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　皆さん、よい年をお迎えになりましたか？
　振り返ってみれば、昨年は、アメリカに地球温暖化
は嘘っぱちだと主張するとんでもない大統領が現れ、
アメリカと北朝鮮との間の緊張が一気に高まった年で
した。わが国の政治の動きは話題にするのもいやにな
るような状況です。でも、これらの問題から逃げるわ
けにはいきません。私たち一人ひとりが、学びを深め
て、自分を変え、その力で世界を変えていくほかない
のです。
　さてじつは、私の岡山学習センターでの所長の仕事
は今年度末を持って終わることになります。思っても
見なかった放送大学との出会いは、私の最良のものの
一つです。無計画の計画の大好きな私は、岡山大学を
退職した後どうするかについては、一部の皆さんには、
田舎に帰って百姓の真似事をするといっていましたが、
全く白紙の状態でした。そんな時、私の前に岡山学習
センター所長を勤められた齋藤精機先生から、後任所
長に推薦したい旨のお話がありました。大変ありがた
い話で、一つ返事でお受けすることにしました。
　齋藤先生とは、私が岡山大学に赴任した頃、なんと
40年近くまえからお付き合いいただいており、誠に不
思議な出会いというほかありません。ところが怪しか

新年明けまして
おめでとうございます

放送大学岡山学習センター 所長

岡　田　雅　夫

らぬことに、そのときの私には、放送大学が何者であ
るか、ほとんど知らなかったのです。その頃の学生の
皆さん、ごめんなさいね。途中で若干の空白がありま
すが、それでもかなり長い齋藤先生とのお付き合いが、
放送大学での仕事の不安を解消してくれました。それ
からあっという間の６年。この６年間でじつに素敵な
出会いがあり、放送大学での学び、私の場合は、所長
室でのＢＳによる放送授業の視聴と、それに刺激され
て行った読書ですが、本当に自分が変わったと思いま
す。
　そんな私ですから、さて、４月からどうしたものか
と悩んでいることだろうとお思いの方がいるかもしれ
ませんが、そこは楽天家の私のこと、ご心配には及び
ません。学びは一生の事柄です。大学という場での学
びが理想的ですが、大学を離れても学びは続きます。
私の学びは主として読書、たまにはこれまでもお付き
合いのある方たちとの飲み会、なんて不謹慎なことを
考えています。
　新年の挨拶にならないことを書き連ねてきましたが、
新年を迎えるにあたって、最後まで放送大学岡山学習
センターの所長職を楽しみたいと思っています。
　本年もよろしくお願いいたします。
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平成２9年度第２学期１月から３月までの
放送授業学習スケジュールをお知らせします。

　　放送授業について、１月から３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。 

通信指導の結果返送と試験通知（受験票）

成績通知

単位認定試験

次学期の科目登録申請

集中放送授業期間（授業番組の再放送など１月２１日（日）～３月３１日（土））

【添削結果返送時期】：１２月末頃
【試験通知（受験票）送付時期】：１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、１月１２日（金）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。

【成績通知時期】：２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。

【単位認定試験日】：１月１９日（金）～１月２８日（日）
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。

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、放送授業とオンライン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３月１４日（水）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.63～）
（大学院：P.58～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.70～）
（大学院：P.65～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.63～）
（大学院：P.58～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.56～）
（大学院：P.51～）

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．42）
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）

【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：２月１３日（火）～２月２７日（火）大学本部必着
　＊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：２月１３日（火）９：00～２月２８日（水） 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。

１
　
月

３
月

２
　
月

放送授業・オンライン授業について 教務からのお知らせ

■�来年度、卒業研究履修可となった方も、
科目登録申請が必要です。
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教務からのお知らせ

『学生生活の栞』
（学　部：P.56～）

【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】
２月１３日（火）９：00～２月２８日（水） 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。

次学期の 面接授業の科目登録申請について

3

認定心理士の資格取得を目指して学習されている方へ
◆旧基準での申請は、2019年３月31日まで（日本心理学会必着）です。
　※次学期（2018年度第１学期）の科目登録申請にご注意ください。

◆新基準での申請をお考えの方

　認定心理士の認定基準が、2014年４月１日から改定になり（新基準）、移行措置として、2019年３月31
日日本心理学会必着分までは、これまでの基準（旧基準）に基づく申請が可能です。
　旧基準で申請される方は、以下の点にご注意ください。

「認定心理士資格取得の手引き（新基準用）」が放送大学ホームページに掲載されました。冊子が必要な方は、
事務室窓口までお越しください。

■郵送で申請される方へ
① 旧基準で申請するためには、2018年度第１学期終

了までに申請に必要な36単位を修得してください。
② 本学本部担当教員への証明依頼（「様式３」へ

の署名・捺印）については、2019年１月５日に
本学本部連携教育課資格取得支援係必着分で受
付を終了します。返送までに２～３ヶ月程度か
かりますので、早めに証明を依頼してください。

③ 本学を卒業して学士の学位を取得される方は、
2018年度第１学期末で卒業できることが必要です。

④ 全ての書類が2019年３月31日までに日本心理学
会に到着した時点で受付が完了します。

※ 旧基準の申請が、郵送での申請に間に合わない
場合は、2019年３月31日までに電子申請で申請
してください。電子申請の場合は、本学本部担
当教員の証明は不要です。

■電子申請される方へ
2019年３月31日までに日本心理学会のホーム
ページから直接申請してください。
なお、「成績・単位修得証明書」や「卒業証明書」
など、郵送が必要な書類も2019年３月31日必着
です。電子申請と郵送での書類が、すべて日本
心理学会に届いて初めて、申請の受付となりま
すのでご注意ください。
【電子申請の流れ】
日本心理学会のホームページから直接申請できます。

●公認心理師の経過措置における対応科目について
　本学の対応科目は、「①2017年９月15日前日までに放送大学大学院に修士全科生として入学しており、本学に
おいて省令で定める科目を修得済みもしくは現在在学中で修得予定の科目（放送大学大学院文化科学研究科の科
目）②2017年９月15日前日までに放送大学教養学部に全科履修生として入学しており、本学において省令で定め
る科目を修得済みもしくは現在在学中で修得予定の科目（放送大学教養学部の科目）」です。
　それ以外の、2017年度第２学期以降に入学した場合は対象外です。
　詳細については、放送大学ホームページ及び厚生労働省のホームページをご覧ください。
　（受験資格を満たしているかどうかについては、放送大学ホームページの対応科目一覧を参照の上、ご自身で
ご判断ください。）
●放送大学ホームページ
http://www.ouj.ac.jp/hp/o_itiran/2017/291102.html
●厚生労働省ホームページ「公認心理師」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html

【履修相談を希望の方へ】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
１月19日（金）～１月28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。

単位の修得
日本心理学会のホームページから申請

審査料の払い込み

必要書類を郵送

※2018年度第２学期の卒業見込みで、日本心理学会に仮申請をする場合は、仮申請までに卒業見込み証明書の発行が可能であることが必要です。

■最新情報
　�放送大学ホームページに公認心理師に関する
ページが新規開設されました。

・�トップページ＞目的別に探す＞放送大学で目指
せる資格＞心理学に関する資格＞公認心理師
（経過措置ルートのみ）
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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：２月４日（日）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み不要）
場　所：津山市立図書館 視聴覚室
講　師：岡山学習センター客員教授　坂口　英先生
演　題：「ウサギはなぜフンを食べる？」

室外貸出停止、閉室と放送教材について
図書からのお知らせ

①　図書・放送教材の室外貸出受付は単位認定試験の２週間前から停止します。
　　【大学院】　１月５日（金）～　１月３０日（火）
　　【学　部】　１月７日（日）～　１月３０日（火）
　　・室内では閲覧・視聴できます。
　　・１月３１日（水）から室外貸出しを受け付けますが、
　　　放送教材は２月２８日（水）が最終貸出日になります。

②　次学期準備の為、視聴学習室・図書室を利用することができません。
　　　３月２１日（水）～　３月３１日（土）

③　Ｈ３０年度からは放送教材の室外貸出は千葉県にある本部が行いますので
　　必要な方は本部へ申し込みをしていただくようになります。
　　岡山学習センターの視聴学習室での視聴はできます。

第32回赤レンガフォーラム
日　時：平成３０年２月１７日（土）１３：３０～ (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
講　師：岡田　雅夫所長
　　　　「出会いが学びを生み、学びが新しい出会いを生む―教育・研究生活を振り返って」
　　　　　　第２部　学生発表１
　　　　　　　　　　　発表者：谷本　和惠「タイトル未定」
　　　　　　　　　　学生発表２
　　　　　　　　　　　発表者：尾野　弘奈「タイトル未定」
★フォーラム終了後、懇親会をいたします。（会費制・要申込み）
★どなたでもご参加いただけます。お誘い合わせの上お越しください。

日　時：１０月２８日（土）１３：３０～１５：００
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　堀内　孝先生
演　題：「身近な幸福の心理学」

日　時：１１月２５日（土）１０：３０～１２：００
場　所：倉敷市立中央図書館
講　師：岡山学習センター所長 岡田　雅夫先生
演　題：「生活の中の民法」

日　時：１２月９日（土）１３：３０～１５：００
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 粟屋　剛先生
演　題：「生命倫理の視点から死について考察する」
　　　　なお、この講演会はNHKラジオ「文化講演会」として収録されました。
　　　　３月１８日（日）２１：００～２２：００
　　　　（再）３月２４日（土）６：００～７：００　第２放送で放送されます。

日　時：１２月１６日（土）１３：３０～１５：００
場　所：新見市学術交流センター 交流ホール
講　師：岡山学習センター客員教授 久野　修義先生
演　題：「中世日本と東アジア世界―日本史家の中国浙江省かけある記―」

行事報告
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　　平成２９年９月３０日付けで退職
　　　　図書職員　　森　　泰人

　　平成２９年１０月１日付けで着任

人事異動

図書職員

北野 福美

文化祭
　今年の岡山学習センター大学祭は、11月３日文化の日に行われました。
　出展クラブ、同好会は、歴史クラブ、日常の心理クラブ、インドネシア語クラブ、科学わくわくクラブ、パソ
コンクラブ、英会話クラブ、俳句クラブ、ハチハチクラブ、中国語クラブ、みんなで学ぶプロジェクトでした。
　今回初出展だった、みんなで学ぶプロジェクトが着物で参加であったことや、初の試みとして、英会話クラブ
はTEDトークセミナーをしました。
　また、例年通り豪華な飾り付けで賑わっていた中国語クラブや、合同で行われた日常の心理クラブと科学わく
わくクラブのプラセボ効果についてのセミナーも盛り上がっていました。
　来年も、今年同様、出展者一丸となって頑張りますので、沢山の見学をお待ちしています。

学習センター及びサテライトスペースでの放送教材の視聴方法等が変わります
視聴方法の変更 �
・ 放送教材の視聴は、DVD・CDによる視聴からインターネット視聴用PC、タブレットを利用した視聴に２０

１８年度から順次切り替えていく予定です。
・ ただし、２０１８年度は移行期間として、大学院科目を除き、２０１８年度新規開設科目のDVD・CD１セッ

トを配架します。

　※２０１９年度から、新規開設科目の DVD・CD の配架は行いません。
　　（ ２０１７年度までに開設された科目は閉講するまでの間、DVD・CD１セットの配架を続けますので、　学習センター

等で視聴することができます。）
　　 学生の皆様、インターネットを通しての放送授業視聴を有効に活用してください。

室外貸出方法の変更 �
・ ２０１８年４月から、放送教材の貸出は、放送大学学園本部で一括して行います。

　※２０１８年３月１日から３１日までは貸出方法の変更準備のため、室外貸出はできません。
　※２０１８年４月以降の申し込み方法（郵送、FAX、Web）等の詳細は、後日お知らせします。
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　クラブ設立から五年目を迎え、現在三十余名の部員
が月例会や地域での科学教室、学校の出前授業に精を
出しています。設立当時、教育現場での“理科離れ”
や原発の是非を巡って“科学リテラシーの涵養”が関

科学わくわくクラブの活動紹介
心事でした。赤れんがフォーラムの後の懇親会の席上
で同席していた数名が意気投合し、有志十名を募って
活動が始まりました。先ずは自分たちの資質を高めな
くてはということで、日常生活の中で疑問に思ったこ

初めての研修旅行

　11月23日、研修旅行の日です。朝の８時、集合場所で英会話サークルの井坂さんが英語で挨拶、ウェルカムな
表現で緊張がとけました。素敵な出会いに感謝！研修旅行は今年で17回目だそうです。センター所長からは表彰
のご報告がありました。どうりで皆さん仲が良い！バスの中で49名の自己紹介があり、こんなに大勢の人が放送
大学に在籍していたのかと驚きでした。ミニクイズもあり和気あいあいとした雰囲気でとても癒されました。
　最初の目的地は北淡震災記念公園。入り口で集合写真を撮り、野島断層の破壊された道路や生垣のズレなど地
形の変化を見学。兵庫県の直下型地震と東北の海溝型地震の体験コーナーでは激しい揺れに驚きました。直下型
の地震がなんの前触れもなくおきたかと思うとぞっとし、いざというときの対策を準備しておかなければと思い
ました。
　お昼、バスは洲本温泉海月館の懐石料理を目指し移動。淡路鯛の宝楽焼に蛸飯や季節の海鮮、それにピンクと
水色のカラフルなかまぼこに、えび、うどん、白菜などが紙の中に綺麗におさまった寄せ鍋をおいしく頂く。昼
食後の短い時間に温泉を楽しんで、約束の時間に遅れた二人は、皆さんの拍手での出迎えをうけ、温泉の感想を
発表するというハプニングも。
　バスは次の高田屋嘉兵衛記念館へ移動。ミニシアターを鑑賞し、嘉兵衛にまつわる展示物を見学。江戸時代に
北前舟で命をかけて海に生きた男のロマン、しびれます。
　最後はたこせんべいの里でのお買い物。両親と自分用にお土産を買いこんで満足！バスに戻ると、サービスの
たこせんべいのお土産をいただき、美味しく頂いているうちに学習センターに到着。あっという間の一日でした。
今回の研修旅行は少しのきっかけで参加させて頂きましたが、学生の皆さんはあたたかくて普段は会うことのな
い人達と交流がもて有意義な時間でした。声をかけてくれた祗園さん、英語を教えてくれた井坂さん！旅行委員
の皆様、ありがとうございました。

教養学部　科目履修生　井手　敦子

淡路島への研修旅行

　前日の雨も上がり予定通りバスは学校を出発。山陽自動車道に入った頃、岡田センター長から岡山学習センター
２９年度２学期の出願者数の表彰報告が。続いて事務の祇園さんのご結婚という二つのおめでたいニュースにバ
スの中は大きな拍手と明るいムードでいっぱいに。その後、参加者の自己紹介、クイズ大会と続き、バスはきら
きら光る瀬戸内海を見下ろしながら明石大橋を走り、最初の見学地、
北淡震災記念公園（野島断層保存館）へ。２２年前の早朝を思いなが
ら現実の大きな断層を目のあたりにし改めて地震の脅威を実感しまし
た。洲本温泉での昼食は淡路島の郷土料理、鯛の宝楽焼やたこ飯など
美味しく頂きました。食後は高田屋嘉兵衛記念館（菜の花ホール）見
学、たこせんべいの里でお買い物と駆け足の研修旅行でした。十数年
振りの参加でしたが懐かしいお顔にも出会い、お天気にも恵まれ終始
わきあいあいの楽しい一日でした。お世話下さった役員の皆様、あり
がとうございました。

教養学部　生活と福祉　川野　希世子
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　学生同士で楽しく学び合う和やかな句会で初心者の
方にも安心して参加頂ける会です。年間を通して後楽
園での吟行、親睦会、忘年会、そして那岐山麓コテー
ジでの宿泊研修と学習センター外での活動もあります。
　俳句の魅力のひとつに自己表現の喜びそして人に伝
える喜びがあります。恥ずかしくて言えない事も俳句
なら伝えられます。御自分の気持ちに沿う句を作って
みませんか。
　俳句にもいろいろな種類のものがありますが、私達
の俳句は基本の有季定型を守り驕らず高ぶらず平易で
明るく夢のある句風を目指しています。
　例として俳句をひとつあげます。どう推敲するか考
えてみてください。

俳句クラブ
　（例）シャンソンの流る市電や木の葉散る
　「シャンソン」という五音そして「木の葉散る」と
いう五音により御

お

洒
しゃ

落
れ

な雰囲気のある句となりました
が、そうです問題は中

なか

七
しち

の「流る市電や」にあります。
「流る」という終止形で切れ「市電や」と切れ字の「や」
でまた切れてしまいました。季語は「木の葉散る」で
すが、「冬うらら」という季語も良いと思いますので
　シャンソンの流るる市電木の葉散る
　シャンソンの流るる市電冬うらら
として完成形となります。
　まだまだ拙く勉強不足の部分もありますが部員同士
勉強しあい影響しあいながら前に進んでいくクラブで
ありたいと考えています。
　俳句クラブ宜しくお願いします。

同窓会の役割

春の来るのを目指して

　新年明けましておめでとうございます。今年が皆様
そして放送大学にとって良い年でありますように岡山
学習センター同窓会を代表いたしまして祈念いたしま
す。
　まだ先の事と思っていました東京オリンピックも３
年弱となりました、日本中が何らかの形でこのビッグ
イベントに関わり成功させたいものです。
　さて私は昨年の１学期卒業式と入学者の集いで岡山
理大付属高校出身で現在プロ野球広島カープの薮田投
手についてお話しました。その概要は「岡山理大付属
高校卒業後亜細亜大学の野球部に所属していましたが

岡山同窓会会長　河上　勝利

四宮　和美

大学時代は右肘と右肩の故障で公式戦には２試合に出
場したのみで特筆するような成績は残せませんでした。
そんな中母親が広島でタクシーの運転手をされていて、
たまたまそのお客として広島カープの松田オーナーが
乗られた際運転手の母親が私の息子が大学でピッ
チャーをしていますから一度スカウトに見てほしいと
依頼されたそうです。その縁で広島カープに入団し
2017年度のセリーグ優勝の大きな原動力になりまし
た」素晴らしい親子の連係プレイだと思います。
　この事は人生何時どんなことがあるかわからない、
希望をもって何事にも挑戦することの大切さを教えて
いると思います、希望を持って春の来るのを努力して
頑張りましょう。

と、いつか調べてみたいと思っていた関心事、子ども
の頃の興味などを例会に持ち寄って、考えを述べ合っ
たり、工夫を凝らして実験したり、実験装置の工作に
励んだりしました。「なんでだろう？」「やってみよう」

「そうなんだ！」の“科学するこころ”を拓く活動に、
今では例会が待ち遠しくなるほどです。部員の好意で
時々開催される研究所や天文台の訪問、ヨット遊びな
どの野外活動も童心にかえる楽しみがあります。
　もう一つの活動は「理科大好き養成講座」です。県
教育庁の「子ども応援人材バンク」に登録して、幼稚
園から高齢者学級まで声がかかれば「かがくあそび」
や「科学教室」「出前授業」に出向いています。当初、
子どもたちの関心を引きつけることに梃子摺り、試行
錯誤を繰り返して、漸く楽しめるようになりました。
子どもたちは本質をつく質問を容赦なく投げかけてき
ますので自身の勉強にもなります。高齢者学級では、

年下の老人の励みにもなっているようです。これも放
送大学に集う有志の生き甲斐でしょう。
　最近、科学の進歩には目覚ましく、報道や雑誌、ネッ
ト情報の取捨選択はもとより、放送大学ならではの基
礎に根ざした系統的な教科の履修が大変有用です。皆
さん、生涯現役を目指しましょう。
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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/

January

１月

February

２月

◆利用の手引き・学生生活の栞は必ずお読みください
＜利用の手引き＞
　学習センターの利用に関して大切な情報や注意事項などが記載されています。
＜学生生活の栞＞
　学習の流れや方法、各種手続きなど、学生生活について必要な情報が記載されています。
　困ったときにはいつでも読めるように最新のものを手元に保管してください。

◆放送大学からの送付物は必ずご確認ください
　通信制大学である放送大学にとって送付物は重要なものです。大切なお知らせが送られてきますので、送付物には必
ず目を通してください。

◆転居後は速やかに住所変更届をご提出ください
　利用の手引き、機関紙をお送りした際に返ってくる事例が発生しています。
　転居の前後にお手続きいただけない場合は岡山学習センター事務室までご連絡ください。

◆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。

◆台風による臨時閉所について
　 ・岡山市に暴風警報が発令された場合、岡山学習センターは閉所します。
　　　（利用の手引きｐ２参照）

１3日㈫　第１学期科目登録申請受付開始
１7日㈯　赤レンガフォーラム
25日㈰2�6日㈪　岡山大学一般入試前期日程　臨時

閉所
27日㈫　第１学期科目登録申請受付締切
　　　　　（郵送＊本部必着）
28日㈬　第１学期科目登録申請受付締切（ＷＥＢ）
　　　　　第１学期学生募集受付締切（第１回）

　5日㈮　図書・教材　室外貸出停止開始（大学院）
　7日㈰　図書・教材　室外貸出停止開始（学部）
１3日㈯１4日㈰　大学入試センター試験　臨時閉所
１5日㈪　開所
１9日㈮～2１日㈰、23日㈫～25日㈭、27日㈯
28日㈰　単位認定試験
30日㈫　臨時閉所日

　１日㈬　第１学期学生募集受付開始（第2回）
　　　　　（～3中旬）
　3日㈯　教員免許更新講習　修了認定試験
１2日㈪　岡山大学一般試験（後期日程）
24日㈯　平成29年度　学位記授与式（ＮＨＫホール）
25日㈰　第2学期　卒業証書・学位記伝達式
　　　　　第１学期　入学者の集い※カレンダーの　　　部分は閉所日です。


