の皆さま、ご視聴ありがとうございました。

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

生活と福祉コース ７名
心理と教育コース １７名
社会と産業コース ７名

教養学部 卒業生

計５５名

人間と文化コース １１名
情報コース ５名
自然と環境コース ８名

2022年度 第1学期 学位記授与式

客員教員よりお祝いメッセージ

吉岡 崇仁 先生
このたび、学位記を受けられる皆さ
ま、おめでとうございます。新型コロ
ナウィルスのパンデミックが続くなか
で、体調に気をつけながらも勉学に
励んでこられたことに敬意を表しま
す。授与された学位記には、ひとしお
の感慨があるのではないでしょうか。
修められた学業を大切にして、より
一層ご発展されますことを祈念して
おります。

齊藤 智 先生
ご卒業おめでとうございます。世界に
激変が起こった時期に、多くの制約
の中で、皆さんは放送大学で学ばれ
ました。こうした不安定な世界の中に
あっても、ここで学ばれたことを思い
出しながら、皆さんがそれぞれに信じ
た生き方を生きていかれることを願っ
ております。

月浦 崇 先生
卒業おめでとうございます。
新型コロナウイルス感染症が蔓延
する中で、たくさんのことが制限され
た学生生活であったと思います。そ
んな中でも、学習する意欲を失うこと
なく、高いモチベーションを保って学
習を進め、晴れてここに卒業される
皆さんの努力には、本当に頭が下が
る思いです。私自身も、皆さんの学
習する姿を通して、多くのことを学ば
せて頂くことができました。私は、学
問の源泉は「楽しむこと」だと思って
います。放送大学を卒業された後で
も、ぜひ今後も皆さん自身の中で学
問を「楽しむ」姿勢を続けて頂けた
ら嬉しいです。

嶋田 晴行 先生
ご卒業おめでとうございます。大学
で学んだことはすぐに役立つもので
はありませんが、これからの生活の
中で広く深い視点で世界や社会を
観る助けになると思います。

ご卒業おめでとうございます

八木 透 先生
卒業生の皆さま。ご卒業、誠におめ
でとうございます。
学問は、基本的に私たちを豊かにし
てくれるものです。中でも、人文科
学は人々の心に潤いを与え、生きる
ための指針を示してくれるものと信
じています。学問研究に卒業はあり
ません。どのような環境下において
も、自らの意思さえあれば学習を続
けることが可能です。学問を継続し
てゆく限り、私たちの心身は決して
衰えることはありません。
これからの皆さまの学問研究の
益々の発展を祈念いたします。改め
て、このたびはご卒業誠におめでと
うございます。

２

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうご
ざいます。入学以来、勉学においても、生
活においても、いろいろなことがあったと
思います。みなさんの胸には、今、どのよ
うな思いが去来しているでしょうか。やる
気がなくなったり、落ちこんだり、あるい
は、さまざまな事情から勉学をつづける
ことが難しくなって、あきらめかけたこと
があったかもしれません。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。

その過程で得た知識や経験はみなさ
ん自身の総合力が発揮されたことの
結果であり、これからの人生を歩んで
いく上で頼りになるリソースのひとつ
になる可能性をもっています。みなさ
んはこれから、それぞれの道を歩んで
いかれますが、そのなかで大きな選択
や緊張をともなう決断を迫られること
があると思い見ます。そんなとき、放送
大学で得た知識や経験が役立てられ
ることを願っています。

またご自分の知識や経験にさらに磨き
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も思っています。
放送大学の卒業生としての誇りをもっ
て、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
すようお願いします。みなさんのご健勝
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。

長岡 慎介 先生
ご卒業おめでとうございます。コロナ
禍が続く中で、新しいライフスタイル
のあり方を模索しながらのキャンパ
ス生活だったと思いますが、この時
期に放送大学に在籍した経験は必
ず生きる糧として役立つと思います。
ぜひ放送大学で学んだことを、これ
からの人生や社会の場で活用し、さ
らに磨きをかけていってください。

2022年度 第2学期 入学者の集い



卒業生からのひとこと

生活と福祉コース

放送大学のたくさんの方々のお陰様で無事に卒業に漕ぎ着けました。
ありがとうございました。 （松井健二さん）

素敵な学びの機会をありがとうございました。新しい展望が開けるよ
うな気持ちになります。チャンスを逃すな!!（Waraji29さん）

心理と教育に続いて今回２度目の卒業を迎えることができました。ここでは学ぶことには終わりがないことを
学ばせていただきました。ありがとうございました。（J・Hさん）
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社会と産業コース

心理と教育コース

学びに終わり無しを実感 教官メッセージに励まされた。ガイア思想－
地球生命体ー温暖化ーウィズコロナー斗い DG化進展ーリモート
ラーニング 長寿社会ー人生学び直しー放大SYSTEM 「歎異
抄」との出遭い〔無人島の１冊〕（坂井一豊さん）

事務所の丁寧な対応のおかげで無事に卒業までむかえることができました。ありがとうございます。
（増田美加さん）

楽しい学びでした。ありがとうございました。以前から興味のあった心
理学を多岐にわたって学ぶことができ、世界が広がりました。学んだ
科目の中に探求していきたい扉がいくつもあり、卒業後は、これらの
扉をあけて、学びを深めていきたいと思います。（林礼子さん）

３年次編入から７年かかって卒業になりました。途中、家族の入院や親
の介護等あり休学もしました。しかし、学べることは大きな喜びです。忘
れずにこれからも頑張ります。ありがとうございました。（匿名さん）

6年前にまずは始めようと以前から思っていた放送大学へ入学、今回卒
業することが出来ました。コロナ禍でも面接授業は直接学べ、よいもの
だと実感しました。再入学し、楽しみながら学び続けたいと思います。
（匿名さん）

60歳から10余りの各種国家資格試験の受験勉強をしました。認定
心理士資格取得のために入学しましたが、是非とも卒業したいと思う
ようになり心理学以外の講義も受講しました。記憶力の衰えを痛感し
た４年間でした。（黒柴龍之介さん）

興味深い内容を楽しく学ぶことができました。（匿名さん）

コロナで学習センターで勉強できないまま卒業で、学友さんと話せない
交流がなく残念です。再入学して学びを続けます。（匿名さん）

科目履修生よりスタートし、全科履修生となり、2022年9月卒業させて
いただくことになりました。先生方、職員の方、たいへんお世話になりまし
た。（石橋隆行さん）

ゆっくり学んできましたが、卒業という区切りを迎えることが出来ました。
今後も新しいことを知る喜びを大切に、学び続けたいと思います。
（矢野佳奈美さん）

コロナ禍でセンターに通うことが出来ず、不安でしたが、ゆりかもめや諸行事の案内を郵送して頂き、とても助かりました。有難うございました。
卒業後も学びを深めて行きたいと思っています。（匿名さん）

人間と文化コース

ありがとうございました。今後も引続きよろしくお願いします。（どむさん）

学びを通じて、新たな興味や面白さを発見することができました。
（匿名さん）

勉強は大変でしたが、コロナ禍でも変わらず学習を続けることができ、
心の支えにもなりました。知る事の大切さを実感できたことが、一番
の学びとなりました。本当にありがとうございました。
（ＫＴさん）

気の向くまま、好きな科目を履修して、時には試験で落としたりもしなが
らの、とても楽しい日々でした。次期からは「仕事」を意識した勉強をして
いきたいと思っています。（匿名さん）

自然と環境コース

最初は４年で卒業するつもりでしたが、忙しすぎて途中で無理になり
ました。でも１０年間いれるので、のんびり卒業を目指すことにしまし
た。結果7年で卒業です。正直しんどい時もありましたが楽しかった
です。（匿名さん）

情報コース

６０才を過ぎて放送大学と出会い、今回５回目の卒業を迎える
ことが出来ました。特に面接授業は印象深く一番の楽しみでし
た。放送大学での学びにより、より充実した人生となり感慨深く
嬉しい限りです。お世話になりました皆様に心から感謝致しま
す。（小谷彌生さん）

祝着至極（匿名さん）

２回目の卒業が出来ました。継続入学をして３回目の卒業を目指し
ます。（松井豊さん）

かつて大学を中退していたものの、情報技術の学び直しとして編入学し、２年で卒業することができました。再入学・
院進は今のところ考えていませんが、実務と並行して学び続けたいと思います。（匿名さん）

6コース中５コース目を終了。今回はあっという間に終了してしまいまし
た。コロナで学習センターにも行けずWEBでの試験も楽ながら緊張感
がなかったです。次期より最終コースを受講しますが、じっくり取り組み
たいです。（服部光代さん）

今回はコロナ禍での勉学、卒業となりました。学生同士で語り合える機会が少く残念でした。（ミネンコさん）

卒業生からお寄せいただいた「ひとこと」をそのまま掲載しています。



京都学習センター
ウェブサイト
【学習懇談会】

修学上の相談や学習内容についての質問などがある方は、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。

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

11月

12月

1月

１５日（火）

９日（金）

６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

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

1１月

12月

1月

８日（火）

１３日（火）

３１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

11月

12月

1月

１５日（火）

7日（水）

27日（金）

１３：３０～１５：００

１３：３０～１５：００

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

しまだ はるゆき

嶋田 晴行 先生
国際協力・開発経済

11月

12月

1月

４日（金）

７日(水)

６日（金）

１５：３０～１７：００

１０：１５～１１：４５

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

11月

12月

1月

２日（水）

７日（水）

５日（木）

１５：３０～１７：００

１５：３０～１７：００

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

たかぎ ちか

高城 智圭 先生
公衆衛生看護学

11月

12月

1月

１１日（金）

２日（金）

１３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

４

11月･12月･1月の学習懇談会

つきうら たかし

月浦 崇 先生
認知神経科学･神経心理学

11月

12月

1月

4日（金）

９日（金）

開催なし

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

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

11月

12月

1月

２４日(木)

7日（水）

２７日（金）

１３：３０～１５：００

１０：１５～１１：４５

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

11月

12月

1月

２５日（金）

９日（金）

１４日（土）

１５：３０～１７：００

１５：３０～１７：００

１３：３０～１５：００

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

11月

12月

1月

１１日（金）

１３日（火）

１３日（金）

１０:１５～１１:４５

よしおか たかひと

吉岡 崇仁 先生
生物地球化学･環境学

11月

12月

1月

２４日（木）

２０日（火）

１４日（土）

１０：１５～１１：４５

１３：３０～１５：００

１０：１５～１１：４５

対面式
不測の事態発生時は

中止

学習懇談会の概要

11月･1月はテレビ電話式
(不測の事態発生時も
テレビ電話式で開催)

12月は対面式（不測の
事態発生時は中止）



京都学習センター
ウェブサイト
【特別講義】

５

11月･12月･1月の特別講義

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、「中止」になる場合があります。

京都学習センターのウェブサイトや電話等で確認をお願いします。

テレビ電話式 で実施する学習懇談会もあります。

テレビ電話式は、京都学習センターの教室から、パソコンの画面を通して教員に学習相談が
できる、Zoomを利用した方式です。 ※パソコン操作の必要はありません。

相談 開始前

● 窓口で受付を済ませてから
「学習懇談会カード」を受け取る

● １人あたり

● 延長の希望は１回に限り可能

制限時間を守り、有意義な学習相談の
機会になるようご協力ください。

➡ 「学習懇談会カード」を窓口に提示して 延長を申請

時間制限

●「学習懇談会カード」を窓口に返却

相談 終了後

※パソコンの接続が切れた場合

● 事務室の職員にお知らせください

学
習
相
談
に
あ
た
っ
て

学習懇談会の実施方法について

： 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

※ 「開催方法」は教員によって異なります。申し込む前に「開催方法」と「不測の事態発生時」をご確認

ください。

※ 「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式では開催しません。

注

意

受付期間・結果発送日

開催される月 受 付 期 間 抽選結果の発送日

１１月 ゆりかもめ到着日～１０月２１日（金）必着 １０月２６日（水）頃

１２月 １１月1日（火）～１１月22日（火）必着 １１月２7日（日）頃

１月 １２月1日（木）～１２月２０日（火）必着 １２月２４日（土）頃

●受講を希望する講義が開催される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。

式での注意事項

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。）

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。

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。

式での注意事項

受講生がZoomを使える前提で実施します。トラブルが
発生した際のサポートは行っていません。

受講者の名前は学生番号の下4ケタの数字となります。
詳細は受講前にお知らせします。個人情報保護のため
ご理解とご協力をお願いします。

対 面 Ｗｅｂ

受講当日は、事務室窓口に抽選結果ハガキを
提示して受付を済ませてください。
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特別講義の申し込み方法

記入例

対面式の講義

返信ハガキでお知らせします。

往復ハガキの下記 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

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。

ご
自
身
の
住
所
と
名
前

63
円

返信

8月特別講義申込書

①講義日時
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

●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。

●受講を希望する講義が開催される月の受
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。

GoogleフォームのQRコード、 URLまたは京都学習セン
ターウェブサイト内の「特別講義」からアクセスして必要
事項を入力し、最後に「送信」をクリックしてください。

キャンパスメールのアドレスへ送信します。

申込

結果

Web式の講義

Web式特別講義の抽選結果や受講についてのお知らせは、キャンパスメールのアドレスへ送信します。
キャンパスメールには大学から修学関連のお知らせを随時お送りしていますので、定期的に確認するようにして
ください。

遅刻の理由にかかわらず、以下の通りとしています。

式 → 「講義開始５分後まで入室可とし、以降は入室できません。

式 → 「講義開始2５分前から1５分前の10分間に入室可」とし、以降は入室できません。

対 面

Ｗｅｂ

特別講義当日の遅刻について
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１． イスラーム世界論⑨ムスリムの五大義務の謎に迫る（喜捨編）

担当教員 長岡 慎介 先生

開催日時 ２０２２年１１月 ２日（水）1０:１５～1１:４５

講義内容

世界の18億人以上が信仰するイスラームには様々な教えがあり、ムスリム（イスラー
ム教徒）たちはそれを守って日々の生活を送っています。特に、五行と総称される五
大義務行為は彼らの信仰実践の中心にあるものです。この講義では、五行のうち
「喜捨」を取り上げて、その全容を紹介しながらその背後にあるイスラーム独自の思
想について考えてみたいと思います。

開催方法

場所／定員 講義室／２０名

不測の事態発生時 開催中止

対 面

２．途上国とは何か？

担当教員 嶋田 晴行 先生

開催日時 ２０２２年１１月１６日（水）13:30～15:00

講義内容

SDGsの第１番目のゴールにもあるように、貧困の撲滅・削減は昔も今も世界的な課
題です。その主たる対象となるのは発展あるいは開発途上国と呼ばれる国々です。
では途上国とはどんな国なのでしょうか？もちろん「貧しい国」という答えが浮かび
ますが、教育や医療が行き渡っていない国、道路や電力などが不十分な国もそれに
該当するでしょう。本講義では途上国といっても当然に一括りにはできず、またその
分類も国際政治や経済情勢で変わっていくものである点などを見ていきます。

開催方法

場所／定員 講義室／２０名

不測の事態発生時 開催中止

対 面

３．年の瀬に訪れ来る神々

担当教員 八木 透 先生

開催日時 ２０２２年１２月１３日（火）13:30～15:00

講義内容

来訪神とは、１年の定まった日に、様々な面を被ったり仮装した若者や子どもたちが
神に扮して家々を訪れる行事を指す。このような伝承は特に東北から北陸地域にか
けての、どちらかというと日本海沿岸地域と、南九州から薩南・八重山の島々で顕著
に見られる。来訪神ははたして福神なのか？ あるいは厄神なのか？ 様々な事例か
ら考えてみたい。

開催方法

場所／定員 講義室／２０名

不測の事態発生時 開催中止

対 面

特別講義の概要

京都学習センター
ウェブサイト【特別講義】

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、「中止」になる場合

があります。京都学習センターのウェブサイトや電話等で確認をお願い

します。

●受講を希望する講義が開催される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。



８

５． 環境の価値

担当教員 吉岡 崇仁 先生

開催日時 ２０２２年１２月２０日（火）1５:30～1７:00

講義内容

私たち人間は、環境から有形無形のさまざまな「恵み」を得て生活しており、環境は
なくてはならないものです。大切なもの、重要なものには「価値がある」とよく言いま
すが、人間にとって不可欠であり大切なものである環境にも「価値」というものがあ
るのでしょうか。環境哲学、環境倫理学、環境経済学などさまざまな分野で研究され
ていますが、この特別講義では、その概要についてご紹介し、環境問題を解決するた
めに、何を考えなければならないか、価値の観点から考えてみたいと思います。

開催方法

場所／定員 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 面

４． 震災と文学～ 谷崎潤一郎と村上春樹

担当教員 明里 千章 先生

開催日時 2022年１２月２０日（火）1０:１５～1１:４５

講義内容

1886（明治19）年に東京日本橋で生まれた谷崎潤一郎は1923（大正12）年9
月1日、箱根で関東大地震（関東大震災）に遭遇しました。故郷日本橋は灰燼に帰
し、横浜の住居は全壊し、阪神間に移住します。1949（昭和24）年に京都で生まれ
た村上春樹は1995（平成7）年１月17日、アメリカで兵庫県南部地震（阪神淡路
大震災）を知りました。故郷芦屋に居たご両親は転居せざるを得なくなりました。出
直しを余儀なくされた二人の文学者が震災から得たものは何だったのか、考えてみ
たいと思います。

開催方法

場所／定員 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 面

６．孤独死について

担当教員 羽竹 勝彦 先生

開催日時 ２０２３年 １月１４日（土）1０:１５～1１:４５

講義内容

高齢化社会になり、高齢者が増えてきました。また核家族になり最終的には独居と
なり、以前と違い近所付き合いも減り、一人で誰にも看取られずに亡くなる方も増え
ています。また独居でなくても、孤独死は起こりえます。法医学では孤独死の方のご
遺体の検案（死後診察）や解剖に立ち会う機会が多いです。孤独死される方の死
因や、発見状況などをお話し、孤独死の何が問題なのかを考えたいと思います。

開催方法

場所／定員 講義室／２０名 拡張教室（会議室）／５名

不測の事態発生時 開催中止

対 面

●受講を希望する講義が開催される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。
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９．青年期から成人期の心のありよう
：大人の世界で生きるということ、その難しさと課題

担当教員 倉西 宏 先生

開催日時 ２０２３年 １月３１日（火）1３:３０～1５:００

講義内容

今回の特別講義では、青年期から成人期にかけて、つまり大人になるというプロセ
スの中で生じる様々なことをについて考えてみたいと思います。青年期は社会に出る
ための準備期間として重要な時期であると共に、子どもでも大人でもないという「境
界」に位置づけられる難しさも抱えています。いかにそこから「大人」と呼ばれる世界
に足を踏み入れるのか。また成人期という年代に至る際に出会う課題とはどのよう
なものか、お話できればと思います。

開催方法

場所／定員 Ｗｅｂ式／２０名

不測の事態発生時 予定通り開催

Ｗｅｂ

８． 韓国語の方言

担当教員 徐 民靜 先生

開催日時 ２０２３年 １月３１日（火）1０:１５～1１:４５

講義内容

韓国語には標準語という規範言語があり、学校教育では標準語を使用しています。
しかし、各地域にはその地域の独特な体系を持つ方言があり、その方言を通じて韓
国語の多様性を垣間見ることができます。今回の特別講義では、外国語としての韓
国語を学ぶ際には学ぶ機会の少ない多様な形の韓国語（方言）について紹介した
いと思います。標準語だけではなく、色んな形の韓国語（方言）について学べる機会
になればと思います。

開催方法

場所／定員 講義室／２０名

不測の事態発生時 開催中止

対 面

７．「脳」と「記憶」※７月30日の特別講義と同じ内容です※

担当教員 月浦 崇 先生

開催日時 2022年 １月２７日（金）1５:３０～1７:００

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

場所／定員 講義室／２０名

不測の事態発生時 開催中止

対 面

https://forms.gle/
biA2GndFUJnK4o

Hx8

※ 右のQRコードまたはURLから申し込んでください。

●受講を希望する講義が開催される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。



Ｗｅｂ単位認定試験について 詳細は『学生生活の栞』 教養学部

ＰP.67～7６

PP.６８～7７

大 学 院

Web
受験方式

2022年度第２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。

受験前に、Web単位認定試験システム【体験版】が利用できます。

体験版は何度でも繰り返し試すことができます。試験本番の際に問題なく操作できるよ
う、2022年度第２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。

（1）自宅でのWeb受験方式
試験期間：202３年１月1７日(火)9時～１月2５日(水)17時(1科目50分、期間中いつでも受験可）
受験方法：システムWAKABAトップ右側「学内リンク」から「Web単位認定試験システム」にアクセスして

受験します。

（2）京都学習センターでのWeb受験方式
試験期間：「授業科目案内」及び「システムWAKABAに記載の試験日・時限に受験する必要があります。
受験方法：京都学習センターのパソコンで問題 (試験形式を問わず）を閲覧し、択一式問題は自分でパソ

コンを操作して解答を入力します。京都学習センターでの受験は、１１月2４日必着で大学本部に
「学習センター受験申請書」を提出し、受理された学生が対象です。

※「正多面体と素数（‘21）」、「日本美術史の近代とその外部（’18）」、「量子化学（‘19）」は、郵送受験方式となります。

Web単位認定試験の体験会を京都学習センターで開催します。パソコンの操作が苦手な方や、Web単位
認定試験を受験するにあたって不安がある方はぜひ参加してください。Web単位認定試験体験会の詳細
は、１１ページの「４．Web単位認定試験 体験会の開催について」を参照してください。

通信指導について

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を受験できます。
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

１１月１５日（火）～１１月２９日（火）※大学本部必着※

１２月末～１月上旬に添削結果が郵送されます。

Web:

郵送：

１１月 ８日（火）１０時～１１月２９日（火）１７時

１１月４日（金）までに届かない場合は、大学本部〔総合受付〕☎043-276-5111に連絡してください。

～試験期間まで 〇WAKABAの体験版で操作確認や学習センターでの体験会に参加

１２月下旬から順次 〇受験票(受験に際しての注意事項)を本部より発送。1月10日(火)
になっても届かない場合は、大学本部に問い合わせてください。

２月下旬頃(予定） 〇成績通知(システムWAKABAで発表・成績通知書発送)

放送大学ウェブサイト

Web単位認定試験を受験できるのは、履修科目(再試験を含む)のうち、通信指導に合格した科目に限ります。

【問い合わせ先】学務部 学生課 単位認定試験係 E-Mail：shugaku-ka@ouj.ac.jp
T E L ：043-276-5111（総合受付）

1０

mailto:shugaku-ka@ouj.ac.jp


開催日 開催時間 定員 申込期限

12
月

21日(水)
10:00～12:00 20名 『ゆりかもめ』115号

到着日～
１２月１１日(日)16:00

※定員に達し次第、
締め切ります。

13:15～15:15 20名

22日(木)
10:00～12:00 20名

13:15～15:15 20名

1
月

11日(水)
10:00～12:00 20名 『ゆりかもめ』115号

到着日～
１２月１８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

体験会 開催日程 体験会までにすること要予約

● 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。

● 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。

※必ず確認してください※

体験会 申し込み方法 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 ①氏名、②学生番号、③電話番号、④体験会希望日時 を伝えてください。

「学習センター受験申請書」による申請と「Web単位
認定試験体験会」の申し込みは同一ではなく、それ
ぞれに申し込みが必要です。

※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。

※大学本部から郵送されたリーフレット『【重
要】2022年度第２学期単位認定試験は
Web受験方式です！』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、申請期間内（2022年10月1日(土)～11
月24日(木)※本部必着※）に「学習センター
受験申請書」を大学本部に郵送してください。

面接授業科目追加登録について

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

◆空席発表
１０月１５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。

◆追加登録期間

１０月２０日（木）～
科目ごとに定められた受付期日まで
※２月開講の授業は１月１５日（日）まで

◆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

１０月２０日(木) 京都学習センターで抽選を行います。
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）

※抽選会終了後に空席がある科目は、追加登録期間中、
先着順で受け付けます。

※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。

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。

1１

単位認定試験の学習センター受験申請ハガキの締め切り日について、ハガキでの記載は
１１月２１日(月)となっていますが、正しい締め切り日は各種案内でもお知らせしてい
る１１月２４日(木)です。締め切り日を過ぎると無効になりますので、学習センターで
Ｗｅｂ単位認定試験の受験を希望される方は、お早めにハガキを郵送してください。

● 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。

注

意



図書･視聴学習室からのお知らせ

受付場所

利用時間について

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）

プリンターを使用して印刷できるのは、上の表で の表示がある時間帯です。

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。

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。

学習室

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

図書カウンター係員 時間は

事務室窓口へ

▶左図の

事務室▶左図の

利用時間 9：30～17：30

閉
室
日 １月10日、１月２６日

……… １２月２5日～１月４日

単位認定試験期間

１１月2２日、〈 臨時閉所日 〉

年末・年初閉所日

……… １月１７日～２５日

新型コロナウイルス感染症の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、センター内の掲示、ウェブサイト等で

確認するか、来所前に電話で問い合せてください。

学習室

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

「利用許可証」は必ず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。

パソコン利用時間は1時間
延長ができる時間は1時間
（計２時間）です。

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。）

学習センター滞在時は「利用許
可証」を外から見えるように必ず
身に着けてください。

視聴用タブレットの貸出･返却はご自身で

視聴用
タブレット

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戻してくだ
さい

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。

プリンターを利用する場合は、
図書カウンター係員に申し出て
ください。

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戻し
てください。

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。

専用返却箱

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。

1２

入室前の検温

換気中につき衣類で体温調節 利用は除菌シートでふいてから

マスクの正しい着用手指のこまめな消毒･手洗い

感染症対策にご協力ください

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。



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。

利用
許可証

文献複写は事務室窓口で行います。
（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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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
備え付けのヘッドホンがありますので、ご自身で取り、
使用後は図書カウンター備え付けの専用返却箱に
お戻しください。

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。

開 所日 閉 所日

火曜日～

日曜日

開所日・閉所日（窓口･電話）について 京都学習センター ウェブサイト

臨時閉所日…

定例閉所日… 毎週月曜日と祝日

１１月２2日、１月１０日、
1月２６日

年末・年初閉所日…
１２月２５日～１月４日

事務室からのお知らせ

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。

9：30～17：30

京都大学附属図書館利用証について

手指をこまめに
消毒･手洗い

アルコール消毒液で手指を消毒
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。

事務室利用について

窓口受付 電話受付

※12時～13時の間、
事務室は業務を行いま
せんので注意ください。

※12時～13時の間、
電話がつながりません
のでご注意ください。

今学期も引き続き、感染症対策にご理解とご協力をお願いします

新型コロナウイルス感染症予防のため、京都大学附属図書館は利用証の発行を
停止しています。利用証発行に関する問い合わせは、京都大学ではなく、
京都学習センターへお願いします。
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有効期限

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お持ちください。

学生証の交付について

学生証は、単位認定試験や面接授業の科目追加登録、窓口での手続きや図書・視聴学習室を利用
する際等に必要です。学生証は必ず所属学習センターの窓口で交付を受けてください。

全科履修生：２年間
選科履修生：１年間
科目履修生：半年間

学生証に顔写真の登録を行っていない方は下記を参照して登録してだくさい。

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交付が可能となります。
※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、Web単位認定試験までに交付を
受けに来てください。

写真の登録がないと学生証は交付できません。写真の登録状況は、
システムWAKABAの「学生カルテ」で確認できます。

〒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 あてに郵送

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１１）」
大学院は 「写真票（様式１０）」

『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。

教養学部は P.１９参照
大学院は P.２５参照

『学生生活の栞』

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、急な閉講の連絡や本人確認が必要な場合が考えられます。
システムWAKABAに登録している住所・電話番号を最新のものにしておいてください。

京都学習センターから
かける電話は、

常に緊急のものです。

京都学習センターの電話番号は 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』巻末の
「住所等変更届」を

京都学習センターに郵送する

ま
た
は

住所・電話番号
変更の手続き

台風接近等による臨時閉所について

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次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。

京都学習センター
ウェブサイト



個人情報保護について

京都学習センターでは、個人情報保護に関する法律等に基づき、学修活動の様々な場面で、
教職員が学生の個人情報の適切な管理に努めています。ご理解とご協力をお願いします。

Wi-Fiの利用について 京都学習センター(キャンパスプラザ京都３階)でWi-Fi接続が可能
です。

利
用
方
法

システムWAKABAの「放
送大学自己学習サイト」
で「2021年度情報セキュ
リティ研修(学生用)を受講
し、修了書を取得する。

事務室窓口で「無線LAN利
用申請書」に記入し、取得
した修了書と共に提出する。

事務室窓口で「無線LAN利用許可
書」をお渡しします。

・認証IDやパスワードは他者に教えてはいけません。
・認証IDとパスワードの有効期間は在学期間と同じです。

注
意

※他の学習センター (一部の学習センターを除く)でも利用できます。

認証IDとパスワードを入力してイン
ターネットに接続

問い合わせ先電話番号 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下記のURLまたは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
システムWAKABA

パスワード変更ページ

1５

各種届出・申請様式は、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」

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」

「住所等変更届」以外の変更届については、放送大学本部の担当部署あてに郵送してください。
提出に必要な諸様式は、『学生生活の栞』の巻末にあります。

各種手続きについて 京都学習センターウェブサイト
【各種お手続き】

様式はシステムWAKABA または 『学生生活の栞』の巻末から入手できます。

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。

釣り銭の用意はありません。お釣りが出ないようにお願いします。

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、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/ 「各種お手続き」



月 火 水 木 金 土 日

1 2 3   文化の日 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 勤労感謝の日 24 25 26 27

28 29 30

月 火 水 木 金 土 日

1 年始閉所日

2 3 4 5 6 7 8

9 成人の日 10 臨時閉所日 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 臨時閉所日 27 28 29

30 31

月 火 水 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 年末閉所日

26 27 28 ２９ 30 31

放送大学京都学習センター

11月・１２月・１月の予定表 面 ：特別講義：面接授業 特 ：閉所日

令和4（2022）年 11月

令和4（2022）年 12月

令和5（2023）年 1月

：第２学期 郵送による通信指導 提出期間（最終日必着）

：第２学期 Ｗｅｂ通信指導 提出期間（最終日１７：００まで）

１５日（火）～２９日（火）

８日（火）～２９日（火）

：年末閉所日２５日（日）～３１日（土）

：年始閉所日

：Ｗｅｂ単位認定試験・図書視聴学習室閉室

１日（日）～ ４日（水）

１７日（火）～２５日（水）

令和 ４年１０月発行 第１１５号

ゆりかもめ

面

面

面面

面

面
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特

特

特

特

特

特

特

本誌や「利用の手引」でお知らせしている予定表や暦は変更されることがあります。
変更はウェブサイト、掲示等でお知らせしますので、こまめに確認してください。


