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重要なお知らせ
単位認定試験について

202１年度第1学期の単位認定試験は、各試験場での試験を実施せず、ご自宅での受験となります。
受験方法については２～４ページをご覧ください。

２０２１年度第２学期面接授業について
２０２１年度第２学期の面接授業は、新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、対面方式で実施
予定です。ただし、第１学期同様新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、対面授業の中止（閉講）、
定員削減、Ｚｏｏｍ等のシステムによるＷｅｂ授業への変更、加えてご自身の居住都道府県外に所在する
学習センターでの面接授業の越境受講禁止などの措置をおこなう可能性があります。皆様方にはご迷
惑をおかけしますが、ご理解頂き科目登録にお申し込みください。宮崎学習センターの開設科目予定表
は７ページをご覧ください。

ご登録の連絡先（住所・電話番号）の確認をお願いします！！
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響などで急な閉講・授業形態の変更などが生じた場合、学生の皆
様へは、お電話にて変更内容をご連絡することがあります。その際、システムWAKABAにご登録されてい
る電話番号が最新のものになっておらず、連絡が取れない事態が発生しています。
通信教育にとって連絡先情報は「命綱」のようなものです。変更があった場合は必ず届出を行ってください。
システムWAKABAでの変更方法は、８ページをご覧ください。

2０２１年度第１学期卒業証書・学位記授与式並びに２０２１年度第２学期入学者の集いについて
感染予防対策を行ったうえで、９月２６日（日）に開催予定です。感染拡大の状況が変化して中止せざる
を得なくなった場合には、宮崎学習センターホームページやシステムWAKABA内の学内連絡でお知ら
せしますのでご確認ください。
 開催日時：２０２１年9月26日（日）
 　　　※実施内容は感染状況に応じて変更する場合があります。　
  1３：00～　入学者オリエンテーション
  １４：００～　卒業証書・学位記授与式並びに入学者の集い
  15：1０～　学生懇談会（学友同窓会主催）
 会　　場：日向市中央公民館２階　第４研修室
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単位認定試験について
単位認定試験を受験できる方は、放送授業（一部のオンライン授業）を科目登録し、通信指導を
提出して合格した方です。

■通信指導の添削結果（合否）■
　通信指導の添削結果が、択一式科目は７月７日（水）、記述式は７月１３日（火）までに届かない
　場合は、大学本部（043-276-5111）へお問い合わせください。
　※添削結果より前に、単位認定試験通知（受験票）が届くことがあります。

■受験方法■
　試験問題は、試験問題閲覧サイトに単位認定試験期間のみ公開されます。
　自宅のパソコン・スマートフォン等で閲覧（必要であれば印刷）し、大学本部より送付された解答
　用紙に解答を記入してください。

■答案提出期限■
　7月2０日（火）  当日消印有効
　※提出期限内の消印が無い場合は、未受験（不合格）となりますので、必ず期限内の消印とな
　るように発送してください。

■返送方法■　
　大学本部より、大学私書箱への返送用封筒が送付されます。
　受験する全ての科目の答案用紙を返送用封筒に入れご返送ください。

■単位試験期間■
　２０２１年度第１学期の単位認定試験は試験会場では実施せず、自宅での受験となります。
■試験会場■
【教養学部】【大学院】　　７月１３日（火） １0：00 ～ ７月２０日（火） ２３：５９
■受験に必要なもの■

①単位認定試験通知
　（受験票）

受験票は、６月３０日（水）より発送されます。
７月６日（火）になっても届かない場合、または紛失した場合は、システム
WAKABAで再発行ができます。【教務情報】→【単位認定試験時間割表照
会（学生用）】→【2021年度１学期】で検索→【受験票出力（期末試験）】

解答用紙への記入の際は、必ずHBの黒鉛筆をご使用ください。
（ボールペン・シャープペンシル使用不可）
HBの黒鉛筆以外を使用すると正しく採点されないことがあります。
放送大学本部よりご自宅へ郵送されます。
解答用紙・返送用封筒・受験方法等の案内が７月６日（火）になっても届か
ない方、送付物に不足がある方は大学本部へご連絡ください。

試験問題は、実施期間中に試験問題閲覧サイトに公表されます。
ご自身でご確認ください。確認方法は次ページをご覧ください。
インターネットで閲覧できない方は、主要コンビニエンスストア設置のコピー
機端末で提供されているプリントサービスを利用して、ご自身で印刷してく
ださい（有料）。プリントサービスによる入手がどうしてもできない方は、宮崎
学習センターにご相談ください。

②筆記用具

③解答用紙

④インターネット環境
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単位認定試験について
■試験問題確認方法■
 １．以下のウェブページ（試験問題閲覧用サイト）にアクセスしてください。
      自宅のパソコン・スマートフォン等から閲覧できます。
　　　　　https://wwｗ.ouj.ac.jp/shiken/

      ※試験問題の解答について、他者と情報交換を行うこと、インターネット等に公開すること、インターネットに公開 
      された解答を参照すること等は不正行為となります。不正行為が明らかになった場合には２０２１年度第１学期の
      全試験が失格となりますので、絶対にしないでください。
 ２．アクセスするとユーザー名とパスワードの入力を求められますので、大学本部より送付された「単位
      認定試験受験方法について」に記載されている閲覧パスワードを入力してください。
 ３．試験問題が五十音順にPDFファイル形式で表示されますので、ご自身で受講している科目の試験
      問題を確認してください。問題は試験期間中であれば何度でもご確認いただけます。必要であれ
      ば印刷してください。

■解答用紙記入方法■
 １.大学本部より送付された解答用紙に、必要事項を記入のうえ、解答してください。
            ※解答用紙への記入は、記入方法と注意事項をよく読んで記入してください。
            ※記入した内容に誤りがある場合、正しく採点が行われず、未受験扱いとなる場合があります。

マークシート式解答用紙記入例 記述式解答用紙記入例（罫線・マス目共通）

①２０２１年度第１学期
③受験科目名
 ( )の中の数字まで記入
④科目コード
⑤学生番号
⑥氏名　それぞれ記入

■答案郵送方法■
 １．大学本部からお送りしている答案提出用封筒を使いご返送ください。７月２０日（火）消印有効。
            ※７月２０日にポスト投函をされる場合、集荷時間により当日消印となりませんので、集荷時間を
           ご確認ください。また、郵便局の窓口取扱時間にもご注意ください。宮崎県内の郵便局では、現在、
           19時以降に郵便物を差し出すことはできません。詳しくは郵便局にお尋ねください。

印

科目名が五十音順（先にA～Z）に表示
されます。

リスニング問題がある科目は、クリック
すると音声が流れます。

③ ④　科目コード・学生番号欄は数字を記入
したうえで、該当の数字欄を塗りつぶす

① 氏名欄は（　）内にカタカナで
フリガナを記入
② 科目名は（　）の中の数字まで
記入

⑦ 問番号がある科目は、
問番号を選択・記入したう
えで、解答してください

② 試験会場欄には、受験票
に記載されている試験会
場コードを記入（試験会場
が宮崎学習センターであ
れば45A、南宮崎ブランチ
であれば84A）
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単位認定試験について

■再試験について■
　　今学期に登録した科目で、通信指導を未提出または不合格、単位認定試験を未受験または不合格の 
　　方は、次の学期に学籍がある場合に限り（休学中の場合を除く）、科目登録を行わなくても単位認定
　　試験を受験することができます。なお、再試験に係る授業料は不要です。

次学期

※通信指導、単位認定試験の詳細は、「学生生活の栞」　教養学部　６６P～、大学院　6３P～をご覧ください。

■試験の結果■
　　試験の結果は、８月下旬頃に「成績通知書」によって通知され
　　るほか、システムWAKABAからも確認することができます。
　　また、通知書とあわせて、ご自身がこれまでに修得した授業科
　　目の成績と単位数が記載された「単位修得状況一覧（単位
　　認定書）」が同封されています。
　　この通知書等は証明書ではありません。証明書が必要な場合
　　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。

成績区分

合格

A 100点～90点
89点～80点
79点～70点
69点～60点
59点～50点
49点～  0点

A
B
C
D
E

不合格

今学期に登録した科目

通信指導：未提出・不合格 通信指導：合格

通信指導：合格

単位認定試験：未受験・不合格

継続入学手続き

通信指導：再提出
※新しい通信指導が届きます

次学期も学籍がある
（休学中は除く）

単位認定試験：再試験　（次学期に限り1回のみ受験可）

継続入学手続き

次学期に学籍がない 次学期に学籍がない
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次学期の手続きについて

２０２１年１０月以降も学籍がある方　→　科目登録申請を行ってください。

２０２１年９月末で学籍が切れる方　→　継続入学手続きを行ってください。

次学期に受講する科目を選び、下記の期間に科目登録申請を行ってください。
１．郵送による申請期間
        ８月１５日（日）～ ８月３０日（月）【私書箱必着】
          「科目登録申請票」に必要事項を記入し、私書箱へ郵送

２．システムWAKABAによる申請期間
        ８月１５日（日）９時 ～ ８月３１日（火）２４時
          放送大学システムWAKABAへアクセス
          →認証システム画面へログインID・パスワードを入力→
          →教務情報→科目登録申請をクリック

科目登録申請要項の送付時期は７月中旬です

システムWAKABAのログインID・パスワードについて
 ログインID：（半角１０桁）→ 学生番号（ハイフン無し）
 パスワード：（８ケタ以上の英数字）→ご自身で設定されたパスワード
　　※初期パスワードから一定期間経っても変更されていない方は、
　　　ロックされ、ログインできません。ログインできない方は、
　　　学習センターまたは大学本部（電話：043-276-5111）に
　　　お問い合わせください。

※教養学部全科履修生は、休学期間を除き、４学期間続けて科目登録が行われていない場合、除籍となります。
　３学期間科目登録をしていない（２０２０年度１学期以降、科目登録をされていない）方は、必ず科目登録を行っ
　てください。

次学期も継続して学習を希望する場合は、下記期間内に出願手続きを行ってください。
１．郵送による出願受付期間
        第１回 ６月１０日（木）～８月３１日（火）【私書箱必着】
        第２回 ９月  １日（水）～９月１４日（火）【私書箱必着】
         「継続入学用出願票」に必要事項を記入し、私書箱へ郵送
　　　※集団入学者（共済入学者を含む）および自主退学者には、
　　　継続入学関連書類は送付されません。

２．システムWAKABAによる申請期間
        ６月１０日（木）９時～９月１４日（火）１７時
　　　放送大学システムWAKABAへアクセス
　　　→認証システム画面へログインID・パスワードを入力→
　　　→教務情報→継続入学申請をクリック

 継続入学関連書類の送付時期は７月中旬です

●継続入学した学期当初から面接授業の科目申請をしたい方は、８月１５日（日）９時～８月３１日（火）
　２４時の期間にシステムWAKABAから出願した場合のみ登録が可能です。その際、面接授業の登録申請
　のみでは入学できませんので、放送授業またはオンライン授業を１科目以上登録する必要があります。
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過去の単位認定試験問題・解答等の閲覧方法
◆現在公表中の過去の単位認定試験問題・リスニング問題・解答等◆

◆閲覧できる場所◆

◆システムWAKABAでの閲覧方法◆

実施年度・学期

２０２０年度  第１学期

２０２０年度  第２学期

公表期間

２０２１年　８月１８日まで

２０２２年　２月１６日まで

※「試験問題・解答・解説」は、著作権法により私的利用以外での複製、転載などは禁止されています。
　違反した場合は懲戒の対象となります。
　ご自身の勉強利用に限り、ご利用可能です。それ以外の用途にはご利用できません。

①システムWAKABA　  ②学習センター　  ③宮崎市分室
※②学習センター  ③宮崎市分室では、コピーや印刷はできません。

現在閲覧できる問題・解答等が
学期別に表示されます。

システムWAKABAにログイン後、画面右側にある学内リンク
「過去の単位認定試験問題・解答等」から閲覧できます。

問題・解答等がそれぞれPDFファイルになっています。
印刷することも可能です。

リスニング問題がある科目は、
クリックすると音声が流れます。

問題・解答が科目コード順に表示されます。
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２０２１年度第２学期  宮崎学習センター面接授業開設科目予定表
科目区分 科 目 名 担 当 講 師 講義日程 会  場 定員 不測の事態

- 
新・初歩からの 
パソコン 

坂本 眞人 
宮崎大学 教授 

10 月 30日（土）
10月 31日（日）

宮崎学習センター 
（日向市） 16 閉講 

外国語 初めての韓国語 金 智賢 
宮崎大学 准教授 

11 月 27日（土）
11月 28日（日）

宮崎サザンビューティ 
専門学校（宮崎市） 20 閉講 

生活と 
福祉 

薬用資源学 甲斐 久博 
九州保健福祉大学 准教授

11月 13日（土） 九州保健福祉大学(延岡市）
20 Web 

11 月 14日（日）宮交ボタニックガーデン青島 （宮崎市） 

精神の病の成り立ち
と回復過程 

川村 道子 
宮崎県立看護大学 教授

12月 25日（土）
12月 26日（日）

宮崎サザンビューティ 
専門学校（宮崎市） 20 閉講 

自然と 
環境 

ニンジンで学ぶ 
量子の世界 

岸根 順一郎 
放送大学 教授 12月25日（土）

12月26日（日）
12月11日（土）
12月12日（日）

宮崎学習
センター
（日向市）

18 Web 

社会と 
産業 観光メディア論 森津 千尋 

宮崎公立大学 准教授
11月 20日（土）
11月 21日（日）

宮崎サザンビューティ 
専門学校（宮崎市） 20 Web 

人間と
文化 

16・17世紀の 
日本と欧州 

杉森 哲也 
放送大学 教授 

10 月 23日（土）
10月 24日（日）

宮崎学習センター 
（日向市） 18 閉講 

記紀・風土記にみる
日向の物語 

大館 真晴 
宮崎県立看護大学 教授

10月 23日（土） 宮崎サザンビューティ 
専門学校（宮崎市） 

20 Web 
10 月 24日（日）宮交ボタニックガーデン青島 （宮崎市） 

若山牧水と 
日本の恋歌 

中村 佳文 
宮崎大学 教授 

11 月 27日（土）
11月 28日（日）

宮崎学習センター 
（日向市） 18 Web 

方言と 
コミュニケーション 

田中 利砂子 
南九州短期大学 講師 

12月 4 日（土）
12月 5日（日）

宮崎県婦人会館 
（宮崎市） 20 Web 

心理と 
教育 

心理学実験３ 井上 浩義 
宮崎学園短期大学 准教授

10月 16日（土）
10月 17日（日）

宮崎学習センター 
（日向市） 16 閉講 

心理学実験２ 小澤 拓大 
宮崎学園短期大学 講師

11月 6日（土）
11月 7日（日）

宮崎学習センター 
（日向市） 16 閉講 

未来の希望につながる
ひとづくり 

飛田 洋 
宮崎大学 客員教授 

元宮崎県教育委員会教育長

11月 6日（土）
11月 7日（日）

宮崎県婦人会館 
（宮崎市） 20 Web 

心理学実験１ 内藤 健一 
九州保健福祉大学 講師

12月 4日（土）
12月 5日（日）

宮崎学習センター 
（日向市） 16 閉講 

情報 
データサイエンス

入門 
藤井 良宜 
宮崎大学 教授 

10 月 16日（土）
10月 17日（日）

宮崎県婦人会館 
（宮崎市） 20 Web 

※授業概要は、7月中旬に科目登録申請要項に同封されます「面接授業時間割表（九州・沖縄ブロック版）」をご覧ください。
　次学期に継続入学・再入学の対象となる方には時間割表が送付されませんので、学習センターにお問い合わせください。
※授業受講に際し必要な図書（授業当日必ずご持参いただくもの）は、「教科書」として指定してありますので、受講生は
　各自でご用意をお願いいたします。教科書・参考書は授業概要に示してあります。
※やむを得ない事情により、閉講・日程変更する場合がありますが、それに伴い受講できない場合は受講料を返金します。
　ただし、授業日程の変更の際は、交通費等は補償しませんのであらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、対面授業の中止（閉講）、定員削減、Ｚｏｏｍ等のシステムによるＷｅｂ授業
　への変更、状況次第では代替措置へ切り替え、加えてご自身の居住都道府県外に所在する学習センターでの面接授業
　の越境受講禁止などの措置をおこなう可能性があります。
※不測の事態発生時の対応を右端に記載しています。“Web”と表示している授業は、不測の事態発生時はWeb 授業で
　開講する科目です。“閉講”と表示している授業は、不測の事態発生時は閉講する科目です。

７月中旬に送付される面接授業時間
割表から日程が変更になりました！
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システムWAKABAでの各種変更手続き方法
各種変更手続きは、「学生生活の栞」巻末にある様式を郵送することで提出できるほか、システムWAKABA
から提出することもできます。通信教育にとって連絡先情報は「命綱」のようなものです。変更があった場合
は必ず届出を行ってください。

◆システムWAKABAでの変更方法◆
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第１学期面接授業「レポート・論文の作成方法」を
担当しています。卒業研究、大学院入学について
等随時相談を受けています。

「パソコンサークル」の顧問、第２学期面接授業
「新・初歩からのパソコン」を担当します。

第１学期面接授業「宮崎の伝統芸能と民俗文化」
を担当しています。

「英語サークル」の顧問、第１学期面接授業「発音
クリニック３（初級）」を担当しています。

放送授業「統計学（‘19）」の主任講師、第２学期
「データサイエンス入門」を担当します。

令和２年度公開講演会「薬を正しく理解する：治
療薬の効果と安全な使用について」、第１学期面
接授業「臨床薬理学入門」、大学院科目「臨床薬理
学特論（‘17）」の主任講師を担当しています。

「税法サークル」の顧問、第１学期面接授業「会計
学１―初めての簿記入門―」を担当しています。

平成２８年～令和元年度も客員教員として就任
されていました。第２学期面接授業「精神の病の
成り立ちと回復過程」を担当します。

9
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退任職員の挨拶
２０１６年６月から５年間、放送大学宮崎学習センターに勤務させていただきました。
２０１８年までは図書室におりました。図書資料や放送教材（CD・DVD）の貸し出しをご利用いただいた皆さまに
は大変お世話になりました。
２０１９年からは教務・広報担当として、面接授業や単位認定試験、学生研修旅行などで皆さまとお話させていた
だき、皆さまの「学び」への探求心や好奇心、「学ぶこと」を心から楽しんでいるお姿に多くの刺激を受けました。
教職員の方々、学生の皆さまに恵まれて職務を全うできたことは、私にとってかけがえのない貴重な経験となりま
した。お世話になりました皆さまに心より感謝申し上げます。
最後に、今後の宮崎学習センターの益々のご発展と、学生の皆さまのご健勝とご多幸を祈念しております。

教務・広報担当　髙見

宮崎学習センターでは機関紙やセンターホームページに「学生作品紹介ページ」を新たにつくります。学生
の皆様の様々な活動成果をご紹介し、相互に交流できるページになることを期待しています。他の方にもみ
ていただきたい多様な作品を、ジャンルを問わず募集しますので、お気軽に投稿いただければ幸いです。

【募集する作品の例】
　 ・書（書道作品）、絵画、イラスト、版画、写真などの書画作品や彫刻、模型などの造形作品
　 ・エッセイ、小論文、短編小説などの文学作品（イラストや写真を含む作品も歓迎します）
　 ・各種の催し、会合、イベントなどに参加しての感想文や記念写真などの記録作品
　 ・ボランティアなど地域社会活動をされた際の感謝状、賞状、記録写真などとコメント・感想文
　 ・その他の作品：是非紹介したいと思う様々な事柄（ただし、宣伝広告などは除きます）　

【提出作品の様式】
<<書画作品、造形作品>>
　 ・書画作品、造形作品は写真またはコピーした画像データ（データ様式：JPEG、PNG、TIFFなど）のファイルでメー
　   ルに添付して提出してください。

新任職員の挨拶
本年度、教務担当となりました山内です。「分かりたいという好奇心と学ぶ意欲」があれば、放送大学は、いつでもど
こでも（インターネット環境があれば）、未知の仲間と学ぶ事ができます。この環境をスムーズに提供できるように皆
様のお手伝いをして、生涯学習社会の充実に向けて頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

教務担当　山内

６月より教務・広報業務を担当させて頂きます。いち早く皆様のサポートができるよう努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

教務・広報担当　小野

2021 年度　教員・職員一覧
所長（特任教授）  松下  洋一
客員教員 川村  道子 職員 　　  事務長 下川
 坂本  眞人  　　　  総務 坂元
 土田  博  　　　  教務 山内
 永松  敦  　　　  総務 興梠
 藤井  良 宜      教務・広報 福村
 松本  ソニア      教務・広報 小野
 柳田  俊彦

学生作品募集のお知らせ
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　 ・書画作品、造形作品を画像データファイルにできないときは、写真またはコピーをセンターまで郵送いただけれ
      ば、スキャナーで画像データに変換して掲載させていただきます。
<<文学作品、記録作品、社会活動記録>>
　 ・文学作品、記録作品、社会活動記録などは、文書作成のワープロソフト（マイクロソフトWord、グーグル
      Documentなど）で作成したファイルをお送りください。画像データは文書途中に挿入していただき１つのファイル
      でお送りください。文書はA4サイズで１ページ当たり40字×40行で３ページ以内に収まることを目安に作成して
      ください。
　 ・テキストエディター（マイクロソフトメモ帳など）で文書を作成される場合、画像ファイルは文章中に挿入できません
      ので、テキスト文書（拡張子TEXTの文書）と別に画像ファイルを添付してお送りください。
　 ・手書き文書と写真・コピーを郵送でお送りいただくことも可能です。この場合は、センターでテキストファイルと画
      像ファイルとを作成・編集させていただきます。
【作品の提出先】
　 ・メールでの受付：件名を「学生作品の投稿」として、本文に氏名、学生番号、作品タイトルを記入して、画像データ
      ファイルや文書ファイルを添付して下記にメール送付してください。
　     送付メールアドレス　miyazaki-sc@ouj.ac.jp
　 ・郵送での受付：件名を「学生作品の投稿」として、本文に氏名、学生番号、作品タイトルを記入したメモと共に、
      作品（文書・写真・コピーなど）を郵送送付してください。
　    送付先：〒883-8510　日向市本町１１－１１　放送大学宮崎学習センター

学生作品紹介ページ
ご紹介する学生作品第１号は、全科履修生として４コースをご卒業され、現在も全科履修生として在学されて
いる方の作品です。

知るは楽しみなり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中馬　能行
　１９８０年代、「クイズ面白ゼミナール」というテレビ番組がありました。司会の鈴木健二アナの抜群の記憶力
（台本なし）と旺盛な知識でもって、７年間続いた番組です。
　この人のオープニングの決まり文句が「知るは楽しみなり」でした。その博識はどこから来るのかと問われて、
彼は「インターネットからなんでも広く知ることはできるけど薄いんです。詳しく知るためには、本なんですよ。厳し
い視聴者もいらっしゃいますからね。」と読書の必要性を話していました。
　読書といえば、放送大学宮崎市分室に、時松さんという在学生からのご厚意で、何百冊もの本が寄贈してあり
ます。何々文庫といえば、結構その人の好みというか個性が出るものですが、ここの書棚は大衆小説から随筆、
評論、紀行文、宗教論、ハウツー物まで百花繚乱、時間軸にしても古代から未来まで選り取り見取りです。
　宮崎市分室は、宮崎県庁から東へ２００ｍ、宮崎市教育情報研修センターの中にあります。冷暖房完備で、全
科目の再生機器が10数台並んでいます。とにかく静かです。というより「静謐」ですね。今年の猛暑は、ここで涼
まれてはいかがでしょうか。
　こういう事を言うと、「使用目的が違う」とチコちゃんに叱られそうですが、まあ大目にみてください。
　読書が苦手という人には、宮崎市立図書館のCD文庫がお勧めです。こちらは、もっとポピュラーで、ミステ
リー、時代劇、私小説の類です。最近、印象に残ったものは直木賞作家、乃南アサの「しゃぼん玉」、６本７時間の
長尺です。
　映画では「落人伝説の残る宮崎県椎葉村を舞台に繰り広げられる人間再生の物語」と紹介されていました。佐
土原図書館にも置いてあります。再生機器さえあれば、いつでも、どこでも聴けますから結構重宝しています。
　最後に、冒頭の鈴木さん、「あなたにとって知るとは？」と問われた時に「自分は何も知らない人間
だったという事を知る事ですね。これをやらないと次へ進めないのです。」
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開所時間のお知らせ
◆ 宮崎学習センターの開所時間 ◆

 

◆ 閉所日 ◆
　　毎週月曜日、祝日法に定める祝日・休日、年末年始（12月29日～1月3日）
　　その他学長または学習センター所長が特に必要と認めた日（8月13日～15日、1月28日）

学習スケジュール

期　   間 曜    日

火 ～ 日 9：15～ 17：45

開所時間

通常期間　※
※第２学期の単位認定試験は自宅受験となり、試験日程が
1月14日（金）～1月21日（金）になります。
今年度は単位認定試験期間も通常期間の開所時間とします。


