
令和２(2020)年度  学事予定表
第１学期（春ターム・夏ターム） 工学部

行　　　　　　　　　 事 日　　　　程　　　　等 行　　　　　　　　　 事 日　　　　程　　　　等

編入学（一般選抜・特別選抜），学士入学学生募集要項公表 ４月上旬

履修登録（Web入力）（第１学期（春・夏）開講授業科目） ４月　７日（火）～２０日（月）

編入学式 ４月１３日（月）１０：１５～

２年次コースガイダンス ４月１３日（月）１３：３０～

工学部専門科目　２～４年次第１学期（春）授業開始 ４月１４日（火）

※春ターム期間中は対面以外の方法によって授業を実施する。

水曜日の授業を行う日（金曜日の授業は実施しない） ５月　１日（金）

履修調整・登録ガイダンス ５月　７日（木）～　８日（金） 月曜日の授業を行う日（木曜日の授業は実施しない） ５月　７日（木）

第１学期授業開始 ５月１１日（月） 編入学（特別選抜）出願受付 ５月１３日（水）～２０日（水）

抽選科目の申込期間（Web入力） ５月１１日（月）～１５日（金）

抽選科目の結果発表日及び追加申込日 ５月１９日（火）

履修登録（Web入力） ５月２０日（水）～２６日（火）

６講時授業開始※下記参照 ６月　８日（月）

工学部専門科目　２～４年次第１学期（春）授業終了 ６月１２日（金）

工学部専門科目　２～４年次第１学期（夏）授業開始 ６月１５日（月）

編入学試験（特別選抜） ６月２１日（日）

編入学試験（特別選抜）合格者決定［学部代議員会］ ７月　３日（金）

６講時授業終了※下記参照 ７月１０日（金） 編入学（一般選抜），学士入学出願受付 ７月　８日（水）～１５日（水）

祝日の授業実施日（木曜授業） ７月２３日（木） 祝日の授業実施日（木曜授業） ７月２３日（木）

祝日の授業実施日（金曜授業） ７月２４日（金） 祝日の授業実施日（金曜授業） ７月２４日（金）

月曜日の授業終了日（１５週目） ８月１７日（月） 工学部専門科目　２～４年次第１学期（夏）授業終了 ８月　７日（金）

火曜日の授業終了日（１５週目） ８月１８日（火） 工学部専門科目　２～４年次第１学期補講期間 ８月１１日（火）～１７日（月）

水曜日の授業終了日（１５週目） ８月１９日（水） 研究生・科目等履修生・聴講生出願受付期間 ８月１７日（月）～２１日（金）

木曜日の授業終了日（１５週目） ８月２０日（木） 夏季休業日 ８月１８日（火）～９月３０日（水）

金曜日の授業終了日（１５週目） ８月２１日（金） 編入学試験（一般選抜），学士入学試験 ８月１８日（火）～１９日（水）

初習外国語統一試験日（第１学期授業終了） ８月２２日（土）

夏季休業日 ８月２４日（月）～９月２５日（金）

成績報告締切（Web入力） ８月２８日（金）正午 成績報告締切（Web入力） ８月２１日（金）正午（予定）

編入学試験（一般選抜），学士入学試験合格者決定［学部代議員会］ ９月　７日（月）

研究生・科目等履修生・聴講生の入学許可［学部代議員会］ ９月　７日（月）

第１次履修登録及び抽選科目の申込期間（Web入力） ９月１８日（金）～２４日（木） 第１次履修登録（Web入力）（第２学期（秋・冬）開講授業科目） ９月１８日（金）～２４日（木）

オープンキャンパス ９月２０日（日）～２１日（月） オープンキャンパス ９月２０日（日）～２１日（月）

学部・学科等移行ガイダンス ９月２３日（水）午後

学部・学科等紹介 ９月２４日（木）

第２学期授業開始 ９月２８日（月）

抽選科目の結果発表日及び追加申込日 ９月２８日（月）

第２次履修登録（Web入力） ９月２９日（火）～１０月４日（日） 第２次履修登録（Web入力）（第２学期（秋・冬）開講授業科目） ９月２９日（火）～１０月４日（日）

工学部専門科目　２～４年次第２学期（秋）授業開始 １０月１日（木）

※履修手続きに関する詳細（スケジュール，手続き方法等）は,掲示でお知らせします。

全学教育科目 工学部専門科目（２～４年次）

※６講時(18:15-19:45)授業実施スケジュール

月曜日 ６月　８日（月）
火曜日 ６月　９日（火）
水曜日 ６月１０日（水）
木曜日 ６月１１日（木）
金曜日 ６月１２日（金）

【春ターム　各曜日の授業終了日（８週目）】

月曜日 ８月　３日（月）
火曜日 ８月　４日（火）
水曜日 ８月　５日（水）
木曜日 ８月　６日（木）
金曜日 ８月　７日（金）

【夏ターム　各曜日の授業終了日（８週目）】



令和２(2020)年度  学事予定表
第２学期（秋ターム・冬ターム） 工学部

行　　　　　　　　　 事 日　　　　程　　　　等 行　　　　　　　　　 事 日　　　　程　　　　等

第１次履修登録及び抽選科目の申込期間（Web入力） ９月１８日（金）～２４日（木） 第１次履修登録（Web入力）（第２学期（秋・冬）開講授業科目） ９月１８日（金）～２４日（木）

学部・学科等移行ガイダンス ９月２３日（水）午後

学部・学科等紹介 ９月２４日（木）

第２学期授業開始 ９月２８日（月）

学部・学科等移行手続き（予備志望調査） ９月２８日（月）～１０月２日（金）

抽選科目の結果発表日及び追加申込日 ９月２８日（月）

第２次履修登録（Web入力） ９月２９日（火）～１０月４日（日） 第２次履修登録（Web入力）（第２学期（秋・冬）開講授業科目） ９月２９日（火）～１０月４日（日）

工学部専門科目　２～４年次第２学期（秋）授業開始 １０月　１日（木）

月曜日の授業を行う日（木曜日の授業は実施しない） １１月　５日（木）

火曜日の授業を行う日（金曜日の授業は実施しない） １１月　６日（金）

総合型選抜，国際総合入試，帰国子女入試第２次選考 １１月２２日（日） 総合型選抜，帰国子女入試第２次選考 １１月２２日（日）

工学部専門科目　２～４年次第２学期（秋）授業終了 １１月２７日（金）

工学部専門科目　２～４年次第２学期（冬）授業開始 １１月３０日（月）

冬季休業日 １２月２８日（月）～１月４日（月） 冬季休業日 １２月２８日（月）～１月３日（日）

授業再開 　１月　５日（火） 授業再開 　１月　４日（月）

金曜日の授業を行う日（月曜日の授業は実施しない） 　１月　４日（月）

月曜日の授業を行う日（火曜日の授業は実施しない） 　１月１２日（火）

金曜日の授業を行う日（水曜日の授業は実施しない） 　１月１３日（水）

大学入学共通テスト（１５日（金）休講） 　１月１６日（土）～１７日（日） 大学入学共通テスト（１５日（金）休講） 　１月１６日（土）～１７日（日）

水曜日の授業の終了日（１６週目） 　１月２０日（水）

木曜日の授業の終了日（１６週目） 　１月２１日（木）

火曜日の授業の終了日（１６週目） 　１月２６日（火）

初習外国語統一試験日（通常授業は休講） 　１月２７日（水）

金曜日の授業の終了日（１６週目） 　１月２９日（金）

大学入学共通テスト（２９日（金）休講） 　１月３０日（土）～３１日（日） 大学入学共通テスト（２９日（金）休講） 　１月３０日（土）～３１日（日）

月曜日の授業の終了日（１６週目） 　２月　１日（月）

第２学期授業終了日 　２月　１日（月）

学部・学科等移行ガイダンス 　２月　２日（火）午後

学部・学科等紹介 　２月　３日（水） 工学部専門科目　２～４年次第２学期（冬）授業終了 　２月　３日（水）

成績報告締切（Web入力） 　２月　８日（月）正午 成績報告締切（Web入力） 　２月　８日（月）正午

私費外国人留学生（学部）入学試験（第２次選考） 　２月１９日（金）（予定） 私費外国人留学生（学部）入学試験（第２次選考） 　２月１９日（金）（予定）

一般入試個別学力検査等（前期日程）26日は，医学部のみ 　２月２５日（木）～２６日（金） 一般入試個別学力検査等（前期日程）26日は，医学部のみ 　２月２５日（木）～２６日（金）

学部・学科等移行手続き（第１回志望調査～各学部振り分け） ３月１日（月）午後～３月２２日（月）

研究生・科目等履修生・聴講生入学願書受理期間 ２月下旬～３月上旬

コース分属手続（学部別入試入学者） ３月上旬～中旬

卒業者の判定［学部代議員会］ ３月　５日（金）

一般入試個別学力検査等（後期日程） ３月１２日（金） 一般入試個別学力検査等（後期日程） ３月１２日（金）

研究生・科目等履修生・聴講生の入学許可等［学部代議員会］ ３月１５日（月）

コース分属決定［学部代議員会］ ３月１５日（月）

コース分属結果公表 ３月１５日（月）

各学部へ振り分け結果通知 ３月２２日（月）午後

学位記授与式 ３月２５日（木）

※履修手続きに関する詳細（スケジュール，手続き方法等）は,掲示でお知らせします。

《参考》総合型選抜・帰国子女入試日程（予定）
出願期間 １０月　２日（金）～　８日（木）

第１次選考結果通知 １１月　６日（金） 【2021年度予定】

第２次選考日（課題論文，面接実施日） １１月２２日（日） 2021年度編入学式 ４月１日（木）　１０：１５～

　１月１６日（土）～１７日（日） 2021年度移行式 ４月２日（金）

　１月３０日（土）～３１日（日）

合格発表日【帰国子女入試】 １２月　８日（火）

合格発表日【総合型選抜】                    ２月１０日（水）（予定）

大学入学共通テスト実施日（総合型選抜のみ実施）

全学教育科目 工学部専門科目（２～４年次）

月曜日 １１月１６日（月）
火曜日 １１月２４日（火）
水曜日 １１月２５日（水）
木曜日 １１月２６日（木）
金曜日 １１月２７日（金）

【秋ターム　各曜日の授業終了日（８週目）】

金曜日 　１月２２日（金）
木曜日 　１月２８日（木）
月曜日 　２月　１日（月）
火曜日 　２月　２日（火）
水曜日 　２月　３日（水）

【冬ターム　各曜日の授業終了日（８週目）】
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