ここがスゴい！

・９万人が学ぶ充実のカリキュラム(約３００科目)
・インターネット、ＴＶ、ラジオ等多様な学習方法
・全国の大学の３分の１が放送大学利用中！

履修学生の声を裏面にて紹介します

放送大学では、博物館法施行規則の改正に対応した「博物館に関する科目」のう
ち、「博物館実習」以外を全てご用意しております。
学芸員を目指す学生さまへの履修の一助にピッタリです。映像資料を組み合わせた、
ライブ感あふれる講義は、放送大学ならでは！インターネットでいつでも学べます。

Ｑ.放送大学の科目を履修してみて
よかったことを教えてください！
博物館概論（’１１）
【主任講師：吉田憲司(国立民族学博物館教授)】

博物館の内側（学芸員の目線から）の見方ができて、ため
になった。先生の話、資料映像、ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ等がおりまぜてあり、楽しかった。

博物館教育論（’１６）
【主任講師：大髙幸(放送大学客員准教授、慶應義塾大学非常勤講師)／
端山聡子（放送大学客員准教授、横浜美術館主任学芸員・主任エデュケーター）】

具体例が多くて分かりやすい放送教材でよかった。
博物館資料保存論（’１２）
【主任講師：森田稔(九州国立博物館副館長)/本田光子(九州国立博物館特任研究員)】

学芸員の資格取得のために受講しました。新たな制度に対応して開設
していただいて本当に良かったです。資料保存の術や身構えを学習できました。

博物館展示論（’１６）
【主任講師：稲村哲也（放送大学教授）】

博物館の展示について、様々な場所の博物館の展示例を見ることが
でき、より効果的な展示法を知ることができた。
様々な博物館があり、その数だけの展示方法や、理念があ

ることがわかり、良かった。

Ｑ.放送大学の学習システムについての
感想をお聞かせ下さい！
通信教育が初めてで不安だったが、とても良かった。また、テレビ

やラジオだけでなく、インターネットで配信してい
るのはとても良いと思った。

自分自身で勉強する術が身に付いた。また、教科書
が分かりやすかったため、科目内容を理解しやすかった。
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください
放送大学 連携教育課連携協力係
TEL : 043-298-4256 E-mail: renkei@ouj.ac.jp

「博物館に関する科目」の対応科目のご案内
放送大学では、文部科学省や学芸員養成課程を有する大学の要望を受け、平成２４年４月１日
に施行された博物館法施行規則の改正に対応した「博物館に関する科目」を下記のとおり
開設しています。（平成25年度からは博物館実習を除く全ての対応科目を開設しました。）
各大学におかれましては、学芸員資格の取得をめざす貴学学生の履修の一助として、
単位互換による当該科目の活用をぜひご検討ください。
「博物館に関する科目」を全区分開設している場合でも、
「必修科目と開設時間が重なっている」、「科目を開設しているキャンパスとは別の
キャンパスで学んでいる」などの理由により、貴学開設科目の履修が困難な学生のため、
「併設科目」としてのご利用もご検討ください。

※本学と単位互換協定を締結していない大学におきましては、これを機会に協定締結をご検討
いただきますようお願い申し上げます。

【新課程】改正博物館法施行規則に対応する放送大学の「博物館に関する科目」（２４年度以降の入学者）
平成２５年度以降
「博物館に関する科目」
生涯学習概論

対応科目

必要単位

単位数 メディア

生涯学習を考える（'17）

2

生涯学習の新たな動向と課題（'18）〔大学院科目〕

2 ラジオ

オンライン

2

博物館概論

2 博物館概論（'19）

2 テレビ

博物館経営論

2 博物館経営論（'19）

2 ラジオ

博物館資料論

2 博物館資料論（'18）

2

博物館資料保存論

2 博物館資料保存論（'19）

2 テレビ

博物館展示論

2 博物館展示論（'16）

2 テレビ

博物館教育論

2 博物館教育論（'16）

2 ラジオ

博物館情報・メディア論

2 博物館情報・メディア論（'18）

2 テレビ

博物館実習

3 ※※

「一科目」から
ご利用可能です。

オンライン

※「生涯学習を考える（'17）」「博物館資料論（'18）」はオンライン授業科目です。
◎オンライン授業科目について
全ての学習をインターネット上で行い、通信指導、単位認定試験および再試験は行いません。
インターネットで講義を視聴、小テストやディスカッション、レポート等の課題を科目ごとに決め
られた期間に提出して学びを進め、オンラインでの学習活動により成績評価を行います。
オンライン授業科目の視聴環境に関しては、本学ＨＰをご確認ください。
※※博物館実習は開講（対応）していないのでご留意ください。

【単位互換協定を締結している大学】
新たに放送大学と文書等を取り交わす必要はございません。
資料３のとおり、利用したい学期に放送大学への出願手続きを行ってください。

【単位互換協定が未締結の大学】
履修に先立ち、放送大学と「単位互換協定書」及び「協定に基づく覚書」を取交しま
す。（裏面参照）
協定締結までにおよそ3ヶ月ほどかかりますので、貴学における履修案内期間を勘案
し、利用を希望する学期の開始2～3か月前までに協定締結の意向を下記担当までご連
絡ください。
協定締結後、資料３のとおり、利用する学期に放送大学への出願手続きを行ってくだ
さい。
裏面参照

【文部科学省への届出について】
放送大学科目を利用することによって、学芸員の養成課程を設置又は養成課程の一部
変更を行う際には、文部科学省に届出を行う必要があります。その場合は、届出内の放
送大学科目部分の記入方法について、下記担当までご連絡ください。
また、文部科学省への届出は既に貴学開設科目で済んでおり、その科目の「読み替え
科目」として放送大学科目を利用する場合（証明書上に貴学開設科目名として表示され
る場合）は、改めて変更の届出は必要ありません。

科目利用及び協定締結のご希望がありましたら下記までご連絡くだ
〒261-8586 千葉市美浜区若葉2-11
放送大学学園学務部連携教育課連携協力係
TEL :043-298-4256 FAX :043-298-4138
放送大学 単位互換

検索

放送大学との単位互換協定締結の手続きの流れについて

放送大学と単位互換を開始する場合は、以下のとおりの流れで単位互換協定を締結します。

貴学から単位互換協定締結の意向を放送大学へ連絡願います
放送大学学園学務部連携教育課連携協力係
TEL :043-298-4256 FAX :043-298-4138
e-mail:renkei@ouj.ac.jp

貴学内で単位互換の方法について検討
単位互換に関する諸規定（学則等）の確認
利用学部・学科（履修予定者数）
履修可能単位数
履修できる授業科目の範囲
カリキュラム上の位置づけ
履修開始時期
授業料の負担方法

～

○
○
○
○
○
○
○

２

。

３
カ
月
程
か
か
り
ま
す

単位互換協定締結のための学内手続き
○
○
○

規程・カリキュラムの整備
単位互換協定書・覚書の成文化
学内会議における単位互換協定・覚書の承認

協定書・覚書の締結

次ページスケジュールのとおり

利用したい学期に放送大学への出願を行う

放送大学科目の年間履修スケジュール（特別聴講学生）
第１学期（４月～９月）
月 日

事

項

第２学期（１０月～３月）
月 日

事

項

10月 下旬

放送大学から出願予定の確認
（募集要項等必要数等）

5月 中旬

放送大学から出願予定の確認
（募集要項等必要数等）

11月 下旬

放送大学から募集要項等の配布

6月 中旬

放送大学から募集要項等の配布

12月上旬～

学生への周知，募集開始

6月 中旬～

学生への周知，募集開始

特別聴講学生の出願 締切

特別聴講学生の出願 締切

2月 上旬

※締切後も，２月末まで受付可能ですが，教
材の発送が授業開始に間に合わないことが
あります。（発送は入金確認後２週間程度）

8月 上旬

※締切後も，８月末まで受付可能ですが，教
材の発送が授業開始に間に合わないことが
あります。（発送は入金確認後２週間程度）

2月 末日

放送教材貸出申込書 締切

8月 末日

放送教材貸出申込書 締切

３月 上旬

放送大学から学費の請求

９月 上旬

放送大学から学費の請求

学費納入 締切
3月 中旬

※締切後も，３月末まで納入可能ですが，教
材の発送が授業開始に間に合わないことが
あります。（発送は入金確認後２週間程度）

学費納入 締切
９月 中旬

※締切後も，９月末まで納入可能ですが，教
材の発送が授業開始に間に合わないことが
あります。（発送は入金確認後２週間程度）

3月 下旬

放送大学から教材・通信指導問題（新規開設
科目を除く）等発送

9月 下旬

放送大学から教材・通信指導問題（新規開設
科目を除く）等発送

4月 1日

授業開始

10月1日

授業開始

4月 下旬

放送大学から新規開設科目の
通信指導問題発送

10月 下旬

放送大学から新規開設科目の
通信指導問題発送

6月 上旬

通信指導提出締切（必着）

１１月 下旬

通信指導提出締切（必着）

放送大学から通信指導問題の添削
の結果返送
7月 中旬

放送大学から通信指導問題の添削
の結果返送
1月 中旬

放送大学から単位認定試験通知
（受験票）の送付

放送大学から単位認定試験通知
（受験票）の送付

7月下旬

授業終了

１月下旬

授業終了

7月 下旬

単位認定試験

1月 下旬

単位認定試験

8月 下旬

放 送大 学か ら成 績通 知（ 本人 宛・ 所属 大学
宛）

2月 下旬

放 送大 学か ら成 績通 知（ 本人 宛・ 所属 大学
宛）

