
放送大学東京渋谷学習センター

学び方ガイダンス

平成２９年度第１学期ご入学の学生の皆様へ
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学習スケジュール

放送授業・ｵﾝﾗｲﾝ授業開始
１

４月１日（土）～
step
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※放送授業を視聴できなかった場合
（１）インターネット配信による視聴

テレビ授業（一部科目を除く。）とラジオ授業を
「キャンパス・ネットワーク・ホームページ」の「資料
室」から視聴できます。

（学生生活の栞：学部Ｐ．３２～、大学院Ｐ．４３～参照）

（２）学習センターで視聴
図書・視聴学習室にて視聴できます。

（学習センター利用の手引きＰ．１６～参照）

（３）所属学習センターにおける放送教材（ＤＶＤ、
ＣＤ）の貸し出し

貸出期間:１週間以内
貸出数:３巻以内
※１学期は４月８日（土）から貸し出しを
開始します。 （学習センター利用の手引きＰ．２１参照）

下記の３科目については、インターネット上で、配信される授業を学習しますが、 通信指導
及び単位認定試験があります。学期毎（半年間）で完結します。
2015年度開設 幼児理解の理論及び方法（’１５）、教育課程の意義及び編成の方法（‘１５）
2017年度開設 小学校外国語教育教授基礎論（’１７）

オンライン授業（通信指導、単位認定試験なし）

上記3科目以外のオンライン授業は、インターネット上で講義を視聴、小テストやディスカッショ

ン、レポート等の課題を決められた期間に提出して学習成果が認められることで単位が与え
られます。通信指導及び単位認定試験はありません。学期毎（半年間）で完結します。

テレビまたはラジオで授業を行います。（一部科目を除いてインターネットでも配信）
いずれも週１回45分の放送が15週放送され、学期毎（半年間）で完結します。

放送授業科目約300科目から選択

オンライン授業

インターネット上での課題解答等の学習成果が認められることで単位が与えられます。1単位
科目と、2単位科目があり、原則として、1単位科目は8回、2単位科目は15回配信され、期毎
（半年間）で完結します。

2017年度１学期開設２０科目から選択

オンライン授業 （通信指導、単位認定試験あり）



４

５

６

単位認定試験

成績通知

次学期の科目登録申請

【大学院】 ７月２１日（金）、２２日（土）
【学部】 ７月２３日（日）、２５日（火）
２６日 （水）、２７日（木）、２９日（土）
３０日（日）

８月下旬
大学本部から送付

（Ｐ６、７参照）

<郵送>
８月１５日（火）～８月３０日（水）

大学本部必着

＜システムＷＡＫＡＢＡ＞
８月１５日（火）９：００～
８月３１日（木）２４：００迄に申請

（Ｐ．１４参照）

当該科目を登録した学期の
次学期まで学籍が継続して
いれば、次学期に限り単位認
定試験を再受験できます。

※当該学期で学籍が切れる
方は、継続入学の手続きが
必要です。（Ｐ．１５参照）
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単位修得

合
格

不
合
格

２

３ 通信指導添削結果
試験通知（受験票）の送付

通信指導の答案提出

<添削結果>７月上～中旬

<受験票>試験日の約１週間前までに
大学本部から送付 （Ｐ．４、５参照）

<郵送> 
５月２４日（水）～６月７日（水）

大学本部必着
<Ｗｅｂ通信指導>

５月１７日（水）１０：００～
６月７日（水）１７：００ 迄に送信

未
提
出

不
合
格

当該科目を登録した学期の次
学期まで学籍が継続していれ
ば、次学期に限り通信指導を
受けることができ、その結果
により、単位認定試験を受け
ることができます。

※当該学期で学籍が切れる
方は、継続入学の手続きが必
要です。（Ｐ．１５参照）



通信指導問題の添削結果

正解

ご自身の解答
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通信指導未提出の方と不合格の方は、当該科目を登録した学期の
次学期に限り、学籍があれば再度通信指導を受け、その結果によ
り単位認定試験を受験できます。
学籍が切れる方は継続入学の手続きが必要です。（Ｐ．１５参照）

単位認定試験の受験可否

７月上～中旬に大学本部から送付。
①択一式科目（併用式科目の択一部分）は７月７日（金）迄に、
②記述式科目（併用式科目の記述部分）は７月１９日（水）迄に
届かない場合は大学本部にご連絡願います。
大学本部（ＴＥＬ：０４３－２７６－５１１１）

渋谷 太郎 殿

１５０－００４３
東京都渋谷区道玄坂１－１０－７
五島育英会ビル１Ｆ

渋谷 太郎

３ の参照資料



単位認定試験通知（受験票）

■同封書類→「時間割表」「注意事項と試験問題の公表」
■「時間割表」 ①試験の形式

択一式、記述式、併用式の記載
②持ち込み許可物品
印刷教材・ノート、辞書等の持ち込み可否
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■試験時間は５０分
■試験問題の持ち帰りは出来ません。
■試験問題は試験終了後公表します。解答は主任講師の
了承のあった科目のみ公表します。解答を公表しない科目
は、解説又は、コメントを公表します。公表方法は、キャンパ
ス・ネットワーク・ホームページへの掲載及び学習センターに
おける閲覧です。

７月中旬に大学本部から送付。
７月１３日（木）迄に届かない場合は
大学本部にご連絡願います。
大学本部（ＴＥＬ：０４３－２７６－５１１１）

渋谷 太郎 殿

１５０－００４３
東京都渋谷区道玄坂１－１０－７
五島育英会ビル１Ｆ

ＦＯＲＵＭ８ ７０８会議室（７Ｆ）

渋谷 太郎

東京渋谷

４
の参照資料



成績通知書
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放送授業
Ｃ（69～60点）以上は合格、Ｄ（59～50点）とＥ（49～0点）は不合格。
不合格の場合は次学期に限り
学籍があれば再受験できます。（科目登録不要）
次学期学籍が切れてしまう方は再入学の手続き必要です。

面接授業
合否のみ

５ の参照資料

８月下旬に本部から送付

成 績 （学生生活の栞：学部Ｐ．７０～、大学院Ｐ６５～参照）

放送授業・オンライン授業
A（100～90点）、A（89～80点）B（79～70点）C（69～60点）以上は合格、
Ｄ（59～50点）とＥ（49～0点）は不合格。
面接授業
合・否 のみ

再試験 （学生生活の栞：学部Ｐ．７１～、大学院Ｐ６６～参照）

放送授業
単位認定試験のある次の３科目のオンライン授業
「幼児理解の理論及び方法（’15）」
「教育課程の意義及び編成の方法（’15）」
「小学校外国語教育教授基礎論（’17） 」

・次学期に限り学籍がある→再受験できます（科目登録不要）
・次学期学籍が切れる →再入学の手続きが必要です
上記以外のオンライン授業は再試験はありません。（科目登録必要）
・学籍が切れる →再入学の手続きが必要です



単位修得状況一覧
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５
の参照資料

８月下旬に本部から送付

入学してから現在に至るすべての修得単位



面接授業の科目登録

受講

科目登録
申請

授業料
納付

科目登録
決定通知

・次学期に学籍の
ある在学生
・継続入学生

（出願期限等の特定の
条件を満たした場合）

・新規入学生
（出願期限等の特定の条
件を満たした場合）

②次学期に学籍のある在学生及び継続入学生・新規入学生（出願期限等の特定の条件を満た
した場合）が学期開始前に科目登録をします。

面接授業 ◇全国５７カ所の学習センター等で年間約３０００クラス開講◇１回につき１時間２５分の授業を全８回行います。

空席発表 追加登録
（授業料納付）

全ての学生

４/１５ (土) ４/２１(金)
～７/１６(日)

面接授業を開講する学習センターにて、
原則として、各科目の開講日の１週間前
まで受付けます。
（但し、定員に達し次第、締め切ります。）

抽選

４/２１(金)

①定員に満たなかった科目について学期開始後に追加登録ができます。

初日については面接授業を開講する学習センターにて１０時までの来所者を対象に
登録申請する順序を決める抽選を行います。以後は申請順に随時受け付けます。

・学習センターの掲示版
・キャンパス・ネットワーク・ホームページ

・システムＷＡＫＡＢＡ（４／２１（金）１５時以降、
リアルタイムで空席状況を確認できます。）
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６
の参照資料
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放送大学Webを利用しよう！（学生生活の栞：学部Ｐ．２２～、Ｐ．１１１～ 大学院Ｐ３１～、Ｐ．９６～参照）

ログインの方法（キャンパス・ネットワーク）

１．放送大学のホームページ（http://www.ouj.ac.jp/）の
「在学生の方へ」 のボタンをクリックします。

２.次にキャンパス・ネットワークのホームページ
のリンクボタンをクリックします。

３ の参照資料
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ログインの方法（キャンパス・ネットワーク）

３．放送大学の認証システム画面が表示されます。

４．IDとパスワードを入力してログインボタンをクリックします。
ＩＤ：入学許可書（学生証）に記載された学生番号１０桁（－ハイフンを除く）
パスワード：入学許可書に記載された８桁（当初は生年月日西暦８桁：例19701206）
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キャンパスネットワークの活用

WEB通信指導
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システムWAKABAの活用につて

ログインの方法はキャンパス・ネットワークと同様です

放送大学の認証システム画面が表示されます。

IDとパスワードを入力してログインボタンをクリックします。

ＩＤ：入学許可書（学生証）に記載された学生番号１０桁（－ハイフン
を除く）

パスワード：入学許可書に記載された８桁（当初は生年月日西暦８
桁：例19701206）

４
の参照資料



システムWAKABAの活用

学生カルテ

履修成績照会

カリキュラムシミュ
レート

教材・通信指導問
題発送依頼情報照

会

成績照会

各種届 科目登録申請

自己判定

継続入学申請

シラバス参照

システムWAKABAでこんな
ことができます！
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所属コース、学習センター、受験センター
の変更届等



科目登録申請要項 科目登録申請票
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次学期に引き続き学籍のある方の科目登録

①「授業科目案内」
②「面接授業時間割表（南関東学習センター版）」
③「面接授業開設科目一覧表(全国版）」

８月中旬に大学本部から送付。
<郵送>
８月１５日（火）～８月３０日（水）大学本部必着
＜システムＷＡＫＡＢＡ＞
８月１５日（火）９：００～

８月３１日（木）２４：００迄に申請

①②

③

６ の参照資料



次学期に学籍の切れてしまう方の出願・科目登録

継続入学をこの書類で出願する場合は、
出願時の面接授業の科目登録申請は
できません。追加登録による申請は可
能です。

※ただし、科目登録申請期間にシステ
ムWAKABAの継続入学申請にて出願す
れば可能です。

現在、選科履修生または科目履修生の方（※）が、

全科履修生に出願される場合は同封の「出願票他提
出書類セット」にて手続きをして下さい。
※（過去に全科履修生として在籍したことがない場合）

来学期学籍が切れてしまう方とは？
①科目履修生
②選科履修生（現在、在籍2学期目の方）

継続入学出願票

入学金が２５％割引になります。

留意事項

次学期に履修する放送授業
科目コード・科目名等を記入する。

８月中旬に大学本部から送付。
＜郵送＞

８月３０日（水）迄（予定）に大学
本部必着。
（Webは８月３１日（木）迄（予
定）に申請）
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６ の参照資料



東京渋谷学習センター案内図
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〒１５０－００４３ 東京都渋谷区道玄坂１－１０－７ 五島育英会ビル１階
ＴＥＬ：０３－５４２８－３０１１ ＦＡＸ：０３－５４２８－３０１５
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東京渋谷学習センターフロア案内 （学習センター利用の手引きＰ．９～参照）



図書・視聴学習室の活用方法 （学習センター利用の手引きＰ．１６～参照）

印刷教材（テキスト）、図書の閲覧ができます

放送授業の視聴ができます

とっておき活用術

新しい科目に挑戦してみましょう！

現在履修している科目以外で興味を持った
いくつかの科目を視聴室で視聴してみる

きっと次学期に履修したい科目が見つかります。
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図書の貸し出しができます

座席数（４０席）
・ＤＶＤ・ＣＤデッキ利用席（２０席）
・ＰＣ利用席（２０席）
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渋谷学習センターホームページ
（http://www.campus.ouj.ac.jp/~shibuya/）


