
〈第１１７号〉

２ ０ ２ ２ 年 １ １ 月 発 行

放 送 大 学 奈 良 学 習 セ ン タ ー

TEL ０７４２－２０－７８７０

FAX ０７４２－２０－７８７１

おお 知知 らら せせ

通通信信指指導導のの提提出出期期間間 ＷＷｅｅｂｂ：： 月月 日日（（火火）） ：： ～～ 月月 日日（（火火）） ：：

郵郵送送 ：： 月月 日日（（火火））～～ 月月 日日（（火火）） 必必着着

※提出できなかった場合、単位認定試験の受験資格がなくなってしまいますので、ご注意ください。

＊＊＊＊＊＊奈奈良良学学習習セセンンタターー開開所所時時間間＊＊＊＊＊＊

≪注意≫

放送大学本部『新型コロナウイルス感染症対策』により、奈良学習センターの開所（時間）、

面接授業、ゼミナールなど、変更の可能性がありますので、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に掲載しますので、必ずご確認ください。

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」 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１

「謝辞」 卒業生代表 黒瀬 芳紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２

２０２２年度第２学期ゼミナールについて ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３、４

「学問スルハ、心ヲ直サム為ナリ」 客員教授 岡本 彰夫 ・・・・・・・・・ Ｐ５

２０２２年度第２学期通信指導について、

２０２２年度第２学期 単位認定試験システム体験会について ・・・・・Ｐ６

２０２２年度第２学期単位認定試験の実施について ・・・・・・・・・・・・Ｐ

２０２３年度第１学期科目登録について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８

事務室からのお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９、１０

オープンキャンパス、研究成果発表会、公開講演会のお知らせ ・・・・・・・・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（１２月・１月・２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 ９：３０～１８：００
（12時～13時の間、受付業務を中止させていただきます。）
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２２００２２２２年年度度 第第１１学学期期 卒卒業業証証書書・・学学位位記記授授与与式式

９月２５日(日)１１時００分より、２０２２年度第１学期の「卒業証書・学位記授与式」を放送大

学奈良学習センター（奈良女子大学コラボレーションセンターＺ３０８講義室）にて挙行いたしま

した。第１学期卒業生１９人のうち１３人が出席され、井上所長より卒業証書・学位記が授与され

ました。その後、式辞に続き、来賓代表として山本同窓会長より祝辞が述べられました。

なお、２０２２年度第１学期卒業者数は、以下のとおりです。

ごご卒卒業業おおめめででととううごござざいいまますす

２２００２２２２年年度度 第第２２学学期期 入入学学者者のの集集いい

９月２５日(日)１３時３０分より、２０２２年度第２学期の「入学者の集い」を放送大学奈良学

習センター（奈良女子大学コラボレーションセンターＺ３０８講義室）にて挙行いたしました。

井上所長の式辞に始まり、山本同窓会長の祝辞、客員教員の紹介、サークル紹介などが行われま

した。

なお、２０２２年度第２学期の入学者数は、学部１１２人、大学院８人で、在学者数は、以下の

とおりです。

教養学部 卒業者数 教養学部 卒業者数

生活と福祉　コース 4人 人間と文化　コース 3人

心理と教育　コース 4人 　　情報　　コース 1人

社会と産業　コース 5人 自然と環境　コース 2人

計 19人

22002222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卒卒業業者者数数

【教養学部】

全科履修生 選科履修生 科目履修生 特別聴講生 全体数

550人 134人 67人 18人 769人

【大学院】

修士全科生 博士全科生 修士選科生 修士科目生 全体数

10人 １人 ２３人 5人 39人

22002222年年度度  第第22学学期期　　奈奈良良学学習習セセンンタターー在在学学者者数数（（総総計計880088人人））
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謝 辞

教養学部
社会と産業コース

黒瀬 芳紀

卒業生代表

本日は私達卒業生のため、このような心のこもった卒業証書・学位記授与式を開催し

ていただき、誠にありがとうございます。さらに、コロナ禍の中にもかかわらず、十分

な対策を講じたうえで開催していただき、卒業生一同、心より御礼申し上げます。

先ほどは、放送大学奈良学習センター所長の井上容子先生並びに奈良同窓会会長の山

本徹様から真心のこもったお祝いの言葉をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

放送大学では、学生は生涯学習のため、あるいは特別の資格を取得するため、など

様々な目的を持って学んでいます。私の場合は、定年後の生活をより充実したものとす

るため、放送大学に入学いたしました。それまで学んだことのない「宇宙」について学

びたいと思い、まず「自然と環境コース」で学ぶことといたしました。この膨大な宇宙

の中で、地球が「浮かんでいる」ことをいまだに不思議に思っています。

放送大学においての面接授業は、私のような定年退職した者には貴重な場となりまし

た。グループに分かれて、発表のために行った年代の異なる人たちとの意見交換は大い

に刺激になりました。また、私とは物の見方の異なる人との議論は、頭の固くなった脳

を柔らかくしてくれました。一線を退いた私には別世界を体験するようなものでした。

コロナの感染症対策が課題となる前には、教室で単位認定試験が行われていました。試

験では、限られた時間内に答案を提出するため、何年ぶりかで脳に血液が激流となって

流れていたのを思い出します。放送大学で学ぶことは本当に意義あることと、ありがた

く思っております。

最後になりましたが、放送大学奈良学習センターの益々のご発展と、奈良学習セン

ターの諸先生方並びに事務室の皆様のご多幸、ご健勝をお祈りし、お礼の言葉とさせて

いただきます。
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２２００２２２２年年度度第第２２学学期期ゼゼミミナナーールルににつついいてて

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

ゼミナールを開催しています。１２月以降の日程・テーマについては、下記のとおりです。ゼミ

ナールに参加を希望される方は、必ず事務室へお申込みください。電話でも可能です。

※先生のご都合により変更になる場合もありますので、掲示板等をご確認ください。

なおゼミナールは、現在、新型コロナウイルス感染防止対策を取りつつ、対面式で実施していま

すが、感染拡大の状況により、急遽、ゼミナールの実施方法の変更（受講対象者の変更、

「 」を利用した講義など）または、中止にする場合がありますので、定期的に奈良学習セ

ンターのウェブサイト、または掲示板などでご確認ください。

※「 」による講義の場合は、自宅において「 」をご自身で接続・操作できる方に

限ります。

１１２２月月以以降降のの日日程程・・テテーーママ

12月1日(木)
　照明(9)商業施設の照明2
　＊都合により１２月６日(火)から変更

1月10日(火) 　照明(10)住宅の照明

2月7日(火) 　照明(11)屋外の照明

3月7日(火) 　照明(12)防犯照明

12月20日(火) 　薬または毒となるタンパク質

2月14日(火) 　酵素とタンパク質

3月14日(火) タンパク質の異常と病気

12月20日(火)
　おいしさの科学「おいしさに関わる最近の研究紹介」
　＊第４火曜日は閉所日のため第３火曜日に変更

2月28日(火) 　おいしさの科学「食感はなぜ調理で変わるのか」

3月28日(火) 　おいしさの科学「香辛料は色・味・香りの宝庫」

井井上上　　容容子子(所　長）

第第11火火曜曜日日　　１１００：：３３００～～１１２２：：００００　　Ｚ３０８講義室

中中澤澤　　隆隆（客員教授）

第第３３火火曜曜日日　　１１００：：３３００～～１１２２：：００００　　Ｚ３０８講義室

菊菊﨑﨑　　泰泰枝枝（客員教授）

第第４４火火曜曜日日　　１１４４：：００００～～１１５５：：３３００　　Ｚ３０８講義室

≪建築・住環境工学≫

≪生物有機化学≫

≪食品化学≫
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12月7日(水) 　現在の遺伝暗号

1月11日(水)
　遺伝暗号の起源
　＊第1水曜日は閉所日のため第2水曜日に変更

2月1日(水) 　現在の遺伝子

3月1日(水) 　遺伝子の起源

12月14日(水) キャリア形成と教育・人権(8)：シティズンシップ教育(2)

2月8日(水) キャリア形成と教育・人権(9)：子ども・若者支援とキャリア形成(1)

3月8日(水) キャリア形成と教育・人権(10)：子ども・若者支援とキャリア形成(2)

12月21日(水) 　社会学のメガネをかける(21)信頼と社会

2月15日(水) 　社会学のメガネをかける(22)純粋な関係

3月15日(水) 　社会学のメガネをかける(23)個人と社会

12月1日(木) 　正倉院文書に近づく(16)

2月2日(木) 　正倉院文書に近づく(17)

3月2日(木) 　正倉院文書に近づく(18)

12月22日(木) 　心理臨床における非言語的アプローチ_素材理論の心理的影響(知覚と感情)

2月24日(金)
　心理臨床における非言語的アプローチ_素材理論の心理的影響(認知と象徴)
　＊第4木曜日は祝日のため第4金曜日に変更

3月23日(木) 　心理臨床における非言語的アプローチ_事例を素材理論から考える

12月9日(金) 　正倉院文書を読む(21)

2月10日(金) 　正倉院文書を読む(22)

3月10日(金) 　正倉院文書を読む(23)

12月23日(金) 　春日祭について

2月24日(金) 　おんまつりについて(1)

3月24日(金) 　おんまつりについて(2)

岡岡本本　　彰彰夫夫（客員教授）

第第４４金金曜曜日日　　１１４４：：００００　　～～　　１１５５：：３３００　　Ｚ３０８講義室

市市来来　　百百合合子子（客員教授）

第第４４木木曜曜日日　　１１００：：３３００　　～～　　１１２２：：００００　　Ｚ３０８講義室

第第２２金金曜曜日日　　１１００：：３３００～～１１２２：：００００　　Ｚ３０８講義室

第第１１木木曜曜日日　　１１４４：：００００～～１１５５：：３３００　　Ｚ３０８講義室

宮宮川川　　久久美美（客員教授）

池池原原　　健健二二（元所長）

第第１１水水曜曜日日　　１１３３：：３３００～～１１５５：：３３００　　Ｚ３０８講義室

生生田田　　周周二二（客員教授）

第第２２水水曜曜日日　　１１４４：：００００～～１１５５：：３３００　　Ｚ３０８講義室

中中島島　　道道男男（客員教授）

第第３３水水曜曜日日　　１１００：：３３００～～１１２２：：００００　　Ｚ３０８講義室

杉杉本本　　一一樹樹（客員教授）

≪生命科学≫

≪教育学（社会教育）≫

≪社会学≫

≪日本古代史学≫

≪臨床心理学≫

≪国語学≫

≪神道学≫
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客員教授

岡本 彰夫
「学問スルハ、心ヲ直サム為ナリ」

若い頃は只管、受験のために学問はするもので、常に傾向と対策に身を置いて来たのは私一人で
はあるまいと思う。

おおよそ二十歳を過ぎる頃迄、学問の何たるかを問われも、考えようともしなかったし、耳を貸
すことは無かったと思う。しかし六十を越えてくると話は別だ。何のために学問をし、何のために
それを役立てていかねばならないのだろう。

随分以前に、亡くなった浄瑠璃寺の御住職・佐伯快勝師が、お説教の中で「学問するは心を直さ
んためなり」と、古語を引用された事を思い出して、その原典を知りたくて、親友の西大寺・酒部
浩明師に教えを乞うた。

それは鎌倉時代の名僧で、西大寺中興の祖、後に興正菩薩
こうしょうぼさつ

の名を朝廷より賜った叡
えい

尊
そん

上人が、弟
子に示された数々の教えを書き留めた『 教 誡 聴 聞 集

きょうかいちょうもんじゅう
』の中にあった。大切な内容なので原文を

示して、要点を説明しておこう。

或時
あるとき

ノ御 教 訓 云
ごきょうくんにいわく

、学問
がくもん

スルハ、 心
こころ

ヲナヲサム為
ため

ナリ。当世
とうせい

ノ人
ひと

ハ物
もの

ヲヨク読付
よみつか

ムトノミシテ
心

こころ
ヲナヲサムト思

おも
ヘルハナシ。学問

がくもん
ト 申

もうす
ハ、先

まず
其
そ

ノ義
ぎ

ノ 趣
おもむき

ヲ心得
こころえ

テ常
つね

ニ我
わが

心
こころ

ヲ 聖 教
しょうぎょう

ノ如
ごと

クナリヤ否
いな

ト知
しる

ナリ。我 心
わがこころ

ヲ 聖 教
しょうぎょう

ノ 鏡
かがみ

ニアテテ見
み

ルニ、 教
おしえ

ニ背
そむ

クトコロヲバ止
や

メ、 自
みずか

ラア
タルヲバ 弥

いよいよ
ハゲマシ、道

みち
ニスゝムヲ学問

がくもん
トハ 申

もうす
ナリ、只 暫

ただしばら
ク文字

も じ
ヲバイツモ読付

よみつけ
ラレヨ。先

まず

イソギ 各
おのおの

心
こころ

ヲ直
なお

サルベシ。 心
こころ

ヲ直
なお

サヌ学問
がくもん

シテ何
なん

ノ詮
せん

カアル。イカニ 聖 教
しょうぎょう

ヲ 習
ならう

トイヘド
モ、菩提

ぼ だ い
心
しん

ナキ人
ひと

は冥加
みょうが

ナキ也
なり

。只
ただ

ヨロヅヲ差置
さしおき

テ菩提
ぼ だ い

心
しん

ヲ 発
おこし

テ、其
その

上
うえ

ニ修 行
しゅぎょう

スベシ。足手
あ し て

ヲ
安 不
やすんぜず

シテ修 行
しゅぎょう

スルヲバ所依
し ょ え

ト名
なづ

ク。 心
こころ

ヲ直
なお

スヲモテ修 行
しゅぎょう

ノ 源
みなもと

トスベシト云々
うんぬん

。

というものである。何点か要点を示しておこう。
◎学問をするのは自分の心を直すためである。
◎世の人は知識を求める事にのみ心して、心を正そうとする者はいない。
◎学問とは、その真義が何であるかを考えて、自らの心が正しいのか、間違っているのか、真理の

鏡に照らして、誤りは正し、良い所は益々伸ばして努力することをいうのである。
◎勉学にいそしみながら、心を直して行くのである。心が美しくならぬような学問をして、何の益

があろうか。
◎いくら勉学にいそしむとも、向上心の無い者、世の為・人の為に生きようとする心の無い者に

は、天地の加護は与えられず、運にはめぐり難いのだ。
◎つまらぬ事を思わず、気宇壮大な生き方を目指して、日々修行だと思い、苦しい事から逃げず、

それを乗り越えて行かねばならない。
◎机上の学問だけでは駄目だ。手足を休めず修行する。つまり実践あるのみである。修行とは行う

事、活動する事、実現に向かって行動していく事である。そして心と体のバランスがとれていな
ければならないのである。
と、いうように私は解釈している。
歳を重ねるに従って、モノやコトの本質をわきまえ、若い時には出来なかった、本来の学問とい
う事を、共に皆さんと自らも学んで参りたいと、念願している。
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２２００２２２２年年度度 第第２２学学期期 通通信信指指導導ににつついいてて

提提出出方方法法 郵郵送送

＜提出期限＞ １１１１月月１１５５日日((火火))  ～～ １１１１月月２２９９日日((火火)) 必必着着

※問題冊子表紙裏の「提出の方法」にしたがって送付してください。

≪ 注意 ≫

通信指導を期限内に提出し

合格しないと、単位認定

試験を受験できません！！

提提出出方方法法

＜提出期限＞

１１１１月月８８日日 火火 ～～ １１１１月月２２９９日日 火火
※システム の「 通信指導」を選択し、解答を提出する。

提出後は、 通信指導のトップページ画面の各科目の欄内に
「提出済(送信済)」と表示されます。

通信指導で解答を提出

送信 した場合は、郵送での

提出は不要です。

提出しても無効となります。

≪≪通通信信指指導導のの添添削削結結果果≫≫

１２月末～２０２３年１月上旬に返送されます。

以下の未着照会時期までに添削結果が届かない場合は、大学本部総合受付に連絡してください。

択一式科目：１月 ６日(金) （ ）

記述式科目：１月１６日(月)
≪≪通通信信指指導導のの合合否否結結果果≫≫

添削結果と同時期に送付される「単位認定試験通知（受験票）」によって通知されます。

受験票で履修科目の受験資格を確認してください。未提出または、不合格の場合は受験できません。

※「単位認定試験通知（受験票）」は、添削結果より前に届くことがあります。

２２００２２２２年年度度 第第２２学学期期 単単位位認認定定試試験験シシスステテムム体体験験会会ににつついいてて

2022年度第２学期単位認定試験については、 受験方式（一部科目※については郵送受験方式）
にて実施するのに伴い、実際の受験の際にスムーズに操作できるよう、試験期間前までに、必ず

単位認定試験体験版を操作しておく必要があります。この体験会は、パソコン操作が不安また
は、困難な方を対象に奈良学習センターにおいて体験版の操作を行っていただき、操作方法を習得し
ていただくために開催するものです。なお、受験当日のサポート等はできませんので、パソコン操作
に不安のある方はご予約の上、必ずご参加ください。複数回の参加も可能です。
体験会の所要時間は、お一人 分程度で受付順に時間の指定をしています。
予予 約約 申申 しし 込込 みみ はは 、、 奈奈 良良 学学 習習 セセ ンン タタ ーー 事事 務務 室室 窓窓 口口 もも しし くく はは 、、
電電 話話 でで おお 願願 いい しし まま すす 。。 （（ 電電 話話 ：： ））
※体験会の予定開始時間になりましたら操作説明を開始しますので、予約された日時・会場へ

時間厳守でお越しください。

開催日 時間 会場 締締切切日日

12月10日（土） 14：00～16：00 視聴学習・図書室 12月7日（水）

12月11日（日） 14：00～16：00 視聴学習・図書室 12月8日（木）

1月10日（火） 14：00～16：00 視聴学習・図書室 1月6日（金）

1月11日（水） 14：00～16：00 視聴学習・図書室 1月7日（土）

66



年度第 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、
またはウェブサイトでご確認ください。

２０２２年度 第２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（試験期間）： 年 月 日 火 ～ 月 日 水

郵送受験方式 （提出期間）： 年 月 日 火 ～ 月 日 水 《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 木）≪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
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「「継継続続入入学学用用出出願願票票」」とと「「科科目目登登録録申申請請票票」」はは提提出出期期間間がが異異ななりりまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。

成績判定発表後、円滑に手続きができるよう、下記の２つの方法について確認しておいてください。

①① 卒卒業業ととななららなないい場場合合にに備備ええててのの科科目目登登録録

卒業とならない場合に備えて次学期の科目登録を行う場合は、本学から送付する「科目登録申請票」

により所定の期間内に申請してください。

再試験のみ受験される方は、科目登録は必要ありません。

②② 卒卒業業ととななっったた場場合合のの再再入入学学ののたためめのの出出願願

大学本部より「再入学案内文書」が送付されますのでお読みいただき、再入学を希望される方は、

同封されている申請書で期間内に出願してください。

※卒業となった場合の再入学は、自動的に３年次編入となります。

両両方方提提出出ししたた方方はは、、該該当当すするる方方ののみみがが有有効効ととななりりまますす。。

２２００２２３３年年度度 第第１１学学期期 科科目目登登録録ににつついいてて

２２００２２３３年年３３月月末末日日でで学学籍籍がが切切れれるる方方 ２２００２２３３年年４４月月以以降降もも学学籍籍がが続続くく方方

大学本部より送付される「継続入学用出願票」、

またはシステム より、出願・科目登録

の手続きを行ってください。

※面接授業の科目登録も併せて出願される場合は、

右記の科目登録申請期間中に、シシスステテムム

⇒⇒教教務務情情報報⇒⇒継継続続入入学学申申請請 から同時に申請してくだ

さい。

大学本部より送付される「科目登録申請票」に

より、次学期に履修しようとする授業科目を申

請してください。

出出願願期期間間 提提出出期期間間

※詳細は科目登録申請要項でご確認ください。

次次学学期期以以降降在在籍籍期期間間ののああるる方方でで、、単単位位認認定定試試験験のの結結果果 卒卒業業見見込込のの方方

除籍について 教養学部全科履修生〉

次のいずれかの事由に該当するときは、自動的に除籍となりますのでご注意ください。

①在学年限を超えたとき。

②休学期間を除き、学費納入がない期間が４学期続くとき。

※詳細については、修業年限及び在学年限(学生生活の栞４８ページ)を参照してください。

ご不明な点やご質問等ございましたら、事務室までお問合せください。

＊＊第第１１回回募募集集 ……  ２２００２２２２年年１１１１月月２２６６日日（（土土））
２２００２２３３年年 ２２月月２２８８日日（（火火））

＊＊第第２２回回募募集集 ……  ２２００２２３３年年 ３３月月 日日（（水水））
２２００２２３３年年 ３３月月１１４４日日（（火火））

＊＊２２００２２３３年年 ２２月月１１３３日日（（月月））
～～ ２２月月２２７７日日（（月月））〈〈私私書書箱箱必必着着〉〉

＊＊イインンタターーネネッットト申申請請（（シシスステテムム ））はは
２２００２２３３年年 ２２月月１１３３日日（（月月）） ９９：：００００

～～ ２２月月２２８８日日（（火火））２２４４：：００００
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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。全全科科履履修修生生・・修修士士全全科科生生・・博博士士全全科科生生の方は、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１００kmを超える場合の普通乗車券および片道区間２００km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 ～～ ））

学生証は、顔写真をシステム に登録された後、所属学習センターにおいて学生証

の交付を受けてください。

◆◆ 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 ～～ ））

入入学学（（新新規規・・再再入入学学））さされれたた方方

入学後、本部から届いた「入学許可書」を所属学習センターに持参して、

学生証の交付を受けてください。

継継続続入入学学、、有有効効期期限限切切れれ学学生生証証ををおお持持ちちのの方方

継続入学された方、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、新学生証の発行手続きを行って

ください。

※顔写真の登録方法については、『学生生活の栞』を確認の上、登録手続きを

行ってください。

事事務務室室かかららののおお知知ららせせ

◆◆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 ～～ ））

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。
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各各種種手手続続ききににつついいててはは、、２２００２２２２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

「所属学習センター変更願」 学部 ８６、大学院 ８０ 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

駐駐車車禁禁止止です。

※来所の際は、公共交通機関をご利用ください。

◆◆ 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の変更、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１１学学期期かかららのの変変更更

２０２２年１０月２０日 木 ～ ２０２３年２月８日 水 （必着）

◆◆ 学学習習セセンンタターーのの交交流流ススペペーーススのの利利用用ににつついいてて

交流スペースの利用時間は 時３０分から１７時５０分までです。（ただし、面接授業を受講される
方は、当日朝９時３０分前でも利用可とします。）
自習や長時間の利用は禁止です。自習は視聴学習・図書室で行ってください。
食事ができる時間は 時までです。
奈良学習センターの閉所日は利用禁止です。
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オオーーププンンキキャャンンパパススののおお知知ららせせ

放送大学奈良学習センターでは、オープンキャンパスを実施しています。

皆様のご家族の方、ご親戚の方、ご近所の方やお知り合いの方で放送大学に興味のある方がおら

れましたら、是非オープンキャンパスへの参加をお勧めくださいますようお願いいたします。

日日時時・・場場所所 実実施施のの内内容容

放送大学の概要説明

① による放送大学案内

② 放送大学全体の概要説明

学習方法および募集要項の説明

奈良学習センターの概要説明

質疑応答

施設案内

体験学習

皆様のお越しを
お待ちしております

２０２３年２月１９日（日）１３：３０～１５：３０
２０２３年２月２５日（土）１３：３０～１５：３０
放送大学奈良学習センターＺ 講義室
奈良女子大学コラボレーションセンター３

研研究究成成果果発発表表会会ののおお知知ららせせ

２０２２年度卒業研究の研究成果発表会を下記のとおり予定しております。

卒業研究への取組方と研究の実例を知るよい機会となりますので、ぜひ聴講にお越しください。

詳細については決まり次第、奈良学習センターのウェブサイトでお知らせします。

公公開開講講演演会会ののおお知知ららせせ

日時：２０２３年 月 日（日） １３：３０～
場所：奈良学習センター 講義室

公開講演会を下記のとおり、開催いたします。皆様の参加をお待ちしております。
詳細については決まり次第、奈良学習センターのウェブサイトでお知らせします。

『『日日本本語語ははどどののよよううににししてて書書かかれれたたののかか？？』』

概要：日本語は、もともと文字を持たない言語でした。何かを記録するには中国語に翻訳
して中国語（漢文）で記すほかありませんでした。その日本語が、どのようにして日本語
のままに書き記すことができるようになったのかをお話しします。

講師：宮川 久美（奈良学習センター客員教授／奈良佐保短期大学名誉教授）
日時：２０２３年２月１８日（土） １４：００～１５：３０（１３：３０受付開始）
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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

・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。

・放送教材の視聴、図書の貸出・返却等は利用時間終了１１００分分前前までにお願いします。

利利用用時時間間ににつついいてて

※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。

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は放送大
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※。愛媛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、または図書室に備付の申込用紙で本部図書の取寄せ、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。

※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。

単単位位認認定定試試験験問問題題・・解解答答（（解解説説））のの公公表表ににつついいてて

◆視聴学習・図書室では過去１年分（２学期分）の単位認定試験問題の解答を配架しています。

それ以前のものは閲覧できません。

◆室内で自由に閲覧できますが、コピーすることはできません。

※デジカメ・スマホ等で写真を撮ることはできます。

◆システム からも閲覧することができます。

ただし、学習センターの学生パソコンから問題・解答を印刷することは禁止されています。

※ＵＳＢメモリに保存して持ち帰ることはできます。

撮影

受付 曜日 利用時間

通常期間 火曜日～日曜日
９：３０～１８：００

（12時～13時の間、受付業務を中止させていただきます。）
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＊＊＊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。

単位認定試験期間中、視聴学習・図書室は閉室します

1

2

日 月 火 水 木 金 土12

日 月 火 水 木 金 土

※ 月から継続のスケジュール
月 日（土）～ 月 日（火）

年度第 学期入学願書受付
※第２回受付 （水）～ ４（火）

日（火）～ 日（水） 臨時閉所日

日（木）～ 日（土） 年末閉所日

日（日）～ 日（火） 年始閉所日

日（水） 臨時閉所日

日（月） 成人の日（閉所日）

日（火）～ 日（水）
大学院・教養学部Ｗｅｂ単位認定試験
※郵送提出期限： （水）

日（土） 建国記念の日（閉所日）

日（月） 第１学期 科目登録申請受付開始
Ｗｅｂ：～ （火）
郵送 ：～ （月）必着

※詳細は科目登録申請要項でご確認ください。

日（木） 天皇誕生日（閉所日）

日（火） 年度 第 学期願書締切
（第１回）

閉所日 単位認定試験日面接授業

日 月 火 水 木 金 土

日（土） 公開講演会

日（日）、 日（土）オープンキャンパス

日（日） 研究成果発表会
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