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ご入学おめでとうございます

このガイダンスでは、大学での学習にあたり必要な情報を
新入生の皆様にお伝えします。

●大学本部から郵送でお届けしている

『学生生活の栞』

●東京多摩学習センターで配布している

『学習センター利用の手引き』

使用する資料
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2つの資料はホームページからダウンロードできます

『学生生活の栞』：

「放送大学ホームページ」

https://www.ouj.ac.jp/hp/campus/

『学習センター利用の手引き』：

「放送大学・東京多摩学習センターのホームページ」

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/tama/

放送大学のホームページとは別に
各学習センター毎の
ホームページがあります。

学習センターに関するご案内を
掲載しています。
・学習センターの利用
・図書室・視聴学習室の利用
・センターで開講する
面接授業に関するご案内
・行事のことなど
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https://www.sc.ouj.ac.jp/center/tama/


『学生生活の栞』

①放送大学公式ホームページを開く
【在学生】をクリックする
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ページの一番下へ

②画面を下方へ
スクロールする

ここをクリック



『学習センター利用の手引き』

放送大学東京多摩学習センターホームページを開く

ページ下の方へスクロールする

ここをクリックする

5



6

この入学ガイダンス資料も、
「東京多摩学習センターホームページ」に
UPしています。



1．放送大学の学習システム （〈学生生活の栞教養学部〉P12~）

2．学年暦 （ 〈学生生活の栞教養学部〉P10）

3．学生証 （〈学生生活の栞教養学部〉P18）

4．システムWAKABA/キャンパスメール （〈学生生活の栞教養学部〉P22、P112~）

5．学習センターについて （〈学生生活の栞教養学部〉P107）

6．履修計画の立て方 （〈学生生活の栞教養学部〉P42～）

7．諸手続・諸証明書 （〈学生生活の栞教養学部〉P85、100、書式P145~）

〇東京多摩学習センターの「多摩ゼミ」、「学習相談」

本日お伝えすること
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1．放送大学の学習システム （〈学生生活の栞教養学部〉P12~）

学習は、授業の受講と試験の受験による成績が成果となります。

授業形態の種類：①放送授業
②オンライン授業
③面接授業

特別な授業：体育実技、卒業研究
2021年度2学期から試行：同時双方向WEB授業
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2022年度
冊子の日
程を

ご確認く
ださい



1．放送大学の学習システム （〈学生生活の栞教養学部〉P12~）

授業形態の種類ごとの 「授業方法」と「試験方法」

①放送授業（授業）録画された講義をインターネットやテレビで視聴します
（試験）通信指導：郵送もしくはインターネットで解答

単位認定試験：Web受験方式 ※2022年度1学期から変更になりました

②オンライン授業（授業）録画された講義をインターネットで視聴します。
（試験）有無は科目により異なります。

試験を行う場合はレポート・試験とも：インターネットで解答

③面接授業（授業）学習センターにて対面で受講します
（試験）通信指導、単位認定試験は行いません

各授業の中で担当講師が指定する方法で試験があります

※状況によりZOOMを使用した授業に変更または閉講することがあります。（シラバスに記載）
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1．放送大学の学習システム （〈学生生活の栞教養学部〉P12~）

放送授業の
通信指導・単位認定試験が不合格であった場合について

通信指導・単位認定試験が不合格であった、次の学期に限り、（学籍がある場合）
履修登録なし（学費の支払いなし）で試験を再度受験することができます。

科目履修生等で、学籍が切れる場合で、試験の受験を希望する場合は、
継続して学籍を維持（再入学）いただく必要があります。
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1．放送大学の学習システム （〈学生生活の栞教養学部〉P12~）

授業の履修登録

入学申請時に2022年度１学期授業の履修登録を
行っていただきました。

2022年度２学期に受講する授業については、
その学期が始まる前の決められた期間に、
学生自身で科目登録の手続きを行います。
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2022年度
冊子の日程を
ご確認ください



2．学年暦 （ 〈学生生活の栞教養学部〉P10）

←放送授業

←ｵﾝﾗｲﾝ授業

←面接授業

←試験の日程

●通信指導
Web 5/9(月)~5/31(火)
郵送 5/16(土)~5/31(火)

●単位認定試験
7/15(金)9：00~7/26(火)17：00
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※必ず２０２２年度版を確認してください

2022年度
冊子の日程を
ご確認ください



３．学生証（〈学生生活の栞教養学部〉P18~

特段に必要のない学生は、学生証の交付を必ず行う必

要はありません。

※感染症予防のため、このためだけに窓口に来られる必

要はありません。

大学で必要な場面：学習センターを利用する際に携帯

ください。

・図書室利用時

・証明書、学割等の交付時など

※学費を入金したのにまだ入学許可書届いてないという

方は、大学本部での処理が完了していないため学生証

が発行されていません。入学許可証がお手元に届いてか

ら学生証の交付を行ってください。
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2022年度
冊子の日
程を

ご確認く
ださい



３．学生証（〈学生生活の栞教養学部〉P18~

学生証の受け取り方法：

郵送での交付 もしくは

東京多摩学習センター3F事務室窓口で

入学許可書を確認の上交付しています。

郵送での交付手順 （右図の通り）→

（多摩学習センターHPにも掲載しています）
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4．システムWAKABA/キャンパスメール （〈学生生活の栞教養学部〉P22、P112~）

「システムWAKABA」とは、

放送大学学生の学修をサポートするための教務情報システム

のことです。

このシステムでできること

大学からのお知らせや、履修・単位修得状況情報などの「情報閲覧」

科目登録申請などの「申請・手続」

インターネット配信による授業聴講などの「学習」
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まなぴー



①放送大学公式ホームページを開く
「＞在学生」をクリックする
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③ここをクリック

システムWAKABAログイン方法 ②「＞在学生」のページ



システムWAKABAログイン方法 つづき

④本人認証画面に移ります。

入学許可証に記載の
「ログインID」 と 「初期Pass Word」を入力し、
ログインボタンをクリックします。

パスワード変更
について続いて
説明します
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⑤認証が完了すると、
左上に【放送大学の鳩のシンボルマーク】の
メニュー画面に移ります。

ログイン完了です。



初期パスワードを変更してください

不正利用を防ぐため必ず初期パスワードの変更をするようお願いいたします。

入学後、一定期間経っても初期パスワードを変更していない場合は、

ロックアウトされ、システムにログインできなくなります。

パスワードを変更せずログインできなくなった場合は、大学での手続きが必要です

→東京多摩学習センターにご連絡ください。
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キャンパスメールとは：Webブラウザを利用したメールシステムです。

放送大学学生のための専用のメールアドレスに、大学本部や学習センターからのお知らせ等が届きます

システムWAKABAにログインする。
【放送大学の鳩のシンボルマーク】の下方の「キャンパスメール」をクリックする。
メール画面に移ります。

キャンパスメールのログイン方法（複数ログイン方法があります）
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所属の学習センター、その他の学習センターで活動で

きることが異なります。

詳しい内容は、学生生活の栞、東京多摩学習セン

ターの学習センター利用の手引きをご覧ください。

※緊急事態宣言時などは、感染症予防のため利用

できる内容・時間などが大きく変更することがございま

す。

変更する場合は、東京多摩学習センターのHPでご

案内をいたします。

５．学習センターについて（〈学生生活の栞教養学部〉P107~ 
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2022年度
冊子を
ご確認く
ださい



６．履修計画の立て方 （〈学生生活の栞教養学部〉P42～）

学習の目的に応じて各自計画

科目履修生、選科履修生：

ご自身の興味、資格取得での必要性などの

事情に応じて計画

全科履修生：

卒業、学位の取得を目指して計画

卒業要件は２つ

①科目区分による要件

②授業形態による要件
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2022年度
冊子を
ご確認く
ださい
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2022年度
冊子の日
程を

ご確認く
ださい
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2022年度
冊子の日
程を

ご確認く
ださい



24

2022年度
冊子を
ご確認く
ださい



25

2022年度
冊子を
ご確認く
ださい



７．諸手続・諸証明書 （〈学生生活の栞教養学部〉P85~、100~、書式P145~）

諸手続

〇〇願と〇〇届の違い

「〇〇願」は願い出のため、大学で許可された場合に認められます。

「〇〇届」は、住所の変更など、既に申請している事項に変化などがあった

場合にお知らせいただくものとなります。事実であることを確認するため、証明

書等の提出が必要である場合があります。

手続きを行う際は、以下をよくご確認ください。

〇申請手続きの受付期間

〇申請書提出等の方法

※書類の提出先をよくご確認ください。

※WEB(wakaba)で手続きができるものもあります。
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７．諸手続・諸証明書 （〈学生生活の栞教養学部〉P85~、100~、書式P145~）
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2022年度
冊子を
ご確認く
ださい



発行申請（郵送の場合）・・・以下を、学習センターまでお送りください。

①証明書交付願

②発行手数料

③返信用封筒（切手貼付、宛先明記）

②発行手数料

・定額小為替をご利用いただくと便利です。

切り取ったり、記入せずそのまま送付ください。

・現金を送る場合は、必ず現金書留を使用することとなっております。

過去に、普通郵便で送付されたために、

郵便局の機械を通す際に硬貨が封筒から出てしまい

空の状態で届き、再送いただいた事例がございます。

①証明書交付願

〈学生生活の栞教養学部〉P149~に、

書式が記載されています。

③返信用封筒

証明書用封筒のサイズは、長３封筒より少し小さくなっています。

３通以上の証明書を申請する場合は、角２封筒をお送り願います。
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切り取らない



〇東京多摩学習センターの「多摩ゼミ」、「学習相談」

東京多摩学習センターには、所長と９名の客員教員の先生が所属しています。

「学習相談」

学習の進め方、修士課程進学に関する相談など、客員教員の先生に直接アドバイスをいただけます。

予約は東京多摩学習センター事務室までお問合せください。

客員の先生の専門分野等は、学習センター利用の手引き（P47,48）に掲載されています。

「多摩ゼミ」

所長と客員教員それぞれの専門分野によるゼミを開催しています。

単位の修得は伴いませんが、先生と直接ディスカッションをしながら、知識を深められる貴重な機会となっています。
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申請方法

●HP、所内掲示板にてご案内します



ご清聴ありがとうございました。

通常であれば、お気軽に事務室の窓口にお問い合わせください、と案内をさせて頂くところなのですが、
対面での説明などはできる限り控えている状況となっています。
相談事などがありましたら、メールでのお問い合わせをいただけますようお願いいたします。

メールアドレス tama-sc@ouj.ac.jp

充実した学生生活となるようサポートします。
昨年度から引き続き、コロナ感染症の関係でさまざまな予定が急に変更となる可能性がございます。
放送大学のホームページや、東京多摩学習センターのホームページに、ご案内を掲載させていただきます。

2022年4月 放送大学東京多摩学習センター教務係
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