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平成２８年度第１学期の単位認定試験の日程は

【大学院】
平成２８年７月２2日(金)・２3日(土)

【教養学部】
平成２８年７月２４日(日)・２６日(火)  ２８日(木)

３０日(土)・３１日(日)
です。日程が不規則ですので、注意してください。
詳細は、４ページ ５ページを確認してください。

単位認定試験期間中はセンター開所時間が変わります。
単位認定試験期間中は、岐阜学習センターの利用時間が変わりますので
注意してください。

閉所日：月曜日、祝日 臨時休校：７/２９(金) 、８/２(火)

期 間 曜日 開所時間（事務室・図書視聴学習室）

通 常 期 間
（単位認定試験期間を除く） 火 日 ９：００ １７：３０

７月２２日 ７月３１日
（単位認定試験期間中） 火 日 ８：３０ １９：００

25th
Anniversary

岐阜学習センター開設２５周年
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阪神タイガース、村山実さん
放送大学岐阜学習センター
髙見澤 一裕 客員教授

私は小学生時代を大阪府池田市で過ごした。ここは阪急電車宝塚線の沿
線で、大阪市内から約30分の田んぼと畑の田舎であった。ちょうど高度
成長時代の真っただ中に入り、大都市周辺にも都市化が急速に進んできた
時代であった。
私のスポーツ歴は、小学校低学年に始まる。野球少年であった。祖母が
誕生日に買ってくれた巨人軍のユニホームを着ていた。背番号は、当然3
番。このころは、長嶋さんが華々しくデビューし、新聞のスポーツ欄は村
山対長嶋で持ちきりであった。天覧試合で長嶋さんが村山さんからサヨナ
ラホーマーを打ったテレビ中継の映像はいまだに鮮明に記憶に残っている。
あまり人には話していないのだが、私は、あの村山さんと一緒に野球を
したことがたびたびある。これを紹介しよう。
ある夏の昼、カンカン照りの中、友人たちと道路で三角ベースの野球を
やっていた。その時、にやにや笑いながら、長ズボンにランニングシャツ、
下駄ばきの大きなお兄ちゃんが、われわれのほうに歩み寄ってきて、「に
いちゃんも混ぜてや！」といった。びっくりした、どうしようか、仲間と
話し合って、「本気、出さんのやったらまぜたるわ」といって、入れてあ
げた。この兄ちゃん、なかなか上手でうまいこと打ちよる、ええ玉投げよ
る、守備もうまい、ということで、たちまち、われわれの中で、人気者と
なった。道路の脇は、幅3メートルほどの小川、といっても当時はどぶ川
であった。ここによくボールが飛び込んだ。そしたら、兄ちゃん、真っ先
にボールを拾いにズボンの裾をたくし上げてどぶ川へ入ってくれる。横の
お医者さん宅にボールが飛び込んだら、謝りに行ってくれる。この兄ちゃ
ん、ちょっと変わってるけど、野球が好きなんや、と思っていた。
何回か一緒に遊んでずいぶん仲良くなったある日、いつもは真っ暗にな
るまで遊んでくれる兄ちゃんが、「今日は、はよ帰る」、と言い出した。
「なんでや、もうちょっと遊ぼうや」とみんなで聞いたところ、「にい
ちゃん、別のところで野球があるんや」、ということであった。フーンと
思って、家に帰って夕飯を食べながらなんとなくテレビの野球中継を見て
いると、びっくり仰天、あの兄ちゃんが写ってる、しかも、ピッチャーだ。
アナウンスはピッチャー村山と言っている。唖然として、ただただ、中継
を見た一夜であった。



３

翌日だったか、数日後だったか、野球をしているとまた兄ちゃんが入っ
てきた。「にいちゃん、ずるいわ、にいちゃんは村山やろ、なんで言わん
かったん」、と問い詰めたが、へらへら笑っているだけで、いつものよう
な兄ちゃんであった。兄ちゃんは、当時、最新鋭の住宅公団の石橋アパー
トに入居していた。その横っちょの道路がわれらの野球場であった。
それからしばらくは、一緒に遊んでくれた。ピッチャー村山、キャッ
チャー高見澤でバッテリーを組んだこともしばしばあった。ところが、兄
ちゃんが結婚して奥さんをもろうてからは、さっぱり遊んでくれんように
なった。アパートに迎えに行っても、「あかん」、ちゅうて門前払い、あ
るいは、「サインしたる」と言って手帳にサインをしてドアをバタン、こ
れが兄ちゃんとの最後の思い出になった。
楽しかった、けど、少しほろ苦い思い出になっている。超一流の最先端
の今をときめく人が、子供たちと毎日のように三角ベースの野球を軟球で
楽しむ、自分ももちろん野球少年であったに違いない。それを思い出して
いるのかもしれない。そして、当人にとっては、子供と遊ぶことに何の不
思議もなかったはずである。今と違ってマスコミもあまり活発ではなく、
近所の人たちもほとんどが知らなかったように思う。
理屈を付ければ、常に原点に返っているとか次世代への伝承を大切にし
ているとか、子供に夢を与えているとか、いろいろ言えるが、屈託なく、
野球が大好きであったことは間違いがない。あの村山さんは、根っから野
球が好きだった記憶が強烈である。
ドアバタンの時の村山さんの表情が忘れられない。本当は一緒にやりた
いんやけどな・・・といっているようであった。
これは、人は、自分の思い通りにいかない場合があることを知ったはじ
めての出来事でもあった。いろんな教訓を含んでいた村山さんとのふれあ
いであった。
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平成28年度第１学期単位認定試験
単位認定試験については、学生生活の栞(大学院:66 73ページ、教養学
部:71 78ページ)に記載してありますので確認して受験してください。

◇受験に必要なもの◇
○単位認定試験通知(受験票)
試験の１週間前までに「単位認定試験通知(受験票)」が本部から送付されます。受
験票には、受験できる授業科目名、試験日時、試験会場等が記載されています。
また、受験票と一緒に持込許可物品や試験形式の案内が同封されています。必ず確
認してください。
なお、大学院・教養学部ともに７月１４日(木)までに受験票が到着しない場合、あ
るいは紛失した場合は大学本部(０４３－２７６－５１１１[総合受付])へ連絡してく
ださい。
○学生証
試験時は、学生証によって受験者の確認を行います。学生証をお持ちでない方は、
所属学習センターで発行手続きを行ってください。なお、学生証の発行には、顔写真
の登録が必要です。
○筆記用具(ＨＢの黒鉛筆を使用)
○持ち込みが認められている科目の印刷教材等
※その他、単位認定試験通知に同封されている「単位認定試験に際しての注意事項」
で確認してください。

１時限 ９：１５ １０：０５

２時限 １０：２５ １１：１５

３時限 １１：３５ １２：２５

４時限 １３：１５ １４：０５

５時限 １４：２５ １５：１５

６時限 １５：３５ １６：２５

７時限 １６：４５ １７：３５

８時限 １７：５５ １８：４５

◇試験時間割◇ ◇駐車場の利用について◇
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◇単位認定試験注意事項◇
○試験時間について
試験開始時刻１０分前までに試験室に入室してください。
遅刻は、試験開始後２０分まで認めますが、試験時間の延長は認めません。
試験時間は５０分です。試験が早く終わった方は試験開始から３０分経過後に退室でき
ます。ただし、聞き取り（ヒアリング）を行う科目は聞き取りテストが終了するまで退室
できません。

○試験科目の重複について
今学期登録科目と再試験科目の受験資格が同一時限に生ずることがあります。その場合
には、１科目を選択して受験してください。どの科目を受験するかは前もって届出する必
要はありません。ただし、試験問題を見て選択することはできません。

○試験室について
今学期の試験室は、ふれあい福寿会館第２棟の７Ａ研修室・７Ｂ研修室(７階)及び７Ｄ
研修室(７階)等予定しております。必ず受験票で試験室を確認してから入室してください。
試験時は、科目ごとに座席が決まっています。試験室入口に掲示してある座席表に従い
着席してください。

○その他
試験当日は、図書・視聴学習室が大変混み合います。放送教材を視聴せず自習のみを行
う方は、自習室として６Ａ研修室(６階)・６Ｂ研修室(６階)・研修室(２階)等を開放する
予定ですので、ご利用ください。

◇再試験について◇

試験結果は、８月下旬に「成績通知書」によって通知いたします。電話等での成績評価
に関する問合せにはお答えできませんので、注意してください。
また、「成績通知書」と一緒に、それまで修得した授業科目の成績と単位数が記載され
ている「単位修得状況一覧（単位認定書）」を送付します。なお、この通知書等は成績証
明書ではありません。証明書が必要な方は、所定の手続きを行い「成績・単位修得証明
書」の交付を受けてください。

◇成績について◇

新規に科目登録した学期に単位修得できなかった場合、次の学期に学籍がある場合に限り
（休学中を除く）、科目登録を行わなくても受験票が自動的に送付され、再試験を受験
することができます（再試験に係る授業料等はかかりません）。
ただし、９月末で学籍が切れる場合は、出願期間中に継続入学の手続きを行わなければ
再試験を受けることができません。この場合、他に受験希望科目がなければ、出願時の
学費は入学料のみとなります。放送大学本部より「継続入学関連書類」が７月上旬に送付
されますので、期間内に手続きを行ってください。なお、継続入学関連書類は集団入学
又は共済組合を利用して入学した方及び自主退学者には送付されませんので、各自通常の
募集要項を取り寄せて手続きを行ってください。
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平成２８年度第２学期の学籍継続手続きについて
平成２８年度第２学期に学籍のある方
（学籍の期限が平成２９年３月末以降の方）

放送大学本部から７月中旬に送付される『科目登録申請要項』により、次学期に
履修したい放送授業および面接授業の登録手続きを行ってください。

「科目登録申請票」による申請期間
平成２８年８月１５日（月） ８月３０日（火）【大学本部必着】

「システムWAKABA」による申請期間
平成２８年８月１５日（月）９時  ８月３１日（水）２４時

平成２８年度第１学期で学籍が切れるため継続入学を希望する方
（学籍の期限が平成２８年９月末の方）

☆面接授業の登録をご希望の方（出願時には放送授業の登録も必要です）
下記の期間内にシステムWAKABAで手続きをする必要があります。下記の期間外
に出願された場合は学期当初から面接授業を登録することができませんので、ご注
意ください。

出願期間 平成２８年８月１５日（月）９時  ８月３１日（水）２４時
出願方法 システムWAKABAにログインし、「継続入学申請」にて出願

☆放送授業の登録のみをご希望の方
放送大学本部より、「継続入学関連書類」が７月上旬に送付されますので、期間内
に手続きを行ってください。なお、集団入学または共済組合を利用して入学した方、
自主退学者には送付されませんので、各自通常の募集要項を取り寄せ手続きを行っ
てください。

単位認定試験では、１時限に１科目しか受験できませんので『平成２８年度第２
学期授業科目案内』で試験日・時限を確認して、同一時限に受験科目（再試験科目
を含む）が重ならないように科目登録を行ってください。
同一時限に受験科目（新規登録科目と再試験科目）が重なった場合は、いずれか
１科目を選択して受験することになり、もう一方の科目は受験できなくなります。
また、一度受理された科目申請内容の追加・変更・取り消しはできません。

□科目登録する際の注意点□

□大学本部へ送付する際の注意点□
提出期限を過ぎて到着したものは受理されませんので、余裕を持って送付してく
ださい。また、普通郵便で送付した場合の未着等の責任は負いかねますので、なる
べく書留、簡易書留で送付するようにしてください。

※単位認定試験終了（大学院：７月２３日、教養学部：７月３１日）翌日から９月
１６日までは、１学期に科目登録していない科目も貸出可能となります。次学期の
科目登録の参考にしてください。
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学生研修旅行・野外学習に参加しませんか？
学生研修旅行「福井県立恐竜博物館と永平寺」

【日 時】 平成２８年９月１８日（日） ７：４５ １８：３０頃
【集合場所】 7:45 JR岐阜駅バス停、8:15 ふれあい福寿会館バス停前
【内 容】 福井県立恐竜博物館・永平寺

貸切バスにて福井県勝山市、吉田郡永平寺町へ行きます。
【 参 加 費】 ３，０００円（入館料・昼食代等）

但し、申込後の返金は出来ません。
【条 件】 岐阜学習センター所属の学生（学生証が必要です。）

参加者は「学生教育研究災害障害保険」に加入してください。
【定 員】 ４０名（先着順）
【受 付】 平成２８年７月２８日（木） ８月３０日（火）

★学生研修旅行「福井県立恐竜博物館と永平寺」の申し込みについて★
※申し込みは、ご本人一名様のみ受付可能です。ご友人などご本人以外の方のお申
し込みはできませんのでご了承ください。受付期間内に参加費を添え、岐阜学習セ
ンター窓口にお申込みください。参加費は釣銭のないようにお願いします。
なお、お電話でも申込みが可能ですが、その場合は仮受付となります。費用をお支
払いいただいた時点（持参・現金書留）で正式な申込みとなります。

岐阜学習センター開設25周年記念事業
野外学習「根尾谷断層を理解する」

【日 時】 平成２８年１０月９日（日）、１０月１６日（日）
１１：３０ １７：００頃
※同一内容で２日間実施します。両日の参加は受け付けておりません
ので、いずれか１日を選択し、お申し込みください。

【集合場所】 11:30 JR岐阜駅バス停、12:00 ふれあい福寿会館バス停前
※申し込みの際に乗車するバス停をお伝えください。

【内 容】 地震断層観察館・現地視察（小井土 由光 岐阜大学名誉教授による
講義・解説）
貸切バスにて本巣市根尾へ行き、根尾谷断層について理解を深めます

【参 加 費】 無料
【条 件】 岐阜学習センター所属の学生（学生証が必要です。）

参加者は「学生教育研究災害障害保険」に加入してください。
【定 員】 各４０名（先着順）いずれか1日を選択し、お申し込みください。
【受 付】 平成２８年７月２８日（木） ８月３０日（火）

★野外学習「根尾谷断層を理解する」の申し込みについて★
※申し込みは、ご本人一名様のみ受付可能です。ご友人などご本人以外の方のお申
し込みはできませんのでご了承ください。受付期間内に岐阜学習センター窓口又は
お電話（058-273-9614） にてお申し込みください。

岐阜学習センター
開設２５周年記念事業
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ナビゲーターによる学生相談について
岐阜学習センターでは、ナビゲーターによる在学生に対する学生相談を行います。学習
方法、履修方法など同じ学生だからこそ聞いてみたいことなどご相談ください。相談日は、
その都度岐阜学習センターにて調整させていただきます。ナビゲーターの都合上、希望日
に予約ができない場合はご了承ください。

＜相談までの流れ＞
①予約をする 「窓口」「電話」のいずれかで岐阜学習センターへご予約ください。
②予約日時の確定 後日、岐阜学習センターより相談日時のご連絡をさせていただきます。
③相談

相談日時 相談内容 資格等

１ H28.10.10まで
月・火・木

研究に関すること 京都大学認知心理学
講座メンバー

２
H28.8まで
土 10:00  12:00

大学院入学選考の準備について
教科の選択について

放送大学大学院 人
間発達科学コース修
了

３ H29.2.28まで
日 13:00  16:00

単位認定試験への対応方法等

４
木 山家先生セミナー開催日
の13:00  15:00

天文学全般(星座を除く)
地球環境問題(地球温暖化)

自然と環境卒業
人間と文化卒業
社会と産業在学中

５

生涯学習について
認定心理士 資格取得    
学習をいかに持続するか
仲間づくり

人間の探求卒業
生活と福祉卒業
社会と産業卒業
心理 教育卒業
自然と科学在学中
認定心理士資格取得

６
月 水 金
13:00  17:00

学習計画 立 方
科目郡履修認証制度(エキスパー
ト)について

情報卒業
エキスパート(人にやさし
いメディアのデザイン、
計算機科学の基礎）

７

土・日 学習相談（語学、数学含む）
履修相談

放送大学6コース卒業
(情報以外)
実用英語技能検定準
1級 TOEICスコア
865
応用情報処理技術者
中国語 ハングル語



９

相談日時 相談内容 資格等

８

平日
9:00  16:00

心理 教育   面接授業につい
て(受講前の準備、レポートの書き
方)
認定心理士資格取得    (科
目の書き方、書類の書き方)

心理 教育卒業
認定心理士資格取得

９ 9:00  17:00 入学相談
勉学相談

全科履修生

１０ 「看護学」の学位について 学位「看護学」

１１

どうして放送大学で勉強しているか、
魅力 何 
勉強の仕方
  科目 選   良  
コースの決め方 その他何でも

製造業退職後すぐに
入学
社会と産業卒業
人間と文化在学中

１２
8  3月
土・日

私の学習方法
科目の選定方法

情報以外の5コース卒
業 名誉学生
情報在学中

１３
土・日・祝 経験した学習について 心理 教育卒業

看護師 助産師 看
護助産専任教員

１４
土・日
15:00  17:00

履修 仕方
卒論   取 組 方

産業と技術卒業
大学院文化科学研究
科(修士課程)社会産
業科学     修了

１５
キャリア形成
進路
心 不調

産業カウンセラー
キャリアコンサルタント

ナビゲーターのご紹介
岐阜学習センターでは、新入生・在学生への学生生活や、学習上の助言及び学習センター
外における広報活動等を行っていただくナビゲーター制度が平成２３年度に発足しました。
今年度のナビゲーターは岐阜地区２８名、多治見地区９名、高山地区９名、合計４６名が
委嘱されました。役員を紹介します。
【岐阜地区】 【多治見地区】
委員長 奥田 孝道 委員長 櫻井 節子
副委員長 筧 恭治 副委員長 篠田 昭
副委員長 谷口 容子
副委員長 林 秀隆
書記 加納 志津子
書記 髙橋 幸子
顧問 青木 秀明 ※高山地区の役員は次号に掲載します



１０

室外貸出停止期間について
単位認定試験開始１週間前から試験終了までの間、また、学期末２週間及び学期始め１週
間は放送教材の貸し出しを停止いたします。

【室外貸出停止期間】教養学部生 ７月１７日（日） ７月３１日（日）
大学院生 ７月１５日（金） ７月２３日（土）
学部・院共通 ９月１７日（土） １０月７日（金）

放送教材入れ替え期間について
９月２４日（土） ９月３０日（金）

上記期間は、放送教材入れ替え期間のため、再視聴ができません。ご注意ください。

学生控室 配架雑誌について
学生控室に配架してある雑誌のバックナンバー（２０１５年１２月号 ２０１６年５月
号）を、７月２２日（金）から１ヶ月無料配布します。学生控室に専用の箱を設置します。
ご希望の方はご自由にお持ちください。（ただし、１人１部まで）予約の受け付けは行い
ません。残部は１ヶ月後に廃棄します。なお、２０１６年６月号 １１月号は１月に配布
予定です。

○AERA ○サライ ○きょうの健康 ○ESSE

大学説明会のご案内
大学説明会を下記のとおり開催いたします。
ご家族、ご友人、お知り合いの方で放送大学に興味のある方がいらっしゃいましたら、
是非ご紹介ください。ご希望の方には募集要項を無料で送付いたします。リーフレットに
あるハガキや電話での送付依頼も受け付けております。
【岐阜：ふれあい福寿会館】 時間・会場はお問い合わせください。

７月 ２日（土）・７月 ３日（日）・７月 ９日（日）・７月１６日（土）
８月１３日（土）・８月１４日（日）
※８月１６日（火） ９月２０日（火）まで予約制の個別相談を行います

【多治見：ヤマカまなびパーク】 １３：００ １４：００ ６階視聴覚室
７月１７日（日）、８月 ７日（日）

【高山：高山市市民文化会館】 １３：００ １４：００ ４階４－４室
７月１０日（日）、８月 ６日（土）

※修士全科生・博士全科生（平成２９年度４月入学生）の出願期間は、８月１５日（月） 
８月３１日（水）です。

●平成２８年度１０月入学生の募集●
教養学部（全科履修生、選科履修生、科目履修生）大学院（修士選科生、修士科目生）
出願期間 平成２８年９月２０日（火）【本部必着】まで



１１

事務室からのご報告
平成２８年６月は、公開講演会及び説明会を下記のとおり行いました。
ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。
平成２８年６月２５日（土）に、「韓国にはなぜ金さん李さんが多いのか 韓国近世社
会の読み解き方 」（講師：吉田 光男 氏／放送大学附属図書館長・教授）を開催いたし
ました。 当日は一般参加者を含む約１０３名の方が受講されました。

平成２８年６月２６日（日）に、「認定心理士資格説明会」（講師：森 津多子 氏／放
送大学教授）を開催いたしました。 当日は一般参加者を含む約３６名の方が受講されま
した。

単位互換校の授業科目履修(双方向単位互換)について
大学間で単位互換協定を締結することにより、他の大学等で修得した単位を所属する大
学で履修した単位として認定する制度を単位互換制度といいます。
放送大学では、全科履修生として在学中で、且つ定められた出願資格を満たす学生は、
単位互換協定を締結している他大学等（以下、「単位互換校」という）において、授業科
目を履修することができ、修得した単位は放送大学の単位として認定されます。
１．出願資格
単位互換校の授業科目を履修できるのは、つぎの３つの用件を出願時にすべて
満たしている方になります。
①全科履修生
②本学の在学期間が１年以上の者
③放送授業科目において３０単位以上を修得した者
なお、単位互換校へ通学可能な学生を募集の対象とします。

２．出願期間
平成２８年８月２日（火）まで。【期限厳守】
※詳しくは、放送大学岐阜学習センターまでお問合せください。



１２

平成２８年度第１学期 岐阜学習センター在籍者概要

10代 20代 30代 40代 50代 60代
以上 合計

全科履修生 3 59 128 211 196 264 861
選科履修生 0 15 58 80 48 63 264
科目履修生 0 14 13 18 14 8 67
特別聴講生 0 1 0 1 0 0 2
修士全科生 0 1 1 3 6 3 14
修士選科生 0 2 4 7 12 14 39
修士科目生 0 0 1 2 1 4 8
博士全科生 0 0 0 0 0 1 1
合計 3 92 205 322 277 357 1,256

◆学生種類別在籍者数

◆年齢別在学者数

0

100

200

300

10代 20代 30代 40代 50代 60代以上
全科履修生 選科履修生 科目履修生 特別聴講生
修士全科生 修士選科生 修士科目生 博士全科生

教員
122人

公務員
137人

会社員
240人

自営業・自由業
61人農業等

4人

看護師
220人

専業主婦(夫)
91人

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ
69人

ｱﾙﾊﾞｲﾄ
44人

他大学生
8人

定年退職者
131人

無職
77人

その他
52人

◆職業別学生数



◆市町村別在学者数
岐阜地区 870
岐阜市 376
大垣市 95
関市 45
美濃市 11
羽島市 24
各務原市 80
本巣市 23
山県市 15
瑞穂市 41
郡上市 13
海津市 13
羽島郡 42
養老郡 9
不破郡 12
安八郡 19
揖斐郡 40
本巣郡 12

多治見地区 140
多治見市 31
中津川市 8
瑞浪市 16
恵那市 3
美濃加茂市 18
土岐市 11
可児市 33
加茂郡 15

高山地区 80
高山市 53
飛騨市 10
下呂市 17

他県 164

（特別聴講生は合計に参入せず）
特別聴講生 ２名

◆人気登録科目（再試験科目は除く）

順位 テレビ科目 ラジオ科目

教養学部 １ 心理学概論（ 12） 英文法 Ａ to Ｚ（ 13）

２ 問題解決の進め方（ 12） 感染症と生体防御（ 14）

３ 在宅看護論（ 11） 貧困と社会（ 15）

４ 疾病の成立と回復促進（ 11） 心理臨床の基礎（ 14）

５ 疾病の回復を促進する薬
（ 13） 公衆衛生（ 15）

大学院 １ 学校臨床心理学・地域援助特論
（ 15） 臨床心理学特論（ 11）

２ 家族心理学特論（ 14） 人間発達特論（ 15）

３ － 精神医学特論（ 16）

１３



日 月 火 水 木 金 土
１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

１４

【編集後記】単位認定試験が近づいてきましたが、皆さま試験勉強は順調でしょうか？
試験期間中は視聴学習室以外にも自習室をご用意いたしますので、最後の頑張りに是非ご利用
ください。
岐阜学習センターは平成３年に開設し、今年度２５周年を迎えます。今後、実行委員による記念
事業を順次開催します。詳しくは次号でお知らせします。どうぞお楽しみに。（太田）

は閉所日です。

７/２ 公開講演会「身近な薬と毒の科学
知っているようで、実は知らない薬・毒の基礎知識 」

７/３ 看護師・医療関係者 大卒『学位取得』説明会
７/９ 公開講演会「がんの発生とその予防を理解する

高齢者社会においてがんとどの様に向き合うか 」
７/22・23 平成２８年度第１学期単位認定試験(大学院)
７/24 31 平成２８年度第１学期単位認定試験(学部)

【7/25・7/29を除く】

７月面接授業
７/ ２(土)・ ３（日） コミュニケーション論

核物理学の初歩と今日の核問題
PCRによる組替え遺伝子の検出

【愛知SCで実施】

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

８/２ 臨時休校
８/15 平成２８年度第２学期科目登録申請受付開始

（郵送8/30 本部必着、Web 8/31  24:00まで）
8/15 8/31 平成２９年度修士全科生・博士全科生出願期間
8/20・21 教員免許更新講習 修了認定試験

９/18 学生研修旅行「福井県立恐竜博物館と永平寺」
９/23・24 集中科目履修生(看護師) 単位認定試験
９/25 平成２８年度第１学期 学位記授与式

平成２８年度第２学期 入学者の集い


