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学年暦（2019年度） 

 日程 事項

前
期
（
４
月
１
日
～
９
月
30
日
）

第
１
タ
ー
ム
（
４
月
８
日
～
６
月
10
日
）

４月１日（月）～７日（日） 春季休業

４月２日（火） 入学式

４月２日（火）～５日（金） オリエンテーション

４月２日（火）～５日（金） 定期健康診断

４月８日（月） 前期授業開始

４月８日（月）～ 19日（金） 前期履修手続期間

５月21日（火）～６月３日（月） 補講週（６時限に補講を行う週）

６月４日（火）～６月10日（月） 第１ターム試験期間（通年・セメスター科目は授業を行う）

第
２
タ
ー
ム
（
６
月
11
日
～
８
月
９
日
）

６月14日（金） 開学記念日（授業実施）

７月15日（月・海の日） 月曜日の授業実施

７月16日（火）～７月29日（月） 補講週（６時限に補講を行う週）

７月30日（火）～８月９日（金） 前期定期試験

８月10日（土）～９月30日（月） 夏季休業

８月11日（日・山の日） ホームカミングデー

８月13日（火）・14日（水） 全学休業日

後
期
（
10
月
１
日
～
３
月
31
日
）

第
３
タ
ー
ム
（
10
月
１
日
～
11
月
28
日
）

10月１日（火） 後期授業開始

10月１日（火）～14日（月・体育の日） 後期履修手続期間

10月14日（月・体育の日） 月曜日の授業実施

10月26日（土）・27日（日） 大学祭

11月７日（木）～ 11月20日（水） 補講週（６時限に補講を行う週）

11月21日（木）～ 11月27日（水） 第３ターム試験期間（通年・セメスター科目は授業を行う）

第
４
タ
ー
ム
（
11
月
29
日
～
２
月
13
日)

11月29日（金） 防火・防災訓練の日

12月24日（火）～１月５日（日） 冬季休業

１月17日（金） 開学記念日の振替日（授業は実施しない）

１月20日（月）～１月31日（金） 補講週（６時限に補講を行う週）

２月３日（月）～２月13日（木） 後期定期試験

２月14日（金）～３月31日（火） 学年末休業

３月23日（月） 卒業式
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