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新型コロナウイルス感染症と疫学

◆◇ 岩手学習センター客員教員から ◇◆

客員教員 小野田 敏行

岩手大学教授（保健管理センター）
〔専門分野：公衆衛生学、成人保健〕
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新型コロナウイルス感染症。2020年1月に原因不明の肺炎として初めて報道されて以降、明けても

暮れてもそれに振り回される日常となってしまいました。当初は長くてもその年の秋までには落ち着く

のではないか、あるいは落ち着かず繰り返し流行が起きるとしても徐々にそのピークは下がってくる

のではないかと考えていましたが、翌年、つまり今年になってもデルタ株の出現によってむしろ大きな

ピークがやってきています。これだけ対策してきたのだから今後はもういいでしょうなどと思わず、で

きることを続けていきましょう。

さて、今回のような原因不明の疾患が出現したときは疫学の出番です。疫学とは漢字の通り、疫病、

もう少し広く言って流行り病の学問です。近代的な疫学はイギリスの医師、ジョン・スノー(1813-1858)

によって始められました。当時は産業革命により世界での往来が盛んになるとともに都市部に人口

が集中したことから、しばしばコレラの大流行がみられていました。スノーはロンドンでの1854年のコ

レラ流行時に、死亡患者の居住地を地図上にプロット（記述）、プロットが特定の井戸の近くに集中し

ていることに気づき（分析）、その井戸の使用を止めさせました（介入）。その結果、患者の発生が

減ったので特定の井戸が原因として確からしいとなったのですが、特筆すべきなのは、当時まだコレ

ラ菌は発見されておらず（コッホによる発見は1883年）、コレラ以外でも経口感染という考え方はされ

ていなかった時代の話だということです。

感染症は病原体がなければ発生しません。その意味で、前述のようなエピソードでは原因菌の判

明によって、どんな方でも腑に落ちることとなりますが、いわゆる生活習慣病は単一の原因では説明

できないため、なかなか腑に落ちないのです。特にタバコです。タバコと肺がんの関係は現代の疫学

によって強い結びつきが証明されてきましたが、「喫煙しなくても肺がんになる人がいる」「喫煙してい

ても元気で長生きの人がいる」などと反論されます。このような反論に対し、丁寧に学問として説明を

していくことで現代の疫学は進んできました。

昔も今も、疫学で得られた結果を私たちがどのように納得して受け入れ、活かしていくかが課題で

す。ネットの掲示板やSNSでは、よりセンセーショナルな情報が広がりやすい特徴があります。根拠が

ない情報でも不安を煽るような情報は受け入れられやすく、有名な人が追従してしまうと私たちはさら

に確からしいと感じてしまいがちなので注意が必要です。疫学研究の結果は学術誌などに公表され

る根拠のある情報です。今であれば、新型コロナへの予防対策やワクチンの有効性、また、デメリット

について、が旬の情報です。根拠のある情報をしっかりとみて、メリットとデメリットのバランスも考え、

各自納得して行動を選択していくことが大事と考えます。
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学割証（学生旅客運賃割引証）は、教養学部全科履修生、及び大学院修士・博士全科生対象に学習センター事務室に

て発行します。「学割証発行願」に必要事項を記入の上、申請してください。郵便で申請する場合は返信用封筒（８４円切

手貼付、宛名明記）を同封してください。

なお、利用目的は下記の場合に限られ、個人的用務、社会体育参加、サークル活動等には利用できませんので、ご注

意ください。

※詳細 ： 「学生生活の栞」 教養学部 P１２８～１３０、大学院 P１１５～１１６ 参照

◆面接授業の受講、及び単位認定試験の受験 ◆学習センター・放送大学本部への通学

◆オリエンテーション、及び学習相談への出席 ◆大学が主催する学校行事への参加

◆卒業研究の調査・研究指導のために指導教員の指示により旅行する場合 ◆その他大学が必要と認める場合

諸証明書発行について学生証の交付について

成績・単位修得証明書など、証明書（１通につき２００円

手数料がかかります）の発行を希望する方は、「諸証明書

交付願」を事務室へ提出してください（教員免許状申請用

証明書など、発行までに１週間ほど時間を要するものもあ

ります）。

※ 郵送で申請される方は、「諸証明書交付願」の他に、

手数料（証明書１通につき２００円。現金または郵便

定額小為替証書）と、返信用封筒（長形３号で住所・

氏名を明記、切手貼付）を同封してください。

手数料を現金で郵送される方は、現金書留で郵送し

てください。

※ 返信用封筒には証明書１通ご希望の方は８４円切手を、

２通以上ご希望の方は９４円切手を貼付け願います。

※ 学期末・学期開始直後は、教員免許状に関わらない

証明書であっても学籍状態により、発行までに時間を

要する場合があります。

※ 「諸証明書交付願」の様式は、「学生生活の栞」の巻

末に綴られています。また、システムＷＡＫＡＢＡから

ダウンロードすることもできます。

学生証は所属学習センターにて交付します。下記に該当

される方は、所属学習センターにて手続きを行ってください

（学生証はシステムＷＡＫＡＢＡに顔写真を登録した上で発

行になります）。

岩手学習センター事務室に来所し、入学許可書または

有効期限が切れた学生証を提示してください。

※郵送をご希望の方は、岩手学習センター宛に、

①返信用封筒（住所・氏名を明記、８４円切手貼付）

②入学許可書のコピー

③顔写真付の身分証明書の コピーを同封し送付して

ください。

●２０２１年度第２学期に新規入学・継続入学される方

《第１回出願期間に出願された方》

・・・１０月 １日（金）１３：００以降にお渡し可能

《第２回出願期間に出願された方》

・・・１０月２０日（水）１３：００以降にお渡し可能

●現在お持ちの学生証が令和３年９月末で有効期限を

迎える全科履修生・修士全科生の方

・・・１０月 １日（金）１３：００以降にお渡し可能

学割証の発行について
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毎学期、入学者の集い終了後、卒業生・修了生のお祝いと新入生の歓迎を兼ねて学友会と合同で

「交流会」を同会場にて開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症を防止する観点から中止する

こととなりました。ご理解のほどお願いいたします。

～ 今学期の交流会は中止となりました ～

岩手学習センター主催による学位記授与式・入学者の集いを下記の日程で行います。

詳細につきましては、該当される方に別途ご案内をお送りします。

※当日、在学生の方は学習センターを利用することはできません。

学位記授与式・入学者の集いを開催します

2021年度第１学期 学位記授与式

【 日 時 】９月２6日（日）10時00分～10時40分
【 会 場 】岩手学習センター４階 大講義室

２０２１年度第１学期 入学者の集いの様子

13時40分から新入生オリエンテーションを開催いたします。

2021年度第２学期 入学者の集い

【 日 時 】９月２６日（日）13時00分～
【 会 場 】岩手学習センター４階 大講義室

２０２０年度第２学期 学位記授与式の様子

新型コロナウイルス感染症の
対策をとりながら実施します。
ご協力をお願いします。
状況によっては中止となること
もあります。

岩手学習センター主催



《 面接授業とは？ 》

◆教員の授業を直接受ける授業であり、授業会場は主に学習センターの講義室です。原則として１科目につき２日間

にわたって９０分の授業を７回、４５分の授業を１回（最後の８時間目）実施します。

また、授業時間とは別に成績評価のための試験・レポート等の時間が設定されています。

◆成績評価は放送授業やオンライン授業と同様に、A ～ Eの６段階評価になります。

合格すると１科目につき１単位取得できます ※新型コロナウイルス感染症の状況によってはWeb授業に切替わる可能性があります

２０２１年度 第２学期 面接授業科目の

教養学部

科目登録の結果、定員に空席がある科目については、各科目を開設する学習センターにおいて追加

登録を受付けます。岩手学習センターでは下記のとおり実施します。

◆追加登録を希望される方へ◆

① 追加登録をご希望の方は、「岩手学習センター利用の手引」P27の様式をA4サイズに拡大

コピーし、申請期間内に来所、郵送またはFAX＜必着＞により申請してください。

② 他学習センター・サテライトスペース開設の面接授業の追加登録申請については、往来に伴う

新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、本学期に限り、原則としてご自身の居住

都道府県外に所在する学習センターの開設科目の登録申請は禁止です。

また、対面授業の中止（閉講）、定員削減、Zoom等の会議システムによるWeb授業への変更

などの措置を行う場合があります。

③ 各面接授業の授業日程や授業概要は、冊子『面接授業時間割表』またはシステムWAKABA

にて確認できます。

時間割表冊子をお持ちでない方には差し上げますので、事務室までご連絡ください。
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【追加登録 事前申請期間後に申請した場合】

・・・事前申請は来所、又は郵送・FAXにて岩手学習センターに申請してください。

※10月２5日（月）は休所日

※10月18日（月）は休所日

【追加登録 事前申請の場合】

申 請 期 間 ：10月15日（金）～ 10月20日（水）17：00まで

追加登録期間 ：10月21日（木）～ 10月31日（日）17：00まで

対象者： 2 0 ２ 1 年度第２学期に教養学部に在籍する全ての学生 ※特別聴講学生は除きます。

・・・空席状況は、岩手学習センター３階教務掲示板やシステムWAKABAにてお知らせします。

10月21日（木）15：00以降は、システムWAKABAにて空席状況をリアルタイムで確認できます。

＜詳細：『2021年度第２学期面接授業時間割表【北海道・東北ブロック版】』P４参照＞

空席発表：10月15日（金）12：00開始 ※対象科目は1 1月６日（土）以降に開講する科目

※新型コロナウイルス感染症対策のため、本学期は原則岩手県在住の方以外は登録できません。

・・・10月21日（木）午前10：00に事前申請分の抽選を行い、その結果なお空席がある科目については、

先着順で追加登録を受け付けます（追加登録受付期間は、それぞれの科目によって異なります）。

事前申請者の入金状況によっては、11月2日（火）以降空席状況に変更が生じる場合もありますので、

最新の空席状況を事務室にてご確認ください。申請と同時に「授業料」を納付してください。

※詳細は「利用の手引」P26参照
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岩手学習センター外視聴施設の利用について

センター外視聴施設に配架されている科目の一覧表を配布しています。

ご希望の方は、岩手学習センター事務室へご連絡ください。一覧表を差し上げます。

センター外視聴施設への放送教材配架の希望を随時受付しています。

毎学期１人２科目まで受付します。詳しくは、岩手学習センターへ直接お問い合わせください。

（※水沢校・釜石校・二戸校窓口では受付できません。）

科目によっては配架までに１、2ヵ月かかる場合もありますので、科目登録後、なるべく早く

申し込んでください。本部から教材が届き次第、施設に配架します。

センター外視聴施設には放送大学職員はおらず、学生の皆さまにその利用をお任せしています。

マナーを心掛けてのご利用をお願いします。

◆ 放送大学岩手学習センター釜石校 ◆

所在地：釜石市大町３－８－３
青葉ビル１階

※施設を利用する際は、事前予約が必要

予約先 電話：0193-27-8454

担当課 【釜石市市民生活部 まちづくり課】

利用時間：平日 ８：３０～１７：００

所在地：奥州市水沢聖天８５－２
水沢地区センター １階

電話：0197-23-3165

利用時間：月曜日～日曜日

（水沢地区センターの休館日を除く）

月～土･･･８：３０～２１：００

日 ･･･８：３０～１７：００

◆ 放送大学岩手学習センター水沢校 ◆

所在地：二戸市石切所字狼穴１－１
二戸市立図書館３階

電話：0195-23-3447

利用時間：火曜日～日曜日

火 ～ 金 ･･･ ９：００～１７：００

土・日・祝 ･･･１０：００～１７：００

◆ 放送大学岩手学習センター二戸校 ◆

二戸校は放送大学学生に限らず
どなたでもご利用できます。

釜石校をご利用の際は、事前に
担当課に電話予約してください。

現在閉所中
現在閉所中

各市、及び市教育委員会のご協力により、奥州市に「水沢校」、釜石市に「釜石校」、二戸市に

「二戸校」がセンター外視聴施設として開設されていますが、現在、新型コロナウイルス感染症の

拡大を受け、水沢校と釜石校は一時閉所となっております。なお、二戸校につきましても状況次第

では閉所になる可能性がありますので、ご利用される方は事前に岩手学習センターのホームページ

を確認願います。再開につきましても、ホームページにてお知らせいたします。

現在検討中

【8月22日現在】



＊ログインＩＤは入学許可書に記載されています。
初期パスワードがロックされて使用できない方は、本部
【学生サポートセンター（電話：043-276-5111）、
または教務課教務係（e-mail：kyomuka@ouj.ac.jp）に
連絡して、ロックの解除を依頼をしたうえで、速やかに
ご自身でパスワードの変更をしてください。

アンテナさん

２．放送大学認証システムにてID・パスワード
を入力し、ログインボタンを押してください。

３．システムWAKABA へログインした画面

１．放送大学HPにアクセスし「在学生の方へ」から
「システムWAKABA（教務情報システム）」をク
リックしてください。

《 主な機能 》

①【キャンパスライフ】
・学内連絡、スケジュール確認

・学習案内、学生生活について

・各種届出・申請様式 など

②【授業サポート】
・授業連絡、授業共有ファイル

・質問箱、資料室 など

③【教務情報】
・学生カルテ（学籍情報、住所・連

絡先情報、履修情報、単位修得

情報など）

・変更・異動手続、履修成績照会、

単位認定試験時間割照会、科目

登録申請、継続入学申請 など

① ② ③

④【学内リンク】
・Ｗｅｂ通信指導、オンライン授業、

放送授業のインターネット配信、

単位認定試験問題・解答 など

④
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「キャンパスメール」は、Webブラウザを利用したメールシステムです。
学生全員にメールアドレスが割り振られていますので、自由に利用することができます。
※学籍がなくなると使用できなくなりますので、ご注意ください。

～ システムＷＡＫＡＢＡのご案内 ～

システムＷＡＫＡＢＡとは、学生の皆様の修学を
サポートするシステムです。ぜひご活用ください！

⑤

⑤【パスワード変更】
・初期パスワードを変更される方は

こちらから

⑥

⑥【キャンパスメール】

mailto:kyomuka@ouj.ac.jp
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＊ ２０２１年度第２学期 ゼミ のご案内 ＊

下記の内容にて、２つのゼミ（勉強会）を開講します。

《対象》 岩手学習センター所属学生・一般（岩手県在住者のみ）

《会場》 岩手学習センター４階 講義室

※ 事務室にて先着順で申込みを受付します（お電話でも可）。

★ 受講料は不要です。

★ マスク着用、手指消毒にご協力願います。

★ ゼミは面接授業とは異なり、受講しても単位は付与されません。

★ 欠席する場合は、事務室までご連絡ください。

★ 開催日程・場所は都合により変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

★ 受講希望者が少数の場合、閉講にさせていただくことがあります。

新型コロナウイルス感染症の
対策をとりながら実施します。
ご協力をお願いします。
状況によっては中止となること
もあります。

齋藤ゼミ 『アメリカの小説を楽しんで読みましょう』

講 師 : 齋藤 博次 先生 岩手大学名誉教授

専門分野 : アメリカ文学・アメリカ文化

馬場ゼミ 『外国にルーツを持つ子どもの教育と保健福祉』

講 師 : 馬場 智子 先生 岩手大学准教授（教育学部）

専門分野 : 比較教育学・教育方法学

学校は子どもの健康状態の把握・健康教育に大きな役割

を果たしています。海外実践の文献を読み、子どもの健康

と教育について議論します。※必ず英和辞典をご持参くだ

さい。討議中心のため、２名以下の場合は実施困難となり

ますので開講無しとします。予めご了承ください。

《 日程・時間 》

１０月１０日（日）

第１回 ９：３０～１２：３０

第２回 １３：３０～１６：３０

《 定員 》 １５名（大講義室）

アメリカの短編小説を読み、受講生同士で話し合いな

がら理解を深めます。作品は翻訳を使います。

《 日程・時間 》

１０月２３日（土）

第１回 １０：００～１２：００

第２回 １３：００～１５：００

１０月２４日（日）

第１回 １０：００～１２：００

第２回 １３：００～１５：００

《 定員 》 １５名（大講義室）
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★ 「学生と所長との懇談会」および「公開講演会」のお知らせ ★

学習センターの空調設備工事が始まります！

● ９月 ７日（火）～ ９月１０日（金） ・・・・学生控室の利用停止

● ９月２１日（火）・ ９月２２日（水） ・・・・視聴学習室の利用停止

（※ 自習室として４階パソコン実習室を利用できます。）

４階の空調設備が故障し、冷房や暖房が使用できない状態が続いておりましたが、

この度、岩手学習センター空調設備の改修工事の運びとなりました。学生の皆さまに

は長い間ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。工事に伴い、工事期間中は学

習センターのエアコンの使用ができません。また、学生控室や視聴学習室が利用停止

になる日がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事期間：9/７～10/1
エアコンは１０/16以降使用可

詳細は、後日、岩手学習センターのホームページに掲載するとともに、周辺地域に

在住の学生の皆さんにご案内を送ります。なお、新型コロナウイルス感染拡大状況に

よっては、中止になることをご了解ください。

〇 二戸地域 2021年12月18日（土）

〇 水沢地域 2022年 2月 5日（土）

〇 釜石地域 2022年 2月19日（土）

岩手学習センターでは、学長裁量経費の支援により「センター外再視聴施設を

拠点とした学生のネットワークづくり」を進めようと考えています。

今年度は大学説明会の開催にあわせて、三地域での「学生と所長との懇談会」

と「公開講演会」の開催を企画しています。



-９-

2021年度第２学期の科目登録申請を行った方は、９月中旬頃大学本部から送付される「学費払込

取扱票」で学費を払い込んでください。学費納入期限内に学費が納入されない場合は、申請科目の

受講はできません。

※面接授業の申請をした方は、必ず当落を確認し、登録科目数分だけ授業料をお支払いください。

※『学生生活の栞』P12、62では９月中旬を未着照会時期としていますが、学期開始までに印刷

教材の送付を希望する方で９月１３日（月）までに科目登録決定通知書が届かない場合は、大学

本部学生サポートセンター（TEL043-276-5111（総合受付））まで連絡してください。

（通知の未着で払い込みができなかった場合でも科目登録が無効となります。）

※ 「科目登録決定通知書・学費払込取扱票」の発送が例年と比べ遅延する

見込みとなっており、印刷教材のお届けも通常より遅くなる見込みです。

早期に印刷教材の到着を希望される方は速やかに学費を払い込んでください。

2021年度第２学期の出願を行った方は、大学本部から送付される「学費払込取扱票」で学費を払

い込んでください。学費納入期限内に学費が納入されない場合は、申請科目の受講はできません。

※第１回募集で出願した方で面接授業の申請をした方は、必ず当落を確認し、９月３０日（木）ま

でに登録科目数分だけ授業料をお支払いください。

※第１回募集で出願した方は、９月1５日（水）までに学費を納入してください。原則として学期

開始（10月１日）までに印刷教材が届きます。

※第２回募集で出願した方は、10月４日（月）までに学費を納入してください。

９月1６日（木）以降に学費を納入した場合、印刷教材の到着は10月１日以降となりますので

予めご了承ください。

在学生の方へ

新規入学・継続入学の方へ

学費の振り込みはお済みですか？

２０２１年度第２学期の単位認定試験の実施について
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないため、2021年度第２学期単位認定試験に

ついても、１学期単位認定試験と同様に代替措置による自宅受験にて実施することになりました。

試験期間は当初予定していた日程を変更し、以下の日程で実施します。

※事前に周知していた試験日程とは異なります。配布済みの授業科目案内やシステムWAKABAの時間

割等は、変更前の日程で記載されていますので、期間をお間違えないようにご注意ください。

詳細は１２月末頃に放送大学ホームページ及び郵送でお知らせします。

２０２２年１月１４日（金）～１月２１日（金）（消印有効）
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9月～１１月の岩手学習センターの休所日

《９月の休所日》

◎毎週月曜日

◎９月 ８日（水）作業停電のため１３時まで休所

◎９月１１日（土）作業停電のため１３時まで休所

◎９月２３日（木）秋分の日

◎９月２６日（日）学位記授与式のため、

一般の学生は利用できません。

《１０月の休所日》

◎毎週月曜日

《１１月の休所日》

◎毎週月曜日

◎１１月 ３日（水）「文化の日」

◎１１月２３日（火）「勤労感謝の日」

今年度の学生研修旅行
は中止となりました。

今年度の研修旅行は、新型コロナウイル

ス感染症対策のため中止となります。

ご理解のほどお願いいたします。

学習センターの利用について

● 体調がすぐれない方は利用しないでください。

● 必ずマスクの着用をお願いします。

● 入室の際はセンター内に設置しているアルコール消毒液での手指の消毒をお願いします。

● 現在「岩手学習センター所属の方」または「岩手県在住者の方」のみの利用に制限しています。

● その他、掲示等の利用方法を確認してご利用ください。

● 今後、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、利用制限措置が拡大することもあります。

毎年、岩手大学開催の大学祭に合わせて、

放送大学岩手学習センターの学友祭を学習セ

ンターとの共催で開催し出店などで参加して

おりましたが、新型コロナウイルス感染症対

策のため、今年度も前年度同様岩手大学の大

学祭は学内者のみで開催することになり、外

部の出店も禁止となりました。それに伴い、

学友祭も今年度は中止することになりました。

《学友会からのお知らせ》

学友祭は中止となりました。



 休所日  面接授業 単位認定試験期間 休所日  面接授業 単位認定試験期間 休所日  面接授業 単位認定試験期間

【編集後記】

自宅での単位認定試験の結果はいかがだったでしょうか？ まだまだ新型コロナ感染症が収まらない

なか、新しい学期が始まろうとしています。引き続き感染対策をしっかりした上での学期開始になりま

す。今後の状況によってはセンターの利用に制限がかかることも考えられます。ご協力のほどをお願い

いたします。職員一同また新たな気持ちで皆さまのサポートをさせていただきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。（木村）

月 火 水 木 金 土 日

 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

９月
９：３０～１３：００ 休所（停電のため） ※１３：００以降は通常通り利用可

９：３０～１３：００ 休所（停電のため） ※１３：００以降は通常通り利用可

１０日（金） 学生控室利用停止（空調設備改修工事のため）

公開講演会（１４：００～）

２２日（水） 視聴学習室利用停止（空調設備改修工事のため）

休所日（秋分の日）

学位記授与式・入学者の集い ※在学生のセンター利用はできません。

【中止する場合もあります】

◇ ８日（水）

◇１１日（土）

◇ ７日（火）～

◇１１日（土）

◇２１日（火） ・

◇２３日（木）

◇２６日（日）

9/8（水）・9/11（土）

作業停電のため、両日とも
13：00からの開所になります。

９月のゼミ

＜木村ゼミ＞ ４日（土）・５日（日）

１０月の面接授業

●１６日（土）･１７日（日） 「ナチズムの哲学」
「人とかかわる動物の行動」
「公衆衛生学・予防医学」

●３０日（土）・３１日（日） 「情報技術の発展と私たちの生活」
「犯罪の社会心理学」

月 火 水 木 金 土 日

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

１０月
◇ １日（金）

◇ ２日（土）

◇１５日（金）

◇２１日（木）

学部・大学院放送授業開始＜１月２０日（木）まで＞

修士全科生・博士全科生 ２０２２年度入学者筆記試験

面接授業空席発表 ※事前申請の抽選は２１日（木）

面接授業追加登録受付開始

１０月のゼミ

＜馬場ゼミ＞
１０日（土）

＜齋藤ゼミ＞
２３日（土）
２４日（日）

１１月の面接授業

● ６日（土）・ ７日（日） 「心理検査法基礎実習」
「人生は調査だ！実践社会調査法」

●１３日（土）・１４日（日） 「健康と看護」
「基礎ロボット工学」

●２０日（土）・２１日（日） 「ヘミングウェイの短編を読む」
「環境問題と民主主義」

●２７日（土）・２８日（日） 「心理学実験２」
「３次元形状表現と応用技術」

◇ ３日（水）

◇ ６日（土）

◇ ９日（火）

◇１３日（土）・１４日（日）

◇１６日（火）

◇２３日（火）

月 火 水 木 金 土 日

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

１１月

休所日（文化の日）

博士全科生 ２０２２年度入学者第２次選考（面接試問）

（Web） 通信指導 受付開始 ＜１１月３０日（火）１７：００まで＞

修士全科生 ２０２２年度入学者第２次選考（面接試問）

（郵送）通信指導 受付開始 ＜１１月３０日（火）まで（本部必着）＞

休所日（勤労感謝の日）
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