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　久しぶりにこんな感動的な本を読みました。この本
が作られた経緯については、同書の「はしがき」に詳
しく書かれています。放送大学を少しでも大きくした
い、という、中国・四国地区の学習センター所長たち
の熱い願いが、これを成し遂げさせたのです。
　放送大学をもっと多くの人に理解してもらうために、
体験記を出しませんか、という発言があったとき、誰
もが小さなパンフレットでもできればと思ったに違い
ありません。ところが、編集方針が決定され、各学習
センターで原稿集めが進展してみると、驚くなかれ、
80篇をこえる貴重な原稿が集まったのです。とても小
さなパンフレットに収まるはずはない！というわけで、
編集に携わった所長さんたちのおかげで、一冊の立派
な本が出来上がりました。
　内容をご紹介しておきましょう。本書は三部構成に
なっています。第一部　このように私は学んだ（第一
章～第八章）、第二部　報道・記録された放送大学の
学生（第九章～第十一章）、第三部　学習センター所
長からのメッセージ（第十二章、第十三章）です。
　目玉はもちろん第一部。原稿をお寄せいただいた
方々の年齢は次の通り。30歳台３名、40歳台５名、50
歳台７名、60歳台15名、70歳台10名そしてなんと80歳
台２名という顔ぶれ。いかにも放送大学らしいですね。
　いずれも感動的な学びの経験が記録されていますが、
わたしがもっとも注目するのは、ほとんどの方が、放

『放送大学に学んで』
　　（2017年３月25日刊　東信堂）を読んで

放送大学岡山学習センター　所長

岡　田　雅　夫

送大学の学びで、｢学ぶ｣ ということの意味を再発見、
いや本当の意味で発見しておられるということです。
30歳台のある方は、端的に次のようにいっておられま
す。
　「現役の学生時代には正直勉強したいと思うことは
無く、授業中に居眠りすることもしばしばありました
が、社会人になった自分には学びたいと思う気持ちが
自然と湧いてくるのを感じ、進んで学ぶ私に自分自身
が驚く程でした。」
　この方の結論部分、感激します。曰く、「生きてい
る限り、人として学びは必要であり、その場所が放送
大学なのだと思います。」
　もう一つ私が感動するのは、放送大学で学ぶ学生さ
んには、家族をはじめ、多くのサポーターが存在して
いることです。これこそ学びの真髄というべきか、ま
さに学びは「社会的出来事」なのです。つまり、学び
は個人の知識を増やすだけではなく、社会とのつなが
りを発見するための手段でもあるのです。
　さあ、手にとってお読みください。

『放送大学に学んで・・未来を拓く学びの軌跡・・』
　放送大学中国・四国ブロック学習センター編著
　　東信堂
　　定価　本体2,000円
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放送授業・オンライン授業について 教務からのお知らせ

平成29年度第１学期７月から９月までの
放送授業学習スケジュールについて

　放送授業について、７月から９月までの学習スケジュールをお知らせします。 
チェック欄を設けていますので、確認作業にご活用ください。 

『学生生活の栞』
（学　部：P.66～）
（大学院：P.61～）

通信指導の結果返送と試験通知（受験票）
【添削結果返送時期】：６月末頃　　【試験通知（受験票）送付時期】：７月中旬
＊添削結果と試験通知（受験票）の到着が前後することがあります。
＊ 受験票が、７月１３日（木）までに届かない場合は、大学本部（TEL：043-276-5111（総合受付））に連絡してください。

集中放送授業期間（授業番組の再放送など７月２２日（土）～９月３０日（土））

次年度の卒業研究履修申請
卒業研究は、全科履修生の選択科目です。卒業研究の単位は、所属するコースの専門科目として６単位認定されます（放送授
業３単位、面接授業３単位）。2018年度に卒業研究の履修を希望される方は、『卒業研究履修の手引』をよく読んだうえで「卒
業研究申請書」を作成し、本部へ簡易書留で提出してください。『卒業研究履修の手引』は学習センター窓口で配布しています。
＊「所属学習センターの教員または近隣大学の教員」の指導を希望する場合は、申請前に所属学習センター所長との面談が必要です。
【卒業研究履修申請書提出期間】：８月１６日（水）～８月２４日（木）大学本部必着

『学生生活の栞』
（学　部：P.42～）

７　
月

９
月

８　
月

単位認定試験
放送授業を科目登録し、通信指導の合格により受験資格を得た方は、単位認定試験を受験す
ることができます。

『学生生活の栞』
（学　部：P.67～）
（大学院：P.62～）

出題範囲：  第１回から第15回までの放送授業、印刷教材、通信指導問題、自習型問題の範囲です。
出題形式：  試験の約１か月前に各学習センターに掲示、また、キャンパスネットワークホームページに掲載。

受験票送付時にも併せて通知します。（科目によって、択一式、記述式、併用式+記述式があり、
印刷教材の持ち込みが認められることがあります。）

試験日時・試験会場（試験室名）：単位認定試験通知（受験票）に記載されています。
　　　　　　　　　　（試験日時は、『授業科目案内』でも確認できます。教養学部P．118～119　大学院P．40）
試験当日必要なもの：単位認定試験通知（受験票）と学生証、筆記用具（HBの黒鉛筆、
　　　　　　　　　　シャープペンシル不可）、必携指定のあるもの（電卓・辞書など）

【単位認定試験日】：７月２１日（金）～７月３０日（日）

成績通知 『学生生活の栞』
（学　部：P.70～）
（大学院：P.65～）

次学期の科目登録申請
次学期に履修する授業科目は、前学期中に科目登録することになっています。
①「科目登録申請票」を大学本部に郵送する方法と、②「システムWAKABA」（インターネット）で科目登録
申請する方法があります。どちらか１つの方法で申請してください。重複申請のないようお願いします。

＊科目登録申請の後、「科目登録決定通知書」が送付されます。
　この通知書には、放送授業と面接授業の履修可能科目について記載されています。 
　通知書に記載されている授業料を、所定の期日までに必ず納入してください。
＊ 「科目登録決定通知書」が９月１４日（木）になっても到着しない場合、あるいは紛失した場合は
　 大学本部（TEL：043-276-5111（総合受付））にお問い合わせください。

『学生生活の栞』
（学　部：P.56～）
（大学院：P.51～）

【科目登録申請時期】
①（郵送）
　「科目登録申請票」による申請期間：８月１５日（火）～８月３０日（水）私書箱必着
　＊郵送の場合、いったん受け付けた申請内容は、追加、変更、取り消しはできません。
②（インターネット）
　「システムWAKABA」による申請期間：８月１５日（火）９：00～８月３１日（木）24：00
　＊インターネットの場合、追加、一部取消は可能です。すべての科目を取り消すことはできません。

【成績通知時期】：８月下旬
「成績通知書」によって通知します。また、システムWAKABAの「履修成績照会」でも確認
できます。単位認定試験とオンライン授業における成績の評価は、成績の優れている順にⒶ（100～90点）、A（89
～80点）、B（79～70点）、C（69～60点）、D（59～50点）、E（49～0点）の６区分で行い、C以上が合格です。
この通知書には、面接授業の成績も記載されています。評価は、合（単位を認定する）、否（単位を認定しない）
の２区分です。
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次学期の面接授業の科目申請について

新学期に向けて

次学期の 面接授業の科目登録申請について

教務からのお知らせ

『学生生活の栞』
（学　部：P.57～）

【次学期に学籍のある方】
前ページにある「次学期の科目登録申請」と同時に行ってください。
【今学期で学籍が終了し、継続入学をお考えの方】
８ 月 １ ５ 日（ 火 ）9：00～ ８ 月 ３ １ 日（ 木 ）24：00に、 シ ス テ ム
WAKABA（インターネット）で継続入学の出願を行い、同時に面接授
業科目登録を行ってください。ただし、面接授業のみの登録はできません。
放送授業またはオンライン授業を１科目以上登録してください。

3

本 学 ホ ー ム ペ ー ジ → 在 学 生 の 方 へ → シ ス テ ム
WAKABA→　ログイン → 学生カルテ → 履修情報

◆今学期で学籍が終了する方へ
　卒業もしくは在学期間が満了となる場合など、
引き続き本学に入学を希望される方は、「成績
通知」「卒業認定通知」を確認後に「システム
WAKABA継続入学申請」を行ってください。

★２０１７年度第２学期（10月入学）
＜出願期間＞
　第１回：６月１５日～８月３１日（必着）
　第２回：９月　１日～９月２０日（必着）

◆新学期（10月）になったら…
　システムWAKABAの「履修情報」で、受講
する科目名（放送授業・面接授業）や授業日程、
試験日等を今一度ご確認ください。

【履修相談をご希望の方へ】電話等でご予約の上、事務室へお越しください。単位認定試験期間である７月２１日（金）～７月３０日
（日）はご相談を受け付けることができません。お早めにご相談ください。

＜システムＷＡＫＡＢＡ＞

◆�システムＷＡＫＡＢＡの「履修成績照会」で成績を
　確認することができます。
　ぜひご活用ください。（８月下旬）

本学ホームページ → 在学生の方へ →
システムWAKABA（教務情報システム）→ 
ログイン → 履修成績照会

単位認定試験の合否はこちらで確認できます。

卒業要件を満たす上で、必要な
単位数と現在不足している単位数

すべての赤色の数字が消えて、修業年限を満たすと卒業となります。

現在履修中の単位数（左）と、
その単位数を修得した場合の
不足単位数（右）

18 13

50

42 38

8 7

50 45

45
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図書からのお知らせ図書・放送教材の室外貸出について
図書・放送教材の室外貸出の受付は単位認定試験の２週間前から停止します。
　【大学院】　　　　７月７日（金）～８月１日（火）
　【学　部】　　　　７月９日（日）～８月１日（火）
　・図書・放送教材の返却は上記期間内も受け付けます。
　・室内では視聴できます。
　・８月２日（水）から図書・放送教材の貸し出しを受け付けます。
　・月曜日、祝日は閉所日。７月２８日（金）、８月１日（火）は臨時閉所日。

4

図書館連携講座のご案内
　放送大学岡山学習センターでは開かれた大学として、一般の方々にも放送大学を知っていただくため、特別セ
ミナーとは別に図書館と連携し、公開講座を開催しています。

日　時：７月１５日（土）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み不要）
場　所：瀬戸内市民図書館　つどいのへや
講　師：岡山学習センター客員教授　磯部　作先生
演　題：「暮らしやすい地域づくりを目指して」

日　時：９月９日（土）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み必要　定員８２名）
場　所：岡山県立図書館２階　デジタル情報シアター
講　師：岡山学習センター客員教授　永田　博先生
演　題：「赤ちゃんに「良し悪し」の違いがわかる？」
申し込み先：岡山県立図書館（TEL：086-224-1286／FAX：086-224-1208）
　　　　　　講座実施の１カ月前から受付いたします。

美術館見学講座
日　時：平成２９年８月５日（土）１０：３０～１２：００
場　所：岡山県立美術館
内　容：特別展「広重・北斎・歌麿・写楽…傑作浮世絵（平木コレクション）揃い踏み」
参加費：無料（参加の際には学生証の提示が必要ですので、必ずお持ちください）
対象・定員：岡山学習センター所属の学生・５０名程度
★参加ご希望の方は学習センター事務室へお申込み願います。
※学芸員による特別展の解説後、自由鑑賞となります。その後は自由解散です。

日　時：６月２５日（日）１３：３０～１５：００
場　所：津山市立図書館
講　師：岡山学習センター客員准教授　岡田　和也先生
演　題：「ことば・と・こくはく・と～コミュニケーションのもどかしさを考えてみる～」

第31回赤レンガフォーラム
日　時：平成２９年８月２６日（土）１３：３０～１６：３０（入場無料・申し込み不要）
場　所：岡山学習センター６階　講義室
内　容：第１部　特別講演『「環境問題」とは何なのか？』
　　　　　　　　元岡山大学長　千葉　喬三先生
　　　　第２部　学生発表『土地境界紛争におけるADRメディエーターの課題』
　　　　　　　　森島　幸政さん（情報コース）

行事報告
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クラブ活動紹介
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　英会話クラブの林と申します。
　放送大学へは2013年の入学です。2012年退職後１年間は一人で海外へ行ったり、御遍路で四国を歩いたり、会
社の後輩への指導をしたりしていましたが、放送大学で勉強をされている先輩がおられ、放送大学を卒業後、森
林インストラクターの資格を取られ今も登山を続けておられる方がおり、いつかは放送大学で好きな歴史を学び
たいと考えていました。
　ただ、家で講義を受けて、試験を受けて、その繰り返しはチョットつまらない。サークルで友人をつくろうと
考え、この英会話クラブへは入学と同時に入部しました。また英会話に
したのは、在職中海外での仕事が多く、海外の友人の家を訪問し、もう
少し流暢な英語をしゃべりながら、ビールを飲みたいと思ったからです。
　
　皆さんは放送大学という同じ大学に居るのに、誰とも接触する機会が
無い（試験や面接授業を除いて）ことは寂しくありませんか？放送大学
に入学されるきっかけは皆さん十人十色でしょう。大学卒業の資格取得、
仕事のスキルアップ、趣味のレベルアップなどなど。でも2020年には東
京オリンピックもあります。外人さんも多数お見えになります。少し英
語を話すことができれば、楽しいと思いませんか？英会話クラブでは毎
月２回の例会で各自英語での発表を５～10分ずつしています。昨日は何
をしたとか、新聞の切り抜き（英語）を持ってきて読む方もおられます。
発音のわからない方には電子辞書での発音を聞いてもらったりしていま
す。お互いに間違ったところは指摘して直しています。英語の能力は御
自分でそれぞれ磨いてください。言いたいことを相手にわかってもらえ
たら良いですよね。相手の言うことも理解できたら良いですよね。しか
も英語で！気の置けない仲間と！
　There is more to life than increasing its speed.（ガンジー）
　人生には急いでやるより、色んな事がある。
　英会話をmoreの一つに加えてみませんか？

英会話クラブ

　私たち歴史クラブは、平成18年に同好会として結成され、３年間の下積み期間を経て、平成21年春に正式なサー
クルとして承認されました。結成から11年がたち、現在会員19名で活動しています。
活動の特色は次のとおりです。
　①　隔月に一回程度の例会を開催しています。
　② 　例会では、テーマごとに専門の講師をお招きして歴史講座を開催するほか、史跡、博物館、記念館等の現

地見学を行う、歴史関連のDVDを視聴してディスカッションを行う
といったことを通じて、見識を深めています。

　③ 　日ごろ学習した成果を発表する場として、年１回程度クラブ主催
の研究発表会を開催しています。

　④ 　クラブの有志メンバーで月１回、歴史に関する図書の読書会を開
催しています。

　⑤ 　例会のテーマは、郷土史が中心で、最新の遺跡発掘事情や、岡山
の先人たちの業績などにスポットを当てています。

　⑥ 　郷土史のほか、その時々で巷で話題になる出来事（例えばオリン
ピックやワールドカップのような世界的なイベント）について、歴
史学的考察を行っていきます。

　⑦ 　学識の研鑽のために、岡山大学埋蔵文化財センター、各自治体の
教育委員会等が主催する発掘説明会や、公民館、博物館及び民間が
主催する歴史講座等へ参加しています。また、岡山県下で活動して
いる歴史研究・愛好団体と交流をはかっています。

　皆さん、ともに歴史を楽しく学んで、日々の生活をより実りあるもの
にしていきませんか。

　お気軽にご参加ください。

歴史クラブ
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同窓会だより

　５月14日（日）13時30分より、講義室１（６階）にて放送大学岡山同窓会の第12回定期総会を開催いたしまし
た。第１部の記念講演の内容もさることながら先生の人柄が偲ばれ素晴らしかったので、その内容を「同窓会だ
より」としてご紹介いたします。講師は、元岡山学習センター准教授の服部美佳先生です。
　演題は、「あなたに合った英語学習とは」です。

　Hello everyone, it's so nice to see you. I memory good teaching hear. Wonderful experience for me, I learned 
a lot too. ほんとうにありがとうございました。３月に、抑えきれないほど泣いてのお別れで。あはは……、で
したがもう５月にこうやってお目に掛かれてほんとにうれしいと思っています。みなさんが英語をやりたいと
思ってらっしゃる、その熱はすごく高まっているのを感じてます、日本全体がそうですね今。なぜでしょうか。
オリンピック、ですねえ。書店にいきましても英語関係の書棚がもういっぱいです。どこから手を付けていいか、
分からない状態だというのをよく聞きます。これをやり、あれをやり、でも何年たってもうまくできない。きょ
うはすこしでもそういうみなさんに、自分がやっていることはこれでいいんだと、思っていただけるようなご提
案をと思います。去年じつは、professional advisorという資格を取りました。けっこう長いこと掛かっての勉強
だったんですね。こちらの学習相談でのみなさんの悩み、お気持ち、すごく感じたので資格の勉強につながりま
した。何か一筋の光がきょう終わったときに見えていただければうれしく思います。So much for talking.
　ずっとしゃべってると眠くなりますからね。眠くならないように穴あけをして、そこを埋めていただくように
なってますので。What is Your Best Way to Learn English? いちばんいい勉強のし方って何でしょう。ちょっ
とみなさん聞いてみましょうかね、うふふ……。readingをしましょうといって難しい本を読んでも楽しくない
ことはあります。でも、カラオケで流れてくる科白を読めば、楽しくyoutubeなどで、あれも読んでることになる。
そして発音しますね、耳で聞きます。実地のお付き合い、そういうのもいいですね。ほんとにそれこそ生きた英
語です。Where's startどこから始めていいか、振り返ってみてください。What have you been doing for lean 
English? もちろん、中学高校の英語、基礎になっていますね。放送大学の、発音とか文法の『A to Z』ですか。
texbooks、wordbooks。でもなんかできないなって。みなさんができないって思われる、どうしてでしょうか。
　まず一つめにみんなで映画を見た、あれがどんな勉強になってるかと。べつに中学や高校で習ったような難し
くない文章をいっておられても、ネーティヴの英語は違いますから。わたしも続けていただきたいというのが一
つ。Krashenの『NATURAL APPROACH』という有名な言語学ですが、2000時間聞く時間が必要。映画だけ
ではもちろん足りません。ただ、日本人がいちばん足りないのは、本物の英語に触れる量。読むにしても聞くに
しても。そのインプットが足りない、小さいからアウトプットぜったい小さいですね。言語って２割、言葉って
２割といわれてるんです。あとは顔の表情、gesture、そして声のトーン。言語以外の情報がともに見える、記
憶に残る。そのよさがドラマや映画にはあるんですね。わたしも日本にいて、どうして英語が聞けますかといわ
れると、いながらにしての留学みたいなつもり。それから中学高校の英語はどういう意味があるかということで。
これはやっぱりすごく問題で先生方は、教授法について勉強されなければいけません。英語ができる、楽しいと
思える学生を育てることがちょっと、難しくなっている。基本的な文法や語彙において日本人は優れてる。ほん
とうです、はい。テストで文法を確かめられる、それはぜったい無駄ではない。日本の豊かさ、つたない英語な
がらも英語教育で身に付けた辞書を引くだの、正しく訳をするだのコミュニケーションして成り立ってきた貿易。
わたしは先人たちに、感謝していますし教育は無駄じゃなかった。ちょっと改善は必要、というのは指摘されて
いることですね。
　わりとprobrem、何が問題ですか。みなさん勉強してきてるんですけど話せない、これよくいわれる。What 
is your goal? TESOLという英語教授法。インターネットでアリゾナ州立大学の講義をずっと、最新の英語教育
の受けてるわけですが。まずgoalを設定しましょう。なんとなくできるように、ちょっとそれ弱いんです。英
検２級・３級とか、TOEICとか何でもいい。ヨーロッパの方とコミュニケーションができるようになりたいと
か具体的なgoalをまず。そうしないといろいろやって、伸びが見えないとモチベーション下がるんです。日本

岡山同窓会会長　河上　勝利
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人の熱に従ってですね、今ちっちゃい子た
ちもいっぱい英検受けてますから。去年英
検がもういろいろ変わりました、TOEIC
も変わりました。難しくなってます。目標
を 決 め た ら Spend a lot of time on the 
skills you want to do! あなたがやりたい技
術skillsに、たくさんの時間を使いなさい。
これGolden Rule、どんなことでもじゃな
いです？　たとえば料理がうまくなりたけ
れば、実際に包丁を持って料理しないと。
話せるようになりたかったら、口に英語い
わせましょう。相手いなくてもいいんです
よ。お歌を歌いになっても、本の音読もい
いんです。自分はきょう何分口に英語をい
わせたかな。そうすると、実際しゃべらな

きゃいけない状況になったときすっと出てきます。中学生を一人Skypeでレッスンしてますけど、あっこの人練
習したな、すぐ分かりますね。
　言語ってどういう学び方をするか。このImitate、分かるかな。imitation最近あんまりいわないですね。なん
かこのイヤリングは。そうです偽物、あはは……。元の意味は真似をする。動詞になってます、imitationは名詞。
けども我流はあまり奨めませんね。だって通じなかったら、もったいないですよ。だからネーティヴの英語を聞
く。CD、ラジオそれからipodでも何でもあります。インターネットyoutubeあらゆるものあふれてます世の中に。
何でもいいので一つ二つ決めて自分でImitate、飽きたらまた別の。Ballance of ４ skills. そこに書いてください、
Listeningですね。次はReading。Writing、最後みなさん一緒に、Speaking。これのバランスがとても大事。た
くさん生の英語を聞いた人は早く読めるようになる。そして書けるようになる、不思議なんです。よく例に出す
のは又吉さん、2000冊ご本をお読みになった。ぼくは本を読まないけど、小説書くの好きだ。という人いないと
思うんですね。Input自分の中に取り込む、Writing Speakingこれは出すことOutput。そのいき来が大事。
Outputしようとしたときに、あれ何だったっけ。ハングリー状態を感じるからこそ次のInputで見た言葉が、ぱっ
と目に入ってくる。

　https://t.cll-j.com/toeic980-hujita
　12歳でTOEICの980点を取った藤田紅良々さんに言及してから服部先生は、英語学習の優れたサイトを順に紹
介された。
　http://www.dailyesl.com
　http://www.talkenglish.com
　https://www.newsinlevels.com
　英語学習でとくに大事な点。The most effective way to improve your English is…それはRead Out Loud、音
読であることも強調。またCLIL――Combine a lot of activitiesといって失敗を気にせずいろんなシチュエーショ
ンを想定した練習を奨める。travel、SNS、attend classes/groups、take online lessonsと積極的に場を活用していき
たい。ドラマや映画は自然色の英語ともいわれる。Ann王女のイギリス英語と理髪師Marioのイタリアなまりが
楽しい、『ローマの休日』から１場面を見て単語の穴埋め。最後は「Only You」の聞き取りをし、プリントにあ
る先生のすてきな訳出を読めた。Start from whatever you can do in your life! 濃密な２時間がこうやっていつ
の間にか、通り過ぎていく。
 （文：須見　敦）
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■ 岡山学習センターの開所時間について �
　・通常は月曜日と祝日を除く、火曜日から金曜日の午前10時から午後６時30分までです。
　　土・日曜日の開所時間は午前９時３０分から午後６時までです。
　・単位認定試験期間は午前９時から午後７時までです。
　・閉所日は月曜日、祝日、年末年始、その他所長が特に必要と認める日です。
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September

９月

放送大学岡山学習センター　〒700-0082 岡山市北区津島中3-1-1（岡山大学津島キャンパス内）
TEL：086-254-9240　FAX：086-254-9286　e-mail：okayama-sc@ouj.ac.jp

HP： またはQRコード岡山学習センター 検索

http://www.sc.ouj.ac.jp/center/okayama/

July

７月

August

８月　１日㈫　臨時閉所日
　５日㈯　岡山県立美術館見学講座
１１日㈮～１４日㈪　閉所日
１５日㈫　第２学期科目登録申請受付開始
　　　　　　大学院（修士・博士）出願受付開始
　　　　　　（～８/３１）
１９日㈯～２０日㈰　教員免許更新講習
　　　　　　　　　　修了認定試験
２６日㈯　赤レンガフォーラム
３０日㈫　第２学期科目登録申請受付締切
　　　　　（郵送＊本部必着）
３１日㈬　第２学期科目登録申請受付締切（WEB）
　　　　　第２学期学生募集受付締切（第１回）
　　　　　大学院出願受付締切

　７日㈮　図書・教材　室外貸出停止開始（大学院）
　８日㈯　県立図書館連携講座
　９日㈰　図書・教材　室外貸出停止開始（学部）
１３日㈭　教員免許更新講習
　　　　　インターネット配信開始（～８/２０）
２１日㈮～２３日㈰、２５日㈫～２７日㈭、２９日㈯
３０日㈰　単位認定試験

　１日㈮　第２学期学生募集受付開始（第２回）
　　　　　（～９月中旬）
　９日㈯　県立図書館連携講座
２４日㈰　第１学期　卒業証書・学位記伝達式
　　　　　第２学期　入学者の集い
２９日㈮～３０日㈯　夏期集中科目
　　　　　　　　　単位認定試験（看護）

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。


