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　生活と福祉コースの教員に着任し早７年が過ぎまし
た。年に数回行っている面接授業「健康生成論とスト
レス対処力」も全国13の学習センターで講義をして参
りました。
　毎回の授業で驚くのは、各学習センターに「色」が
ある、ということでしょうか。この授業では毎回少人
数のグループワークと発表を行っています。受講生の
皆さんの個性が光り、一度として同じ発表にならず毎
回大変に興味深く思っています。しかし、それだけで
なく学習センターには個性があり、発表に傾向がある
ように思っています。ある学習センターでは、活発な
意見交換が交わされていた一方で、どのグループも整
理に手間取りあまり意見をまとめることができません
でした。ある学習センターでは、ディスカッション中
静かでじっと座っているだけでしたが、どのグループ
もきちんと整理され、発表も上手でした。あるセンター
は、全体として非常に荒削りでありつつも勢いがあっ
たり、ある学習センターでは全体として自信がなく謙
虚なまとめ方であったりしました。
　面接授業「健康生成論とストレス対処力」は「スト
レス」とあるように心理学的な印象があるかもしれま
せんが、社会学者であるアーロン・アントノフスキー
が提唱した理論を踏まえています。これは心理（還元）
主義的な理論ではなく、人の健康にかかわる歴史文化
的・社会経済的な要因を全面に出し、それらに向き合

岡山学習センターで
講義を行って

放送大学教授　生活と福祉コース

戸ヶ里　泰　典

う力を中核においたストレスモデルであり、人間の生
活・人生において遍くストレッサー（注：ストレスの
要因）は存在しているという考え方が前提になってい
ます。
　今回の岡山学習センターでのグループワークの結果
は一言「センスの良さ」に尽きるかと思いました。議
論の上で出てくるキーワードを、わくわくしてみてい
ますと、家族構造における「家族サービス」の役割、
とか、ポジティブ思考とネガティブ思考の併存と歴史
文化的背景の関係、社会経済的要因と個人の「願望」
との関係、など、果ては、岡山の車社会と地域のつな
がりと心の健康の関係、など、私たちの学問領域の研
究テーマとして興味が尽きない整理の結果が次々と発
表されていきました。
　私が言う「センスの良さ」の「センス」というのは、
学問的センスのことですが、こうも次々と出てくる結
果のセンスの良さに驚きを禁じ得ませんでした。岡山
地域といえば江戸初期からの閑谷学校での庶民への教
育、幕末の漢学者山田方谷の諸方面での活躍は知識と
しては知っていました。しかしこの地域の長年の文
化・教育への関心・尽力とその浸透は、こんな私の面
接授業の中にも出てきているのかな、とつくづく感じ
させられた２日間でありました。
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放送授業・オンライン授業について
2018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。 

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２０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。

集中放送授業期間（授業番組の再放送など７月２２日（日）～９月３０日（日））

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）。2019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（木）～８月２３日（木）大学本部必着

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。

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、システムＷＡＫＡＢＡ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．132～133　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２７日（金）～８月５日（日）

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（金）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。

【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（水）～８月３０日（木）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（水）９：00～８月３１日（金）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。

教務からのお知らせ

『学生生活の栞』
（学　部：P.69～）
（大学院：P.63～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.45～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.70～）
（大学院：P.64～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.73～）
（大学院：P.67～）

『学生生活の栞』
（学　部：P.59～）
（大学院：P.53～）

成績通知
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システムWAKABAがリニューアルしています。（仕様が変わっておりますのでご注意ください。）
■ログイン方法■
　放送大学ホームページ→システムWAKABA→ログイン→放送大学認証システム画面が表示されます。
　ログインID（10桁の学生番号）およびパスワード（初期設定の場合は８桁の生年月日）を入力してログインしてください。

システムＷＡＫＡＢＡが新しくなりました。 教務からのお知らせ

◆メール（Gmail）
学生専用のメール画面を表示し
ます。大学本部や学習センター
からのお知らせ等が届きます。

◆WEB通信指導
WEBで通信指導が提出できます。

◆変更・異動手続
住所、所属コース、所属
センター、単位認定試験
受験センター等の変更等
を申請することができま
す。

◆学生カルテ
学籍情報・履修情報・単
位修得情報等を確認でき
ます。

◆履修成績照会
履修成績を確認すること
ができます。

◆�単位認定試験時間割照
会（学生用）

受講している科目の単位
認定試験時間割を確認す
ることができます。

～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」
を確認後にこちらの「継続入学申請」から手続きを行って
ください。
★２０１８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（私書箱必着）
第２回：９月　１日～９月２０日

【履修相談をご希望の方へ】
電話でご予約の上、事務室へお越しください。単位認定試験期間中である７月２７日（金）～８月５日（日）はご相談を
受けることができません。お早めにご相談ください。

◆オンライン授業
オンライン授業を受講できます。

次学期の面接授業の科目登録申請について

★新学期（10月）になったら
　学生カルテ→［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。

◆�単位認定試験問題・
解答等

過去の試験問題等を
閲覧できます。

最初にこちらを選択！

【次学期に学籍のある方】
こちらから科目登録を行ってください。
詳しくは、前ページにある「次学期の科目登録申請」
をご覧ください。

【今学期で学籍が終了し、継続入学をお考えの方】
８月１５日（水）9：00～８月３１日（金）24：00に、こ
ちらの「継続入学申請」から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。

『学生生活の栞』
（学　部：P.59～）
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図書館連携講座・公開講演会のご案内
日　時：９月８日（土）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み必要　定員５０名）
場　所：新見市役所南庁舎３階　大会議室
講　師：岡山学習センター客員教授　磯部　作先生
演　題：「介護・看取りを考える―妻を14年間介護した経験などを踏まえて―」
申し込み先：放送大学岡山学習センター（TEL：０８６－２５４－９２４０）
　　　　　　８月８日（水）から受付を開始し、定員に達し次第終了させていただきます。

日　時：９月２２日（土）１４：００～１５：３０（入場無料・申し込み必要　定員６０名）
場　所：ライフパーク倉敷　視聴覚ホール
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？」
申し込み先：放送大学岡山学習センター（TEL：０８６－２５４－９２４０）
　　　　　　定員に達し次第終了させていただきます。

日　時：１０月１３日（土）１３：３０～１５：００（入場無料・申し込み必要　定員１２０名）
場　所：岡山県立図書館２階　多目的ホール
講　師：岡山学習センター客員教授　堀内　孝先生
演　題：「自伝的記憶―懐かしい思い出の心理学―」
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３０年７月８日（日）１０：３０～１２：００
場　所：岡山県立美術館
内　容：特別展「ポーラ美術館コレクション　モネ、ルノワールからピカソまで 
　　　　Masterpieces of the Pola Museum of Art：From Monet and Renoir to Picasso」
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願います。
※定員に達した場合は、キャンセル待ちでの受付になります。
※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。

第33回赤レンガフォーラム
日　時：平成３０年９月１日（土）１３：３０～１６：３０（入場無料・申込不要）
場　所：岡山学習センター６階　講義室２
内　容：第１部　特別講演「中国東北（旧「満洲」）の鉄鋼業―1910-50年代の開発、破壊、再建―」
　　　　　　　　岡山学習センター所長　松本　俊郎先生
　　　　第２部　学生発表「『ボヘミアン・ラプソディ』におけるポストコロニアル文学性とフレディー・マーキュリーの個性化過程の考察」
　　　　　　　　教育学部　心理と教育コース　奥山　英子さん

日　時：６月２３日（土）１３：３０～１５：００
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　三浦　健志先生
演　題： 「岡山県北の気象と広戸風～アメダスデータ

から見る岡山県の気象環境～」

行事報告
日　時：６月３０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　永田　博先生
演　題： 「漢字もかなもスイスイ―もっと知っていい

１歳児の読み能力―」

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13日（金）～８月７日（火）
　【学　部】　　　　７月15日（日）～８月７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８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。８月７日（火）は臨時閉所日。
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　今年の放送大学岡山学習センターの大学祭の日程が決まりました。

日　時：１１月３日（土）・（文化の日）
場　所：放送大学岡山学習センター（１階・５階・６階）
出　展：岡山学習センター所属クラブ・同好会
内　容：同窓会主催講演会・模擬店・展示・発表・討論・演劇など
★岡山学習センターに所属する皆さんが一堂に会する貴重な機会です。
　学生さんはもちろん、ご家族・ご友人をお誘いして多数ご参加ください。

大学祭

　今年の研修旅行の日程が決まりました。

日　時：１１月２３日（金）・（勤労感謝の日）
申込日：１０月２日（火）の１０時より申込受付開始
申込方法：窓口・電話（※お電話での受付は１１時から開始。）
★旅行の詳細が決まりましたら、まなぴー通信・掲示・ＨＰにてご案内致します。
　 申込開始日は、１０月２日（火）の１０時です。お電話での受付開始時間は１１時からですので、ご注意くだ

さい。窓口に直接ご来所されるか、お電話にてお申込ください。
　必ずご本人がお申込お願い致します。メールでの受付は致しませんので、ご注意ください。

研修旅行

　平成13年に正式にクラブとなり、少し前にはクラブ15周年写真集も発行できました。当クラブの楽しさを先日
の一泊撮影会の報告として紹介したいと思います。
　香川県三豊市の「父母ヶ浜」と言えば「日本のウユニ塩湖」、「瀬戸内の天空の鏡」として近年有名な場所です。
　絶景の写真を撮影すべく、ドライブでのロケハン（撮影場所を探す）も兼ねて、６名での旅となりました。当
クラブは『写真の腕を磨く』のは勿論ですが、『楽しく過ごす』というのも大命題として存在しています（笑）。
四国と言えば『うどん』ですよね。当然、旅の最初は何はさておき有名店を訪ね、お腹と喉を満足させます（運
転手は喉の方は我慢）。
　その後は国の重要文化財にも登録されている「豊稔池ダム」で撮影し、メインの「父母ヶ浜」へ。夕景を待ち
ながらそれぞれにアングルや被写体のアイデアにと悩みながら撮影
に没頭。でも日が暮れると一目散に宿へ。
　美味しい食事とアルコールと写真談義。良かった場所、成功した
一コマ、惜しかったタイミングやアングルなど、結構遅くまで盛り
上がりました。
　翌日は数か所予定していた候補地を巡り、それぞれに個性を生か
しての撮影。でやっぱり『うどん』。その後、高松市の仏生山温泉
でゆったりと骨休め。ここの泉質はとても良くて何度でも訪れたい
温泉です。満足‥。
　そして翌月の例会で各自の作品を持ち寄り、お互いの意見を言い
合って、レベルアップの糧としています。
　こんな活動報告だと、メンバーの腕が疑われそうなので最後に自
慢を…。
　全国区の「二科展」での入選者が２人。岡山県展では一般個人最
高賞受賞者も居ます。勿論県展入選・奨励賞受賞者も多数。他にも
色々な写真展での入賞者が結構居ます。
　皆、楽しみながら確実に写真と言う趣味の階段を上っています。
是非見学にお越しください。他の写真教室とは違った和やかな、で
も写真には厳しい雰囲気が感じられると思います。撮影会へのお試
し参加も歓迎します。
　「ハッキリした狙い」で「スッキリとした構図」。そして「ドッキ
リとした瞬間」を「クッキリとしたピント」で撮影してみませんか？ 

カメラクラブ　撮影旅行報告 会長　田中　敏孝

クラブ活動紹介
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　「日常の心理」クラブは平成１９年５月設立のクラブです。

　日常生活の中で、より心豊かに生きるために、“自分を生かし人をも活かす日常の心理講座”をクラブの指針
と掲げ、それを合言葉に毎月１回講座活動を行っています。

　毎月の講座の講師はクラブ会員が務めます。会員ならどなたにも研鑽のための講師の座が、自薦・他薦により
与えられているのです。講師になった人は皆、資料づくりなどに苦闘しながらも、そのことを通しての自己成長
を励みに、結構楽しんで任務を果たしています。
　講座内容は、講師自身が関心を持って研究・実践をしている心理学関連のテーマでの話題を提供し、受講会員
もどんどん意見を述べるなど、互いに切磋琢磨して研鑽を積んでいます。講座は会員同士の親睦もはかりながら、
毎月楽しく心の勉強に励んでいます。
　今では、講師予定者数も年々増えて、１回の例会日に２人の講師がそれぞれ講座を受け持つ月も増えています。
それだけ多くのテーマの受講が楽しめ､ 勉強も深まります。
　会員講師による毎月の例会以外に、時には外部講師を迎えての
一般公開特別講座を開催します。また、会員同士の親睦・研鑽の
ための小旅行・食事会をしています。
　会員の中には、認定心理士や産業カウンセラーなどの有資格者
も数多くいて、ＮＰＯ法人での活動や地元地域社会で活躍するな
ど、社会貢献をしている人が多くいます。
　心理学関係の資格取得を目指されている方々・もっと心の実践
勉強をしたい方々への情報提供やアドバイスなどをそれぞれの体
験から、お手伝いできる会員が多くいます。
　共に学び、共に活かしあい、共に育ちあうというのが私たちク
ラブのモットーです。
　「心理学」に興味・関心をお持ちの皆様。私たちと一緒に楽し
みながら心理学の実践的な勉強をしてみませんか。
　現２０余名の会員が、皆様の入部を心からお待ちしております。

　＊活動日：原則として毎月第１土曜日
　　　　　　午前１０時３０分～１２時３０分
　＊場　所： 放送大学岡山学習センター　６階　講義室　実験室

　他
　＊会　費：年間２０００円
　＊ 毎月の講義テーマは、学生控え室の掲示板とクラブロッカー

のドアへ「講座案内」を貼っておりますのでご覧ください。

　クラブ長代理になって４年ほどですがよい感じで続いております。例年
とは違い、文集「がらくた２０１７」は手作りをせず外注での製本に切り
替えました。もちろん２０１８年の新たな発行を目指して日ごろの美感を
養い中。先日は近くの半田山で花見をしたが写真はその一つ。８月は高島
屋のビア・ガーデンにいき、この秋は万葉集に記述が見られる「吉備の中
山」で深紅のモミジを見たい。
 
　月ごとの例会では好きな本を各自読んできて、感想をシェアします。自
由に活動しているので本に限らずときには上映を楽しむ。それとよく訪ね
るのがオリエント美術館ですがこのたび、ポーラ美術館コレクションを展
示するらしい県立美術館にいく予定です。あまり文学とは直接の関係がな
い動きもしますが自由でこそわき出す意欲があるでしょう。
 
　互いの連絡はグループLINEを主として補助に電話を使います。メール
の際は、ぼくの番号にショートメールください。なぜかスマフォやpcの
スキルが高いのでクラブを通じ、知識の提供ができるかもしれません。こ
のごろ電子ブックに使うタブレットのkindle Fireに数々すばらしい便利
さを見つけてマイ・ブームですね。須見　敦090 8243 5049

日常の心理クラブ

文学クラブ

会長　小林　茂子
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同窓会だより

　岡山学習センター同窓会の目的は「会員相互の親睦と情報の交換及び生涯学習の場を提供するとともに、放送
大学岡山学習センターの発展に寄与すること」としています。
　このほか同窓会の目的項目としては挙げていませんが放送大学は生涯学習の公的な場として誰もが何処でも好
きな勉強をできる機関として全国いたるところに設置され約９万人の方が在学されています。そして日頃勉強し
たことを何でもよいですから社会や地域に活用することも大きな役目であると考えています。
　通学制の大学では日々の勉学や活動を通じて学生相互の交流を活発に行うことが出来ますが、放送大学は通信
制の大学ですから在学時から学生が交流することは面接授業時や単位認定試験時に限られます。特に最近では教
科書での授業もインターネットで受けることが可能となり学習センターに通うことも非常に減少してきたように
思います。
　また放送大学の社会の認知度はまだまだ低く放送関係の勉強をしているところかと質問される事もあるくらい
です。
　放送大学岡山学習センター同窓会としましては同窓会の目的でも述べましたように会員相互の親睦や情報の交
換は大切な事と思っていますが、通信制大学であるが故の難しさもあり実現されていないという面は致し方あり
ません。
　そこでこの問題を少しでも解決できないかと考え、今まで同窓会員は卒業生や修了生に限定していましたが平
成３０年度からは現役学生の皆様にも加入していただき、一緒に活動できるように５月１９日の総会で承認を受
け規約改正をいたしました。
　この規約改正によって主な行事である「おしゃべりサロン」や会報誌「けやきの森」などを通じて会員・学生
相互の親睦や情報交換も少しはしやすく改善したのではないかと自負しています。
　次に学んだことを活かすことについて少し述べてみたいと思います。
　少子高齢化の進展の中にあって人生１００年時代ともいわれていますが、これからは高齢者の活躍の場はます
ます増えていくと思います。高齢者の定義も今までは６５歳以上としていましたが、元気な高齢者が多いことに
加えて社会保障費増大もあり７０、７５歳と延長の気運にあります。
　そのような社会環境にあって生涯学習の場でもある放送大学の学生の年齢層は２０歳代から９０歳代と幅が非
常に広く、色々貴重な人生経験も積まれた方が多いのも見方を変えれば強みでもあります。一面的には高齢者は
社会のお荷物的な存在として見られがちですが、放送大学で学んだことを活かして社会の一端を支えることは非
常に大切な事であると思います。具体的には子供の健全育成への関り、地域の横のつながりが希薄となっている
なかでの地域社会のお世話をする等やる気になれば活躍の場はいくらでもあると思います。
　しかし活躍の場探しにおいては受け身ではなく自分から能動的に働きかけることが肝要であると思います。
　私も地域の子育てのお役になればと思い放送大学で学んだことを活かして昨年までは「放課後の子供の居場所」
の運営とそのボランティア、現在は「地域社会でのコミュニティー形成」などに関わっています。
　放送大学で学び、地域に関わって社会を支える一端を担い、健康で満足できるシニア時代を生きていきたいと
思っています。
　 ２０１８年５月２３日　
 以上

岡山同窓会会長　河上　勝利
学んだことを活かす努力を！
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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/

■ 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。

スケジュール

　１日㈬・２日㈭　単位認定試験（学部）
　３日㈮　閉所日
　４日㈯・５日㈰　単位認定試験（学部）
　７日㈫　臨時閉所日
１１日㈯～１４日㈫　閉所日
１５日㈬　第２学期科目登録申請受付開始
２５日㈯・２６日㈰　教免更新講習修了試験
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）

　７日㈯　県立図書館連携講座
　８日㈰　美術館見学講座
１３日㈮　図書・教材　室外貸出停止開始（大学院）
１５日㈰　図書・教材　室外貸出停止開始（学部）
１５日㈰　大学説明会
２７日㈮・２８日㈯　単位認定試験（大学院）
２９日㈰・３１日㈫　単位認定試験（学部）

　１日㈯　第２学期学生募集受付開始（第２回）
　　　　　（～９月中旬）
　　　　　赤レンガフォーラム
　６日㈭　大学説明会
２８日㈮・２９日㈯　夏季集中科目
　　　　　　　　　　単位認定試験【看護】
３０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

※カレンダーの　　　部分は閉所日です。


