
学期 令和３年度（2021年度）

入学式 ４月２日（金）

新入生ガイダンス ４月２日（金）、５日（月）、６日（火）※３日間

２・３・４年次ガイダンス ４月７日（水）

前期授業開始
新入生　４月７日（水）
２・３・４年次　４月８日（木）

新入生オリエンテーション ４月９日（金）

履修登録
４月１２日（月）～４月１４日（水）
１・２年次選択科目抽選　４月５日（月）～７日
（水）

履修登録修正及び確認 ４月１２日（月）～４月１９日（月）

老年保健看護実習Ⅰ（２年次） ４月３０日（金）～５月２８日（金）　＊毎週金曜日

開学記念日 ５月１５日（土）＊休講

定期健康診断 ５月１４日（金）、５月１９日（水）

演習及び臨地実習（４年次） ５月２４日（月）～７月２６日（月）

早期体験実習（１年次） 　　　　
６月１１日（金）～７月９日（金）　＊毎週金曜日
離島実習の場合　６月９日（水）～１１日（金）

慰霊の日 ６月２３日（水）　＊休講

地域保健看護実習Ⅰ（２年次） ６月４日（金）～７月２日（金）　＊毎週金曜

オープンキャンパス　 ７月１７日（土）　予備日７月２５日（土）

期末試験 （１・２・３年次） ８月６日（金）～８月１３日（金）

　　　　〃　　（４年次） 科目ごとに設定

助産実習 ８月２日（月）～９月２４日（金）　＊８週間

夏季休業 ８月１５日（日）～９月３０日（木）

ハワイ研修　 ８月２２日（日）～９月１０日（金）

第２２回看大祭　 夏季休業中のうちの２日

前期卒業式　 ９月１６日（木）

後期授業開始 １０月１日（金）

地域保健看護実習Ⅱ（４年次） ８月３０日（月）～１０月２９日（金）

在宅保健看護実習（４年次） ９月２７日（月）～１０月２９日（金）

臨地実習（２年次） ９月２７日（月）～１１月５日（金）

大学院入試 ※１　 １０月２日（土）

看護統合実習（４年次） １０月１８日（月）～１１月２６日（金）

演習及び臨地実習（３年次） １１月８日（月）～２月１８日（金）

特別選抜入試（看護学部）　※１　 １１月２０日（土）

特別選抜入試（別科助産専攻）※１ １１月２０日（土）

冬季休業 １２月２５日（土）～１月７日（金）

大学入学共通テスト　※２　 １月１５日（土）～１月１６日（日）

期末試験 （１・２年次） ２月１４日（月）～２月１８日（金）

　  〃　 （３・４年次） 科目ごとに設定

一般選抜入試（別科助産専攻）　※１ ２月４日（金）

大学院入試（２次）　　　　　　※１ ２月１２日（土）

一般選抜入試（前期・看護学部）※１ ２月２５日（金）

一般選抜入試（後期・看護学部）※１ ３月１２日（土）

後期授業終了 ３月１１日（金）

卒業式 ３月１５日（火）

春季休業 ３月１５日（火）～３月３１日（木）

令和 ３ 年 度　看 護 学 部 学 事 暦

項　　　目

前
　
　
　
　
　
期

後
　
　
　
　
　
期

※１　入試準備のため、前日は15時より教育管理棟立入禁止となります。

※２　大学入学共通テスト準備のため、前日は終日大学敷地内立入禁止となります。



学期 日　　　程

入学式・新入生交流会 ４月２日（金）

新入生ガイダンス・履修ガイダンス ４月２日（金）、５日（月）､４月６日（火）

前期授業開始 ４月７日（水）

新入生オリエンテーション ４月９日（金）

履修登録期間 ４月１２日（月）～４月１４日（水）

履修登録修正及び確認 ４月１２日（月）～４月１９日（月）

開学記念日 ５月１５日（土）＊休講

定期健康診断 ５月１４日（金）、５月１９日（水）

慰霊の日 ６月２３日（水）＊休講

実習連絡会議（第１回） ７月６日（火）

期末試験 ７月１９日（月）～７月２６日（月）

オープンキャンパス ７月１７日（土）　予備日７月２４日（土）

夏季休業 ８月１５日（日）～９月３０日（木）

第２２回看大祭 夏季休業中に２日間

８月２３日（月）～１１月１２日（金）

９月２１日（火）～１２月１０日（金）

後期授業開始 １０月１日（金）

大学院入試 　　　　　　　 ※１ １０月２日（土）　　　　　

特別選抜入試（看護学部）　※１ １１月２０日（土）

特別選抜入試（別科助産専攻）　※１ １１月２０日（土）

離島実習 １２月２０日（月）～２４日（金）　(予定）

冬季休業 １２月２５日（土）～１月７日（金）

助産研究発表会 １月７日（金）

ウィメンズ・ヘルス実習 １月１１日(火）～１月２１日（金）

大学入学共通テスト　　　　　　※２ １月１５日(土）～１月１６日（日）

一般選抜入試（別科助産専攻）　※１ ２月４日（金）

大学院入試（２次）　　　　　　※１ ２月１２日（土）

一般選抜入試（前期・看護学部）※１ ２月２５日（金）

実習連絡会議（第２回） ３月８日（火）（予定）

一般選抜入試（後期・看護学部）※1 ３月１２日（土）

修了記念講演 ３月８日（火）（予定）

修了式 ３月１５日（火）

春季休業 ３月１５日（火）～３月３１日（木）

※２ 大学入学共通テスト準備のため、前日は終日大学敷地内立入禁止となります。

助産実習

※１ 入試準備のため、前日は15時より教育管理棟立入禁止となります。

令和3年度　別科助産専攻 学事暦
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令和３年度

入学式 　４月　２日（金）

ガイダンス、オリエンテーション 　４月　２日（金）

履修登録（Web） 　４月　２日（金）～４日（日）

前学期授業開始 　４月　７日（水）

前学期学位論文仮ﾃｰﾏ提出期限 　５月　７日（金）

開学記念日 　５月１５日（土）　※全学休講

定期健康診断 　５月２８ 日（金）　

前学期学位審査申請書・学位論文（初稿）提出期限 　６月1日（火）

慰霊の日 　６月２３日（水）　※休業日

前学期学位論文中間発表会 　７月８日（木）

オープンキャンパス 　７月１７日（土）　　　予備日　７月２４日（土）

前学期学位論文（最終稿）提出期限 　７月２０日（火）

前学期学位論文審査・最終試験 　７月２３日（金）～　７月３０日（金）

夏季休業 　８月１５日（日）～　９月３０日（木）

看大祭準備・片付け 　９月１０日（金）　・１３日（月）

第１８回看大祭 　９月１１日（土）～　１２日（日）

前学期学位論文保存版提出期限 　９月１６日（木）

前学期学位論文公開発表会、学位授与式 　９月１６日（木）

後学期授業開始 　１０月　１日（金）

履修登録（追加）期間 　１０月　１日（金）～２日（土）

大学院入試準備 　１０月１日（金）15時以降　教育管理棟立入禁止

大学院入試 　１０月２日（土）　教育管理棟立入禁止

後学期学位論文仮ﾃｰﾏ提出期限 　１１月　４日（木）

後学期学位審査申請書・学位論文（初稿）提出期限 　１１月２９日（月）

冬季休業 　１２月２５日（土）～　１月　７日（金）

授業開始 　１月７日（金）

後学期学位論文中間発表会 　１月７日（金）

後学期学位論文（最終稿）提出期限 　１月１７日（月）

後学期学位論文審査・最終試験 　１月２１日（金）～　１月２８日（金）

後学期学位論文公開発表会 　３月　３日（木）

後期学位論文保存版提出期限 　３月１０日（木）

後学期授業終了 　３月１４日（月）

春季休業 　３月１５日（火）～　３月３１日（木）

卒業式・修了式 　３月１５日（火）

※１　11/19、1/31、2/24、3/11は入試のため大学敷地内が、入試前日（前日が土日の場合は金曜日から）は準備のため午後より教育管理棟立入禁止となります。

※２　1/15～16はセンター試験のため、前日より終日大学敷地内立入禁止、実習科目以外休講となります。

※３　博士前期課程の大学院共同カンファレンスは前学期、後学期に各１回ずつ行います。

※４　博士後期課程の大学院共同カンファレンスは後学期に１回行います。

令和３年度  大 学 院 学 事 暦  
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