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≪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）

などの変更については、奈良学習センターホームページに掲載いたしますので、必ずご確認

ください。

＊＊＊ 奈良学習センター開所時間 ＊＊＊
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放 送 大 学 奈 良 学 習 セ ン タ ー
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区　分 曜　日 開所時間
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２０２０年度 第２学期 卒業証書・学位記授与式

３月２８日(日)１１時より、２０２０年度第２学期「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）にて挙行しま

した。第２学期卒業・修了生４４人のうち２０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、来賓の山本同窓会長、舘野客員教授より祝辞が

述べられました。

なお、２０２０年度第２学期卒業者数は、以下のとおりです。

２０２１年度 第１学期 入学者の集い

３月２８日(日)１３時３０分より、２０２１年度第１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）にて挙行しました。

井上所長の式辞から始まり、山本同窓会長の祝辞、中澤客員教授および内藤客員教授の挨

拶に続いて、客員教員の紹介、オリエンテーション、サークル紹介などが行われました。

なお、２０２１年度第１学期の入学者数は、学部３０９人、大学院２９人で、在学者数は、

以下のとおりです。
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ご卒業・ご修了おめでとうございます

生活と福祉 コース 9人 人間と文化 コース 7人

心理と教育 コース 10人 情報 　 コース 2人

社会と産業 コース 8人 自然と環境 コース 5人

3人 計 44人文化科学研究科 修士課程

大学院

２０２０年度 第２学期　奈良学習センター卒業者・修了者数

卒業者数卒業者数

修了者数

教養学部 教養学部

576人 156人 57人 54人 843人

7人 1人 32人 3人 43人

修士科目生 計

２０２１年度 第１学期　奈良学習センター在学者数（総計　８８6人）

教養
学部

大学院

全科履修生 選科履修生 科目履修生 特別聴講学生 計

修士全科生 博士全科生 修士選科生



卒業生・修了生

代表

謝 辞

2

木々の芽吹きに春を感じる今日この頃、木々や鳥たちがコロナ禍で苦しみ戸惑う私達に、

『頑張れ負けるな』と、言ってくれている気がします。今日の良き日に、卒業証書を頂き、学

位記を授与されました。放送大学奈良学習センター所長井上先生並びに奈良同窓会会長山本様

からの心温まるお祝いのお言葉を頂き、誠にありがとうございました。奈良学習センターの諸

先生、事務長小田原様はじめ職員の皆様には大変お世話になり卒業生一同、心よりお礼申し上

げます。

私は平成２３年４月、４９歳の時に放送大学に入学いたしました。動機は私の長男が中高

一貫校に合格した時でした。子供が大学合格するまでに仕事しながら必死で勉強して大学を卒

業してやるという決意でした。心理と教育コースを４年で卒業でき東京のＮＨＫホールで卒業

証書を頂きました。当時の池原所長様と東京で会い、『仕事と両立、よく頑張りましたね、お

めでとう。』と、いっしょに写真をとってくださいました。当日、同窓会に入会し山本会長と

出会い名誉学生になられた話を教えて頂きました。今では私も同窓会の世話人をさせて頂いて

おります。本日、４コース卒業でき所長表彰も頂けました。あっという間の１０年でした。放

送大学の先生方は６５年近く研究されておられる最高の先生方ですから教科書を開いてすぐに

その時間を手に入れる事が出来ます。もっと知りたい。深く知りたい。図書館に行きあまりに

も多い同一のよく似た参考書に戸惑います。あと最短４年で６コース卒業できます。病気と戦

いながら命の続く限り、山本会長の名誉学生を目標に更なる努力を積み重ねる覚悟です。大学

卒業が資格取得の要件となっている日本心理学会認定心理士資格が取得できた時は最高の幸せ

でした。

放送大学の奈良学習センターは、学生の単位履修方法や、資格取得方法、システム活用方法

など、様々な質問、悩み、相談事に、所長、事務長、事務職員の方々が、親身になって解決に

向けて手助けしてくださいます。これからもよろしくお願いします。

長男も今月、大学を卒業し、東京に就職します。子供の目つきの変わった１０年でした。仕

事から帰宅して毎日、勉強している姿を見せることが最高の教育方法と思います。毎日、１教

科、１章復習。自分にむち打って頑張りつづけます。あと最短４年で、全６コース卒業です。

あきらめずに、先生方、職員方と相談しながら努力していく覚悟です。

最後になりましたが、井上所長、本当にありがとうございました。奈良学習センターの発展

と皆様のご健康とご多幸をお祈りし、お礼の言葉とさせて頂きます。

卒業生代表

教養学部 人間と文化コース

奥田 富士雄



はじめまして。今年度よりお世話になります。

私は、様々にある心理学のうち、「臨床心理学」、とくに「老年臨床心理学」を専門としています。主に

国公立病院の認知症専門外来にて臨床業務を経験しました。非薬物療法の中でも、「回想法」という、

思い出を媒介として感情に焦点をあて心理的安定や活性化を促すアプローチについて、様々な状態

にある認知症の人への実践や研究に取り組んできました。

日本は今や超高齢社会となり、健康に年を重ねることが大切な課題です。加齢や高齢期にかかわる

研究や支援は様々な専門分野により行われ、あわせて、協働することも求められています。心理学分

野では、従来の「臨床心理士」に加え、はじめての国家資格である「公認心理師」が誕生したことからも、

心理学が果たす役割に大きな期待が寄せられています。

ゼミナールでは、加齢による心理的特徴をふまえ、高齢期についての理解や支援についてお話ししま

す。また、将来、心理専門職を目指す学生の教育に携わっている経験からも、皆さんの学びをお手伝

いできればと考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

新任客員教授のご挨拶

菊﨑 泰枝 先生
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今年度から奈良学習センターの客員教員になりました。普段はすぐ隣の奈良女子大学生活環境学部

に勤務しております。食物栄養学科に所属し、食品に含まれる成分の化学構造と抗酸化性や抗アレル

ギー活性などの機能性について研究をしています。また、食品のもつ機能性が調理や加工によってど

のように変化するのかにも興味をもっています。

食品には、栄養機能、おいしさに関わる機能、生体調節機能という３つの機能があることが知られて

います。これらの機能には食品に含まれる様々な成分が関わっています。例えば、砂糖はエネルギー

源となりますので栄養機能を有し、その甘味は私たちにおいしいと感じさせる力がありますのでおいしさ

に関わる機能ももっています。このように、食品に含まれる成分は、複数の機能をもっていることも少なく

ありません。今、世界中の食品機能の研究者が食品成分に潜在する新たな機能の解明に取り組んで

いますので、まだまだ新しい発見が期待できます。食の研究は奥が深いと思います。

ゼミナールでは、食品のおいしさに関わる機能に着目し、食品成分がヒトとの関わりの中でどのような

しくみで機能を発揮するのかを皆さんと一緒に考えていくとともに、最近のおいしさに関わる研究技術

の発展についても紹介したいと思います。

奥村 由美子 先生



ゼミナール受講手順について

受講対象者

受 講 定 員

開 催 方 法

：奈良学習センター所属の学生

：２０名（先着順）

：対面式で実施 ※座席は自由（配付資料の置いてある座席）

受講申込 ①受講申込期間 「ゼミナールのお知らせ」の周知後から実施日の2日前まで
※奈良学習センターのホームページ、掲示板等で周知します。

②受講申込方法 実施月分の「受講申込用紙」を事務室窓口に提出してください。
電話またはFAXでも受付します。
※「受講申込用紙」は奈良学習センターのホームページ、窓口に

あります。

③留意事項 ・実施当日の受講申込は受付しません。
・配布資料だけの受講申込は受付しません。
・欠席や欠席に伴う配付資料を希望の場合は、必ずご連絡ください。
・連続して3回以上無断欠席された場合には、受講申込をお断りする

ことがあります。

受講当日 ①自宅での検温 37.5度以上または、平熱より1度超過の発熱、咳や風邪の症状がある
場合は、受講を控えてください。

②学習センター ・各所に設置のアルコール消毒液で消毒を行ってください。
入館時 ・窓口に設置のタブレット型サーマルカメラ（体温計）で体温計測を

行い、37.5度以上または、平熱より1度超過の発熱がある場合は、
窓口にお申し出ください。

③受講受付 窓口で体温を伝えて、受講受付を行ってください。

④受講時 配布資料の置いてある座席に着席してください。
※資料の置いてある座席であれば、自由にお座りいただけます。

館内では、必ずマスクを着用し、「学習センター利用ルール」「講義室の利用ルール」を遵守してください。

杉本 一樹 先生
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４月から奈良学習センターの客員教員になりました。

生まれは東京で、ここで育って大学からは日本古代史を学び、縁あって宮内庁正倉院事務所に就職し

たのが１９８３年。以後は「奈良の人」となって、定年退職までの３４年間、一つ所で仕事をしていました。

正倉院での仕事は、宝物をより良い形で次の世代に伝えていく、という明確な目標があり、「宝物から

教わったことは、まず、宝物に返してより良い保存に役立てる」という原則があります。その上で、研究を

通じて新しい発見があれば、宝物本来の価値に、ささやかな積み上げができると思いながら、出版など

にも携わりました。

これまで専門分野の正倉院文書・経巻に限らず、宝物として今に伝わる多くの品々を、「見て、取り

扱って」きました。このインプットの総量に対して、「人に教える」という場でのアウトプットはごく少なかっ

たのですが、今後は、学生の皆さんの「知りたい」という気持に応えられるような、「何か」が取り出せたら、

と願っています。



客員教授のご紹介

専門 生物有機化学

相談日 火曜日 10:00 ～ 13:00

ゼミナール 第3週 火曜日 10:30 ～ 12:00

中澤 隆 先生 専門 生物有機化学

ゼミナール 第３火曜日 10:30 ～ 12:00

相談日 火曜日 10:00 ～ 13:00

本ゼミナールでは、生命現象に最も深く関係するタンパク質を取り上げた

いと思います。タンパク質は、ウイルスの主要な構成要素でもあるため、

タンパク質についての正しい知識を持つことは、新型コロナウイルスの脅

威に対して私たちの身を守るためにも、非常に重要であると思われます。

専門 生物有機化学

相談日 火曜日 10:00 ～ 13:00

ゼミナール 第3週 火曜日 10:30 ～ 12:00

菊﨑 泰枝 先生 専門 食品化学

ゼミナール 第４火曜日 14:00 ～ 15:30

相談日 火曜日 13:30 ～ 16:30

食品に含まれる成分の化学構造と機能性について研究しています。ゼミ

ナールでは、食品のおいしさに関わる機能成分の化学とヒトとの関わり

の中でどのようなしくみで機能を発揮するのかを紹介したいと思います。

専門 生物有機化学

相談日 火曜日 10:00 ～ 13:00

ゼミナール 第3週 火曜日 10:30 ～ 12:00

生田 周二 先生 専門 教育学(社会教育)

ゼミナール 第２水曜日 14:00 ～ 15:30

相談日 水曜日 13:30 ～ 16:30

関心をもっているのは，子ども・若者の権利という視点から、子ども・

若者支援の理論，方法，実践などについてです。ドイツの状況と比較し

つつ検討しています。人権の歴史や子どもの権利条約とも関連づけなが

ら考えていきたいと思います。

専門 生物有機化学

相談日 火曜日 10:00 ～ 13:00

ゼミナール 第3週 火曜日 10:30 ～ 12:00

中島 道男 先生 専門 社会学

ゼミナール 第３水曜日 10:30 ～ 12:00

相談日 水曜日 10:00 ～ 13:00

ゼミナールでやるのは、社会学の入門編です。

社会学にはじめて接する人向けに、身の回りの現象を取りあげながら、

社会学の道具箱のなかにはどんな道具があるのか、社会学のメガネをか

けるとどのように見えてくるか、について解説する予定です。
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客員教授のご紹介

専門 生物有機化学

相談日 火曜日 10:00 ～ 13:00

ゼミナール 第3週 火曜日 10:30 ～ 12:00

奥村 由美子 先生 専門 臨床心理学

ゼミナール 第4木曜日 9:40 ～ 11:10

相談日 木曜日 9:30 ～ 11:30

私たちは、様々な世代や状態、関係性にある人とかかわりながら暮らし

ていますが、心理学はそのより良いあり方を支えます。

ゼミナールでは、誰もが経験する加齢について、日常や専門的な観点か

ら一緒に考えましょう。

専門 生物有機化学

相談日 火曜日 10:00 ～ 13:00

ゼミナール 第3週 火曜日 10:30 ～ 12:00

杉本 一樹 先生 専門 日本古代史学

ゼミナール 第1木曜日 14:00 ～ 15:30

相談日 木曜日 13:30 ～ 16:30

ゼミナールで扱う正倉院文書は、「日本古代史の重要史料である」。

間違いではないけれど、そう言われると何とも堅苦しい。視点をずらし

たり、裏から見たり、「近づく」ための工夫をしてみたい。

専門 生物有機化学

相談日 火曜日 10:00 ～ 13:00

ゼミナール 第3週 火曜日 10:30 ～ 12:00

内藤 栄 先生 専門 美術史学

ゼミナール 第４金曜日 14:00 ～ 15:30

相談日 金曜日 13:30 ～ 16:30

学芸員になって手がけた展覧会の多くは、大学時代から温めていたテー

マであったり、恩師が発したひと言やヒントから始まっています。最近

になって書き上げた研究論文も同様です。社会人になって、学生時代が

人生の宝ものであることを感じています。

専門 生物有機化学

相談日 火曜日 10:00 ～ 13:00

ゼミナール 第3週 火曜日 10:30 ～ 12:00

宮川 久美 先生 専門 国語学

ゼミナール 第2金曜日 10:30 ～ 12:00

相談日 金曜日 10:00 ～ 13:00

国語学が専門ですが、本務校では、小学校の国語教材となっている作品

の授業での扱い方に疑問を持ったのがきっかけで、その研究と授業もし

ていました。国語教科書にのっている作品について、いろいろ議論でき

ればそれも面白いなと思っています。相談日には是非どうぞ。
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２０２１年度 第１学期 通信指導について

提出方法 郵送

＜提出期限＞ ５月１４日(金) ～ ５月２８日(金) 必着

※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！

提出方法 Web

＜提出期限＞ ５月7日(金) 10:00 ～ 5月28日(金) 17:00

※システムWAKABAの「Web通信指導」を選択し、解答を提出する。
提出後は、Web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。

Web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。

≪通信指導の添削結果≫

6月末～７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：７月 ７日(水) （℡ 043-276-5111）

記述式科目：７月１３日(火)

≪通信指導の合否結果≫
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。

２０２１年度 第１学期 単位認定試験について

2021年度第１学期単位認定試験については、引き続き、新型コロナウイルス感染症をめぐる
国内感染状況に鑑み、以下のとおり代替措置による自宅受験方式にて実施します。

２０２１年７月１３日(火)～２０２１年７月２０日(火) （消印有効）

※2021年度第1学期授業科目案内やシステムWAKABAの時間割等は、変更前の日程で
記載されていますので、期間をお間違えのないようご注意ください。

自宅受験 （自宅等で答案を作成し、郵送で提出する方法）

答案作成に必要な書類を本部から郵便でお送りします。
システムWAKABAに登録している住所が誤っている場合、受験票や解答用紙等、郵便物の
未着や遅延が発生します。
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。

試験実施期間

実施方法
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単位認定試験答案提出までのながれ

⒈ 受験票、解答用 紙等送付物を確認する

⒈ 受験票、解答用
紙等送付物を確認
する

⒉ 事前確認
を行う

⒊ 試験問題を
入手する

⒋答案を作成
する

⒌ 答案を郵送
する

大学本部から（A）受験票（B）解答用紙等送付物を送付する予定です。

⒉ 事前確認を行う

単位認定試験期間中に試験問題の閲覧が円滑に行えるよう、下記3.①②により各自事前確認を行って
ください。

⒊ 試験問題を入手する

試験問題は、下記の①②のいずれかの方法で入手してください。

①インターネット上の試験問題公開ページで試験問題を閲覧する。
放送大学ホームページ(トップ)の単位認定試験問題の公開ページをクリックすると、「ユーザ名」
「パスワード」が要求されますので、「単位認定試験受験方法について」に記載されているとおりに
入力してください。
期間中は何度でも閲覧可能で、利用できるプリンタがあればプリントアウトも可能です。

②コンビニのコピー機で試験問題をプリントする。
インターネットの閲覧ができない場合、コンビニのプリントサービスを利用して試験問題を印刷する
ことができます。※有料サービス（A4版1枚20円）
試験問題の印刷には「予約番号」「ユーザ番号」が必要となります。「予約番号」「ユーザ番号」お
よび、コンビニ各社の利用方法については、(B)解答用紙等送付物の「コンビニでのプリントサービ
ス」を参照してください。

⒋答案を作成する

①受験する科目の確認
受験票を確認し、2021年度第1学期単位認定試験の受験予定科目について、受験資格があること、
受験票に記載の科目名と試験問題の科目名が同じであることを確認してください。
※受験科目を間違えて提出されても、提出後の変更等は一切受付できません。

②受験票の同封物の確認
受験前に、(A)受験票に同封されている「単位認定試験受験に際しての注意事項」を必ずお読みく
ださい。
また、「試験形式・解答用紙一覧」にて、試験形式と解答用紙の種類を確認してください。

⒌ 答案を郵送する

答案の作成後、放送大学本部から送付された「答案提出用封筒」を使用して郵送で
提出してください。

７月２０日（火）までに提出（当日消印有効）

8

※封筒には作成した答案のみ封入してください。
※答案提出期限を過ぎた消印のものは受理されません。

（A）受験票 （B）解答用紙等送付物

・2021年度第1学期単位認定試験通知 ・単位認定試験受験方法について

・単位認定試験に際しての注意事項 ・コンビニでのプリントサービスについて

・試験形式、解答用紙一覧 ・マークシート

・記述式解答用紙

・答案提出用封筒

◆ 事前に単位認定試験の流れを知っておいていただくために掲載しています。

◆ 実施方法については、2020年度に準じた方法にて実施予定ですが、日程等については、放送大学
ホームページでご確認ください。



学校図書館司書教諭講習について

出願・科目
登録期間

２０２１年５月１日(土)～６月７日(月)《私書箱必着》

※「学校図書館司書教諭講習実施要項」を請求し、出願してください。

締切日が近づいておりますので、お早めに登録してください。

※インターネットによる申請は受け付けておりません。

通信指導
提出期間

※通信指導に合格した方は、期限までに提出してください。

提出期限を過ぎて到着したものは受理できません。

２０２１年８月３日(火)～８月１７日(火)《大学本部必着》

※通信指導未提出または不合格の場合には、単位認定試験課題は評価されません。

単位認定

試験課題

提出期限

２０２１年９月３０日(木)～１０月８日(金)《大学本部必着》

放送日
BSテレビ・BSラジオ

２０２１年７月２０日(火)～８月３日(火)

＜再放送＞ ７月２１日(水)～８月４日(水)

※インターネット配信での視聴も可能です。

出願・科目
登録期間

履修する前年度に、卒業研究申請書の審査により履修が認められることが必要です。
（卒業研究は全科履修生の選択科目であり、必修科目ではありません。）

＊２０１９年度第２学期に１年次入学者
＊２０２０年度第２学期に２年次編入者

特例者

① 全科履修生として在学（休学期間を除く）した期間が、2年（2年次編入者は1年）以上必要です。
（3年次編入学者は、2年在学したものとみなします。）

② 修得単位は、申請する学期開始時に修得単位数の合計（入学時に認定された既修得単位数を含む）
が、 62単位以上必要です。

※特例として、申請する学期末に条件を満たすか、または見込みで申請することができます。

２０２２年度卒業研究履修申請書提出期限

２０２１年８月１３日(金)～８月１９日(木)《大学本部必着》

※詳しくは、学習センターで配布する「卒業研究履修の手引」（２０２１年６月上旬配布予定）を
ご確認ください。

卒業研究の履修申請について ≪教養学部 全科履修生≫

卒業研究を履修するためには

履修申請の条件

申請書提出期限
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※「継続入学用出願票」と「科目登録申請票」は提出期間が異なりますのでご注意ください！

２０２１年度 第２学期 科目登録について

大学本部より送付される「継続入学用出願票」に

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、

右記の科目登録期間中に、システムWAKABA⇒

教務情報⇒継続入学申請から同時に申請してく

ださい。

２０２１年９月末日で学籍が切れる方 ２０２１年１０月以降も学籍が続く方

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。

＊第１回募集

２０２１年６月１０日(木)

～２０２１年８月３１日(火) (私書箱必着)

＊第２回募集

２０２１年９月 １日(水)

～２０２１年９月１４日(火) (私書箱必着)

＊郵送の場合

２０２１年８月１５日(日)

～２０２１年８月３０日(月) (私書箱必着)

＊Webの場合

２０２１年８月１５日(日) 9:00

～２０２１年８月３１日(火) 24:00

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。

◆在学年限を超えたとき

◆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。

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。

① 卒業とならない場合に備えての科目登録

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。

② 卒業となった場合の再入学のための出願

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。
※両方提出した方は、自動的に片方が無効となります。

出願期間出願期間

次学期以降在籍期間がある方で、単位認定試験の結果卒業見込みの方

10

※詳細は科目登録申請要項をご確認ください。
なお、科目登録申請開始の８日前になっても
『科目登録申請要項』などの関係資料が到着しな
い場合、あるいは紛失した場合は、下記にご連絡
ください。

※『科目登録申請要項』は、休学中の方にも送付し
ます。

【大学本部】

Tel：043-276-5111(総合受付)



事務室からのお知らせ

各種手続きについては、２０２１年度『学生生活の栞』に

詳しく記載していますのでご確認ください。

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ＷＡＫＡＢＡ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。

◆ 学生証の手続きについて （※参照 『学生生活の栞』学部P18～19、大学院P24～28）

全科履修生・修士全科生・博士全科生の方は、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）

近鉄は、一般普通回数乗車券のみ対象となります。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。

◆ 学割証発行について （※参照 『学生生活の栞』学部P128～130、大学院P115～116）

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。

◆ 各種証明書の発行について （※参照 『学生生活の栞』学部P103～105、大学院P91～93）

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「単位認定試験受験センター変更願」(学部P71～73、大学院P68～70)

「所属学習センター変更願」(学部P87、大学院P79)の手続きも行ってください。

◆ 住所変更について （※参照 『学生生活の栞』学部P88～89、大学院P80）

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。

◆ 奈良学習センター駐車場について
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研究成果発表要旨集について

２０２０年度、奈良学習センター所属で卒業研究を提出した方は7名で、そのうち3名の方が

発表されました。

「研究成果発表要旨集」については、図書室に配架しますので、卒業研究等の履修を考える際

の参考にご活用ください。

また、図書室には、修士課程修了生の修士論文を基にした「学生論文集」である

『Open Forum』も配架しています。修士課程への進学をお考えの方は、内容を

検討していただく際の参考にご活用ください。

オープンキャンパスのお知らせ

放送大学奈良学習センターでは、下記日程でオープンキャンパスを実施する予定です。

皆様のご家族、ご親戚、ご近所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します。

日 時：２０２１年８月２１日(土)・ ２９日(日) 13:30～ 15:30

場 所：放送大学 奈良学習センター

※日程変更の可能性もありますので、ホームページをご確認ください。

他大学等図書館利用カードの受取りについて

３月２８日(日)～４月１１日(日)の間に、奈良女子大学学術情報センター・奈良教育大学・奈良

佐保短期大学の附属図書館の利用申請をされた方は、『利用カード』が5月末（予定）にできあ

がりますので、事務室窓口まで受取りに来てください。

２０２１年９月３０日(木)までに受取りのない場合、『利用カード』は破棄させていただきます

のでご留意ください。

※次回の申請期間は、９月２６日(日)～１０月１０日(日)の２週間を予定しています。

新型コロナウイルス感染症対策により、利用が制限されている場合がありますので、

各大学のホームページ等を確認の上、ご利用ください。
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システムＷＡＫＡＢＡの利用方法がわからない場合は、視聴学習・図書室でお教えしますので、

お気軽にお越しください。

≪ログインＩＤ≫

ご自身の学生番号（ハイフンを除いた１０桁の数字）

≪パスワード≫ ＊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は、下記のいずれかまでご連絡ください。

＊奈良学習センター （℡ 0742-20-7870）

＊学生サポートセンター（℡ 043-276-5111）

ログイン
をクリック

放送大学には、学生専用サイト「システムWAKABA」、各学生専用のメールがあります。

放送大学でも学習する中で必要となる最新情報が配信されているほか、各種申請・届出やQ＆Aなども

掲載されています。

ご自宅のパソコンや学習センター設置のパソコンから、是非アクセスしてみてください。

学生専用サイトの利用方法

放送大学TOPページ

システムWAKABA
をクリック

学 生 全 員 に メ ー ル ア ド レ ス が 付 与 さ れ て い ま す 。
大 学 本 部 よ り 随 時 連 絡 が 送 信 さ れ ま す の で 、 定 期 的 に
確認してください。

≪キャンパスメール≫

学生番号（ハイフンなし）@campus.ouj.ac.jp

学内連絡 授業関連 学生カルテ Web通信指導

スケジュール >授業連絡 変更・異動手続 オンライン授業

学内関連 >授業リンク 履修成績照会 放送授業のインターネット配信 

>学習案内 >授業共有ファイル 単位認定試験時間割 単位認定試験問題・解答等

>学生生活 >質問箱 出願・科目登録申請 面接授業（第1学期）のページ

>各種届出・申請様式 >資料室 >科目登録申請 面接授業（第2学期）のページ 

>附属施設・情報ｼｽﾃﾑ アンケート >継続入学申請 新規開設科目印刷教材

>学内ＦＡＱ >授業評価アンケート >出願申請進行状況確認 　（試し読み） 

>学内リンク 談話室 シラバス検索 放送大学自己学習サイト 

自己判定（シミュレート） 看護師国家試験学習

>所属コース(専攻)変更…  支援ツール 

資格取得判定 放送大学附属図書館 

資格取得申請書 学習センター一覧 

放送大学トップページ

  キャンパスライフ   授業サポート 　教務情報 　学内リンク
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視聴学習・図書室からのお知らせ

視聴学習・図書室の利用について

・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。

・受付で検温の上、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。

・新型コロナ感染症対策により、利用時間は、１日４時間までとします。

・放送教材の視聴、図書の貸出・返却等は利用時間終了１０分前までにお願いします。

利用時間について

期　間 曜　日 利用時間

通常期間 火曜日 ～ 日曜日 ９：３０ ～ １８：００

※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。

視聴学習・図書室が閉室の場合、返却ポストを設置しておりますのでご利用ください。

なお、ご利用いただける時間帯は下記のとおりです。

図書の返却ポストについて

曜　日

火曜日 ～ 日曜日 ８：００～　９：３０ １８：００～２０：００

利 用 可 能 時 間

※閉所日（月曜日・祝日・年末年始・臨時閉所日）は、返却ポストをご利用できませんのでご注意

ください。上記閉所日は、コラボレーションセンター内に入ることができません。

放送大学附属図書館所蔵図書の貸出について

放送大学附属図書館所蔵の図書は、取寄せ・貸出が可能です

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

※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。
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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。

*** 編集後記 ***

新緑がまぶしい爽やかな季節になりました。学習センター

からもいっそう緑に映える若草山が見えます。春から夏へ、

色鮮やかに彩られる奈良が楽しめるいい季節ですが、コロ

ナ禍で迎えた２度目のゴールデンウィーク、皆様はどのよ

うにお過ごしになりましたか？

さて、暗いニュースが多い中、白血病と戦いながら水泳競

技に復帰し、東京五輪の内定を勝ち取った池江選手。その

ひたむきな努力と彼女の一言一言に感動しました。

たくさんの明るい話題が増える世の中に一日も早くなりま

すように。 ≪K.S≫

日 月 火 水 木 金 土

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 26

27 28 29 30

6

日 月 火 水 木 金 土

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 26 27 28 29 30 31

7

日 月 火 水 木 金 土

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 26 27 28

29 30 31

8

}

}

}

閉所日 面接授業

15

単位認定試験期間中、視聴学習・図書室は閉室します

}

8日(日) 山の日　　　（閉所日）

１２日(木)
～１５日(日)

１３日(金) 2022年度 卒業研究履修申請
～１９日(木) 提出期限：8月19日(木)必着

１５日(日) 第2学期 科目登録申請受付
郵 送：～8/30(月)　Web：～8/31(火)

１７日(火) 通信指導提出期限（司書教諭）

２７日(金) 教員免許更新講習修了認定試験
～９月９日(木) （自宅受験）

下旬 単位認定試験成績通知発送(予定)

夏季臨時閉所日

７日(月) 夏季集中型科目（司書教諭）

出願・科目登録受付締切

１０日(木) 2021年度第2学期 

第1回出願受付開始    8月31日(火)まで

※第2回出願受付　9/1(水)～9/14(火)

１日(木) 創立記念日

13日(火) 大学院・教養学部 単位認定試験

～２０日(火) （自宅受験）

提出期限：7月20日(火)　（消印有効）

22日(木) 海の日　　　（閉所日）

23日(金) スポーツの日（閉所日）


