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●この冊子はみなさんが学習するうえで特に知っておいていただきたいことと、大阪学習セ
ンターを利用するために必要な項目を掲載しています。「学生生活の栞」が基本となりますの
で、学生生活において疑問が生じた場合はまず「学生生活の栞」をご確認ください。 



 

 

ごあいさつ 
 

大阪学習センター所長 西田 正吾 

 
 放送大学は、英語で The Open University of Japan と書かれるように、誰に対して

も開かれた「公開」の大学であり、年齢も職業も辿ってこられた人生経験も様々な方々、また

入学目的や学びの動機もそれぞれに異なった方々が入学され、テレビやインターネットなどの

通信メディアを活用しながら勉学に励んでおられます。 

 大阪学習センターは、学生の皆様が 21 世紀を生きるにふさわしい教養を修得され、自信を

持って未来への歩みが進められるように力強い支えの役割を果たしたいと願っています。 

 この通信メディアを通しての学びというのは、確かに時間的、空間的な制約を超えて学習が

可能となり、学習の機会を大きく拡げるものではあるのですが、一方ではどうしても受動的な

学習になってしまう恐れもあります。そのような時に手を差し伸べるのが、各都道府県に設置

されている学習センターの役割です。学習センターには、放送教材や印刷教材が備えられてい

る上に、その参考図書や皆様の知識欲を満たす書籍が用意されています。また、センターでは

多くの先輩学生が視聴学習室、図書室で学び、学生控室で和やかに談笑し、さらに様々なサー

クル活動に精を出しています。学びの仲間、先達が皆様を待っているのです。 

 また、大阪学習センターには専門の異なる 13 名の客員教員の先生方がおられます。それぞ

れの先生が皆様の学習上の疑問に答え、学習相談に乗り、知的関心に応じた勉強会を月 1 回

程度開催されています。それに加えて、現在の日本の学問をリードしている講師の先生方によ

る面接授業を土・日を中心に開講しています。講師の先生方と直接向き合って質疑応答が出

来る貴重な機会です。是非、積極的に参画して、知的興奮を味わっていただければと思いま

す。 

大阪学習センターは、天王寺にあって交通至便で、講義室や実習・実験室、学生控室などよ

く整備された施設を備え、全国の学習センターの中でも、有数の規模を有しています。自宅だ

けでなく、この学習センターを皆様の生涯教育に是非役立ててください。そのために、この「利

用の手引き」を用意いたしました。この小さな冊子が、学習意欲に燃える皆様の頼もしい味方

となることを職員一同願ってやみません。 

皆さん、是非大阪学習センターに足を運んでください。 

そして、センターで充実した時間をお過ごしください。 

 

2021 年 4 月 
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１．大阪学習センターについて 
大阪学習センターでは、主に次の業務を行い、学生のみなさんが充実した学生生活を送るこ

とが出来るよう努めています。不明な点があれば、お気軽に職員にお尋ねください。 

主な業務 
1. 放送授業の再視聴の機会を提供すること。 

2. 図書および各種辞典等を備えて学習上の参考に供すること。 

3. 単位認定試験を実施すること。 

4. 面接授業（教養学部）・客員教員による勉強会を実施すること。 

5. 学生の学習上の各種相談に応ずること。 

6. 諸証明書を発行すること。 

7. 課外活動・グループ学習等のために施設使用の便宜を図ること。 

8. その他学生の福利厚生に関すること。 

利用時間と開・閉所日 

注１）規則の改正等により、開・閉所日および時間は、年度の途中でも変更になることがあります。 
   変更した場合は当センターホームページ、WAKABA、センター内掲示板等でお知らせします。 
注２)文献複写等の受付は、図書・視聴学習室利用時間終了 30 分前までです。 
注３)学生証・各種証明書の交付申請の受付は窓口カウンター利用時間終了 30 分前までです。 
注４）図書・視聴学習室は、作業のため学期末（9/24～9/30、3/25～3/31）は利用できません。 
注５）「単位認定試験実施期間」でも、自宅受験の場合は「通常期間」の利用時間となります。 

警報の発令時の臨時閉所について 
以下の場合、臨時閉所とします。 

1. 「大阪府」予報区の「大阪市」区域に暴風警報（暴風雪警報を含む。）もしくは大雪警報また
は特別警報が発令されている場合 

2. ＪＲ環状線および Osaka Metro の全路線において運行停止となった場合（事前予告に
よる運休を含む。） 

なお、警報解除の場合、次のとおりの対応を行います。 

午前 6 時までに解除された場合 平常どおり開所 

午前 10 時までに解除された場合 解除後 2 時間経過時点から開所 

正午までに解除されない場合 終日閉所 

※単位認定試験、面接授業等、当センターにおいて行事がある日は取扱いが異なります。 
くわしくは当センターのホームページでご確認ください。 

3. 大阪府下のいずれかの地域に震度５強以上の地震が発生した場合は、直ちに閉所いたし
ます。  

利
用
時
間 

 図書・視聴学習室 事務室（窓口カウンター） 

通常期間 9:30～17:30 9:30～17:45 

単位認定試験実施期間 

（大学院・学部） 
9:00～18:30 9:00～19:00 

開
所
日 

火曜日～日曜日 
閉
所
日 

・毎週月曜日 

・国民の祝日、国民の休日、振替休日 

・年末年始（12 月 2９日～1 月 3 日) 

・学長または、所長が必要と認めた日 

※その他、臨時閉所などは当センターホームペー

ジに随時掲載いたします。 
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学習センター利用上の注意 

利用出来る人 
 本学の学生 

 その他センター所長が許可した者 

学生証 
 学生証は所属センターで発行・交付します。 

※当センターは郵送での交付を行っていません。 

 学期開始後、「入学許可書」または、有効期限の切

れた学生証を持参して交付を受けてください。 

 学生証の発行には、顔写真の登録が必要です。 

未登録の場合は、システム WAKABA の「学生カル

テ」にて登録するか、「学生生活の栞」巻末の様式に

て写真を大学本部へ提出してください。 

 

学生証は、放送大学の学生であることを証明する本人確認書類であり、次の場合に必要です

ので、必ず携行してください。 

 学習センター利用時 

入構時、警備員に提示してください。 

 図書・視聴学習室の利用時 

 単位認定試験の受験時 

受験時、試験監督の指示に従って机上に提示してください。 

自宅受験方式の場合は不要です。（2021 年度 1 学期は自宅受験方式でおこないます。） 

 面接授業を受講する時 

 面接授業科目の追加登録を行う時 

 学割証の発行および乗車券の購入時 

学割証の発行は全科履修生のみです。 

 大学が行う行事等に参加する時 

駐車場 
 当センターに駐車場はありません。 

来校には公共の交通機関を利用してください。 

 身体が不自由な方で、車で来校せざるを得ない場合は、事前に事務室へ相談ください。 

飲食 
 センター内での飲食は、学生控室または 6 階と７階の学生ラウンジを利用してください。 

また、大阪教育大学天王寺キャンパス内に食堂があります。 

 図書・視聴学習室や講義室では、食事できません。 

ただし、面接授業や単位認定試験の当日に限っては、講義室での食事を認めます。 

忘れ物 
 拾得物は事務室で 6 か月間保管しています。 

心当たりのある方は事務室に申し出てください。 

 拾得された方は、事務室に届けてください。 
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電話 
 外部からの電話の呼び出しには、応じられません。 

 事務室、図書・視聴学習室、講義室内での通話はご遠慮ください。 

 公衆電話は、大阪教育大学天王寺キャンパスの正門を入って右側にあります。 

その他 
 当センターならびに大阪教育大学天王寺キャンパスは敷地内禁煙です。 

 傘立ての利用は当日限りです。置き傘のスペースはありません。 

 

 

 

 

 

 

２．インターネットの活用 
放送大学ホームページ 
【Web ページアドレス】https://www.ouj.ac.jp/ 

大学からの重要なお知らせや、テレビ・ラジオ科目の番組表など、みなさ

んの学習に役立つものが掲載されています。 

修学サポート（システム WAKABA やキャンパスメール）へのリンクもあり

ますので、積極的に活用してください。 

大阪学習センターホームページ 
【Web ページアドレス】http://www.sc.ouj.ac.jp/center/osaka/ 

当センターのホームページには、以下の項目の他に緊急のお知らせなどを随時掲載しますの

で、こまめに確認してください。 

 学習センター利用方法 

 行事や閉所日などのスケジュール 

 学習センターからの重要なお知らせ 

 勉強会について 

 面接授業の追加登録情報 

 学生研修旅行や各種講演会の情報 

 気象警報等による臨時閉所      など 

システム WAKABA（教務情報システム）について 
システム WAKABA を活用すると、より便利に学習や各種届出ができます。 

【Web ページアドレス】https:// www.wakaba.ouj.ac.jp/portal/ 

利用には ID とパスワードが必要です。「入学許可書」に記載されています 

ので、確認してください。 

【利用出来る機能】   

●学籍情報等の確認 ●履修単位修得状況の確認  

●放送授業・オンライン授業の視聴  

●単位認定試験過去問および解答の閲覧 ●Web 通信指導の利用 

●科目登録申請 ●継続入学申請 ●変更・異動手続 

●大学からのお知らせ ●各種様式のダウンロード など 

   

当施設は大阪教育大学（天王寺キャンパス）との合同の建物です。 
大阪教育大学が専有する場所には、立ち入らないでください。 

（放送大学大阪学習センターが専有する場所は、中央館の６階および７階です。） 

放送⼤学 
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システムＷＡＫＡＢＡの利用について 
 

① 放送大学ホームページを開けます。 

② トップ画面右側の在学生の方へに 

あるリンクをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 🔓ログインをクリック 

④ ログイン ID とパスワードを入力し、 

ログインをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 初めてログインしたら、まずパスワー 

ドの変更をしてください。 

※初期パスワードのままだと時期が来たら 

使えなくなります！ 

 

⑥ パスワードの変更をクリック 

 

 

「入学許可書」に書いてある 

ログイン ID 

パスワード 

を入力してからクリック 
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⑦ さきほどと同じログイン ID とパスワードを入力 

してログインをクリック 

 

 

⑧ パスワード変更画面が出てきたら、

「新しいパスワード」を入力し、確認

のため今入力したものと同じパス

ワードを「新しいパスワード（確認）」

にも入力します。 

入力したら保存をクリック 

 

⑨ Web ページからのメッセージとい

う小さいポップアップウィンドウが

開くので OK をクリック 

 

 

 

 

 

⑩ しばらく待っていると 

メンテナンス処理が完了しました。 

というメッセージに変わります。 

これでパスワードの変更が完了した

ので OK をクリック 

 

 

 

 

⑪ また変更画面になりますが、変更は完了しているので矢印の先にある×をクリックして 

タブを閉じてください。 
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インターネット配信で授業を視聴したいとき 
インターネット配信を利用すれば、好きな時間に、自分のペースで学習できます。 

 
① WAKABA のトップページから放送授業のインターネット配信をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 視聴する科目の科

目名（一部でも検

索できます。）を検

索ボックスに入力

して をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 視聴したい回にカーソルを合わせて 

クリック 

 

④ 再生○▷ をクリックすると動画が 

始まります。 

 

 

 

 

 

  

検索ボックス 
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単位修得状況と履修中の科目を確認したいとき 
 

① システム WAKABA にログインします。 

② 「教務情報」→「学生カルテ」をクリック 

③ をクリックするとメニューが出てきますので 

「単位修得状況情報」を選択（クリック）し表示を 

クリック 

  ※他にも様々な情報を確認できますので、時間の 

ある時に見てみてください。 

 

 

 

 

 

 

④ 画面が表示されます。 

右図の赤枠の部分が科目

区分ごとの単位数です。 

□の箇所が、今後卒業のた

めに取らなくてはいけない

単位数です。 

⑤ 青枠部分は、授業形態ごと

の単位数です。 

赤枠部分の単位数と併せ

て確認してください。 

    

不足単位がない場合は「***」と

表示されます。 

 

 

  
卒業するには、放送授業だけでなくオンライン授業（または面接授業）も決められた単位数

を修得しなければなりません。しっかり確認して、履修計画を立ててください。 

 

卒業要件の詳細、科目の取り方は「学生生活の栞」にくわしく書いてありますので、必ず確

認してください。 

今学期履修している科目

をすべて取得できた場合

の不足単位数 
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⑥ 「科目一覧」では、現在履修中の科目が確認できます。 

通信指導合否は、添削結

果と「単位認定試験通知

（受験票）」が返送される

頃に WAKABA にも反

映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先を更新したいとき 
住所・電話番号・メールアドレスなどが変わった場合は速やかに手続きをしてください。 

 

① システム WAKABA にログインします。 

② 教務情報→変更・異動手続 

③ 「学生住所等変更」をクリック 

④ 新しい連絡先を入力したら

確認をクリックし、登録して

ください。 

※マンション等の集合住宅

にお住いの方は必ず建物

名も入力してください。 

 

各種変更手続きについては「学生生活の栞」および 25 ページを確認してください。 

※「証明書等の写し」の添付が必要なものもあります。（氏名変更など） 
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大学・学習センターからの連絡について 
大学や各学習センターから全体または個人に連絡をする場合、以下の方法で行います。 

郵送およびメールで連絡をする場合は、システム WAKABA の連絡先情報によって行います

ので、最新の情報にしておいてください。 

システム WAKABA：学内連絡 

「学内連絡」には【大学から】のお知らせ

と、【学習センターから】のお知らせがあり

ます。 

定期的に確認するようにしましょう。 

 

※【学習センターから】のお知らせは、所

属学習センターだけでなく全学習センタ

ーからのお知らせです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あったはずのお知らせが消えている？？ 

「前に見たお知らせがいくら探してもない！」という場合は、検索条件変更の右端にある▼を

押してみてください。 

右図のようなメニューが出てくる

ので、【未読/既読】の☑未読のみ

をクリックして、✔を外してから、

検索してみてください。 

  

学籍や単位認定試験に係ることなどの【重要なお知らせ】は大学本部より封書で届きます。

転居をした場合には必ず「学生住所等変更」をしてください。 
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システム WAKABA：キャンパスメール 

在学中に使えるメールアドレスを全員に配付しています。 

大学からのメールはこのアドレスに届きますので、定期的に確認するか、普段よく見るメール

アドレスに転送するよう設定しておいてください。 

 

 転送設定方法 

1. 【附属施設・方法システム】をクリック 

2. 【放送大学学生メール（Gmail）の自動転送設定方法】をクリック 
※「学生メール（Gmail）」は令和 2 年 12 月 15 日より「キャンパスメール」に名称変更をしています
が、一部マニュアル等に旧名称が使用されている場合があります。 

3. 「学生メールの自動転送設定方法．ｐｄｆ」をクリックすると説明が書かれた PDF ファ

イルがダウンロードされます。 

画面は少しバージョンが古いものです

が、手順は変わりません。 

 

 

 

他にも様々なマニュアルが掲載されて

いますので、是非活用してください。 
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３．学習上の基本事項 
科目登録について 
放送大学では、次学期に履修する授業科目は、前学期中に科目登録を行います。 

※詳細は「科目登録申請要項」および「学生生活の栞」にて確認してください。 

① 大学本部から前学期に「科目登録申請要項」が送付されます。 

② 要項を確認し、システム WAKABA または郵送にて期限内に申請してください。ただし、

システム WAKABA と郵送との重複申請はできません。 

③ 申請後、大学本部で選考のうえ「科目登録決定通知書」が送付されます。 

通知書が届いたら、記載されている授業料を所定の期日までに納入してください。 

④ 印刷教材等は授業料の振り込み確認後に送付されます。 

★次学期の科目登録・継続入学の手続きについては 17 ページを参照ください。 

授業形態について 
放送大学の授業形態には、主に放送授業・面接授業・オンライン授業という 3 つがあります。

※詳細は「学生生活の栞」を参照ください。 

＊卒業研究と体育実技は必修ではありません。 

 

放送授業 
 授業は 15 週にわたって放送され（週 1 回、1 回 45 分）、学期ごとに完結します。 

（大学院の一部の科目は週 2 回、30 回） 

 学習は印刷教材（教科書）を読み、併せて放送授業を視聴して行います。 

放送教材と授業は、互いに内容を補い合うように作成されています。 

 テレビ科目とラジオ科目は、原則すべてインターネット配信しています。 

システム WAKABA→放送授業のインターネット配信 

 ご自宅などで放送授業を視聴できない場合、または繰り返し学習をしたい場合には、学

習センターの視聴学習室で視聴できます。 

通信指導 

 各学期途中に 1 回、課題の答案を郵送または Web で提出し、添削指導を受ける必要が

あります。（提出が Web のみの科目もあります。） 

 通信指導の答案が未提出または不合格の場合は、その科目の当該学期の単位認定試験

を受けられません。 

 提出期限等、詳細は「学生生活の栞」および通信指導の冊子を確認してください。 

 通信指導の冊子は一部の科目を除いて、印刷教材と一緒に届きます。 

 提出が Web のみの科目については、通信指導の冊子は送付されません。 

種類 学習方法 評価 

放送授業 放送の視聴と印刷教材 通信指導→単位認定試験 

面接授業 
学習センターなどで 

対面授業を受講 
試験・レポートなど 

オンライン授業 インターネットで受講 
科目ごとに決められた期間に 

課題を提出 

卒業研究＊ 指導教員から指導を受ける 研究成果の報告書を作成→審査 

体育実技＊ 各種体育などに参加  
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WEB 通信指導について 

 一部の科目を除き、インターネット上で通信指導問題の提出・ 解説の閲覧ができます。 

※対応科目については、必ず事前にご確認ください。 

 通信指導問題を提出するとすぐに解答・解説を確認出来るので便利です。 

 「Web 通信指導」で提出した場合は、郵送による提出は不要です。 

※提出しても無効となります。 

 提出すると Web 通信指導のトップ画面「科目一覧」の各科目欄内に「提出済（送信済）」と

表示されます。 

単位認定試験 

 試験室は原則、大阪学習センター内の講義室です。 

※受験センターを変更したい場合は、各学期開始後 2 か月以内にシステム WAKABA 等

で手続きしてください。 

※感染症対策のため 2021 年度第 1 学期の単位認定試験は自宅受験方式で行います。 

 受験の際は、「受験票」と有効期限内の「学生証」を必ず持参してください。 

「学生証」の有効期限が切れている場合、当日事務室にて交換します。 

※自宅受験方式の場合は「学生証」不要です。 

  「単位認定試験通知（受験票）」で受験科目、試験日時、試験室を確認してください。 

 試験開始の約１週間前になっても「単位認定試験通知（受験票）」が届かない、または紛失

した場合は大学本部へ連絡してください。 

 69～60 点（評価：C）以上が合格です。なお、通信指導の評価は加味されません。 

単位認定試験が不合格または未受験の場合 

次学期に継続して学籍があれば、次学期に限り単位認定試験を再受験できます。 

該当者には「単位認定試験通知（受験票）」が大学本部から郵送されてきます。 

なお、当該科目の登録および授業料の納入は必要ありません。 

※ 単位認定試験通知（受験票）が届かない場合は、大学本部に連絡してください。 

※ 学籍が切れる場合は、継続入学の手続きが 

必要です。 

※ 詳細については、「学生生活の栞」をご確認 

ください。 
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単位認定試験の過去問題・解答の見方 

システム WAKABA で、過去 1 年分の試験問題を見ることができます。通信指導と併せて、

学習に役立ててください。（視聴学習室にも配架しています。） 

① システム WAKABA にログイ 

ンし、「過去の単位認定試験問 

題・解答等」をクリック 

② 見たい項目を選択（クリック） 

③ 見たい科目の問題と、解答等 

の PDF をクリック 

④ PDF ファイルが開きます。 

※解答が公表されない科目もあり 

ます。  

サンプル 

サンプル 
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面接授業（学部生のみ） 
 学習センター等で他の学生と一緒に教員から直接指導を受ける授業です。 

 学生が全国どこでも面接授業を受けられるよう、各学習センターおよびサテライトスペー

スで開講しています。 

※感染症対策のため受講を制限しているセンターもありますのでご注意ください。 

 原則として 1 科目につき 90 分の授業を７回と 45 分の授業を１回（基本的に連続する２

日間）実施します。 

 8 回すべてに出席することが前提で、3 回以上欠席の場合は評価を行いません。 

 授業時間とは別に成績評定のための試験、レポート等の時間が 40 分間設定されます。 

※科目によっては、試験・レポート等がないものもあります。 

 成績評価はＡ～Ｅの 6 段階評価で行います。 

※オンライン授業の評価も同様です。 

定員について 

 面接授業は、講義室の席数の都合上、科目ごとに定員を設けています。 

 定員を超える申請があった場合は抽選を行います。 

抽選の結果はシステム WAKABA もしくは後日送付される「科目登録決定通知書」（下図

参照）でご確認ください。 

※システム WAKABA→科目登録申請→年度・学期を選択→検索照会→科目登録/照会画面 

学期開始後は「履修情報」で確認できます。 

 定員に達していない科目については、科目を開設している学習センターで追加登録を受

け付けています。 

登録方法は学習センターごとに異なりますので、「面接授業開設科目一覧」で確認してく

ださい。 

 

 

 

 

 

  

合否 評定 標語 成績評価（目安） 

合
格 

Ⓐ 基準を大きく超えて優秀である。 100 点～90 点 

A 基準を超えて優秀である。 89 点～80 点 

B 望ましい基準に達している。 79 点～70 点 

C 単位を認める最低限の基準に達している。 69 点～60 点 

不
合
格 

D 単位を認める最低限の基準を下回る。 59 点～50 点 

E 基準を大きく下回る。 49 点～0 点 

【注意】科目登録する前に確認すること 

 「シラバス（面接授業時間割表）」で授業概要を必ず確認してください。 
 面接授業の授業内容は多岐にわたります。 受講者が当日用意する物、教科書購入

の有無、開催場所（学習センター外もあります。）など、必ず確認のうえ、科目登録して
ください。 

 2021 年度も感染症対策のため定員を減らしています。 
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オンライン授業 
 すべての学習をインターネットで行います。 

インターネットで講義を視聴し、小テストやディスカッション、レポート等の課題を科目ごと

に決められた期間に提出し、それにより成績評価を行う授業です。 

※評価方法は科目により異なります。 

 すべての教材はインターネットで配信します（印刷教材はありません）。 

ただし一部の科目については指定教材があります。シラバスで確認してください。 

 オンライン授業には、8 回 1 単位科目と 15 回 2 単位科目があります。  

 放送授業のように通信指導や、単位認定試験はありません。 

※一部科目で通信指導、単位認定試験を実施します。 

 成績評価は面接授業同様 6 段階評価です。（前ページの表参照） 

 再試験がないため、単位を修得できなかった場合は、再度科目登録が必要になります。 

 受講には学習出来る環境を自身で整える必要があります。 

オンライン授業の学習方法・操作方法は、「オンライン授業体験版」を確認してください。 

※放送大学ホームページ→「オンライン授業体験版」（ページの下の方にあります。） 

 科目ごとに、必要なパソコンのスキル、学習内容、提出物の有無、提出期間が異なります。 

必ず、シラバスおよび開講後の案内をご確認ください。 

 学習センターのパソコンは、原則利用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業研究（必修科目ではありません。） 
 教養学部の全科履修生の選択科目です。 

 履修する前年度の 8 月に申請し、審査に合格すれば履修できます。 

※申請には条件があります。 

 詳細は 6 月上旬に配布予定の「卒業研究履修の手引」をご確認ください。 

 6 月中旬には放送大学本部主催の「卒業研究ガイダンス」も開催予定です。 

 大阪学習センターでは「卒業研究履修ガイダンス」や「卒業研究勉強会」を開催し、事例発

表等を行っています。興味がある方は、お早めに事務室へお問い合わせください。 

体育実技（必修科目ではありません。） 
 全科履修生の選択科目です。 

 科目登録後に各地で社会体育事業などとして行われている各種の体育・スポーツ教

室などに参加することにより、面接授業１単位として認定されます。 

 どのような種目が認められるかなどについては、システム WAKABA「キャンパスラ

イフ→学習案内」に掲載している「体育実技かんたんガイド」を確認してください。 

 体育実技科目履修に係る費用は、すべて本人の負担となります。 

 

【注意】科目登録する前に必ず確認すること 

 自身のパソコンで問題なく受講出来るかを、確認してから科目登録をしてください。 

 自身である程度パソコン操作ができないと、科目を最後まで履修することが難しい

場合があります。 

 

放送大学ホームページ→「オンライン授業体験版」 

https://online-open.ouj.ac.jp/login/index.php 
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4．次学期の科目登録・継続入学について 
次学期の科目登録方法は、次学期に学籍があるかどうかで変わります。いずれも、申請期間

以外には手続できませんのでご注意ください。 

くわしい登録方法は本部より送付される「科目登録申請票」にてご確認ください。 

 

送付時期：2 学期分は７月中旬、1 学期分は 1 学期中旬 

申請期間等については「学生生活の栞」をご確認ください。 

※学籍を有する期間について 

入学年月日から、下記の期間、学籍があります。（休学した場合はこの限りではありません。） 

学生種によって期間が異なりますので各自ご確認ください。 

 

全科履修生：4 年間（2 年次編入は 3 年間、3 年次編入は 2 年間です。） 

選科履修生：1 年（2 学期）間 

科目履修生：半年（1 学期）間 →「次学期に学籍がない場合」を参照ください。 

 

次学期に学籍がある場合 
 システム WAKABA もしくは「科目登録申請票」にて申請してください。 

 システム WAKABA で申請する場合は、申請期間内はいつでも変更できます。 

 システム WAKABA と「科目登録申請票」の両方で申請することはできません。 

 再試験科目は登録不要です。 

※ 再試験科目と、新規登録科目の試験日程が重ならないようご注意ください。 

 

次学期に学籍がない場合 
「継続入学」の手続きが必要です。 

 2 学期分は 7 月中旬に、1 学期分は 1 月中旬に、本部より継続入学関連書類が送付され

ます。 

 システム WAKABA（教務情報→継続入学申請）もしくは、郵送にて手続してください。 

 システム WAKABA と郵送の両方で申請することはできません。 

 面接授業の科目登録をする場合は、科目登録申請期間内にシステム WAKABA から、出

願および科目登録申請してください。 

 再試験科目は登録不要です。 

※ 再試験科目と、新規登録科目の試験日程が重ならないようご注意ください。 
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5．図書・視聴学習室の利用方法 
図書室・視聴学習室では、開設科目全ての視聴や辞典・年鑑・資料等の参考図書、授業に関連

した各分野の代表的図書の閲覧ができます。 

 現在開設中の放送授業全科目のうち、2018 年度までに開設された科目（※大学院は

2018 年度新規開設科目を除く）の放送教材（ＤＶＤ・ＣＤ）を視聴用として、印刷教材、図

書（参考書）を閲覧用として備えてあり、視聴学習ができます。 

 ブースを利用して個別視聴ができます。 

 図書・視聴学習室の利用は、在学生のみです。 

利用上の注意 
 学習上必要とする物品および貴重品以外はロッカーに預けてから入室してください。 

※ 学習上必要な物品の持ち運びにはカゴ（ロッカー前に設置）を利用してください。 

 カバン・袋物の持込は出来ません。（透明のバッグ等、中身が見えるものは持込可） 

 蓋のついていない飲料（紙コップ等）の持込は禁止します。（ペットボトル飲料や水筒等は

持込可。） 

※ 室内で食事はできません。 

 入室の際は、事務室窓口に学生証を提示ください。 

 利用後は「図書室・視聴学習室利用確認書」（入室時にお渡しします。）に利用内容を記入

し、窓口に提出してください。 

 個別ブースや放送教材の使用予約はできません。 

 食事や単位認定試験受験等で席を離れる場合、荷物を持って退席してください。 

 携帯電話・スマートフォンはマナーモードにし、通話はご遠慮ください。 
 作業のため学期末（9/24～9/30、3/25～3/31）は利用できません。 

無線 Wi-Fi の利用申請について 
「情報セキュリティ研修」（システム WAKABA→放送大学 自己学習サイト）を受講し、「修了証」を添

えて事務室に申請してください。 

※個人のパソコン、タブレットの持込について 

セキュリティ対策がなされているパソコン、タブレットであれば持込を許可します。 

学生用パソコンの利用について 
 学生用パソコンとして５台設置しています。 

 放送大学における学習に限り、使用できます。 

 ホワイトボードに使用開始時間と名前を記入してください。 

 順番待ちの方がいる場合は、１時間程度で交代するなど譲り合ってご利用願います。 

※ 職員がお声掛けする場合がございます。 

 プリンタの利用は 1 人 10 枚までです。 

放送授業の視聴（室内利用） 
インターネット視聴用パソコン（タブレット）で視聴できます。機器の操作手順がわからない場

合は、職員にお尋ねください。 

 パソコン・タブレットの持ち出しはできません。 

 パソコン・タブレットを確保した状態で長時間席を離れないでください。 

 数に限りがあるため、お待ちいただく場合があります。 

DVD・CD を利用した視聴について 

利用の際はリモコンを貸し出しますので、利用する席の DVD プレーヤーのメーカーを確認し

てから事務室に申し出てください。 
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図書の利用・貸出しについて 
 センター内図書室の図書は貸し出ししておりません。 

 閲覧終了後は、元の場所に戻してください。 

 図書の貸し出しは放送大学附属図書館を利用してください。 

放送大学附属図書館所蔵図書の貸出しについて 

申請は WAKABA からできます。 

OPAC（蔵書検索システム）で予約や取り寄

せ申込が可能です。 

 

 

 

 

 

【本部図書の貸出／返却のながれ】 
 

 

*これまで全科生のみのサービスでしたが、在学中の全学生が利用できるようになりました。 

 

時間外や閉所日に返却される場合は、1 階入口付近にある返却ボックスをご利用ください。 

  

OPAC で貸出予約・取寄せ申込  学習センターで貸出申請 

 ↓  ↓  

 本部：予約受付と配送手続き  

 ↓  ↓  

学習センターに本部図書到着   
自宅に本部図書到着* 

※配送費学生負担 

↓    

学習センターにて図書受取 
 

 

↓   

学習センターにて図書返却   

郵送または宅配便にて 

本部へ返却* 

※配送費学生負担 
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大阪教育大学附属図書館の利用について 

 当学習センター所属の学生は、大阪教育大学附属図書館を利用できます。 

 利用の際は、利用規則を十分理解し、係員の指示にしたがってください。 

 利用希望の方は、学習センター事務室で申請してください。 

 利用手続きには約 1 週間かかります。 

 閲覧のみを希望される方は、「当日入館証」をお渡しします。 

学習センター事務室に申し出てください。  

放送教材の郵送貸し出しについて 
ＢＳ放送が受信できない、またはインターネット環境が無いなど、ご自宅等に放送授業を視聴

する環境が無い場合でも放送教材（DVD・CD）を郵送にて大学本部からご自宅に取寄せるこ

とが出来ます。 

※学習センターでは郵送貸出しの手続きは出来ません。 

※新規に開設する科目については、全ての科目分を年度当初に貸出しすることができない場 

合があります。 

貸出しできる 

放送教材  

貸出巻数 

貸出期間 
貸出方法 

・履修科目 

・再試験科目 

・特別講義 

５巻以内 

１４日間 

・放送教材郵送貸出申込書を「郵送」「ＦＡＸ」。 

・「インターネット」による申込みも可。 

・放送大学本部からの郵送方法は、第四種郵便のみとし、 

送料は往復分とも申込者（学生)負担となります。 

※電話での申込みはできません。 
 

 システム WAKABA「キャンパスライフ」→学内連絡→検索条件変更→検索ワードに“郵送

貸出申請”と入力して検索すると、手続き方法が出てきますので、ご確認ください。 

※システム WAKABA で確認できない方は「学生の栞」でご確認ください。 

 郵送・または FAX で申し込む場合は「学生の栞」巻末の諸様式「放送用教材郵送貸出申

込書」（様式 19）にて下記まで送りください。 

 送料は往復とも申込者負担です。 

 

「放送用教材郵送貸出申込書」送付先 

【郵送】 

〒261-8586 

千葉市美浜区若葉 2-11 

放送大学 学習センター支援室 

放送教材郵送貸出担当 

 

【ＦＡＸ】 

043 -298 – 4510 
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6．施設案内 
6 階 

①②図書室・視聴学習室 
 参考図書、授業に関連した各分野の代表図書等の

閲覧ができます。 

 配架図書は、室内閲覧専用です。 

図書の貸出を希望する場合は、放送大学附属図書

館に申請してください。 

 放送授業の DVD および CD を備えています。 

 インターネット視聴用パソコン、タブレットがそれぞ

れ 9 台あり、無線 Wi-Fi も整備されています。 

※無線 Wi-Fi の利用には申請が必要です。 

 学習用にノートパソコン 5 台を設置しています。 

 

自宅で授業を視聴できない場合や、繰り返し学習した

い場合、個別視聴ができます。是非活用してください。 

※利用方法は 18 ページをご確認ください。 

③事務室 
 学習に関すること、各種書類の申請の手続き、証明

書の発行、学習相談等、学生に関わる業務を行って

います。 

 図書・視聴学習室を利用する際、学生証を提示して

ください。 

④学生控室 
 食事や休憩、懇談等、学生であれば自由に利用でき

ます。 

 利用の際は他の学生に迷惑とならないようお互いに譲り合ってご利用ください。 

 給湯器、電子レンジ、テレビ、新聞などを設置しています。  

⑤学習室 
 お身体の不自由な方に使用いただける机をご用意しています。 

 利用を希望される方は事務室へご相談ください。 

⑨掲示板１ 
 学生への伝達事項は、原則としてホームページ、システム WAKABA の「学内連絡」、セン

ター内掲示により行います。 

学習センターに来られた時は、この掲示板を必ず確認してください。 

 面接授業や単位認定試験のほか、学習相談、勉強会、スケジュール、奨学金等、学習に関

する重要なお知らせを掲示しています。 
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ロッカー 
 手荷物の一時保管用として利用できます。 

 図書・視聴学習室を利用する際や、単位認定試験受験時に、学習上必要とする物品（試験

時には持込を許可された物品）、貴重品以外の所持品を入れてください。 

貴重品は必ず身に着けるなど、自身で管理してください。 

 利用には 100 円硬貨が必要ですが、利用後に戻ってきます。 

 利用は当日限りです。 

 ロッカーおよび鍵を紛失、破損した場合は実費を弁償していただきます。 

 ロッカーは 6 階と 7 階にあります。 

※充分な数を用意していますが、単位認定試験時は大勢が受験するため、例年ロッカーが不

足します。来校時の荷物は試験室に持ち込める程度にし、ロッカーの利用はなるべく控えてい

ただけるよう、ご協力お願いいたします。 

なお、ロッカーが不足した場合は事務室にて預かりますので申し出てください。 

学生ラウンジ 
 飲料の自動販売機を設置しています。 

 募集要項等を設置しています。 

 面接授業や大学からの大事なお知らせなどを掲示しています。 

7 階 

⑥講義室 
面接授業、勉強会および単位認定試験等に使用する教

室です。 

第 1～４講義室、実習室、実験室、セミナー室（6 階）の 6

室あります。 

⑦特別研修室および⑧多目的室 
勉強会および単位認定試験等で使用します。 

⑩掲示板２ 
サークル活動の通知等に利用できます。 

利用には、事前に「文書等掲示願」に掲示物を添えて事

務室へ提出し、許可を受けたうえで掲示してください。 

なお、申請はサークル代表または副代表に限ります。 
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7．学生生活など 
大阪学習センターでは客員教員による勉強会や、学生団体によるサークル活動など、学生生

活がより充実したものとなるよう、様々な取り組みをしています。 

 

勉強会 
学生のみなさんと一般の方を対象に、客員教員による勉強会を概ね月に 1 回（7 月と 1 月を

除く）、無料開講しています。 

各教員の専門分野に関係したテーマについて講義していただきます。概要や日程は大阪学習

センターホームページにてご確認ください。 

なお、いずれの勉強会も予約制（先着順）です。 

参加を希望する方は事務所のカウンターに設置している事務室窓口に設置している「受付台

帳」に直接記入するか電話にて申し込んでください。 

 

詳細、最新情報は大阪学習センターホームページ→「スケジュール・授業案

内」→「勉強会について」または「HOME」→「大阪学習センターからのお知ら

せ」にてご確認ください。 

 

学習相談 
学習の方法、進め方、卒業研究、大学院進学など、学生の皆さんが学習を進めていく上で生じ

る様々な疑問や質問に応じるため、所長はじめ客員教員による学習相談を実施しています。 

申込方法 

 希望する相談日の１カ月前から１週間前までに事務室窓口で申し込んでください。 

 日程調整のうえ、相談日をお知らせします。 

 客員教員の相談を希望する場合の相談日は、原則当該教員の勉強会前後に設定します。 

 

客員教員等一覧 ※赤字は今年度から客員教員を務めていただく先生です。 

 

客員教員 専門分野 現職等 客員教員 専門分野 現職等 

西田
に し だ

 正
しょう

吾
ご

 
ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀ 
ﾌｪｰｽ工学 

大阪学習センター 
所長 入戸野

にっとの

 宏
ひろし

 実験心理学 
大阪大学 

大学院教授 

中岡
なかおか

 成文
なりふみ

 臨床哲学 
元大阪大学 
大学院教授 小林

こばやし

 治
おさむ

 幾何学 
元大阪大学 
大学院教授 

勢田
せた

 道生
みちお

 日本文学 
大阪大学 

大学院准教授 糸崎
いとざき

 秀夫
ひでお

 科学・工学 
大阪大学 
名誉教授 

宮本
みやもと

 陽一
よういち

 言語学 
大阪大学 

大学院教授 戸部
とべ

 義人
よしひと

 科学一般 
大阪大学 
名誉教授 

長谷川
はせがわ

 義仁
よしひと

 民法 
近畿大学 

教授 酒井
さかい

 規夫
のりお

 小児科学 
大阪大学 

大学院教授 

廣田
ひろた

 誠
まこと

 
近・現代日
本経済史 

大阪大学 
大学院教授 佐藤

さとう

 都
つ

也
や

子
こ

 看護学 
四條畷学園大学

教授 

白井
しらい

 利明
としあき

 発達心理学 
大阪教育大学 

教授 松浦
まつうら

 敏雄
としお

 情報工学 
大阪市立大学 

名誉教授 
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サークル活動 
大阪学習センターでは下記の 18 サークルが活発な活動を行っています。 

各サークルの活動内容は大阪学習センターホームページをご覧ください。また、参加希望の方

は学習センター７階の学生掲示板をご確認ください。 

 

放大河堀祭（こぼれさい） 
毎年 10 月頃、大阪学習センターに所属する各学生団体や学生個人を中心に、様々な企画を

通じて学生相互の親睦を図るとともに、センターでの学習や課外活

動の成果を発表して、地域の方々と交流することを目的として開催

しています。企画・運営は学生主体の実行委員会が中心となって行

います。参加募集のお知らせ等は学習センターホームページや機関

誌「みおつくし」等でお知らせします。 
 

美術展 
大阪学習センターと美術部の共催で 10 月初旬から下旬の間、開催します。 

学生や教員による日本画、洋画、版画、彫刻、工芸、陶芸、書道、写真など、様々な作品が展示

されます。日程、出展募集などは学習センターホームページや、機関誌「みおつくし」等でお知

らせします。 
 

学生研修旅行 
大阪学習センターでは、歴史や文化に触れながら、学生の交流、親睦を深めることを目的とし

て、毎年秋頃に、日帰りの研修旅行を行っています。参加者の募集は学習センターホームペー

ジや、機関誌「みおつくし」等でお知らせします。 
 

学習支援の集い 
学習意欲を持続するには親しい知人との情報交換や励まし合うことが大切だと思います。先

輩学生の支援による集いですので、どなたでもお気軽にご参加ください。 

参加募集は学習センターホームページや、機関誌「みおつくし」等でお知らせします。 
 

機関誌「みおつくし」 
年 4 回（4 月、7 月、10 月、1 月）、機関誌『みおつくし』を発行しています。 

客員教員や学生からの寄稿や、学生への周知事項など、本センターの様々

な情報を掲載しています。 

大阪学習センターホームページにてダウンロードいただけますので、是非ご

覧ください。 

※4 月のみ印刷発行しています。 

英語サークル 
中国語サークル 

『你好』 
歴史サークル 医療福祉研究会 

社交ダンスサークル 
ブルースカイ 

数学クラブ コーラスサークル キャンパス情報倶楽部 

美術部 
放送大学 

山歩きの会 
放送大学・旅クラブ 

放送大学 
（CHAT AND TALK） 

囲碁・将棋部 水の会 軽音倶楽部 歌曲の会 

健康学習サークル 
放送大学 

関西陸上競技部 
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8．諸手続・証明書 
諸手続 
手続きには、システム WAKABA で出来るものと、様式等の郵送が必要なものがあります。 

様式はシステム WAKABA または「学生生活の栞」巻末に載っています。 

システム WAKABA で手続き出来るもの 
システム WAKABA→教務情報→変更・異動手続一覧 

※申請期間が決められているものもありますので、ご注意ください。 

 

なお、これらの項目をシステム WAKABA で行えない場合は、「学生の栞」巻末の【諸様式】ま

たはシステム WAKABA（キャンパスライフ→各種届出・申請様式）よりダウンロードした様式

にて、申請ください。 

 赤枠内 の項目を様式にて申請する場合の提出先は大学本部です。 

それ以外の項目の提出先は所属学習センターです。 

ただし、大学院生が「学生住所等変更」を行う場合は大学本部へ提出ください。 

 氏名等変更届には、戸籍や免許証など、変更前と変更後の氏名や国籍が確認出来る書類

の添付が必要です。 

 

手続きについて分からないことがあれば、まずはシステム WAKABA の【学内 FAQ】（キャン

パスライフ→学内関連）に多くの事例が掲載されていますので、確認してみてください。 
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参考）各種届出・申請様式：システム WAKABA→キャンパスライフ 

 

その他（学生教育研究災害傷害保険加入手続き） 
通学中や学外の面接授業で事故に遭った場合などに適用される保険です。 

特に、学外で行う面接授業を受講する場合は必ず加入する必要があります。所属の学習セン

ター以外でも手続きでき、加入日の翌日より適用されますので、学外授業の前日までに加入

手続きを行ってください。 
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証明書 
各種証明書の発行については「学生生活の栞」をご確認ください。 

証明書の発行には以下の 2 点が必要です。 

1. 諸証明書交付願 

2. 発行手数料（1 通 200 円） 

※郵送で受け取りを希望する場合はさらに返信用封筒（切手貼付・あて名明記）も必要です。 

 

一般的な証明書について（様式 9） 
 

 在学証明書 

休学中および学籍がない場合は発行できません。 

 成績・単位修得証明書 

証明書は“在学期間ごと”に発行します。 

何度か再入学をされている場合などには複数枚に 

わたるため、郵送で受取りをされる場合は返 

信用切手の金額が変わってきますのでご注意くだ 

さい。 

 卒業証明書 

全科履修生で卒業された方のみ発行できます。 

選科および科目履修生の方は発行できません。 

 卒業見込証明書 

成績判定後、卒業が確定したタイミングで発行でき 

ます。 

      （時期によっては発行できないことがありますの 

で、事前にお電話にて問い合わせください。） 

 

特殊な証明書について（様式 10） 
 

 教員免許状申請用の単位修得証明書 

「学力に関する証明書」です。 

特例制度により幼稚園教諭免許状を取得される方 

もこちらの証明書が必要です。 

赤枠部分に記入漏れ・不備がある場合は交付が遅 

れます。 

所属学習センターでしか発行できません。 

 

 その他 

提出先指定様式の証明書の場合は、発行に 2 週間 

程度かかります。 

また、証明内容によっては追加で発行手数料が必 

要となる場合があります。 
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郵送で申請・受取りを希望する場合の注意事項 

 発行手数料について 

「郵便定額小為替証書」または 現金を送付ください。切手不可。 

ただし、現金を送付する場合は必ず現金書留を利用ください。 

   「郵便定額小為替証書」は普通郵便でもお送りいただけます。 

   ※「受取人氏名」欄には何も記入しないこと。 

 返信用封筒について 

長 3 サイズ以上の大きさの封筒に切手貼付・あて名を明記してください。 

    

   切手の目安：1 通の場合 84 円、2～3 通の場合は 94 円、それ以上は定形外郵便です。 

   ※諸証明書交付願（様式９）で発行する「一般的な証明書」は【厳封】します。 

原則、各証明書 1 通ずつ封筒にいれますので、複数発行する場合に重量が超過し、貼付

されている切手では不足する場合は、追加で送付いただきます。 

申請数が多く、不安な方は切手を貼付せず、3 種の切手（94 円・120 円・140 円）を同

封ください。余った切手は返送時に返却します。 

（重さやサイズごとの郵便料金については、日本郵便ホームページ等でご確認ください。） 

 

なお「成績・単位修得証明書」は申請が 1 通であっても複数枚に渡る場合、84 円では返

送できない場合がありますのでご注意ください。 

 

学割証について 
 図書・視聴学習室の利用や、勉強会、面接授業で大阪学習センターに通う場合に、学割回

数券を購入できます。 

※往復で同一経路のものしか購入できません。 

 学割回数券の購入には、所属学習センターが発行する「旅客運賃割引証」（学割証）と学生

証が必要です。 

 面接授業で他センターに行く場合や、研究指導で大学本部等に行く際に、自宅最寄り駅か

ら目的地まで片道区間が 100km を超える場合、「学生割引普通乗車券」を購入すること

ができます。 

 

発行条件：全科履修生または修士全科生または博士全科生であること。 

（休学期間中は発行・利用ともに不可） 

       発行できる区間は自宅最寄り駅から学習センター最寄り駅です。 

       なお、発行区間は最短経路でしか発行できません。 

発行方法：センター窓口に設置の「学割証等発行願」にて申請ください。 

       やむを得ずセンターに来られない場合はお電話でご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

学割証について詳細は「学生生活の栞」をご確認ください。  

現在、大阪学習センターで発行できる交通機関は以下のとおりです。 

 

JR、近畿日本鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、京阪電気鉄道、南海電気鉄道、阪堺電気軌

道、泉北高速鉄道、北大阪急行、大阪モノレール、能勢電鉄、Osaka Metro、大阪シティ

バス 



 

 

 

 

 

放送大学大阪学習センター  

〒543－0054 大阪市天王寺区南河堀町 4－88 

 （大阪教育大学天王寺キャンパス中央館 6 階・7 階） 

TEL: 06-6773-6328 

FAX: 06-6773-6322 

 

交通案内 

JR 環状線 寺田町駅下車 徒歩約 5 分 

JR 天王寺駅下車 徒歩約 10 分 

地下鉄 天王寺駅下車 徒歩約 10 分 

近鉄 阿倍野橋駅下車 徒歩約 10 分 

大阪学習センターホームページ 
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/osaka/ 

 

 


