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文部科学省認可通信教育
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卒業証書・学位記授与式、入学者の集いについて

下記のとおり３月２７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： ２０２２年３月２７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 Z３０８講義室

（奈良女子大学コラボレーションセンター３F）

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

２０２１年度 第２学期 卒業証書・学位記授与式

２０２２年度 第１学期 入学者の集い
※今回は電話のみでの事前予約制となっています。

予約のない方は参加できません。

日 程： ２０２２年３月２７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 Z３０８講義室

（奈良女子大学コラボレーションセンター３F）

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 (1)入学許可書および筆記用具を持参願います。

(2)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。

(3)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。

※なお、この「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

内藤 栄

退任される客員教授のラストゼミナール

教授名 日程 時間

奥村 由美子 3月17日(木) 9：40 ～ 11：10

内藤 栄 3月25日(金) 13：30 ～ 15：00

2021年４月から奈良学習センターの客員教授を務めてまいりましたが、本務校の業務

の都合により、残念ながら１年間の担当にて退任させていただくことといたしました。

短い間でしたがお世話になりありがとうございました。

ゼミナールでは、私の専門である老年臨床心理学にかかわる内容をお話ししてまいりました。

各回完結での構成ということで、わかりやすくまとまりのあるお話ができるよう心がけて準備を進め、

臨みました。コロナ下でもあり、対面とオンラインを組み込んでの開講でしたが、その時々に温かくご

協力をいただき進めることができました。

受講生の皆様は、ほぼ全員が私より目上の方々で、高齢期にかかわることや人の生涯発達にかかわる

ことについて、背筋を正してお話ししてきたように思います。皆様は、とても熱心に受講してくださり

大変光栄でございました。また、いただくご質問から、こちらがご示唆をいただくこともございました。

御礼申し上げます。

来年度は面接授業を担当する予定です。ゼミナールでお話しした内容をさらに広く、深く展開してい

こうと思っております。

皆様が、これからもお元気に、実りある学びを続けていかれますよう応援しております。

客員教授

奥村 由美子

奈良学習センターにおいて美術史を担当して2年になりました。私の専門である仏教

美術の講義をしましたが、さすが奈良の受講生さんたちは仏教美術に対する造詣が深く、

かなり突っ込んだ内容を話すことができました。変なたとえですが、ホームグラウンドに

立っている感じです。奈良以外で講演会をすると地名や寺院の説明が必要で、アウェイに

いる気分になることがあります。私が就任した２年間で残念だったのは、コロナウイルスの流行によっ

てホームグラウンドの強みを発揮できなかったことです。本来なら、奈良で学ぶ地の利を活かし、社寺

や博物館を見学し、実際の作品を前に学生さんたちと語り合いたかったと思います。作品が発するメッ

セージを感じ取ることが、美術史の最高の楽しみなのです。いつの日かできることを楽しみにしていま

す。

センターの講師控え室には放送大学のテキストが置いてあり、時間があるときに開きました。一度も

かじったことのない学問分野のなんと多いことかと、自分の世界の狭さを痛感しました。こう感じた時

に放送大学は最適の学びの場になると思います。思うだけで、私は一歩を踏み出してはいません。学生

さんたちと話をしていると、様々なことに関心を持ち活動的に講義や勉強会に出かけている姿勢に感心

します。一歩踏み出すことの大事さを皆さんが教えてくれました。

客員教授退任のご挨拶

学びの多い一年間でした

奈良で仏教美術を学ぶ贅沢
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２０２２年度第1学期 ゼミナールの実施について

２０２２年度第１学期のゼミナールは、新型コロナウイルス感染防止対策を継続しつつ、以下の「①対

面式で実施する場合」で実施予定です。

なお、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、②「Zoom」

＜Web会議システム＞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をご確認ください。

① 対面式で実施する場合

定 員 20名（先着順）

受 講 対 象 者 奈良学習センター所属の学生

申 込 方 法

受講月ごとに受講申込みをしてください。

申込受付期間内(ウェブサイト掲載後～実施日3日前）に所定の受講

申込用紙を窓口に提出していただくか、電話でお申込みください。

※FAXでの受付は行っておりません。

※キャンセル待ちも行っておりません。

② 「Zoom」で実施する場合

定 員 １5名（先着順）

受 講 対 象 者

奈良学習センター所属の学生を優先します。

Zoomの接続および受講（操作）については、受講者ご自身で責任

をもって対応できる方とし、奈良学習センターはサポートを行いま

せん。

申 込 方 法

受講月ごとに受講申し込みをしてください。

受講申込期間内（ウェブサイト掲載後～実施日5営業日前）に所定

の受講申込用紙を提出いただくか、電話でお申し込みください。

メールでの受付は行いません。

また、受講申し込みを受付完了後、学習センターからゼミナール実

施日の2営業日前に受講者のキャンパスメール（学生用アドレス）

へ各ゼミナールの招待状URLと配布資料を送付します。
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ゼミナールの紹介

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

第１週
10:30～12:00

井上 容子(所長)

13:30～15:30

池原 健二（元所長）

14:00～15:30

杉本 一樹(客員教授)

第２週
14:00～15:30

生田 周二(客員教授)

10:30～12:00

宮川 久美(客員教授)

第３週
10:30～12:00

中澤 隆(客員教授)

10:30～12:00

中島 道男(客員教授)

第４週
14:00～15:30

菊﨑 泰枝(客員教授)

10:30～12:00

≪NEW≫(客員教授)

14:00～15:30

≪NEW≫(客員教授)

奈良学習センターでは、月に1回（単位認定試験のある月を除く）、客員教員・所長・元所長による

ゼミナールを開いております。日程・テーマについては、奈良学習センターの教務用掲示板、ウェ

ブサイトをご覧ください。

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。

職名 教員名 専門 出勤日 時間

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 10:00～12:30

客員教授 菊﨑 泰枝 食品化学 火曜日 13:30～16:00

客員教授 中島 道男 社会学 水曜日 10:00～13:00

客員教授 生田 周二 教育学(社会教育) 水曜日 13:30～16:30

客員教授 ≪NEW≫ 臨床心理学 木曜日 9:30～12:30

客員教授 杉本 一樹 日本古代史学 木曜日 13:30～16:30

客員教授 宮川 久美 国語学 金曜日 10:00～13:00

客員教授 ≪NEW≫ 神道学 金曜日 13:30～16:30

学習相談日

※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、Z308講義室です。



２０２２年度 第１学期 面接授業科目の「追加登録」について
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◆追加登録日程

空席発表 ： ４月１６日(土) １２時 放送大学のウェブサイトでお知らせします。

登録期間 ： ４月２１日(木) ～ 科目ごとに定められた追加登録受付期日

◆申請方法

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の窓口で行います。

≪申請の際に必要な物≫

① 面接授業科目追加登録申請書

※「面接授業時間割表」冊子巻末、ホームページ、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各学習センター・サテライトスペースの窓口までお持ちください。

※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。

面接授業とは、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が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、奈良学習セン

ターでは、受講者を以下の方とさせていただきます。

●近畿在住の方

ただし、「緊急事態宣言」が発せられている、または「まん延防止等重点措置」が講じられている

特定区域を含む府県（奈良県を除く）に居住する方は登録できません。なお、「居住地」が木津川市、

精華町、四条畷市の清滝峠以東の奈良学習センター所属の学生は登録可とします。

面接授業科目の追加登録は、４月１６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、当該授業を開設する学習センターの窓口へお問い合わせください。

なお、新型コロナウイルス感染症対策により変更になる場合がありますので、ウェブサイトなどでご確認く

ださい。

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Zoom等のシステムによるWeb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Web(Zoom)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。

Web授業は、ご自宅のインターネット環境やパソコンでのＺoom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。

システムＷＡＫＡＢＡからのリアルタイム空席確認方法

４月２１日(木)１５時から、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。
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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。

２０２２年度第１学期
奈良学習センター面接授業スケジュール

科目名 担当講師 講義日程 定員

基礎からのパソコン活用 千代延 未帆
奈良女子大学大学院 非常勤講師

５月２１日 （土）
５月２２日 （日）

16

入門韓国語 有吉 登美子
元奈良女子大学 非常勤講師

４月１６日 （土）
４月１７日 （日）

20

英語の4技能を伸ばす実践学習 佐藤 臨太郎
奈良教育大学 教授

４月２３日 （土）
４月２４日 （日）

20

住まいの維持管理 藤平 眞紀子
奈良女子大学 教授

６月 ４日 （土）
６月 ５日 （日）

２５

高齢者支援と介護保険制度 安永 龍子
元奈良佐保短期大学 教授

６月１８日 （土）
６月１９日 （日）

25

未来志向で地域を読み解こう 河本 大地
奈良教育大学 准教授

４月１６日 （土）
４月１７日 （日）

15

世界の建築美 藤田 盟児
奈良女子大学 教授

６月１１日 （土）
６月１２日 （日）

２５

生活と福祉 調理のサイエンス 菊﨑 泰枝
奈良女子大学 教授

４月２３日 （土）
４月２４日 （日）

25

心理学実験２ 谷口 あや
放送大学 非常勤講師

４月３０日 （土）
５月 １日 （日）

16

老年心理学 奥村 由美子
帝塚山大学 教授

７月 ９日 （土）
７月１０日 （日）

２５

社会と産業 私鉄から見た関西 原 武史
放送大学 教授

５月２１日 （土）
５月２２日 （日）

２５

５月２７日 （金）
５月２８日 （土）

１５

６月１７日 （金）
６月１８日 （土）

１５

服飾から見る江戸時代の生活文化
飯島 礼子

奈良県立美術館 主任学芸員
６月 ４日 （土）
６月 ５日 （日）

25

情報 自律エージェントとは何か 新出 尚之
奈良女子大学 准教授

７月 ２日 （土）
７月 ３日 （日）

25

地球で生きているということ 芝﨑 学
奈良女子大学 教授

５月１４日 （土）
5月１５日 （日）

２５

動物の性と内分泌 安田 恵子
元奈良女子大学 教授

６月２５日 （土）
６月２６日 （日）
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音楽と声のリテラシー 大江 宮子
同志社女子大学 非常勤講師

５月 ７日 （土）
５月 ８日 （日）

１５

奈良の地域社会と文化 寺岡 伸悟
奈良女子大学 教授

５月 ７日 （土）
５月 ８日 （日）

２５

日本・東南アジア関係と地球環境 山中 大学
神戸大学 名誉教授

７月 ９日 （土）
７月１０日 （日）

16

心理と教育

自然と環境

外国語

人間と文化

生活と福祉

日本古代史
杉本 一樹

宮内庁正倉院事務所 宝物調査員人間と文化

総

合

科

目

科目区分

基

盤

科

目

導

入

科

目

専

門

科

目



２０２２年度 第１学期
単位認定試験の実施方法が変わります

2022年度第１学期単位認定試験については、Web受験方式（一部科目※については郵送受験方式）に
て実施します。
実施方法や試験日程が、以下のとおり変更となりますのでご注意ください。
詳細については、5月中旬頃に郵送される資料、またはウェブサイトでご確認ください。

Web受験方式（試験期間） 2022年７月15日(金) 9:00 ～ ７月26日(火) 17:00

郵送受験方式（提出期間） 2022年７月15日(金) ～ ７月26日(火)《必着》
＜一部科目＞

＊自宅等から、インターネットを通じてWeb単位認定試験システムにアクセスし、問題閲覧・解答提出

を行います。

＊１科目50分の制限時間があります。（一時停止不可、１回のみ受験可能）

＊科目ごとに「択一式」「記述式」「（択一式と記述式の）併用式」のいずれかの形式で出題されます。

◆ 択一式問題 ⇒ 選択肢をクリックすることで解答します。

◆ 記述式問題 ⇒   解答記入欄に文字入力することで解答します。

※「正多面体と素数（'21）」（記述式）、「日本美術史の近代とその外部（'18）」（記述式）、

「量子化学（'19）」（併用式）のみ

＊7月上旬ごろ大学本部から送られる問題用紙・解答用紙・提出用封筒を用いて、郵送で解答を提出します。

＊試験時間の制限は行いません。

＊出題形式は「記述式」または「併用式」です。

Web受験方式

郵送受験方式

自宅等でのWeb受験が困難な方へ【要申請】

「Web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Web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、「Web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。

*「Web受験方式」の科目を学習センター等で受験する場合、「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。

* 学習センター等で受験する場合でも、原則として「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。(記述式の解答のみ解答用紙で行います。)

*「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。
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Web単位認定試験体験版について（2021年12月下旬～試験期間前）

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、2022年度

第1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。

試験日程

実施方法

申請期間 ４月１日(金)～５月２３日(月) ≪本部必着≫

申請様式 学習センター受験申請書（第1学期の印刷教材等に同封）

申請宛先 〒261-8586 千葉市美浜区若葉2-11

放送大学 学務部学生課 単位認定試験係 行



≪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。

＊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

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、

2022年度第1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。

Web単位認定試験システム利用方法＜体験版＞

放送大学TOPページ

システムWAKABA

をクリック

ID・パスワードは
半角で！
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＊「科目一覧」から「Web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）

①
科目選択

＊「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。

②
受験開始

③
解答作成

＊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。

⑤
解答提出

④
保存・確認

詳細な操作方法は

Web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。

Web単位認定試験＜体験版＞ 操作のながれ



旅客運賃の割引制度は、修学上の経済的な負担を軽減し、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。

◆ 学割証発行について （※参照 『学生生活の栞』学部P125～127、大学院P115～116）
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学生証は、顔写真をシステムWAKABA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。

◆ 学生証の交付について （※参照 『学生生活の栞』学部P18～19、大学院P24～28）

入学（新規・継続・再入学）された方

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。

有効期限切れ学生証をお持ちの方

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、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。

事務室からのお知らせ

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）



各種手続きについては、２０２２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。

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P86、大学院P80)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、大学院P81）

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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◆ 所属学習センターの変更について （※参照 『学生生活の栞』学部P86、大学院P80）

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2、大学院生：様式1）を提出するか、システム

WAKABA「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。

２０２２年度 第２学期からの変更

２０２２年４月２０日(水) 9:00 ～ ２０２２年８月１０日(水) 24:00（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。

◆ 各種証明書の発行について （※参照 『学生生活の栞』学部P100～102、大学院P92～94）
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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することができます。

利用カードの有効期限

有効期限は１年間です。ただし、科目履修生は半年です。

また、奈良女子大学学術情報センターを申請している全科履修生は在学期間中有効となります。

他大学等図書館の利用について

学生証の交付について

２０２２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P18、大学院P24)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。

なお、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。

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、利用を希望される方は、

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。

※既に奈良女子大学学術情報センターを利用している全科履修生の方は、学籍があれば自動更新され

ますので、再度申請をしていただく必要はありません。

利用できる図書館

◆ 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

申請期間

３月２７日(日)～４月１０日(日)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請を見合わせる場合があります。
奈良学習センターのウェブサイト、掲示板等でお知らせしますので、ご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用制限を実施されている場合がありますので
ご利用前に各大学等のホームページ等で確認のうえ、ご利用ください。



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。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、センター在館時間は、視聴学習・図書室の利用

時間を含み１日最大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・図書室からのお知らせ

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

放送大学附属図書館所蔵図書の貸出について

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

12

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。

※ＯＰＡＣ蔵書検索システム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。

撮影

OK

３月２５日(金)・３月２６日(土) 終日

※事務室は通常どおり開いています。

２０２２年度 新学期準備等のため、 視聴学習・図書室を閉室します。

次年度の準備に伴う視聴学習・図書室の閉室のお知らせ

12



*** 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 ***
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２１日㊊ 春分の日（閉所日）

２５日㊎
２６日㊏

視聴学習・図書室閉室日

２７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

１日㊎ 第１学期 放送授業開始

１６日㊏ 面接授業追加科目登録空席発表

２１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
～5/31日㊋（郵送必着）

※Webの場合は
5/9㊊10:00～5/31㊋17:00

閉所日 面接授業 視聴学習・図書室閉室日

3月

4月

5月

今年の冬は寒さが厳しかったせいか、春の日差し

がいっそう嬉しく感じます。奈良公園が淡い桜色

に包まれるまであと少し。コロナ禍で迎える3回

目の春。今年も静かなお花見になりそうですね。

不安な日々は、まだまだ続きそうですが、心穏や

かな毎日が過ごせますよう、お祈りしております。

かつての春よ、来い！ は～やく来い！


