
重要なお知らせ ～新型コロナウイルス感染症に関する対応について～
面接授業について
2020年度第１学期に開講予定でした面接授業は、すべて閉講（中止）しています。
今学期開講予定科目の中で、「心理学実験３」のみは第２学期に移して開講します。その他の科目の
一部は2021年度に開講予定として準備を進めています。受講予定でした皆様には大変ご迷惑をおか
け致しますが、ご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
単位認定試験について
2020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。
2020年度第１学期卒業証書・学位記授与式並びに2020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２７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。なお、第１学期にご入学の方もご参加いただけますので、ぜひご参加
ください。

15：1０から行われる学友同窓会主催の学生懇談会では、卒業生・先輩学生が入学者のさまざまな不
安や疑問に答える時間を設けています。学習方法や試験勉強対策のコツも教えてもらえます。こちら
も是非ご参加ください。
公開講演会について
感染予防対策を行ったうえで、９月以降に開催を予定しております。日程等につきましては、決定次第、
機関紙や宮崎学習センターホームページでお知らせいたします。

学生の皆様へ　宮崎学習センター（宮崎市分室含む）ご利用にあたってのお願い
  ご利用にあたって 　  １．入館の際は、入館者受付簿に記入をお願いします。
                                 ２．マスクの着用をお願いします。
                                 ３．入所時の手指の消毒の励行をお願いします。
                                 ４．発熱等、体調不良の場合は、来所をご遠慮ください。
宮崎学習センターでは  １．次亜塩素酸ナトリウム溶液やエタノールによる消毒を行っております。
                                 ２．１時間に１度は窓の開閉をし、換気を行っております。

開催日時：2020年9月27日（日）　
　　　　　  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

目  次
重要なお知らせ ････････････････････････ 表紙 教職員紹介、過去問題閲覧方法 ･････････････ ８
単位認定試験について ････････････････ ２～４ 宮崎市分室、新しい生活様式 ･･･････････････ ９
次学期の手続きについて ･･････････････････ ５ 図書・視聴学習室からのお知らせ ･･･････････10
面接授業開設科目予定表 ･･････････････････ ６ 入学相談、卒業研究について ･･･････････････11
客員教授の紹介、新任職員挨拶 ･････････････ ７ 開所時間、学習スケジュール ･･･････････････12



2

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8日（水）、記述式は7月16日（木）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。

　■試験会場■
　　2020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。
　■単位試験期間■
　　【大学院】【教養学部】　　7月14日（火） 10：00 ～ 7月21日（火） 23：59

　■受験に必要なもの■

　■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
　　た答案用紙に解答を記入してください。
　■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。
　■解答提出期限■
　　7月21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。

①単位認定試験通知
　（受験票）

②筆記用具

③答案用紙

④インターネット環境

受験票は、６月３０日（火）より発送されます。
７月１０日（金）になっても届かない場合、または紛失した場合は、大学本部に
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、コンビニでネットプリントまたはネット
ワークプリントを利用して、ご自身で印刷してください（有料）。ネットプリント
またはネットワークプリント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。

放送大学本部よりご自宅へ郵送されます。
答案用紙・返送用封筒・受験方法等の案内が７月９日（木）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。

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。
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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2020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ID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ID・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。

　４． 大学本部より送付された答案用紙に、必要事項を記入のうえ、解答してください。
　　   　　※答案用紙への記入は、記入方法と注意事項をよく読んで記入してください。
　　   　　※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。

　５． 返送用封筒を使いご返送ください。7月21日（火）消印有効。
　　   　　※7月21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、20時以降に郵便物を差し出すことはできません。
上記の表は6/15時点の取扱時間です。詳しくは郵便局にお尋ねください。

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）
①2020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

② 試験会場欄には、受験票に
記載されている試験会場を記入
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
を記入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

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

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。

科目名が五十音順（先にA～Z）に
表示されます。

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

　　県内郵便局　取扱時間（平日18時以降に引き受け可能な郵便局）
県央 高鍋・西都・宮崎中央 都城・小林

延岡・日向日南
19時まで
20時まで

20時まで
20時まで県南

県西
県北
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単位認定試験について

■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。

■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。

成績区分

合 格

A
A

C
D
E

B

不合格

100点～90点

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

※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。

単位認定試験：再試験（次学期に限り１回のみ受験可）

通信指導：合格

通信指導：再提出
※新しい通信指導が届きます

通信指導：合格

次学期に学籍がない

次学期

次学期に学籍がない

継続入学手続き
継続入学手続き

通信指導：未提出・不合格

単位認定試験：未提出・不合格

今 学 期 に 登 録 し た 科 目

次学期も学籍がある
（休学中は除く）
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令和２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。

令和２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。

2020年度第１学期の単位認定試験が自宅受験に変更になったことに伴い成績通知の発送の遅れが予想
されます。成績通知の郵送を待って科目登録申請を郵送すると申請期間内に到着しない恐れがあるため、
システムWAKABAで成績を確認のうえシステムWAKABAから登録申請を行うことを推奨します。

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（土） ～ ８月３０日（日）【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（土）９時 ～ ８月３１日（月）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

　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（2018年度２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（水） ～ 8月31日（月）【私書箱必着】
　　　第2回  9月　1日（火） ～ 9月15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による出願受付期間
　　　6月10日（水）9時 ～ 9月15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

●継続入学した学期に面接授業を受講したい方は、8月15日（土）9時 ～ 8月31日（月）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。

科目登録申請要項の送付時期は７月中旬です

継続入学関連書類の送付時期は７月中旬です
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科目区分

外国語

情報

生活と
福祉

自然と
環境

社会と
産業

生活と
福祉

心理と
教育

人間と
文化

科  目  名 担 当 講 師 講義日程 会　　場 募 集
定 員

基　

盤

導 

入

総 

合

専　
　
　
　
　

門

※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、受講生の方　
　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予防で“３密”を避ける目的から各科目とも募集定員を少なくしています。
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宮崎学習センターでは、客員教員が皆さんの学習上のさまざまな相談（授業内容や卒業・修士論文の進め方等）
に応じています。どなたでもお気軽にご相談ください。相談日時は、学習センターにお問い合わせください。
宮崎学習センターホームページには、先生方のコメントなどが掲載されていますのであわせてご覧ください。

坂本　眞人  先生

（宮崎大学　准教授）

専門

 計算機科学・画像応用

さかもと　　　まこと

やなぎた　　　としひこ

ふじい　　　よしのりながまつ　　あつし

まつもと

つちだ　　　ひろし

土田　博  先生

（南九州短期大学　教授）

専門

 会計学

永松　敦  先生

（宮崎公立大学 教授）

専門

 日本民俗学

藤井　良宜  先生

（宮崎大学　教授）

専門

 統計科学・応用数学

松本　ソニア  先生

（南九州短期大学　准教授）

専門

 児童英語教育・比較文化学

柳田　俊彦  先生

（宮崎大学　教授）

専門

 臨床薬理学

パソコンサークルの顧問をされています

英語サークルの顧問をされています

平成１１年～平成２３年の間も、客員教員として
就任されていました

平成３１年度第2学期面接授業「神楽入門」等を
ご担当いただきました

放送授業「統計学（‘19）」の主任講師を担当され
ています

大学院科目「臨床薬理学特論（‘17）」の主任講師
を担当されています

新任職員の挨拶
本年度から、教務担当となりました倉爪です。「入学資格は『学びたい』という気持ち」というキャッチフレーズのもと、
生涯学習の学びの場として放送大学は、とても身近な教育機関です。その意欲のある学生の皆様の期待に応えられ
ますように様々なお手伝いをさせていただきます。また、昨年度まで学校教育の現場で仕事をしておりました。新たな
気持ちで学歌にあります「開かれた大学　放送大学」に貢献したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

教務担当　倉爪

本年度から、総務担当となりました坂元です。
少しでも早く仕事を覚えて、皆様方のサポートができるようになりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

総務担当　坂元

４月から宮崎学習センター教務・広報担当をさせて頂くことになりました。まだまだ分からないことばかりですが、学生
の皆様のお手伝いや環境整備など、一日も早くお役に立てるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

教務・広報担当　福村
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2020年度　教員・職員一覧

単位認定試験過去問題・解答等の閲覧方法

所長（特任教授）　松下　洋一
客員教員　　　　坂本　眞人　　    　　  事務長　  下川
　　　　　　　　土田　博　　  　    　　　総務　  坂元
　　　　　　　　永松　敦　　  　    　　　教務　  倉爪
　　　　　　　　藤井　良宜　　     　 　　総務　  興梠
　　　　　　　　松本　ソニア　    　教務・広報　  髙見
　　　　　　　　柳田　俊彦　　    　教務・広報　  福村

宮崎学習センターでは、
「私たちはまごころのこもった笑顔で親切
に対応します」をモットーに皆様にとって
学びやすく、親しみやすい教育拠点と
なるよう努力してまいります。

◆現在公表中の単位認定試験問題・リスニング問題・解答等◆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「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。

◆閲覧できる場所◆
　①システムWAKABA　　②学習センター　　③宮崎市分室（土曜日のみ）
　　　　　　　　　　　　　 ※②学習センター ③宮崎市分室では、コピー・印刷ができません。

◆システムWAKABAでの閲覧方法◆

実施年度・学期

2019年度  第2学期
2019年度  第1学期

公表期間

2021年 2月17日まで
2020年 8月19日まで

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。

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

問題・解答が科目コード順に表示されます。

現在閲覧できる問題・解答等が
学期別に表示されます。

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。
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宮崎市分室の開室日について

～宮崎市分室で学習しませんか？～

○放送大学で行われている科目（オンライン授業等一部を除く）が視聴できます。

○教材は全てDVD・CDとなっていますので、インターネットが苦手な方もOK！

○毎週土曜日は過去問題の閲覧が可能となっています。

学習相談や学生証の受渡をご希望の方は事前にご連絡ください。

○大学院学生論文集「オープンフォーラム」第４号～最新号までの閲覧が可能となっています。

単位認定試験に向けて集中して学習ができる環境となっています。是非ご利用ください。

宮
崎
駅

J
R
日
豊
本
線

橘
通
り

橘
橋

大
淀
大
橋

老
松
通
り

大淀川

宮崎
市役所

宮崎
小学校

宮崎市
教育委員会

宮崎県庁

宮 崎 市 分 室
宮崎市教育情報研修センター（宮崎小学校隣）  １階

県警本部

高千穂通り

裁判所

N

宮崎市教育情報
研修センター

月 利用時間

１０：００～１６：００
運営協力員による開室

　９：００～１６：００
職員による開室

　９：００～１２：００
職員による開室

曜日

火・木

土

土

7月

8月

すべて閉室します。9月

新型コロナウイルス感染症の感染予防のために、
新しい生活様式を取り入れましょう！

１．人との間隔はできるだけ２ｍ空けましょう。

２．会話をするときは、症状がなくても
　 マスクを着用しましょう。

５．屋内より屋外で活動しましょう。
    屋外でも密集するような運動は避けましょう。

４.手洗いやうがいを心がけ、
    手洗いは30秒程度かけて
    水と石けんで丁寧に洗いましょう。

３.窓やドアを開け、
　 こまめに換気しましょう。
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放送大学附属図書館のホームページからリモートアクセスすると、
ご自宅からでも論文、電子ブックの閲覧が可能です。
学習やおうち時間の活用にぜひご利用ください！

スマホ・タブレットでも
アクセスできます

覧が可能です。
い！

スマホ・タブレットでも
アクセスできます

ご自宅からでも論文、電子ブックの閲覧
学習やおうち時間の活用にぜひご利用

覧が可能
用ください

図書資料の蔵書検索、貸出
依頼は「OPACシステム」を
利用してください

ログインIDおよびパスワードは
システムWAKABAと同一です

電子ジャーナル、
電子ブックを
閲覧する場合は

「リモートアクセス」を
利用してください



11

宮崎学習センターでは、入学相談会を例年県内各地区で開催していますが、今学期は新型コロナウイルス感染
防止対策のため、実施いたしません。
出願手続きや科目登録、学習方法など、ご質問がありましたら、宮崎学習センターまでお電話、または宮崎学
習センターホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。宮崎学習センターのメールアドレスも
ご利用いただけます。
個別での相談を希望される方は、お問い合わせの際に併せてご連絡ください。宮崎学習センター（日向市）ま
たは宮崎市内にて相談をお受けできるよう日程調整し、個別相談させていただきます。

卒業研究は、全科履修生の選択科目です（必修ではありません）。
卒業研究を履修するためには、履修を希望する前年度に、卒業研究申請書を提出し、審査により履修が認めら
れることが必要です。
卒業研究の履修は、指導教員の指導の下で研究を進め、卒業研究報告書をまとめます。卒業研究の単位は、
卒業研究報告書の審査および面接審査に合格することにより、所属するコースの専門科目として6単位認定
されます。この6単位のうち3単位は放送授業として、3単位は面接授業として単位認定されます。

◎履修申請の条件
　２０２０年４月時点で、全科履修生として休学期間及び停学期間を除いて２年以上在学し、62単位以上を
　修得した方
　※３年次編入学者は２年在籍したとみなします。　　※２年次編入学者は１年在籍したとみなします。
　※休学中の申請はできません。申請後に休学すると履修資格を失います。

　　・・特例者・・
　　　2018年度第２学期第１年次入学者及び、2019年度第２学期第２年次編入学者
　　・・特例者の履修要件・・
　　　申請学期末（2020年度第１学期末）において、在学期間（休学期間及び停学期間を除く）を満たし、
　　　かつ、62単位以上の単位を修得見込みの方

卒業研究に係る日程などの詳細については、学習センター窓口で配布または郵送している「卒業研究履修の
手引～2021年度履修者用～」をご確認ください。システムWAKABAからも閲覧することができます。

科目登録や、学習方法についての相談のほかにも、卒業研究を将来的に履修したいと考えている方、大学院
への進学を考えている方を対象にした相談も受付けています。お気軽にお問い合わせください。

たは宮崎市内にて相談をお受けできるよう日程調整し、個別相談させていただきます。

科目登録や、学習方法についての相談のほかにも、卒業研究を将来的に履修したいと考えている方、大学院

卒業研究について

システムWAKABA ＞ キャンパスライフ ＞ 学内関連 ＞ 学習案内 ＞ 「002_01卒業研究履修ガイダンス」

履修を希望する方には、卒業研究履修の手引きを基に、研究テーマや研究計画書の記入についてなど、宮崎
学習センター所長が相談に応じます。お早めにご相談ください！！

<お問い合わせ先>

TEL:０９８２-５３-１８９３　　FAX:０９８２-５３-１８９8　　MAIL:miyazaki-sc@ouj.ac.jp

宮崎学習センター
ホームページ

お問い合わせ
フ ォ ー ム
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◆  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（1月29日） 

 

期  間 曜  日 開所時間 
※2020年度第１学期は単位認定
試験が自宅受験となりましたので、 
7月23日（木）海の日は閉所とし、 
7月17日（金）～22日（水）は、 
通常期間の開所時間とします。 

通常期間 
（単位認定試験期間を除く） 

火曜～日曜 

9：15～17：45 

単位認定試験期間 
第１学期：７月17日～７月23日※ 
第２学期：１月21日～１月30日 

9：00～19：00 

７月 センター閉所日 ・・・ 6日・13日・20日・23日・24日・27日 
宮崎市分室開室日 ・・・ 火・木曜（10時～16時）、土曜（9時～16時）  

14日（火）～21日（火） 単位認定試験期間（試験問題公表期間） 

２１日（火） 大学院・学部単位認定試験解答提出期限（消印有効） 

８月 センター閉所日 ・・・ 3日・10日・13～17日・24日・31日 
宮崎市分室開室日 ・・・ 毎週土曜日のみ（9時～12時） 

12日（水） 夏季集中科目（司書教諭）通信指導提出期限 

15日（土） 
令和2年度「修士・博士全科生」出願受付開始（～26日） 
第2学期科目登録申請受付開始（郵送：～30日／Web：～31日） 

30日（日） 第2学期科目登録申請 郵送受付締切（本部必着） 

31日（月） 
第2学期科目登録申請 Web 受付締切 
令和2年度第2学期「学部」「大学院（選科・科目履修生）」第1回出願受付締切 

９月 センター閉所日・・・ 7日・14日・21日・22日・28日 
宮崎市分室開室日 ・・・ 9月は開室せず、すべて閉室です。 

1日（火） 令和2年度第2学期「学部」「大学院（選科・科目履修生）」第2回出願受付開始（～15日） 

5 日（土） 
令和
「骨粗しょう症について知る：骨粗しょう症の理解と予防対策について」

2年度 第1回公開講演会

講師：宮崎大学 舩元太郎氏   会場：宮崎学習センター（日向市） 

27日（日） 『卒業証書・学位記授与式並びに入学者の集い』 『学生懇談会』 


