
インターネット出願マニュアル
次学期に学籍がある在学生の方は、出願ではなく科目登録となります。

科目登録の方法等は、学生生活の栞 P.60～(学部) P.56～(大学院)を参照してください。
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必ず学生募集要項もあわせてご確認ください。 https://www.ouj.ac.jp/booklet/

https://www.ouj.ac.jp/booklet/


インターネット出願はこんなに便利︕
①出願期間中、24時間受付できます︕

②選考前であれば、科⽬登録の変更も可能︕

時間や場所にかかわらず、出願が可能︕必要事項を⼊⼒し、短時間で出願申請ができます。

悩んでいる科⽬がある⽅やじっくり考えたい⽅も安⼼。出願後選考前に限り、科⽬登録の変更が可能です。
(郵送の場合、出願した時点で変更は⼀切できません）

③⼊⼒ミスも安⼼︕科⽬検索機能
検索機能を使って、科⽬登録のミスを防ぎます︕個⼈情報などの⼊⼒も不⾜があれば表⽰されるので安⼼。

④出願がインターネットですべて完了︕（全科履修⽣を除く）

選科履修⽣・科⽬履修⽣は、証明書類の提出がないためインターネットだけでサクサク出願完了︕
※全科履修⽣は、⼊学資格証書類などの郵送が必要です※
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出願前にご準備いただくこと

メールアドレス
出願登録完了後に、整理番号とパスワードを記載した申請完了通知メールを送信します。
⼊学まで変更や削除の可能性がなく、日常的に受信を確認できるメールアドレスを用意してください。

※ 「ouj.ac.jp」（後⽅⼀致）からのメールが受信できるようにあらかじめ設定してください。
※ メールアドレスをお持ちでない場合は、フリーメール等を新たに取得してください。

顔写真データ

正面向き、上半身、脱帽、６ヶ月以内に撮影し、個⼈を判別できる写真 (証明写真でなくてもOK!)
・ サイズ︓縦30mm×横24mm
・ 使用可能なファイル形式︓JPEG 、PNG 、BMP
・ 画像データのサイズ︓１MB以下のもの

大学⼊学資格を証明するもの【全科履修⽣のみ】

全科履修⽣は、出願期間内に郵送で⼊学資格を証明する書類の提出が必須となります。
インターネット出願だけでは、申請完了となりませんので出願期間終了間際は特にご注意ください。

学⽣証に使用します。
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インターネット出願の手順
URLはこちら︕☞ https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/syutsugan.html
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イメージ

まず、緑のボタンより
出願前の確認事項を参照してください。
いよいよ出願開始です︕
オレンジのボタンをクリック

出願前に学生募集要項等を必ずご確認ください。

学生募集要項や授業科目案内などは、電子版もございます！

https://www.ouj.ac.jp/booklet/

https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/syutsugan.html
https://www.ouj.ac.jp/booklet/
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ⅰ.出願できるのは、第1回・第2回を通して1度のみ、1学生種に限ります。
出願後の学生種の変更や出願の取り消しはできませんのでご注意ください。

ⅱ. 出願期間内に証明書の提出が必要です。
インターネット出願だけでは申請完了となりません。特に出願期間締切間際は、

出願前に証明書の郵送到着も考慮し学生種をご検討ください。

ⅲ.ご不明点は、学生募集要項および本学ウェブサイトをご参照ください。
出願期間中は、総合受付等の窓口が大変混雑致します。
出願方法等の詳細は募集要項やウェブサイトのよくあるご質問をまずご確認ください。

【よくあるご質問 (編入学編) 】 https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/gakubu/credits.html
【よくあるご質問まとめ】 https://www.ouj.ac.jp/hp/toiawase/

出願前の最終確認

全科履修生のみ

https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/gakubu/credits.html
https://www.ouj.ac.jp/hp/toiawase/


このマニュアルでは、
⼊⼒項⽬が⼀番多い、
「全科履修⽣」を⾒本に
登録⽅法を解説します。

クリック
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⼊学を希望する学⽣の種類の横にある
「出願する」ボタンをクリックしましょう︕

出願後の学生種の変更や重複の出願、
出願の取り消しはできませんのでご注意ください。

本ページより先はブラウザの戻るボタンや更新を使用するとエラーとなりますのでご注意ください



⼾籍上の⽒名、性別、⽣年⽉⽇を記⼊してください。
※使用できる文字は、JIS⽔準１〜２までとなります。

JIS⽔準3以上のものは、置き換えるかカタカナで⼊⼒してください。

※氏名を漢字以外で表記している⽅は、ミドルネームを
省略し、ファーストネーム、ラストネームの順にカタカナで
記⼊してください。

※外国籍を有する⽅は在留カード、旅券等に記載されている
氏名を記⼊してください。

⼊⼒画面に書いてある注記も確認しながら⼊⼒しましょう
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⼊学前の郵送物はすべて⼊⼒された住所に送付されます。
転居等の予定がある場合は、郵便局へ転送手続き等を必ず⾏ってください。

出願完了後に整理番号が記載された申請完了通知を送付します。
出願後のメールアドレスの変更はできませんので、⼊⼒ミス等にご注意ください。



郵便物宛名は、⽒名で⼊⼒した名前と

①違う名前でないと、郵便物が届かない
②事情があり、違う名前で届けてほしい

場合のみ⼊⼒してください。
表札の名前を記⼊する項⽬ではございません。

⽒名欄にも郵便物宛名欄にも
⼊⼒していない名前を⼊⼒してください。
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個⼈情報⼊⼒はここまで。次からは「出願情報」を登録します。

顔写真は学⽣証のデータとしても
使用します。
登録がない場合、学⽣証の発⾏
ができません。

「後で登録する」を選択すると
そのまま出願情報の⼊⼒に進みます。

選考開始までの期間が限られているため、
数日以内に顔写真を登録してください。

登録⽅法については、
P.29~をご覧ください。
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学習センターは、学⽣証の交付や、単位認定試験の会場と
なるため、通いやすい場所を選択してください。

※⼊学後の変更も可能ですが、次の学期からになります。
所属学習センター以外で試験を受けたい場合のみ、
選択してください。(試験だけ職場の近くで受けたいなど)
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志望コースは全科履修⽣のみ選択



全科履修⽣のみ⼊⼒が必要な項⽬です。

全科履修⽣の出願にあたっては、⾼等学校卒業程度の資格を有する
ことを証明する必要があります。

「⼊学資格確認欄」で該当する⼊資格⼀つを⼊⼒し、
出願期間内に証明書を郵送でご提出ください。

※インターネット出願をして、証明書の送付を
忘れるケースが大変多いです︕

過去に全科履修⽣として在学したことがある方のみ

「あり」にチェックし、画面下部(P.14)の学⽣番号 (ア)もしくは(イ)に
必要事項を⼊⼒することで、証明書の提出が不要になります。
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編⼊学や既修得単位の認定等を希望する⽅のみ

出願期間内に証明書を郵送でご提出ください。

証明書は、出身校に依頼して、本学指定の様式で
作成いただく必要があります。(ご⾃身での作成不可)

様式は『出願票他提出書類セット』から⼊手するか、
下記URLより⼊手してください。
https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/gakubu/credits.html

※（A)または（B)を選択した⽅は、
既修得単位認定審査等手数料10,000円が必要となります。

※ 過去に本学で修得した単位の引継ぎとは異なります。
本学で修得した単位の認定についてはP.14を参照し、
本項⽬は「希望しない」を選択してください。
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https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/gakubu/credits.html


過去に本学に在籍されていた方へ

(ア)の学⽣番号欄を記⼊いただくことで、
過去に履修した単位の通算や在学した期間の認定等を⾏います。

在学時の学⽣番号を忘れてしまった場合は、
(イ)に必要事項を必ずご⼊⼒ください。
前に在籍されていた際から、お名前や住所の変更がない場合も
学⽣番号がわからない場合は必ず⼊⼒してください︕

(ア)(イ)に⼊⼒がない場合、過去在籍があっても
単位等の通算は⾏われません。

出願情報⼊⼒はここまで。次からは「科⽬情報」を登録します。

選科・科⽬履修⽣（学部）
修士選科・修士科⽬⽣（大学院）のみ
教育訓練給付⾦制度の利用を希望する⽅
のみ選択してください。
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クリック
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放送授業・オンライン授業より1科目以上選択する必要がございます。

面接授業の登録は、条件を満たした方のみ
学内システムWAKABAより指定の期間内に可能となります。

出願期間や学費納⼊期日が異なりますので、
学⽣募集要項をご確認ください。



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

クリック
冊子「授業科⽬案内」も
ご参照ください

◎検索のポイント

・科⽬名の⼀部でも検索可能(オススメ)

・全ての項⽬を⼊⼒する必要はありません。

・科⽬コードは半角７桁です。
前後にスペースがないように注意
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このページではオンライン授業を検索できません。
オンライン授業の追加⽅法は、P.19〜をご確認ください。



検索結果が画面の下に表⽰されます。

受講したい科⽬の選択欄にチェックします。
印刷教材が不要な場合はチェックを外します。

※新たに開設・改訂される科⽬は、要・不要の希望にかかわらず新しい教材を送付します。
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追加したい科⽬にチェックをし、
科⽬選択ボタンを押します。



科⽬選択でチェックした科⽬のみ表⽰されます。

削除したい場合は、
選択にチェックをして、削除ボタンを押します。
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表示されている科⽬に間違いがなければ、
追加完了ボタンを押します。



科⽬登録の最初の画面に戻ります。
放送授業のタブに選択した科⽬が表⽰されます。

オンライン授業を登録したい場合は、
オンライン授業のタブをクリックします。

クリック

オンライン授業を登録する⽅は、放送大
学ウェブサイトで事前にオンライン授業体
験版を体験しましょう。
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お知らせ確認後の、
科⽬登録の⽅法は
放送授業と同じ手順です。

クリック

クリックすると、オンライン授業について
お知らせが掲⽰されます。

クリック
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イメージ



※面接授業の登録は、出願時には⾏えません※
⼊学学期当初に面接授業を登録したい方は、学⽣募集要項をご覧ください。

クリック

放送授業・オンライン授業の登録したい科⽬を
すべて追加できたら、「確認」ボタンをクリック︕

選考前であれば、再度追加・削除を⾏えます。
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これまで登録したすべての
項⽬が表⽰されますので
確認しましょう。

画面イメージ
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最後に、学費合計⾦額が表⽰されます。
ご確認ください。

チェックして
送信をクリック

確認して、直したい項⽬があれば
該当のボタンを押して戻ることが
できます。

クリック
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この画面を印刷して
保管することをおすすめします。
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この画面まで表⽰されれば、
申請内容の送信は完了しております。

登録メールアドレスへ
「申請完了通知メール」が
自動送付されます。



⼊⼒・確認は以上です。おつかれさまでした。
次頁では、出願情報の確認・修正方法を
ご案内します。
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申請完了通知メール

メールイメージ

申請完了通知は、出願申請完了後に自動送付されます。
フィルタリング等により、迷惑メールフォルダへ送付される場合もございます。

メールアドレスの誤りなどがあり、未着の場合にも
出願後のメールアドレスの変更やメールの再送は原則受付できません。

未着の場合にも、前ページの整理番号の確認画面まで進んでいれば、
申請は完了しておりますのでご安⼼ください。

メールに記載の整理番号・パスワードは、
次頁の出願者ログインにのみ使用します。
※システムWAKABAのログインには使用できません※



出願情報の確認・修正
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URLはこちら︕☞ https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/syutsugan.html

インターネット出願ページ(P.4参照)
の「出願者ログイン」ボタンをクリック

出願完了通知メールに
記載のパスワードを⼊⼒

パスワードを忘れた場合やメールを紛失した場合は、
「パスワードをお忘れの方はこちら」より 再発⾏をおこなってください。

パスワードは⾃動⽣成の為、ご連絡いただいても確認等はできません。

初回ログイン時、パスワードの変更が必要です。

https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/syutsugan.html


選考前までは、この画面から修正画面へ進むことができます。
修正可能な項⽬は 科⽬登録内容、顔写真、連絡先情報です。

修正の有無を問わず、整理番号が表⽰される画面まで登録を⾏うと、出願情報が
更新されるため、選考スケジュールの都合により発送が遅れる可能性がございます。

なお、選考後は、詳細内容の確認のみ⾏うことができます。
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出願時に登録した情報が表⽰されます。

・選考結果通知の発送⽇
・⼊学許可書の発送⽇
・学費の⼊⾦情報
・教材の発送状況

などを確認することができます。
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ⅰ.出願後の変更可能項目は、個人情報や登録科目など一部のみです。
学生種・学習センター・編入学等の入学時措置希望などは変更できません。

また、変更は選考前に限り可能となりますので、ご注意ください。

ⅱ. 申請状況や入学許可書等の発送状況はご自身でご確認ください。
個別の状況についてはお答えいたしかねますので、ご連絡をお控えください。
出願者ログインページよりご自身でご確認をお願いいたします。

ⅲ. 入金や進行状況の反映には数日かかります。
学費入金後、反映までお時間をいただきますのでご了承ください。

※ 出願後の流れの詳細は、学生募集要項P.38～を必ずご確認ください。

出願後の注意事項



(参考) 写真の登録⽅法

クリック
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下記いずれかの⽅法により写真を登録してください。

①インターネット登録 (出願時〜選考前）
②郵送での登録
③システムWAKABAからの登録 (⼊学後)

登録がすぐ⾏えること、
写真の印刷費等がかからないことから
①のインターネット登録を推奨します︕

インターネット登録の手順



クリックして
登録したい
写真を選択

画面上の白い枠
を移動、大きさを
変えて顔に合わ

せる

ここに正しく画像
表示されている
ことを確認し、
「設定」クリック

写真登録について

選考前に忘れずに登録を⾏ってください。

写真は、6か月以内の撮影、脱帽、正面向きで
ご本⼈と確認できるものであれば、
証明写真である必要はございません。
お持ちの写真データで適するものを使用してください。

プレビューを
クリック
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写真のデータが用意できない場合は、郵送をご利用ください。

『学⽣募集要項』に記載の写真票に写真を添付のうえ、
封筒に「写真票在中」と記載して、簡易書留または⼀般書留にて
出願期間内に郵送してください。証明書類との同封も可能です。

写真の反映まで到着から2週間程度要します。
(写真票の到着確認には、お答えできません）

（送付先）
〒261-8686 千葉市美浜郵便局私書箱5号
放送大学 学務部学⽣課 出願登録係宛

郵送での登録手順

選考が開始され、インターネットで登録できなくなってしまった場合

出願締切に余裕がある場合は、上記 郵送での登録をご利用ください。
または、学期開始後(4/1〜または10/1〜)にシステムWAKABAにて登録してください。
写真の登録がない場合も選考等には特段の影響はございません。

◆システムWAKABA → 画面中央「教務情報」タブ → 学⽣カルテ → 「顔写真を設定」

出願期間終了間際や期間後は、
下記のシステムWAKABAでの登録または、
『学⽣⽣活の栞』をご確認ください。


