
 

宮崎学習センターホームページが新しくなりました！

初期パスワードからの変更をお願いします！初期パスワードからの変更をお願いします！

宮崎学習センターでは、この度、学生の皆様に必要な情報を分かりやすくお伝えできるよう、
学習センターホームページを改良しました。ぜひ一度アクセスしてみてください！！
８ ～ ９ページで、ホームページの見方について詳しく説明しています。ご確認ください。

システムWAKABA等の不正利用を防ぐため、初期パスワードからの変更をお願いします。
初期パスワードのままにされていると、2020年3月4日（水）午前6時からシステム
WAKABA等にログインできなくなります。
下記のいずれかの方法でパスワードを変更してください。
   ①QRコードからパスワード変更用WEBにアクセス
   ②https://sso.ouj.ac.jp/webmtn/LoginServletにアクセス
   ③システムWAKABAにログイン後、トップ画面左側「パスワード変更」画面へ進む。
いずれの方法もパスワード変更用WEBログインページが表示されます
ので、ログイン名とパスワードを入力してログインしてください。

ログイン後、ログイン名、日本語姓、日本語名、メールアドレスが表示されますので、確認してください。
新しいパスワードを入力し、新しいパスワード（確認）にも同じパスワードを入力してください。

パスワード変更用WEB　ログインページ

ログイン名

ログイン

パスワード

学生番号の数字10 桁

現在のパスワード

※注意　以下の条件を満たさないとパスワードとして設定できません。
・８文字以上であること。
・英字（大小は問わず）が１文字以上、数字が１文字以上含まれていること。
・ログイン名をパスワード値に含まないこと。
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単位認定試験を受験できる方は、放送授業を科目登録し、通信指導を提出して合格した方です。

※試験期間中のセンター開所時間は、９：００～１９：００です。
※１月２４日（金）、１月２７日（月）は学習センターの閉所日です。

■試験日程■

■通信指導の添削結果（合否）■

■受験に必要なもの■

単位認定試験について

【大学院】　　　　　　　　　１月２１日（火）～１月２２日（水）
【夏季集中科目（看護）再試験】　　　　　　　　　１月２１日（火）
【教養学部】　　　　　　　　１月２３日（木）～１月３０日（木）

通信指導の添削結果が、択一式科目は１月８日（水）、記述式は１月１７日（金）までに
届かない場合は、大学本部まで連絡してください。〔TEL：043-276-5111〕
※添削結果より前に、単位認定試験通知（受験票）が届くことがあります。

①単位認定試験通知
　（受験票）

②学生証

④持込許可物品

受験票は、試験日の約１週間前までに送付されます。
１月１４日（火）になっても届かない場合、または紛失した場合は、大学本部
学生課単位認定試験係（TEL：０４３-２７６-５１１１（総合受付））にご連絡
ください。

マークシートへの記入の際は、必ずHBの黒鉛筆をご使用ください。
（ボールペン・シャープペンシル使用不可）
HBの黒鉛筆以外を使用すると正しく採点されないことがあります。

科目により印刷教材等の持ち込みが認められることがあります。
持込許可物品は、出題形式（択一式・記述式・両者併用式のいずれか）と
合わせて、受験票と一緒に通知します。また、試験の約１か月前に、システ
ムWAKABAや学習センターでの掲示によって公表します。

学生証は所属の学習センターで発行します。
まだ学生証をお持ちでない方、有効期限が切れている方は、交付を受けて
ください。
学生証は、郵送での受け取り、宮崎市分室（宮崎市教育情報研修センター
内）、面接授業会場、単位認定試験会場でも受け渡しが可能です。
なお、宮崎市分室・面接授業・単位認定試験会場で学生証の受け取りを
希望される方は、事前に学習センターへ連絡をお願いします。

③筆記用具
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単位認定試験について

■試験会場■

■注意事項■

宮崎学習センター
住　所：日向市本町１１－１１
電　話：０９８２－５３－１８９３
駐車場：宮崎学習センター裏にある日向市役所
　　　　の駐車場（第１駐車場）、または日向市
　　　　役所臨時駐車場（第２駐車場）をご利
　　　　用ください。同駐車場が満車の場合は、
　　　　日向市中央公民館か日向市文化交流セ
　　　　ンター駐車場もご利用できます。
　　　　（徒歩７分）

アクセス
●日向市駅から徒歩で７～８分、タクシーで３～４分

南宮崎ブランチ試験場
（教養学部生で南宮崎ブランチ試験場に設定した方のみ）

会　場：宮崎市清武文化会館　２F
住　所：宮崎市清武町西新町 6番地 5
駐車場：会場周辺に駐車場を借りておりますが、
　　　　台数に限りがありますので、なるべく
　　　　公共交通機関をご利用ください。
　　　　駐車場の詳しい位置は別紙をご覧くだ
　　　　さい。

アクセス
●JR日豊本線「清武駅」から徒歩約 10分
●宮崎交通バス「清武総合支所前」から徒歩約 1分

ご注意ください
南宮崎ブランチ試験場は、これまでと試験会場の場所が大きく変わっています。
会場へは別紙の地図を参照に、時間にゆとりをもってお越しください。

・南宮崎ブランチ試験場に電話は設置しておりません。試験会場への直接のお問い合わせは
　ご遠慮ください。
・会場を間違えられ試験開始時間に遅れた場合、遅刻扱いとなります。遅刻は、試験開始後
　２０分まで認めますが、試験時間の延長はありません。
・注意事項の伝達などがありますので、試験開始１０分前には試験室へ入室してください。
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単位認定試験について

■試験の結果■

■再試験について■
今学期に登録した科目で、通信指導を未提出または不合格、単位認定試験を未受験または
不合格の方は、次の学期に学籍がある場合に限り（休学中の場合を除く）、科目登録を行わ
なくても単位認定試験を受験することができます。なお、再試験に係る授業料は不要です。

※通信指導、単位認定試験の詳細は、「学生生活の栞」  教養学部  67P～、大学院  62P～をご覧ください。

試験の結果は、２月下旬頃に「成績通知書」によって
通知されるほか、システムWAKABAからも確認する
ことができます。また、通知書とあわせて、ご自身が
これまでに修得した授業科目の成績と単位数が
記載された「単位修得状況一覧（単位認定書）」が
同封されています。
この通知書等は証明書ではありません。証明書が
必要な場合は、所定の手続きを行い、「成績・単位
修得証明書」の交付を受けてください。
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次学期の手続きについて

令和２年４月以降も学籍がある方　→　科目登録申請を行ってください。

令和２年３月末で学籍が切れる方　→　継続入学手続きを行ってください。

次学期に受講する科目を選び、下記の期間に科目登録申請を行ってください。
１．郵送による申請期間

           ２月13日（木） ～ ２月28日（金）【必着】
２．システムWAKABAによる申請期間

           ２月13日（木）９時 ～ ２月29日（土）24時
放送大学HP→在学生の方へ→システムWAKABA
→ログイン ID・パスワード入力
→教務情報→出願・科目登録申請
→科目登録申請をクリック。

システムWAKABAのログインID・パスワードについて
ログインID：（半角１０桁） → 学生番号（ハイフン無し）
パスワード：（半角８ケタ）→初期パスワードは、入学許可証に
　　　　　　記載されています。
　　　　　　初期パスワードから変更されていない方は、パス
　　　　　　ワードの変更をお願いします。

※教養学部全科履修生は、４学期間続けて科目登録が行われていない場合、除籍となります。３学期間科目登録をしていない
（２０１８年度１学期以降、科目登録をされていない）方は、必ず科目登録を行ってください。

次学期も継続して学習を希望する場合は、下記期間内に出願手続きを行ってください。
１．郵送による出願受付期間

　　　第1回　11月26日（火） ～ 2月29日（土）【必着】
　　　第2回 　 3月  1日（日） ～ 3月17日（火）【必着】

●大学本部より「継続入学用関連書類」が１月中旬に送付されますので、郵送で申請する場合は、「継続入学
　用出願票」に必要事項を記入の上、手続きを行ってください。

※集団入学者（共済入学者を含む）には、継続入学用関連書類の送付はしていません。
※継続入学用出願票の再発行は行いません。紛失した場合は通常の学生募集要項の出願票で提出してください。

２．システムWAKABAによる出願受付期間

　　　11月26日（火）９時 ～ 3月17日（火）17時

●継続入学した学期に面接授業を受講したい方は、２月１３日（水）９時 ～ ２月２９日（土）２４時の期間にシステ
ムWAKABAで出願した場合のみ登録が可能です。その際、面接授業のみでの出願はできませんので、放送授業
またはオンライン授業を１科目以上登録する必要があります。

学生カルテ
学生カルテ

変更・異動手続
変更・異動手続

履修成績照会
履修成績照会

出願・科目登録申請
科目登録申請

継続入学申請

出願申請進行状況確認

単位認定試験時間割
単位認定試験時間割照会（学生用）

キャンパスライフ 授業サポート 教務情報
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令和２年度 第１学期 宮崎学習センター面接授業開設科目予定表

科目区分

一般

外国語

情報

生活と
福祉

自然と
環境

社会と
産業

生活と
福祉

心理と
教育

人間と
文化

科  目  名 担 当 講 師 講義日程 会　　場

基　

盤

導 

入

専　
　
　
　
　

門

※上記の一覧は予定表となっています。日時や会場は変更となる可能性がありますので、科目登録 
　の参考としてご覧ください。
※授業概要は、１月中旬に科目登録申請要項に同封されます「面接授業時間割表（九州・沖縄ブロッ
　ク版）」をご覧ください。継続入学・再入学の方には送付されませんので、学習センターにお問い合
　わせください。



7

第５回　ひまわりふれあい祭り　開催報告

学生研修旅行「幸せ上々、みやこのじょう」開催報告

2019年10月12日（土） 台風が接近し、開催が心配されましたが、室内でのイベントが中心という事で、開催することと
しました。開始早々、多くの家族連れに「おもしろ科学実験」にご参加いただきました。青空の下、センター前に笑い声が
溢れていました。学友同窓会メンバーを中心とした学生の皆様にも運営にご協力頂きました。財光寺農業小学校の皆様
が丹精込めて作った野菜をお手頃価格で販売。修了生が自費出版した「若山牧水  100首英訳本  THE BOKUSUI」も著
者による販売を急きょ行いました。第２講義室では、サークルの皆様の作品展示、活動紹介展示を行いました。韓国のお
正月遊び「投壺」では、多くの子どもたちがチャレンジし歓声が上がっていました。日向市教育委員会が発行している
「みらくるキッズ」の作成奮闘写真展も開催。学生相談室では、パソコンサークルよる「名刺づくり体験」が行われ、皆さ
ん思い思いの名刺を作っていました。

第１講義室では、第１部『“宮崎のスギ”の成分を活かす利用用途の研究』と題して松下洋一所長、第２部『キャリア教育
「よのなか教室」の活動成果について』と題し日向市キャリア教育支援センター顧問の水永正憲氏にご講演頂きました。
それぞれの分野でご活躍されてきたお二人の講演に、参加者の皆さん大きくうなずかれ納得しているようでした。

本年度の学生研修旅行は、「幸せ上々、みやこのじょう」のキャッチフレーズのもと、「島津発祥の地」でもあり「肉と焼酎
のふるさと」でもある都城市を11月2日（日）に訪ねました。当日は秋晴れ。すがすがしい陽ざしを浴びて、学生21名、職
員３名、計24名が参加。ガイドさん付きの日帰りバス旅行でした。
午前中に訪ねたのは、都城市地場産業振興センターと道の駅、霧島ファクトリーガーデン。都城市の食品、伝統家具・大
弓・木刀などの地域資源を活かした地場産業や、焼酎の生み出される工程などについて学習しました。霧島ファクト
リーガーデンでは秋祭りを行っており市内外から訪れた多くの人で賑わっていました。昼食は都城の食材を使った「霧
島うまいもの膳」を注文。見た目よし、味もよし、焼酎のプレゼントもありで、とても好評でした。
午後は、昨年度リニューアルオープンしグッドデザイン賞を受賞した都城市立図書館と、貴重な美術品・民俗芸能関連
資料などを展示した都城歴史資料館、そして日本の滝100選に認定されている関之尾の滝・天然記念物に指定されてい
る甌穴群へ。特に、市立図書館の施設や展示の仕方の素晴らしさには皆さん感嘆の声を上げていました。
すばらしい天気に恵まれ、幸せ上々。笑顔溢れる、楽しい学びの旅となりました。

学生さんだけでなく、多くの市民の皆様に
ご参加頂きました。

ありがとうございました！！
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宮崎学習センターホームページについて
新しくなりました宮崎学習センターホームページについて紹介します。
学生の皆様が必要な時に、必要とする情報を提供できるよう更新しておりますので、ご活用ください。

HOME 画面

宮崎学習センターホームページは、直接アドレスをご入力いただくか、検索サイトなどで「宮崎学習センター」と検索していた
だくとご覧いただけます。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも見ることができます。
右記のQRコードを読み込んでもセンターホームページにアクセスできます。

宮崎学習センターホームページ　https://www.sc.ouj.ac.jp/center/miyazaki/
その他にも、様々な情報を掲載しています。
宮崎学習センターホームページをご覧ください。
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宮崎学習センターホームページについて

Q&A

公開講演会

　　　　　　　　よくある質問（宮崎学習センター版）

このページは、宮崎学習センター所属の学生さんから多く寄せられる質問やお問い合わせの
回答について掲載しています。学生生活で生じる「よくある質問」と、単位認定試験に関連する
「単位認定試験について」の２つの内容に分かれています。
掲載している質問事項は下の表の通りです。

　　　　　　　　　公開講演会・公開講座（セミナー）

このページは、公開講演会の日時、会場、開催内容などを
ご覧いただけます。参加したい講演会があれば、参加申込
用の入力フォームがありますので、申し込みができます。
現在、“イキイキ生きる”ための連続講演会 第３回講演会
の参加申込を受付中です。

1）システムWAKABAのログイン方法
2）システムWAKABAの活用方法
3）インターネットによる放送授業の視聴方法
4）学生証の受取りについて
5）通信指導をインターネットで提出する方法
6）宮崎学習センターの場所・開室日時、センター
　でできること
7）宮崎市分室の場所・開室日時、分室でできること
8）放送教材の貸出し方法
9）所属コース・専攻の変更、カリキュラムの移行について
10）氏名等の変更について
11）住所等の変更について

1）南宮崎ブランチ試験場の場所はどこですか
2）宮崎学習センター以外で受験をしたいのですが、
　どうしたらいいですか（受験会場の変更方法）
3）受験票が届かないのですが、どうなっていますか
4）単位認定試験の出題形式・印刷教材などの持ち込
　みはどうなっていますか
5）通信指導を提出し忘れました。単位認定試験は受けられますか
6）単位認定試験を受けられませんでした。再試験は受けられますか
7）登録していた科目が閉講になりました。再試験は受けられますか
8）試験問題を持ち帰れますか
9）試験問題の解答は公表されますか
10）試験の問題や解答は郵送してもらえますか

よくある質問 単位認定試験について

その他にも、様々な情報を掲載しています。
宮崎学習センターホームページをご覧ください。
その他にも、様々な情報を掲載しています。
宮崎学習センターホームページをご覧ください。
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宮崎市分室を利用しませんか？

宮
崎
駅

J
R
日
豊
本
線

橘
通
り

橘
橋

大
淀
大
橋

老
松
通
り

大淀川

宮崎
市役所

宮崎
小学校

宮崎市
教育委員会

宮崎県庁

宮 崎 市 分 室
宮崎市教育情報研修センター（宮崎小学校隣）  １階

県警本部

高千穂通り

裁判所

宮崎市教育情報
研修センター

放送教材を視聴したいけど、日向市まで行くのは遠い・・・
インターネット環境がなくて・・・ 自宅だと集中できない・・・

そんな方に ！！
宮崎市分室では、オンライン授業等一部の科目を除く

放送教材（DVD・CD）の視聴ができます。

宮崎市及び宮崎市教育委員会のご協力を得て、宮崎市
教育情報研修センターの１階に、『放送大学宮崎市分室』を
設けています。火曜・木曜は、学生他ボランティアで運営し、
土曜日は職員により開室しています。施設は大変静かで、
学習に適した環境だと利用者の方々から好評です。
大学院学生論文集「オープンフォーラム」第4号～最新号
の閲覧もできます。
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卒業研究履修希望者・大学院入学希望者向け学習相談について

学習スケジュール

卒業研究を将来的に履修したいと考えている方、大学院への進学を考えている方を対象に、所長による相談
会を下記の日程で開催いたします。予約制となりますので、宮崎学習センターまでご連絡ください。全てに参
加する必要はありませんが、複数回参加することにより充実した内容で申請・出願することが出来ます。

１月 センター閉所日・・ １日～３日・６日・１3日・２0日・２4日・２7日
宮崎市分室 ・・・ 火・木曜（１０時～１６時）土曜（９時～１６時） １/２１～１/３０は閉室

１3日（月） 閉所日（成人の日）
単位認定試験【大学院】（～１/２2）、夏季集中型（看護）再試験
単位認定試験【大学】（～１/３0）
閉所日（臨時閉所日）

２1日（火）
２3日（木）
２4日（金）

２月 センター閉所日・・ ３日・１0日・１1日・１7日・２3日・２4日
宮崎市分室 ・・・ 土曜（９時～１６時） ２/２９は閉室

１1日（火） 閉所日（建国記念の日）
令和２年度第１学期 学部・大学院科目登録申請受付開始
（郵送：～2/28、システムWAKABA：～2/29）
閉所日（天皇誕生日）
【第1回】令和2年度第1学期  学部・大学院［選科生・科目生］出願受付締切

１3日（木）

２3日（日）
２9日（土）

３月 センター閉所日・・ ２日・９日・１6日・２0日・２３日・３0日
宮崎市分室 ・・・ ３月は全て閉室

　1日（日） 【第2回】令和2年度第1学期  学部・大学院［選科生・科目生］出願受付開始 ～3/17（火）
“イキイキ生きる”ための連続講演会  第3回講演会　　県電ホール（宮崎県庁・企業局１階）
客員教員  遠藤宏美先生、坂本眞人先生、松本ソニア先生
閉所日（春分の日）
卒業証書・学位記授与式ならびに入学者の集い

　7日（土）

２0日（金）
２2日（日）


