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放 送 大 学 奈 良 学 習 セ ン タ ー
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＊＊＊＊＊＊奈奈良良学学習習セセンンタターー開開所所時時間間＊＊＊＊＊＊

≪≪注注意意≫≫

放放送送大大学学本本部部『『新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策』』にによよりり、、奈奈良良学学習習セセンンタターーのの開開所所（（時時間間））、、

面面接接授授業業、、ゼゼミミナナーールルななどど、、変変更更のの可可能能性性ががあありりまますすののでで、、予予めめごご了了承承くくだだささいい。。

詳詳細細ににつついいててはは、、奈奈良良学学習習セセンンタターーウウェェブブササイイトトにに掲掲載載ししまますすののでで、、必必ずずごご確確認認くくだだささいい。。

文部科学省認可通信教育

機関誌 （ほうそう）

「卒業証書・学位記授与式」・「入学者の集い」について ・・・・・・・・・Ｐ１

客員教授退任のご挨拶 ・・・・・・・・・Ｐ２

２０２３年度第１学期ゼミナールのご案内 ・・・・・・・・・Ｐ３

ゼミナールの予定表・学習相談日 ・・・・・・・・・Ｐ４

面接授業の追加科目登録について ・・・・・・・・・Ｐ５

面接授業スケジュール ・・・・・・・・・Ｐ６

２０２３年度第１学期単位認定試験の実施について ・・・・・・・・・Ｐ７

単位認定試験システム利用方法＜体験版＞ ・・・・・・・・・Ｐ８

各種手続き等について ・・・・・・・・・Ｐ９

他大学等図書館の利用について ・・・・・・・・・Ｐ１１

特別警報等による臨時閉所について ・・・・・・・・・Ｐ１１

視聴学習・図書室からのお知らせ ・・・・・・・・・Ｐ１２

キャンパス・スケジュール（３月・４月・５月） ・・・・・・・・・Ｐ１３

受付 曜日 利用時間

事務室 事務窓口 火曜日～日曜日 ９：３０～１２：００、１３：００～１８：００

視聴学習・図書室 火曜日～日曜日

月 日まで ９：３０～１８：００
※ 月月 日日よよりり変変更更 ９：３０～１１ ：： ００

（ 時～ 時の間、受付業務を中止させていただきます。）
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卒卒業業証証書書・・学学位位記記授授与与式式、、入入学学者者のの集集いいににつついいてて

下記のとおり３月２６日 日 奈良学習センターにて卒業証書・学位記授与式、入学者の集いを行

います。

なお、放送大学本部『新型コロナウイルス感染症対策』により変更や中止になる場合があります

ので、予めご了承ください。

詳細については、奈良学習センターウェブサイトでお知らせしますので必ずご確認ください。

日 程： ２０２３年３月２６日 日
時 間： 受付 １０時３０分～ （開式 １１時 ～ 閉式 １２時頃）
会 場： 奈良学習センター ３０８講義室

（奈良女子大学コラボレーションセンター３ ）
式次第： ＊開式の辞

＊卒業証書・学位記授与
＊所長表彰
＊所長式辞
＊来賓祝辞
＊同窓会長祝辞
＊卒業生謝辞
＊閉式の辞

２２００２２２２年年度度第第２２学学期期卒卒業業証証書書・・学学位位記記授授与与式式

２２００２２３３年年度度第第１１学学期期入入学学者者のの集集いい
※※今今回回はは電電話話ののみみででのの事事前前予予約約制制ととななっってていいまますす。。

予予約約ののなないい方方はは参参加加ででききまませせんん。。

日 程： ２０２３年３月２６日 日
時 間： 受付 １２時３０分～ （開会 １３時３０分 ～ 閉会 １５時頃）
会 場： 奈良学習センター ３０８講義室

（奈良女子大学コラボレーションセンター３ ）
式次第： ＊開式の辞

＊所長挨拶
＊同窓会長祝辞
＊客員教員紹介
＊閉会の辞
（オリエンテーション実施）

連絡事項 入学許可書および筆記用具を持参願います。
奈良学習センターには駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用
ください。奈良女子大学敷地内での駐車は厳禁です。
入学許可書は、入学料・授業料の振込日によって、当日までに未着の場
合があります。（振込日から３週間程度要します）
入学許可書が未着の方もご出席していただけます。

※「入学者の集い」は欠席されても、入学が取消になることはありません。
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客員教授

中中島島 道道男男

客客員員教教授授退退任任ののごご挨挨拶拶

ココロロナナ禍禍ののななかかでで

年度から奈良学習センターで客員教授を務めてまいりました。この間、ちょう
ど新型コロナウィルスが蔓延しており、ゼミナールや授業相談も影響を受けました。
コロナは、人と人との関係のあり様も大きく変えたように思います。
「ソーシャルディスタンス」という言葉が流行りました。以前にもこの機関誌に書

いたことですが、社会学では、これは人と人との間の親近性の程度をあらわす言葉で
す。こうした距離が勧められては困ります。確保すべきは、単なる物理的距離（フィ
ジカルディスタンス）にすぎなかったのです。
今でも、（繁華街であればともかく）人気の多くない通りでさえ、マスクをしてい

ない人を避けて歩く人がいます。人を見たらウィルスだと思え、ということかもしれ
ません。自分がマスクをしていない場合、カーブを描いてすれ違う人もいますから、
他者を気遣ってということももちろんあるでしょう。
「オンライン〇〇」というのも、多用されました。盆や年末の帰省シーズンには、

「オンライン帰省」が推奨されたりもしました。びっくりです。オンライン授業なら、
たしかに授業はおこなわれます。が、オンラインで帰省ができるのでしょうか？ 単
なるテレビ電話の言い換えでしかありません。帰省した感じが大事、と言いたかった
のかもしれません。
コロナ前からでしょうが、政治家たちは、（「意識」とは異なる）「感」という言

葉を多用しています。危機感をもって、緊張感をもって、スピード感をもって、一体
感をもって、等々。「感」だけで政治をやっているようです。「感」があっても、ス
ピーディに誤りなく問題解決や危機処理がなされるわけではありません。結果として
あるのは、「やってる感」だけです。
総じて、「感の時代」とでも言いましょうか、私の「感」が跋扈しているようです。

私の「感」と他者の「感」とを摺り合せて公共的なものに練りあげていくのではあり
ません。私の「感」に同調する者がどこかにいることはわかるので――“いい
ね！”――、もうそれ以上先に行く必要はない、ということでしょうか。
テレビを見ながらぼやくのが多くなったのも、コロナで自由に動き回れなくなった

影響かもしれません。が、ぼやきはこの辺で切りあげて、最後の挨拶をしないといけ
ません。
放送大学は、一般の大学と違って、学生の年齢層や経歴・経験はさまざまです。一

般の大学の学生は、ほぼ同じ年齢層から成っていますし、経歴・経験にもそう大きな
違いはありません。授業をする側からすると、ターゲットが絞りやすいので授業はや
りやすいわけです。放送大学はそうはいきません。ターゲットが絞りにくく、授業内
容を決めることはそう簡単ではありません。ただし、なんとなく進学した者も多い一
般の大学とは違って、放送大学のみなさんにはやる気があります。その点、授業をや
る側もいい刺激になります。ゼミナールやかつて何回かおこなった面接授業等、いい
経験をさせていただきました。

これからも、みなさんは主体的に学んでいかれることでしょう。私も、ゼミナール
では制約もあり披露できませんでしたが（うえでぼやきつつ述べたことも、いわば授
業のなかの雑談にしかすぎません）、まだまだいくつか展開すべき構想があります。
元気でいたいものですね！ 年間、お世話になりました。

ばっこ
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２２００２２３３年年度度第第 学学期期 ゼゼミミナナーールルののごご案案内内

奈良学習センターでは、毎月１０回（単位認定試験のある月は２回）、所長、客員教授ら

によるゼミナールを開いています。

毎月１５日頃に翌月に実施する日程・テーマ・内容を奈良学習センターウェブサイトおよ

び掲示板にてお知らせします。

閉所日・祝日等の都合により、掲載日が前後する場合がありますので、ご了承ください。

※先生のご都合により変更になる場合もありますので、奈良学習センターウェブサイトま

たは掲示板を必ずご確認ください。

実 施 方 法

定 員

受 講 対 象 者

申 込 方 法

資料について

対面式で実施します。

各３０名（先着順）

放送大学の在学生

受講月ごとに申込をしてください。

申込期間内（ウェブサイト掲載後～実施日３営業日前）

に所定の「ゼミナール受講申込用紙」を事務室窓口に提

出、または電話で申込をしてください。

ＦＡＸでの受付はしません。

ゼミナール配布資料等の準備のため、申込締切日以降の

受付はしませんので、締切厳守でお願いします。

予定定員に達した場合は申込受付を終了します。

無断欠席が学期内３回となった学生は、来学期のゼミ

ナール受講はできません。

会 場 奈良学習センター Ｚ３０８講義室

電電話話：：００７７４４２２－－２２００－－７７８８７７００

・欠席する場合や欠席に伴い資料の取り置きを希望される

場合は、必ず連絡をください。

・欠席が続く場合の資料の取り置き申込は受付ません。

・資料のみの配布はしません。

・申込は先着順のため、定員に達して受講できない学生への

資資料料のの配配布布ははししまませせんん。。

無 断 欠 席
に つ い て
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ゼゼミミナナーールルのの予予定定表表

火火曜曜日日 水水曜曜日日 木木曜曜日日 金金曜曜日日

第第１１週週
～

井上 容子 所長

～

池原 健二（元所長）

～

杉本 一樹 客員教授

第第２２週週
～

生田 周二 客員教授

～

宮川 久美 客員教授

第第３３週週
～

中澤 隆 客員教授

～

≪ ≫ 客員教授

第第４４週週
～

菊﨑 泰枝 客員教授

～

市来 百合子 客員教授

～

岡本 彰夫 客員教授

職職名名 教教員員名名 専専門門 出出勤勤日日 時時間間

所 長 井上 容子 建築・住環境工学
事前に事務室へ予約のうえ、所長室へお越
しください。

客員教授 中澤 隆 生物有機化学 火曜日 ～

客員教授 菊﨑 泰枝 食品化学 火曜日 ～

客員教授 ≪ ≫ ≪ ≫ 水曜日 ～

客員教授 生田 周二 教育学 社会教育 水曜日 ～

客員教授 市来 百合子 臨床心理学 木曜日 ～

客員教授 杉本 一樹 日本古代史学 木曜日 ～

客員教授 宮川 久美 国語学 金曜日 ～

客員教授 岡本 彰夫 神道学 金曜日 ～

学学習習相相談談日日

※客員教授の学習相談の場所は、客員教員・相談室です。 （出勤日順）

※ゼミナールの場所は、 講義室です。

実施方法：対面式で実施します。
対象者 ：放送大学の在学生
※事前の相談申込は必要ありませんが、特に予約相談を希望される場合は事務室へご連絡ください。
※ゼミナール実施日は学習相談に応じられない場合がありますのでご了承ください。
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２２００２２３３年年度度第第１１学学期期面面接接授授業業のの追追加加科科目目登登録録ににつついいてて

面接授業は、教室などで教員から直接受ける授業のことをいい、所属の学習センターに関係なく、全国の面

接授業を受講することができます。

面接授業の追加科目登録は、４月１５日 土 の空席発表で公表されている科目について申請することができ

ます。手続きは、開設する学習センター窓口へお願いします。

ななおお、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策にによよりり変変更更ににななるる場場合合ががあありりまますすののでで、、ウウェェブブササイイトトななどどででごご確確認認くく

だだささいい。。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、対面授業の中止 閉講 や 等のシステムによる 授業へ変更を行う

可能性があります。そのため、以下の点を念頭におき、科目登録申請を行ってください。

◆「面接授業時間割表」冊子左下の「実施会場欄」に“※不測の事態発生時は閉講”または“※不測の事態発生時

は 授業で開講”と表示していますので、これらの措置が実施された場合を考慮して科目登録を行ってください。

授業は、ご自宅のインターネット環境やパソコンでの の操作が必要となります。

◆学習センターの越境受講禁止などの措置を実施する可能性があります。

シシスステテムムＷＷＡＡＫＫＡＡＢＢＡＡかかららののリリアアルルタタイイムム空空席席確確認認方方法法

４月２０日 木 １５時より、システムWAKABAで空席状況をリアルタイムで確認することができます。

１．システムWAKABAにログイン（ログインの手順は８ページをご覧ください。）

２．「教務情報」⇒「科目登録申請」をクリック

３．「年度・学期」を選択⇒「検索照会」をクリック

４．申請種別の「面接追加」の「空席照会」をクリック

５．面接授業追加登録検索画面の検索条件を選択し、「検索」をクリック

科目毎の空席数が確認できます。

※空席状況は、検索された時点のものです。

学習センターで申請される際には、空席状況が変わっている場合もありますので、予めご了承ください。

◆◆追追加加登登録録日日程程

空席 発 表：４月１５日（土）１２時
放送大学のウェブサイトでお知らせします。

登 録 機 関：４月２０日（木）～ 科目ごとに定められた追加登録受付期日まで

◆◆申申請請方方法法 ※詳細は同封しております冊子をご参照ください。（教養学部の方のみ）

追加登録の受付は、科目を開設する学習センター・サテライトスペースで行います。

≪≪申申請請のの際際にに必必要要なな物物≫≫
①面接授業科目追加登録申請書
※期限切れでない学生証のコピーを貼付してください。
※「面接授業時間割表」冊子巻末、ウェブサイト、窓口にあります。

②学生証（学生証をお持ちいただければ、代理人による登録も可能です。）
※コピー・有効期限切れは不可

③授業料（１科目あたり５，５００円）

以上の３点をご希望の科目を開設する学習センター・サテライトスペースにご提出ください。
※各学習センターによって申請方法が異なりますので、該当の学習センターへご確認ください。
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◆講義概要・日程・時間割等は、「面接授業時間割表【近畿ブロック版】」をご覧ください。

◆登録完了・追加登録申請後のキャンセル・変更等は、一切認められませんのでご注意ください。

◆新型コロナ感染症対策により変更する場合がありますので、奈良学習センターのウェブサイトを

ご確認ください。

２２００２２３３年年度度第第１１学学期期
奈奈良良学学習習セセンンタターー面面接接授授業業ススケケジジュューールル

科科目目名名 担担当当講講師師 講講義義日日程程 定定員員

基基礎礎かかららののパパソソココンン活活用用
千代延 未帆

放送大学 非常勤講師
6月17日(土)
6月18日(日)

EESSDD－－SSDDGGss入入門門講講座座
中澤 静男

奈良教育大学 教授
7月  1日(土)
7月  2日(日)

外外国国語語 ははじじめめてて学学ぶぶドドイイツツ語語
山下 大輔

奈良女子大学 非常勤講師
6月  3日(土)
6月  4日(日)

英英語語ココミミュュニニケケーーシショョンン実実践践
前田 康二

奈良教育大学　教授
6月10日(土)
6月11日(日)

導導
入入

科科
目目

情情報報 情情報報ととデデジジタタルル社社会会
駒谷 昇一

奈良女子大学 教授
5月20日(土)
5月21日(日)

地地域域医医療療計計画画をを考考ええるる
田城 孝雄

放送大学 教授
5月13日(土)
5月14日(日)

身身体体機機能能ととQQOOLL((生生活活のの質質))
星野 聡子

奈良女子大学 教授
5月20日(土)
5月21日(日)

現現代代微微生生物物学学とと食食環環境境
前田 純夫

奈良女子大学 准教授
6月24日(土)
6月25日(日)

心心理理学学実実験験１１
向野下 紋香

大阪労災看護専門学校 非常勤講師
4月15日(土)
4月16日(日)

心心理理学学実実験験２２
鈴木　千晴

立命館大学 特任助教
6月24日(土)
6月25日(日)

自自己己形形成成のの心心理理学学
森岡　理恵子

奈良教育大学 特任講師
7月  8日(土)
7月  9日(日)

ココミミュュニニテティィ調調査査のの地地域域活活用用
水垣 源太郎

奈良女子大学 教授
6月10日(土)
6月11日(日)

法法社社会会学学入入門門
大塚 浩

奈良女子大学 准教授
7月  1日(土)
7月  2日(日)

正正倉倉院院文文書書をを読読むむ
宮川 久美

放送大学 客員教授／
奈良佐保短期大学 名誉教授

4月15日(土)
4月16日(日)

日日本本のの歴歴史史のの新新ししいい見見方方
小路田 泰直

奈良女子大学 特任教授
4月22日(土)
4月23日(日)

大大和和のの音音－－祭祭礼礼とと法法会会他他
岡本 彰夫

奈良県立大学 客員教授／
放送大学 客員教授

5月13日(土)
5月14日(日)

古古墳墳文文化化とと古古墳墳のの営営みみ
今尾 文昭

関西大学 非常勤講師／
帝塚山大学大学院 非常勤講師

5月27日(土)
5月28日(日)

弥弥生生時時代代のの考考古古学学
小林 青樹

奈良大学 教授
6月  3日(土)
6月  4日(日)

ゲゲーームムととパパズズルルのの数数学学
篠田 正人

奈良女子大学 教授
5月27日(土)
5月28日(日)

生生命命ととエエネネルルギギーー
瀬戸 繭美

奈良女子大学 助教
6月17日(土)
6月18日(日)

人人間間とと文文化化

自自然然とと環環境境

専専

門門

科科

目目

科科目目区区分分

基基
盤盤
科科
目目

生生活活とと福福祉祉

心心理理とと教教育育

社社会会とと産産業業

66



３年度第１学期単位認定試験についても、引き続き 受験方式（一部科目※について郵便受験
方式）にて実施します。詳細については、単位認定試験実施日までに大学本部から郵送される資料、
または放送大学ウェブサイトでご確認ください。

２０２３年度 第１学期
単位認定試験の実施について

試試験験日日程程

受験方式

郵送受験方式 （提出期間）： 年 月 日 土 ～ 月 日 火 《必着》〈一部科目〉

実実施施方方法法

受受験験方方式式

自自宅宅等等かからら、、イインンタターーネネッットトをを通通じじてて 単単位位認認定定試試験験シシスステテムムににアアククセセススしし、、問題閲覧・

解答提出を行います。

科科目目 分分のの制制限限時時間間があります。 一時停止不可、 回のみ受験可能

科目ごとに｢択択一一式式｣｢記記述述式式｣｢ 択一式と記述式の 併併用用式式｣のいずれかの形式で出題されます。

◆択択一一式式問問題題 ⇒ 選選択択肢肢ををククリリッッククすることで解答します。

◆記記述述式式問問題題 ⇒ 解解答答記記入入欄欄にに文文字字入入力力することで解答します。

単単位位認認定定試試験験体体験験版版ににつついいてて 年年 月月 日日（（月月）） ：： ～～ 試試験験期期間間前前

実際の受験の際にスムーズに操作できるよう、受験に使用する予定の端末から、 年度
第 学期単位認定試験期間前までに必ず体験版の操作を行ってください。

郵郵送送受受験験方方式式

※※｢｢正正多多面面体体とと素素数数 ｣｣ 記記述述式式 、、｢｢日日本本美美術術史史のの近近代代ととそそのの外外部部 ｣｣ 記記述述式式 、、｢｢量量子子化化学学 ｣｣

併併用用式式 ののみみ

月上旬ごろ大学本部から送られる問問題題用用紙紙・・解解答答用用紙紙・・提提出出用用封封筒筒をを用用いいてて、、郵郵送送でで解答を

試試験験時時間間のの制制限限はは行行いいまませせんん。。

出題形式は「記述式」または「併用式」です。

提出します。

重要！

自自宅宅等等ででのの 受受験験がが困困難難なな方方へへ【【要要申申請請】】

｢ 受験方式｣の科目について、ご自宅等にインターネット環境がない、またはパソコンの操作が困難等の
ご事情により、自宅等での 受験が困難な方は、下記の方法により申請を行うことで、単位認定試験を学
習センター等で受験することができます。
ただし、｢ 受験方式」の科目を学習センター等で受験する場合、以下のことにご注意ください。

※「 受験方式」の科目を学習センター等で受験する場合、原則は｢授業科目案内｣及びシステム に記載の試験日・
時限での受験ですが、受験日時の調整を行わせていただくことがありますのでご協力をお願いします。

※学習センター等で受験する場合でも、｢試験問題の閲覧｣及び｢択一式の解答｣は、学習センター等のパソコンを用いてご自身
で行っていただきます。サポート等はできません。

※｢郵送受験方式｣の科目については、パソコン等は使
用しないため、学習センターでの単位認定試験は実
施しません。試験に関する書類は本部から郵送され
ます。システム に登録いただいている住
所が誤っている場合、郵便物の未着や遅延が発生し
ますので、登録住所に誤りや変更がないか、事前に
ご確認いただきますようお願いします。

申請期間 月 日 土 ～ 月 日 水）≪本部必着≫
申請方式 学習センター受験申請書（第２学期の印刷教材等に同封）
申請宛先 〒 千葉市美浜区若葉

放送大学 学務部学生課 単位認定試験係 行

（提出期間）： 年 月 日 土 ～ 月 日 火
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≪≪ロロググイインンＩＩＤＤ≫≫

ご自身の学生番号（ハイフンを除いた１０桁の数字）

≪≪パパススワワーードド≫≫ ＊入学時は、生年月日の８桁

パスワードは必ず変更してください。

パスワードを忘れた場合や初期パスワードから一定期間たっても変更

されていない学生の方は、ロックアウトされ、システムにログインで

きません。再入学の学生であっても、過去にパスワード変更を行って

いないと、ログインできない場合があります。

その際には、下記問い合わせ先までご連絡ください。

＊学生サポートセンター（℡ ０４３－２７６－５１１１）

実際の受験の際にスムーズに操作できるよう、受験に使用する予定の端末から、

年度第 学期単位認定試験期間前までに必ず体験版の操作を行ってください。

単単位位認認定定試試験験シシスステテムム利利用用方方法法＜＜体体験験版版＞＞

・パスワードは
半角で！

＊「科目一覧」から「 単位認定試験体験版」をクリック。
＊「私を受講登録する」をクリック（初回のみ）。

①①
科科目目選選択択

＊「単位認定試験 練習用 」から「択一式」「記述式」「併用式」を
選択します。
受験予定の科目と同じ出題形式のものを選んで練習してください。

＊注意事項を確認のうえ、「問題を受験する」をクリック。
＊受験を開始すると制限時間タイマーのカウントダウンが始まり、受
験を中段しても止まりません。

＊「択一式」…問題文の下に解答選択肢が表示されています。
正解だと思う選択肢をクリック。

＊「記述式」…問題文の下に解答入力欄が表示されています。
文字入力により解答を作成します。

②②
受受験験開開始始

③③
解解答答作作成成

＊解答の作成が終わったら、受験画面の最下部にある「保存して次
へ」をクリックして解答内容を保存し、確認画面で解答状況を確認
します。

＊解答を修正する場合は、「受験に戻る」をクリックして受験画面に
戻ります。

＊「すべての解答を送信して終了する」をクリックして、解答を提出
します。

＊受験直前の画面に戻り、「あなたの前回の受験概要」に「送信完
了」と送信日時が表示されていれば、提出完了です。

＊体験版は何度でも解答を提出できますが、本番の単位認定試験は
一度しか提出できませんので、ご注意ください。

⑤⑤
解解答答提提出出

④④
保保存存・・確確認認

詳細な操作方法は

単位認定試験体験版画面左側

リンク集 ◎操作ガイド（必読）

・よくある質問

を確認してください。

単単位位認認定定試試験験＜＜体体験験版版＞＞ 操操作作ののななががれれ

在在学学生生（（ ））
ををククリリッックク

放放送送大大学学ＴＴＯＯＰＰペペーージジ
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旅客運賃の割引制度は、修修学学上上のの経経済済的的なな負負担担をを軽軽減減しし、学校教育の振興に寄与するために設

けられている制度です。全科履修生・修士全科生・博士全科生の方は、自宅から学習センター

に通学する場合などに、近鉄とＪＲの学生旅客運賃割引（学割）を利用することができます。

※奈良交通バスは利用不可

また、ＪＲは、片道１００ を超える場合の普通乗車券および片道区間２００ 以内の一般

普通回数乗車券を通常料金の２割引で購入できます。

※ただし、普通乗車券の学割発行には、面接授業決定通知書等の確認書類の写しが必要です。

◆◆ 学学割割証証発発行行ににつついいてて （（※※参参照照『『学学生生生生活活のの栞栞』』学学部部 ～～ 、、大大学学院院 ～～ ））

◆◆ 学学生生証証のの交交付付ににつついいてて （（※※参参照照『『学学生生生生活活のの栞栞』』学学部部 ～～ 、、大大学学院院 ～～ ））

各各種種手手続続きき等等ににつついいてて

学生証は顔写真をシステムＷＡＫＡＢＡに登録した上で、所属学習センターで発行いたします。

まだシステムＷＡＫＡＢＡに顔写真の登録手続きを行っていない方は、６ヶ月以内の撮影で、

前向き、上半身、無帽の写真（３０×２４ｍｍ 写真の裏面にボールペンで氏名、学生番号を

記載）を科目登録申請時に添付された写真票台紙又はシステムＷＡＫＡＢＡからダウンロード

した写真票台紙に貼付して、お早めに本部学生課に提出していただくか、システムＷＡＫＡＢ

Ａから直接顔写真の登録をお願いします。

また、紛失、盗難等により学生証を失った場合、汚損等により使用不能となった場合および氏

名の変更があった場合には、速やかに所定の再発行の手続きを行ってください。

◆◆ 学学生生証証のの手手続続ききににつついいてて （（※※参参照照『『学学生生生生活活のの栞栞』』学学部部 ～～ 、、大大学学院院 ～～ ））

２０２３年度４月入学生および有効期限が切れる学生証をお持ちの方は、所属学習センターで

交付を受けてください。

◆学費の入金処理により、４月中旬に交付される場合があります。

◆交付を受ける際には、入学許可証を持参してください。

◆顔写真を本部へ送っていない方、またはシステムＷＡＫＡＢＡにて顔写真を登録していない

方は学生証を発行できませんので、早めに顔写真の登録を行ってください。

※登録方法は、『学生生活の栞』 学部 、大学院 をご確認ください。

◆学生証の有効期限は、全科履修生の場合は２年間、選科履修生の場合は１年間 ２学期間 、

科目履修生の場合は半年間 １学期間 です。

◆期限切れで学籍が継続している場合（休学中を含む）は、期限切れの学生証を所属学習セン

ターへ持参し、４月１日以降に新学生証の発行手続きを行ってください。
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各各種種手手続続ききににつついいててはは、、２２００２２３３年年度度『『学学生生生生活活のの栞栞』』にに

詳詳ししくく記記載載ししてていいまますすののででごご確確認認くくだだささいい。。

現住所および連絡先電話番号に変更があったときは、直ちに「住所等変更届」（『学生生活の

栞』巻末 学部生：様式４、大学院生：様式３）を下記の宛先まで提出してください。

また、システムＷＡＫＡＢＡから変更することも出来ます。

あわせて郵便局へ「転居届」を提出してください。

※市町村の合併により市町村名が変更した場合にも提出してください。

◆学部生：奈良学習センター

◆修士全科生・博士全科生：大学本部 教務課 大学院研究指導係

◆修士選科生・修士科目生：大学本部 学生課 入学・履修係

※必要に応じて「所属学習センター変更願」 学部 、大学院 の手続きも行ってく

ださい。

◆◆住住所所変変更更ににつついいてて （（※※参参照照『『学学生生生生活活のの栞栞』』学学部部 、、大大学学院院 ））

奈良学習センターには駐車場はありません。また、奈良女子大学敷地内は、放送大学の学生は

駐車禁止です。

※来所の際は、公共交通機関をご利用ください。

◆◆ 奈奈良良学学習習セセンンタターー駐駐車車場場ににつついいてて

◆◆所所属属学学習習セセンンタターーのの変変更更ににつついいてて （（※※参参照照『『学学生生生生活活のの栞栞』』学学部部 、、大大学学院院 ））

所属学習センターの変更を希望するときは、下記の期日までに「所属学習センター変更願」

（『学生生活の栞』巻末 学部生：様式 、大学院生：様式 ）を提出するか、システム

「教務情報→変更・異動手続」から変更してください。

変更希望先の学習センター等の審査のうえ変更を認めます。

なお、次学期に学籍がない方、学期を遡っての変更及び学期途中からの変更はできません。

２２００２２３３年年度度 第第 学学期期かかららのの変変更更

２０２３年４月２０日 木 ～ ２０２ 年８月１０日 木 （必着）

在学証明書、成績・単位修得証明書等の交付は事務室窓口で行っています。学生証が必要で

すので携行してください。証明書の種類によっては２週間程度かかるものもありますので、

ご注意ください。

証明書の発行手数料は、一通につき２００円です。

◆◆各各種種証証明明書書のの発発行行ににつついいてて （（※※参参照照『『学学生生生生活活のの栞栞』』学学部部 ～～ 、、大大学学院院 ～～ ））
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※奈良工業高等専門学校の図書館については、

放送大学の学生証の提示で利用できます。

利利用用カカーードドのの有有効効期期限限

有効期限は１年間です。

ただし、科目履修生は半年です。

他他大大学学等等図図書書館館のの利利用用ににつついいてて

当学習センター所属の学生は、下記大学等の図書館を利用することができます。

図書館の利用にあたってはそれぞれの『利用カード』が必要となりますので、希望される方は、申請

期間内に事務室窓口にて、『利用カード』申請の手続きを行ってください。

※申請期間終了後は申請を受け付けることはできませんので、必ず期間内に手続きを行ってください。

継続申請の方も新しい『利用カード』を発行しますので、現在お持ちの『利用カード』は事務室に

返却してください。

利利用用ででききるる図図書書館館

◆ 奈良女子大学 学術情報センター

◆ 奈良教育大学 図書館

◆ 奈良佐保短期大学 図書館

◆ 奈良工業高等専門学校 図書館※

申申請請期期間間

３３月月２２６６日日 日日 ～～４４月月９９日日 日日

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大防防止止ののたためめ、、申申請請をを見見合合わわせせるる場場合合ががあありりまますす。。
奈奈良良学学習習セセンンタターーののウウェェブブササイイトト、、掲掲示示板板等等ででおお知知ららせせししまますすののでで、、ごご確確認認くくだだささいい。。

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大防防止止ののたためめ、、利利用用制制限限をを実実施施さされれてていいるる場場合合ががああ
りりまますすののででごご利利用用前前にに各各大大学学等等ののホホーームムペペーージジ等等でで確確認認ののううええ、、ごご利利用用くくだだささいい。。

すでに奈良女子大学学術情報センターの利用カードをお持ちの全科履修生は、これまで学
籍がある限り自動更新してきましたが、長期間にわたり新型コロナウイルス感染症予防対
策としてセンターを利用できない状況が続いていることから、自動更新を取りやめること
となりました。つきましては、現在「学籍が継続する限り有効」と利用カードに記載があ
る場合でも、 年 月 日が有効期限となります。なお、次年度以降も利用カード
を希望される場合は、新たに申請が必要となり、有効期限は 年間となります。

奈良女子大学学術情報センターの利用についての変更点

奈良

特特別別警警報報等等にによよるる臨臨時時閉閉所所ににつついいてて

奈良学習センターでは、奈良県北西部に特別警報または暴風警報が発令された場合は
下記のとおり対応を行います。

①警報発令時は、閉所
②午前８時までに解除された場合は、平常どおり開所
③午前１０時までに解除された場合は、１１時から開所
④正午までに解除された場合は、１３時から開所
⑤正午を過ぎても解除されない場合は、終日閉所

★単位認定試験中は、上記①～⑤を原則とし、大学本部と協議のうえで対応を決定し、奈良
学習センターウェブサイト等により周知します。

★その他不測の事態については、センター所長の判断により対応を決定し、ウェブサイト等
により周知します。
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視視聴聴学学習習・・図図書書室室のの利利用用ににつついいてて

利利用用時時間間ににつついいてて

視視聴聴学学習習・・図図書書室室かかららののおお知知ららせせ

ＯＰＡＣ蔵書検索システム ・図書室に備付の申込用紙
で本部図書の取り寄せ。室外貸出ができます詳細大学附

属図書館ホームページ※でご確認ください/）
jp.ac.ouj.lib://https（。休学中の方は貸出を受けること

ができません学習センター所蔵図書の貸出はしておりませ
ん※ 貸出期間 貸出冊数利用者身分 生 学 部 学

放放送送大大学学附附属属図図書書館館所所蔵蔵図図書書のの貸貸出出ににつついいてて

１０冊以内

修士 ２０冊以内

博士 ３０冊以内

３１日間

大学院
貸出数

貸出期間

学部

ＯＰＡＣ蔵書検索システムから本部図書の取寄せ、貸出ができます。

なお、奈良学習センター所蔵図書の貸出はしておりませんが、図書室内での閲覧は可能です。

３３月月２２６６日日((日日))～～３３月月３３１１日日((金金)) 終終日日

※事務室は通常どおり開いています。

２２００２２３３年年度度新新学学期期準準備備等等ののたためめ、、視視聴聴学学習習・・図図書書室室をを閉閉室室ししまますす。

次次年年度度のの準準備備にに伴伴うう視視聴聴学学習習・・図図書書室室のの閉閉室室ののおお知知ららせせ

・袋物（カバン等）の持込みを禁止していますので、入室の際はロッカーを使用し、入口横にあるビ

ニールバッグを貴重品・筆記用具入れとしてご利用ください。貴重品は必ず身につけてください。

携帯電話は、必ずマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。

ビニールバッグは使用後、元の場所へ返却してください。

・入室の際は、入口でアルコール消毒し、必ずマスクを着用してください。

・受付カウンターに学生証を預けてから検温の上、指定された席をご利用ください。※全席指定

・飲食物の持込みは、ご遠慮ください。※飲食は交流スペースにてお願いします。

・ 月月 日日よよりり利利用用時時間間がが下下記記ののととおおりり変変更更ににななりりまますす。。

・放送教材の視聴、図書の貸出・返却等すべての手続きを利用時間終了１１００分分前前まで終えてください。

※放送大学本部『新型コロナウイルス感染症対策』により、利用時間等について変更する場合があります。

※放送大学本部『新型コロナウイルス感染症対策』により、図書の貸出ができない場合があります。

受付 曜日 利用時間

通常期間 火曜日～日曜日

月 日まで ９：３０～１８：００
※ 月月 日日よよりり変変更更 ９：３０～１１ ：： ００

（ 時～ 時の間、受付業務を中止させていただきます。）
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閉所日 面接授業 視聴学習・図書室閉室

月月

月月

月月

＊＊＊機関誌「芳藻」の由来＊＊＊

センター機関誌「芳藻」の名称は、奈良にふさわしいものとして、万葉集から選んだものです。

「芳藻」は、万葉集巻五に「跪きて封函を開き拝みて芳藻を讀む」とあります。遙か離れた故郷からの便りをありが

たく拝んで読んでいたことを述べており、芳藻は便りを表しています。

放送大学の「ほうそう」にも通じており、センターと学生を結ぶ絆としての役目も果たしてくれるものとして、名付

けられたものであります。

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

3

4

5

２１日㊋ 春分の日（閉所日）

２６日㊐ 第２学期 卒業証書・学位記授与式
第１学期 入学者の集い

２６日㊐
～

３１日㊎
視聴学習・図書室 閉室

１日㊏ 第１学期 放送授業開始

１５日㊏ 面接授業追加科目登録空席発表
２０日㊍ 面接授業追加科目登録開始

※科目ごとに定められた受付期日まで

２９日㊏ 昭和の日（閉所日）

３日㊌ 憲法記念日（閉所日）

４日㊍ みどりの日（閉所日）

５日㊎ こどもの日（閉所日）
１６日㊋ 通信指導提出開始

～５ ㊋（郵送必着）

※Webの場合は、
㊋ ～ ㊋
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