
2部

科目修了試験
【この部に掲載の内容】
2017年度　科目修了試験実施予定  　ｐ.48～50
2017年度　科目修了試験会場  　ｐ.51～52

　ｐ.48～49に掲載の「レポート提出期限・申込締切日」は，履修方
法：R（レポート＋科目修了試験）で単位を修得しようと思う科目に
ついては，非常に大切な日になります。当日までに大学必着でレポー
トと『With』各号の申込みハガキを送付していただく必要がありま
す。
　会場・科目修了試験を申込んだ方には締切 1週間後までに届くよう
に「受験通知証」を発送いたします。「受験通知証」が締切 1 週間後
（通常翌週水曜日）までに届かなければ，その翌日午前中に至急ご連
絡ください。
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2017年度　科目修了試験実施予定
　会場（ｐ.51～52参照）確保の都合上，日程や開催地が変更される場合がございます。
変更や決定は今後の『With』でご案内します。ご了承ください。

回 レポート提出期限
申込締切日

実施・集合日時
（会場試験開始は15分後）

開　催　地
（予定＝変更される場合があります）

第
1
回

4 ／26㈬必着
または

4／22㈯消印有効

5／13㈯13：30～ 盛岡・山形・福島・東京・長岡・静岡

5／14㈰ 9 ：45～ 仙台・札幌・青森・秋田・東京・新潟・大阪

5／14㈰16：30～ 仙台（当日のスクーリング受講者のみ受験可）

第
2
回

6 ／ 7 ㈬必着
または

6／ 3㈯消印有効

6／24㈯13：30～ 仙台・旭川・釧路・青森・秋田・宇都宮・
東京・横浜・長岡・大阪・那覇

6／25㈰ 9 ：45～ 盛岡・山形・郡山・水戸・東京

6／25㈰13：30～ 札幌・新潟

6／25㈰16：30～ 仙台（当日のスクーリング受講者のみ受験可）

第
3
回

7 ／12㈬必着
または

7／ 8㈯消印有効

7／29㈯13：30～ 仙台・札幌・盛岡・いわき・東京・静岡・
広島

7／30㈰ 9 ：45～ 函館・八戸・酒田・東京・名古屋

7／30㈰16：30～ 仙台（当日のスクーリング受講者のみ受験可）

第
4
回

8 ／16㈬必着
または

8／12㈯消印有効

9／ 2㈯13：30～ 札幌・盛岡・山形・福島・東京・横浜・
静岡・福岡

9／ 3㈰ 9：45～ 仙台・帯広・青森・秋田・宇都宮・東京・
新潟・長野・大阪

9／ 3㈰13：30～ 仙台（当日のスクーリング受講者のみ受験可）

第
5
回

10／ 4 ㈬必着
または

9／30㈯消印有効

10／21㈯13：30～ 仙台・旭川・釧路・盛岡・水戸・東京・
長岡・名古屋・富山・広島・那覇

10／22㈰ 9 ：45～ 札幌・青森・秋田・山形・郡山・東京・
新潟・大阪

10／22㈰16：30～ 仙台（当日のスクーリング受講者のみ受験可）

第
6
回

11／15㈬必着
または

11／11㈯消印有効

12／ 2 ㈯13：30～ 札幌・青森・宮古・酒田・小山・東京・
長岡・静岡

12／ 3 ㈰ 9 ：45～ 仙台・盛岡・郡山・東京・新潟・福岡

第
7
回

12／13㈬必着
または

12／ 9 ㈯消印有効

1／13㈯13：30～ 仙台・札幌・盛岡・山形・東京・長野

1／14㈰ 9 ：45～ 函館・帯広・青森・秋田・福島・いわき・
宇都宮・東京・新潟・大阪
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回 レポート提出期限
申込締切日

実施・集合日時
（会場試験開始は15分後）

開　催　地
（予定＝変更される場合があります）

第
8
回

2 ／ 7 ㈬必着
または

2／ 3㈯消印有効

2／24㈯13：30～ 旭川・青森・秋田・郡山・東京・静岡・大阪

2／25㈰ 9 ：45～ 仙台・札幌・盛岡・山形・東京・新潟

【ご注意いただきたい点】
　 1  ）科目修了試験については『学習の手引き』 4章（2016年度までの入学者は 7章）を
ご一読の上お申込みや受験をお願いいたします。

　 2  ）申込方法と会場案内は，実施 1 ～ 2 カ月前の機関誌『With』でご案内します。申
込締切日必着で，受験希望科目のレポートと『With』巻末の科目修了試験申込ハガ
キが通信教育部に到着していることが必要です。

　 3  ）東京会場において申込者が多数になる場合， 1・ 2科目受験者等の試験時間を変更
させていただく場合があります。他の会場でもまれに同様のお願いをさせていただく
場合があります。

　 4  ）試験結果の発送は，各科目修了試験の最終日から 1カ月後を予定しています。次回
の試験の申込締切日が試験結果発送日より前の場合は，前回の結果不明科目を含めて
申込むことをお奨めします。申込みがない科目は受験できません。 5科目以上受験申
込みを行った場合は，ハガキの1→2→3→4→5→6→7→8欄に書かれ
た順に 4科目以内で受験許可科目を判定いたします。

　 5  ）科目修了試験を受験して単位を修得する場合の受験期限は下記のとおりです。
　　① 　 3 月卒業希望者・ 3月末までに単位修得証明書の発行を希望する方 1 月の試験

までに受験し合格することが必要です（ 3月卒業希望者 原則 1月の不合格または
欠席科目に限り， 2月の試験の受験が可能）。

　　② 　 9 月卒業希望者・ 9月末までに単位修得証明書の発行を希望する方 7 ～ 8 月の
試験までに受験し合格することが必要です（ 9月卒業希望者 原則 7～ 8月の不合
格または欠席科目に限り， 9月の試験の受験が可能）。

　　③ 　社会福祉援助技術実習・精神保健福祉援助実習申込受理判定を希望する方 判定
の約 1， 2カ月前の試験を受験することが必要です。
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　 6  ）情報処理Ⅰの科目修了試験（在宅）は『学習の手引き』 4章（2016年度までの入学
者は 7章）記載の方法で実施しています。

　 7  ）大規模災害がおこり試験が実施できない場合，何らかの代替方法で試験を実施いた
します。
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2017年度　科目修了試験会場
　日程の入っている会場はほぼ決定している試験会場ですが，本学または会場の都合によ
り変更される場合もあります。変更の場合は『With』でご案内します。 ご了承ください。

開催地
試験予定日 予定会場名 所在地 Map

都道府県 都市名

宮城 仙台

5/14，5/14（特別），6/24，
6/25（ 特別），7/29，9/3，
9/3（特別），10/21，10/22
（特別），12/3，1/13，2/25

東北福祉大学　仙台駅東
口キャンパス

仙台市宮城野区榴岡2丁
目5-26 ｐ.208

東北福祉大学　国見キャ
ンパス 仙台市青葉区国見1-8-1 ｐ.209

7/30（特別） 東北福祉大学　ステー
ションキャンパス館

仙台市青葉区国見1-19-
1 ｐ.209

北海道

札幌 5/14，6/25，7/ 29，9/ 2，
10/22，12/2，1/13，2/25

かでる2・7（北海道立道
民活動センタービル）

札幌市中央区北2条西7
丁目 ｐ.209

函館 7/30，1/14 函館市地域交流まちづく
りセンター 函館市末広町4番19号 ｐ.211

釧路 6/24，10/21 釧路市生涯学習センター 釧路市幣舞4-28 ｐ.210

帯広
9/3，1/14 未　定

とかちプラザ 帯広市西4条南13丁目1 ｐ.210
帯広経済センタービル 帯広市西3条南9丁目1 ｐ.210

旭川 6/24，10/21，2/24 旭川市ときわ市民ホール 旭川市5条通4丁目 ｐ.211

青森
青森

5/14，6/24，9/3，10/22，
1/14，2/24

アウガ（青森市男女共同
参画プラザ　カダール）

青森市新町1-3-7　アウ
ガビル5階 ｐ.211

12/2 青森県観光物産館アスパ
ム 青森市安方1-1-40 ｐ.212

八戸 7/30 ユートリー（八戸地域地
場産業振興センター） 八戸市一番町1-9-22 ｐ.212

岩手
盛岡

5/13，7/29，12/3，1/13 アイーナ（いわて県民情
報交流センター） 盛岡市盛岡駅西通1-7-1 ｐ.212

6/25，9/2，10/21，2/25 岩手県自治会館 盛岡市山王町4-1 ｐ.213

宮古 12/2 宮 古 市 民総合体育館
（シーアリーナ） 宮古市小山田2-1-1 ｐ.213

秋田 秋田
5/14，6/24，9/ 3，1/14，
2/24 秋田県生涯学習センター 秋田市山王中島町1-1 ｐ.213

10/22 未　定

山形
山形

6/25，10/22，2/25 学校法人　明徳学園 山形市旅篭町3-2-14 ｐ.214
5/13，9/2，1/13 山形テルサ 山形市双葉町1-2-3 ｐ.214

酒田 7/30，12/2 酒田市中央公民館 酒田市中央西町2-59 ｐ.215
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開催地
試験予定日 予定会場名 所在地 Map

都道府県 都市名
福島 福島 5/13，9/2，1/14 福島テルサ 福島市上町4-25 ｐ.215

福島
郡山

6/25，10/22，12/3，2/24 郡山女子大学 郡山市開成3-25-2 ｐ.215
郡山市労働福祉会館 郡山市虎丸町7-7 ｐ.216
貸会議室・セルフミー
ティングルーム虎丸 郡山市虎丸町15-4 ｐ.216

いわき 7/29，1/14 LATOV（いわき産業創
造館） いわき市平字田町120 ｐ.217

茨城 水戸 6/25，10/21 水戸プリンスホテル 水戸市桜川2-2 ｐ.217

栃木
宇都宮 6/24，9/3，1/14 栃木県総合文化センター 宇都宮市本町1-8 ｐ.217
小山 12/2 白鷗大学　東キャンパス 小山市駅東通り2-2-2 ｐ.218

東京 東京

5/13，5/14，6/24，6/25，
7/ 29， 7/ 30， 9/ 2， 9/ 3，
10/21，10/22，12/2，12/3，
1/13，1/14，2/24，2/25

東北福祉大学　東京サテ
ライト（四ツ谷）

新宿区四谷1-8-8
佐伯千成ビル7階 ｐ.218

主婦会館プラザエフ 千代田区六番町15 ｐ.219

神奈川 横浜 6/24，9/2 加瀬ビル154　4階
関内駅前ホール

横浜市中区尾上町4-56-
2 ｐ.219

新潟
新潟 5/14，6/25，9/3，10/22，

12/3，1/14，2/25
新潟医療福祉カレッジ　
2号館 新潟市中央区笹口2-5-1 ｐ.219

長岡 5/13，6/24，10/21，12/2 長岡こども福祉カレッジ1号館 長岡市殿町1-1-32 ｐ.220

富山 富山 10/21 富山県民会館 富山市新総曲輪4-18 ｐ.220
長野 長野 9/3，1/13 長野県教育会館 長野市旭町1098 ｐ.220

静岡 静岡 5/13，7/29，9/ 2，12/ 2，
2/24

静岡県立大学　短期大学
部　小鹿キャンパス 静岡市駿河区小鹿2-2-1 ｐ.221

愛知 名古屋 7/30，10/21 愛知学院大学 楠元学舎 
歯学部

名古屋市千種区楠元町
1-100 ｐ.221

大阪 大阪 5/14，6/24，9/3，10/22，
1/14，2/24 大阪研修センター（十三）

大阪市淀川区十三本町
1-12-15　 ド ル チ ェ
ヴィータファースト 3F

ｐ.221

広島 広島 7/29，10/21 広島オフィスセンター 広島市南区東荒神町
3-35 ｐ.222

福岡 福岡
9/2，12/3 未　定

福岡市立博多市民セン
ター 福岡市博多山王1-13-10 ｐ.222

沖縄 那覇 6/24，10/21 沖縄県青年会館 那覇市久米2-15-23 ｐ.222
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