
 令和2年3月25日付

　在学生履修登録開始 　後期履修登録変更開始（12時～）
　在学生履修登録終了
　学年開始・前期開始
　新入生ガイダンス開始 　後期集中講義終了
　新入生履修登録開始
　新入生履修登録終了 　後期開始・後期授業開始
　前期授業開始 　「敬老の日」（授業日）
　「昭和の日」（授業日） 　「秋分の日」（授業日）
　月曜日の振替授業日（昼間部） 　学園祭に伴う休講日
　「みどりの日」（授業日） 　学園祭に伴う休講日
　「こどもの日」（授業日） 　「勤労感謝の日」（授業日）
　「休日」（授業日） 　月曜日の振替授業日
　月曜日の振替授業日（夜間部） 　冬季休業開始
　火曜日の振替授業日（昼間部） 　冬季休業終了
　創立記念日 　後期授業再開
　火曜日の振替授業日（夜間部） 　後期授業終了
　水曜日の振替授業日（昼間部） 　後期試験開始
　水曜日の振替授業日（夜間部） 　後期試験終了（予備日を含む）
　木曜日の振替授業日（夜間部） 　4年次生等成績発表開始
　木曜日の振替授業日（昼間部） 　医学部医学科第1学年成績発表予定
　土曜日の振替授業日（夜間部） 　追・再試験開始
　木曜日の振替授業日（昼間部） 　追・再試験終了
　木曜日の振替授業日（夜間部） 　１～３年次生成績発表開始
　前期授業終了 　卒業式

　　　　〃 　在学生履修登録開始
　前期試験開始 　在学生履修登録終了

　　　　〃 　「スポーツの日」（試験日） 　学年終了

　前期試験終了（予備日を含む）
　前期集中講義開始
　夏季休業開始
　前期集中講義終了
　前期追試験開始
　前期追試験終了
　前期成績発表開始
　前期成績発表開始（追試含む）
　夏季休業終了
　前期卒業式

［　試　験 　］　　前・後期試験期間中の土曜日、「スポーツの日」(7月24日 祝)は試験を実施する。

［　補講日　］

［　振替授業日　］

※昼間部の土曜日に実施する振替授業は、通常の曜日の1～6時限目をそのまま同時限の同じ教室で実施する。

　夜間部の土曜日に実施する振替授業は、通常の曜日の夜1・2時限目を昼4・5時限目にそれぞれ時間を変更し、
　同じ教室で実施する。

［　休日授業日　］　通常の曜日の授業を実施

  4 月29日（水）「昭和の日」

  5 月4日（月）「みどりの日」

  5 月5日（火）「こどもの日」

  5月 ６ 日（水）「休日」

　9月21日（月）「敬老の日」

　9月22日（火）「秋分の日」

 11月23日（月）「勤労感謝の日」

前期

後期

前期

月曜日の振替授業日    5月  2日
火曜日の振替授業日    5月 16日
水曜日の振替授業日    5月 30日
木曜日の振替授業日 　 6月 20日
木曜日の振替授業日 　 7月  4日

金曜日の休日振替授業日
7月23日（木）

「海の日」

月曜日の振替授業日    5月  9日
火曜日の振替授業日    5月 23日
水曜日の振替授業日 　 6月  6日
木曜日の振替授業日 　 6月 13日
土曜日の振替授業日 　 6月 27日
木曜日の振替授業日 　 7月 11日

金曜日の休日振替授業日
7月23日（木）

「海の日」

後期
月曜日の振替授業日

12月24日（木）
月曜日の振替授業日

12月24日（木）

商学部第二部を除く学部（昼間部） 商学部第二部（夜間部）

土曜日
（１時限～６時限）

平日
（１時限～６時限）

土曜日
（昼４時限・５時限）

平日
(夜1時限・2時限)

後期
11月　7日
12月19日（1～3
限）

10月19日(月)～23日(金)
11月16日(月)～20日(金)
12月14日(月)～18日(金)

 12月25日（金）
 1月12日（火）
 1月13日（水）

10月31日（4～5限）
12月19日（4～5限）

 12月25日（金）
 1月12日（火）
 1月13日（水）

前期

5月 9日（1～5限）
5月23日（1～5限）
6月27日（1～5限）
７月11日（1～5限）
７月18日（1～5限）

5月18日（月）～22日（金）
6月 8日（月）～12日（金）
6月22日（月）～26日（金）
7月 ６日（月）～10日（金）
7月13日（月）～17日（金）

5月 9日（1～5限）
5月23日（1～5限）
6月27日（1～5限）
７月11日（1～5限）
７月18日（1～5限）

商学部第二部を除く学部（昼間部） 商学部第二部（夜間部）

指定する土曜日
指定する（補講可能な）週

（6時限に実施）
前・後期試験前の

指定する日
指定する土曜日

前・後期試験前の
指定する日

　　　　９．　２　（水）

　　　　９．２６　（土）

　　　　８．　７　（金）
　　　　８．２４　（月）
　　　　８．２８　（金）
　　　　８．３１　（月）

　　　　９．１３　（日）

　　　　７．１１　（土）
　　　　７．２３　（木）

　　　　７．２４　（金）

　　　　８．　２　（日）
　　　　８．　３　（月）
　　　　８．　４　（火）

　　　　５．３０　（土）

　　　　２．１５　（月）

　　　　６．　６　（土）

　　　　２．２６　（金）
　　　　７．　４　（土）

　　　　６．１３　（土）
　　　　６．２０　（土）

　「海の日」（金曜日の振替授業日）

　　　　６．２７　（土）
　　　　３．　３　（水）
　　　　３．１６　（火）
　　　　３．１９　（金）
　　　　３．２１　（日）
　　　　３．２８　（日）
　　　　３．３１　（水）

　　　　５．１６　（土）

　　　　１．１４　（木）

　　　　５．２１　（木）

　　　　１．２６　（火）

　　　　５．２３　（土）

　　　　２．１３　（土）

　　　　５．　２　（土）

　　　１２．２７　（日）

　　　　５．　５　（火）
　　　　５．　6　（水）

　　　　１．　５　（火）

　　　　５．　９　（土）

　　　　１．１３　（水）

　　　　５．　４　（月）

　３．　１．　４　（月）

　　　１１．　４　（水）

　　　　４．２４　（金）

　　　１１．２３　（月）

　　　　４．２９　（水）

　　　１２．２４　（木）

　　　　４．　２　（木）

　　　　９．２１　（月）
　　　　９．２２　（火）

　　　　４．１３　（月）

　　　１１．　２　（月）

　　　　９．１４　（月）

　２．　３．２１　（土） 　２．　９．　２　（水）
　　　　９．　４　（金） 　後期履修登録変更終了（16時)　　　　３．３０　（月）
　　　　９．　７　（月） 　後期集中講義開始

　　　　４．１６　（木）

令和２年度　学年暦（医学部医学科第２学年以上を除く）

前　　　　　　期 後　　　　　　期
期　　　　日 事　　　　項 期　　　　日 事　　　　項

　　　　９． １１　（金）
　　　　４．　１　（水）



 

 

 
学生の皆さんへ 

 授業開始日が 4 月 10 日から 4 月 24 日に延期になったことに伴い、学年暦が変

更となりました。 
 

1.全ての科目について、15回の授業を実施します。 
 前・後期それぞれ、定期試験（1回）を除き 15回実施します。 

 

前期の授業：4月 24日～7月 23 日 

後期の授業：9月 14日～1月 13 日 
 

2.振替授業および休日授業を実施します。 
 15回の授業が確保できない曜日については、他曜日(土曜日も含む）または休日に授業 

を実施します。なお、前期においては、補講等を含めて 15回の授業を確保します。 
 

 振替授業日（実施日が昼間部と夜間部で異なります。） 

※夜間部の土曜日は昼 4・5時限に時間を変更し、同じ教室で実施します。 

 

 休日授業日（通常の曜日の授業を実施します。） 

※７月 23日は金曜日の振替授業日となります。 

 

3.試験日が変更となっています。 
 7 月 22日（水）の試験科目は、7 月 24日（金）に変更となります。 

 

令和 2 年 3 月 25日 

教 務 部 長 

昼 間 部 
 

夜 間 部※ 

5 月  2日 (土) 月曜日の振替授業日 
 

5 月  9日 (土) 月曜日の振替授業日 

5 月 16日 (土) 火曜日の振替授業日 
 

5 月 23日 (土) 火曜日の振替授業日 

5 月 30日 (土) 水曜日の振替授業日 
 

6 月  6日 (土) 水曜日の振替授業日 

6 月 20日 (土) 木曜日の振替授業日  6 月 13日 (土) 木曜日の振替授業日 

7 月  4日 (土) 木曜日の振替授業日 
 

6 月 27日 (土) 土曜日の振替授業日 

12月 24日 (木) 月曜日の振替授業日  7 月 11日 (土) 木曜日の振替授業日 

    12月 24日 (木) 月曜日の振替授業日 

前 期 
 

後 期 

4 月 29日 (水) 「昭和の日」 
 

9 月 21日 (月) 「敬老の日」 

5 月  4日 (月) 「みどりの日」 
 

9 月 22日 (火) 「秋分の日」 

5 月  5日 (火) 「こどもの日」  11月 23日 (月) 「勤労感謝の日」 

5 月  6日 (水) 「休日」 
 

   

7 月 23日 (木) 「海の日」※  

令令和和２２年年度度のの学学年年暦暦ににつついいてて((おお知知ららせせ))  


