
★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

⻘⼭学院⼤学 私 東京都 関東

亜細亜⼤学 私 東京都 関東

茨城⼤学 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 茨城県 関東

宇都宮⼤学 国 栃木県 関東

お茶の⽔⼥⼦⼤学 国 東京都 関東

学習院⼤学 私 東京都 関東

群馬⼤学 国 群馬県 関東

群馬県⽴⼥⼦⼤学 公 群馬県 関東

慶応義塾⼤学 ※⽇吉︓⽂・経・法・商・医・理・薬 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※⽮上︓理 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※湘南藤沢︓総・環・看・政メ・健マネ 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※三⽥︓⽂・経・法・商・社・法務 私 東京都 関東

工学院⼤学 ※八王⼦ 私 東京都 関東

工学院⼤学 ※新宿 私 東京都 関東

國學院⼤學 私 東京都 関東

国際基督教⼤学 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※町⽥︓21世紀アジア・体育 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※世⽥⾕︓政経・理工・法・⽂・経営 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※多摩︓体育 私 東京都 関東

駒澤⼤学 私 東京都 関東

埼玉⼤学 国 埼玉県 関東

芝浦工業⼤学 ※豊洲・⼤宮・芝浦 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

首都⼤学東京 公 東京都 関東

上智⼤学  私 東京都 関東

成蹊⼤学 私 東京都 関東

成城⼤学 私 東京都 関東

専修⼤学 私 神奈川県 関東

⼤東⽂化⼤学 私 東京都 関東

高崎経済⼤学 公 群馬県 関東

千葉⼤学 ※⻄千葉キャンパス︓国際教養・⽂・法政経・教育・理・工 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

千葉⼤学 ※亥⿐キャンパス︓医・薬・看護 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

千葉⼤学 ※松⼾キャンパス︓園芸 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

中央⼤学 ※多摩︓法・経済・商・⽂・総合政策 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可︖発表前︖ 私 東京都 関東

中央⼤学 ※後楽園︓理工 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可︖発表前︖ 私 東京都 関東

筑波⼤学 国 茨城県 関東

筑波技術⼤学 国 茨城県 関東

帝京⼤学 ※八王⼦︓経済・法・⽂・外国語・教育・医療技術 私 東京都 関東

帝京⼤学 ※板橋︓医・薬・医療技術 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

帝京⼤学 ※宇都宮︓経済・理工・医療技術 私 栃木県 関東

電気通信⼤学 国 東京都 関東

東海⼤学 ※伊勢原︓工（医療系）・医・健康科学 私 神奈川県 関東

東海⼤学 ※湘南︓⽂・⽂化社会・政経・法・教養・理・情報理工・工・体育・健康 私 神奈川県 関東

東海⼤学 ※高輪︓情報通信 私 東京都 関東

東海⼤学 ※代々木︓観光 私 東京都 関東

東京⼤学 ※法 国 東京都 関東

東京⼤学 ※⽂ 国 東京都 関東

東京⼤学 ※農 国 東京都 関東

東京⼤学 ※理 国 東京都 関東

東京⼤学 ※教育 国 東京都 関東

東京⼤学 ※工 国 東京都 関東

東京⼤学 ※教養 国 東京都 関東

東京⼤学 ※経済 国 東京都 関東

東京⼤学 ※医 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京⼤学 ※薬 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京外国語⼤学 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

（各⼤学HPを参照して作成しております。一部、試験⽇程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）
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★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

⻘⼭学院⼤学 私 東京都 関東

亜細亜⼤学 私 東京都 関東

茨城⼤学 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 茨城県 関東

宇都宮⼤学 国 栃木県 関東

お茶の⽔⼥⼦⼤学 国 東京都 関東

学習院⼤学 私 東京都 関東

群馬⼤学 国 群馬県 関東

群馬県⽴⼥⼦⼤学 公 群馬県 関東

慶応義塾⼤学 ※⽇吉︓⽂・経・法・商・医・理・薬 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※⽮上︓理 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※湘南藤沢︓総・環・看・政メ・健マネ 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※三⽥︓⽂・経・法・商・社・法務 私 東京都 関東

工学院⼤学 ※八王⼦ 私 東京都 関東

工学院⼤学 ※新宿 私 東京都 関東

國學院⼤學 私 東京都 関東

国際基督教⼤学 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※町⽥︓21世紀アジア・体育 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※世⽥⾕︓政経・理工・法・⽂・経営 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※多摩︓体育 私 東京都 関東

駒澤⼤学 私 東京都 関東

埼玉⼤学 国 埼玉県 関東

芝浦工業⼤学 ※豊洲・⼤宮・芝浦 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

首都⼤学東京 公 東京都 関東

上智⼤学  私 東京都 関東

成蹊⼤学 私 東京都 関東

成城⼤学 私 東京都 関東

専修⼤学 私 神奈川県 関東

⼤東⽂化⼤学 私 東京都 関東

高崎経済⼤学 公 群馬県 関東

千葉⼤学 ※⻄千葉キャンパス︓国際教養・⽂・法政経・教育・理・工 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

千葉⼤学 ※亥⿐キャンパス︓医・薬・看護 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

千葉⼤学 ※松⼾キャンパス︓園芸 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

中央⼤学 ※多摩︓法・経済・商・⽂・総合政策 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可︖発表前︖ 私 東京都 関東

中央⼤学 ※後楽園︓理工 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可︖発表前︖ 私 東京都 関東

筑波⼤学 国 茨城県 関東

筑波技術⼤学 国 茨城県 関東

帝京⼤学 ※八王⼦︓経済・法・⽂・外国語・教育・医療技術 私 東京都 関東

帝京⼤学 ※板橋︓医・薬・医療技術 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

帝京⼤学 ※宇都宮︓経済・理工・医療技術 私 栃木県 関東

電気通信⼤学 国 東京都 関東

東海⼤学 ※伊勢原︓工（医療系）・医・健康科学 私 神奈川県 関東

東海⼤学 ※湘南︓⽂・⽂化社会・政経・法・教養・理・情報理工・工・体育・健康 私 神奈川県 関東

東海⼤学 ※高輪︓情報通信 私 東京都 関東

東海⼤学 ※代々木︓観光 私 東京都 関東

東京⼤学 ※法 国 東京都 関東

東京⼤学 ※⽂ 国 東京都 関東

東京⼤学 ※農 国 東京都 関東

東京⼤学 ※理 国 東京都 関東

東京⼤学 ※教育 国 東京都 関東

東京⼤学 ※工 国 東京都 関東

東京⼤学 ※教養 国 東京都 関東

東京⼤学 ※経済 国 東京都 関東

東京⼤学 ※医 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京⼤学 ※薬 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京外国語⼤学 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

（各⼤学HPを参照して作成しております。一部、試験⽇程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）
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学校 国公私 都道府県 エリア

⻘⼭学院⼤学 私 東京都 関東

亜細亜⼤学 私 東京都 関東

茨城⼤学 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 茨城県 関東

宇都宮⼤学 国 栃木県 関東

お茶の⽔⼥⼦⼤学 国 東京都 関東

学習院⼤学 私 東京都 関東

群馬⼤学 国 群馬県 関東

群馬県⽴⼥⼦⼤学 公 群馬県 関東

慶応義塾⼤学 ※⽇吉︓⽂・経・法・商・医・理・薬 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※⽮上︓理 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※湘南藤沢︓総・環・看・政メ・健マネ 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※三⽥︓⽂・経・法・商・社・法務 私 東京都 関東

工学院⼤学 ※八王⼦ 私 東京都 関東

工学院⼤学 ※新宿 私 東京都 関東

國學院⼤學 私 東京都 関東

国際基督教⼤学 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※町⽥︓21世紀アジア・体育 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※世⽥⾕︓政経・理工・法・⽂・経営 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※多摩︓体育 私 東京都 関東

駒澤⼤学 私 東京都 関東

埼玉⼤学 国 埼玉県 関東

芝浦工業⼤学 ※豊洲・⼤宮・芝浦 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

首都⼤学東京 公 東京都 関東

上智⼤学  私 東京都 関東

成蹊⼤学 私 東京都 関東

成城⼤学 私 東京都 関東

専修⼤学 私 神奈川県 関東

⼤東⽂化⼤学 私 東京都 関東

高崎経済⼤学 公 群馬県 関東

千葉⼤学 ※⻄千葉キャンパス︓国際教養・⽂・法政経・教育・理・工 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

千葉⼤学 ※亥⿐キャンパス︓医・薬・看護 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

千葉⼤学 ※松⼾キャンパス︓園芸 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

中央⼤学 ※多摩︓法・経済・商・⽂・総合政策 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可︖発表前︖ 私 東京都 関東

中央⼤学 ※後楽園︓理工 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可︖発表前︖ 私 東京都 関東

筑波⼤学 国 茨城県 関東

筑波技術⼤学 国 茨城県 関東

帝京⼤学 ※八王⼦︓経済・法・⽂・外国語・教育・医療技術 私 東京都 関東

帝京⼤学 ※板橋︓医・薬・医療技術 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

帝京⼤学 ※宇都宮︓経済・理工・医療技術 私 栃木県 関東

電気通信⼤学 国 東京都 関東

東海⼤学 ※伊勢原︓工（医療系）・医・健康科学 私 神奈川県 関東

東海⼤学 ※湘南︓⽂・⽂化社会・政経・法・教養・理・情報理工・工・体育・健康 私 神奈川県 関東

東海⼤学 ※高輪︓情報通信 私 東京都 関東

東海⼤学 ※代々木︓観光 私 東京都 関東

東京⼤学 ※法 国 東京都 関東

東京⼤学 ※⽂ 国 東京都 関東

東京⼤学 ※農 国 東京都 関東

東京⼤学 ※理 国 東京都 関東

東京⼤学 ※教育 国 東京都 関東

東京⼤学 ※工 国 東京都 関東

東京⼤学 ※教養 国 東京都 関東

東京⼤学 ※経済 国 東京都 関東

東京⼤学 ※医 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京⼤学 ※薬 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京外国語⼤学 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

（各⼤学HPを参照して作成しております。一部、試験⽇程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）
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後期定期試験（〜2/6）

後学期試験（〜2/10）

補講⽇ 後期定期試験（〜2/10）

追試験

追試験

追試験

授業⽇ 授業⽇ 第3学期期末試験（〜3/4）

追試験 追試験 追試験

定期試験（〜2/10）

補講⽇

追試験

追試験

秋学期末試験（2/4・2/7〜13）

第2学期期末試験（〜2/7） フィードバック期間

後学期試験（〜2/18）

追試験

追試験

追試験

追試験



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

⻘⼭学院⼤学 私 東京都 関東

亜細亜⼤学 私 東京都 関東

茨城⼤学 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 茨城県 関東

宇都宮⼤学 国 栃木県 関東

お茶の⽔⼥⼦⼤学 国 東京都 関東

学習院⼤学 私 東京都 関東

群馬⼤学 国 群馬県 関東

群馬県⽴⼥⼦⼤学 公 群馬県 関東

慶応義塾⼤学 ※⽇吉︓⽂・経・法・商・医・理・薬 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※⽮上︓理 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※湘南藤沢︓総・環・看・政メ・健マネ 私 神奈川県 関東

慶応義塾⼤学 ※三⽥︓⽂・経・法・商・社・法務 私 東京都 関東

工学院⼤学 ※八王⼦ 私 東京都 関東

工学院⼤学 ※新宿 私 東京都 関東

國學院⼤學 私 東京都 関東

国際基督教⼤学 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※町⽥︓21世紀アジア・体育 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※世⽥⾕︓政経・理工・法・⽂・経営 私 東京都 関東

国⼠舘⼤学 ※多摩︓体育 私 東京都 関東

駒澤⼤学 私 東京都 関東

埼玉⼤学 国 埼玉県 関東

芝浦工業⼤学 ※豊洲・⼤宮・芝浦 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

首都⼤学東京 公 東京都 関東

上智⼤学  私 東京都 関東

成蹊⼤学 私 東京都 関東

成城⼤学 私 東京都 関東

専修⼤学 私 神奈川県 関東

⼤東⽂化⼤学 私 東京都 関東

高崎経済⼤学 公 群馬県 関東

千葉⼤学 ※⻄千葉キャンパス︓国際教養・⽂・法政経・教育・理・工 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

千葉⼤学 ※亥⿐キャンパス︓医・薬・看護 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

千葉⼤学 ※松⼾キャンパス︓園芸 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 千葉県 関東

中央⼤学 ※多摩︓法・経済・商・⽂・総合政策 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可︖発表前︖ 私 東京都 関東

中央⼤学 ※後楽園︓理工 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可︖発表前︖ 私 東京都 関東

筑波⼤学 国 茨城県 関東

筑波技術⼤学 国 茨城県 関東

帝京⼤学 ※八王⼦︓経済・法・⽂・外国語・教育・医療技術 私 東京都 関東

帝京⼤学 ※板橋︓医・薬・医療技術 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

帝京⼤学 ※宇都宮︓経済・理工・医療技術 私 栃木県 関東

電気通信⼤学 国 東京都 関東

東海⼤学 ※伊勢原︓工（医療系）・医・健康科学 私 神奈川県 関東

東海⼤学 ※湘南︓⽂・⽂化社会・政経・法・教養・理・情報理工・工・体育・健康 私 神奈川県 関東

東海⼤学 ※高輪︓情報通信 私 東京都 関東

東海⼤学 ※代々木︓観光 私 東京都 関東

東京⼤学 ※法 国 東京都 関東

東京⼤学 ※⽂ 国 東京都 関東

東京⼤学 ※農 国 東京都 関東

東京⼤学 ※理 国 東京都 関東

東京⼤学 ※教育 国 東京都 関東

東京⼤学 ※工 国 東京都 関東

東京⼤学 ※教養 国 東京都 関東

東京⼤学 ※経済 国 東京都 関東

東京⼤学 ※医 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京⼤学 ※薬 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京外国語⼤学 ◆試験⽇程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

（各⼤学HPを参照して作成しております。一部、試験⽇程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）
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卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

学部卒業式 ⼤学院卒業式

学部卒業式 ⼤学院卒業式

学部卒業式 ⼤学院卒業式

学部卒業式 ⼤学院卒業式

卒業式

卒業式

卒業式 スプリングセッション

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式（⼤学院） 卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

追試験 卒業式

卒業式

卒業式（⼤学院）卒業式

卒業式（⼤学院）卒業式

卒業式（⼤学院）卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

東京海洋大学 ※品川︓海洋⽣命科学・海洋資源環境・海洋科学 国 東京都 関東

東京海洋大学 ※越中島︓海洋⼯学 国 東京都 関東

東京学芸大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京⼯科大学 ※蒲⽥︓デザイン・医療保健 私 東京都 関東

東京⼯科大学 ※⼋王⼦︓⼯・コンピュータサイエンス・メディア・応⽤⽣物 私 東京都 関東

東京⼯業大学 国 東京都 関東

東京農⼯大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京理科大学 ※神楽坂・野⽥・葛飾・⻑万部 私 東京都 関東

東洋大学 ※板倉︓⽣命科学・⾷環境科学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 群馬県 関東

東洋大学 ※川越︓理⼯・総合情報 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 埼玉県 関東

東洋大学 ※⽩⼭︓⽂・経済・経営・法・社会・国際地域・国際・国際観光 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

東洋大学 ※⾚⽻台︓情報連携 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

獨協大学 私 埼玉県 関東

日本大学 ※⽣物資源科学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 神奈川県 関東

日本大学 ※⽣産⼯学・薬 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 千葉県 関東

日本大学 ※⽂理 私 東京都 関東

日本大学 ※⼯ 私 東京都 関東

日本大学 ※経済 私 東京都 関東

日本大学 ※法 私 東京都 関東

日本大学 ※国際関係 私 東京都 関東

日本大学 ※理⼯ 私 東京都 関東

日本大学 ※芸術 私 東京都 関東

日本大学 ※危機管理・スポーツ科学・商 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

一橋大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

法政大学 ※市ヶ⾕︓法・⽂・経営・国際⽂化・⼈間環境・キャリアデザイン・デザイン⼯・グローバル教養 私 東京都 関東

法政大学 ※多摩︓経済・社会・現代福祉・スポーツ健康 私 東京都 関東

法政大学 ※⼩⾦井︓情報科学・理⼯・⽣命科学 私 東京都 関東

前橋⼯科大学 公 群馬県 関東

明治大学 私 東京都 関東

明治学院大学 ※横浜︓国際 私 神奈川県 関東

明治学院大学 ※⽩⾦︓⽂・経済・社会・法・⼼理 私 東京都 関東

横浜国⽴大学 国 神奈川県 関東

横浜市⽴大学 ※⾦沢⼋景︓国際総合科学・データ・都市・国際マネジメント・⽣命 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 神奈川県 関東

横浜市⽴大学 ※福浦︓医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 神奈川県 関東

⽴教大学 私 東京都 関東

早稲⽥大学 ※卒業式は未定 私 東京都 関東

大阪大学 国 大阪府 近畿

大阪教育大学 国 大阪府 近畿

大阪経済大学 私 大阪府 近畿

大阪⼯業大学 ※枚⽅︓情報科学 私 大阪府 近畿

大阪⼯業大学 ※大宮︓⼯・知的財産 私 大阪府 近畿

大阪産業大学 私 大阪府 近畿

大阪商業大学 私 大阪府 近畿

大阪市⽴大学 公 大阪府 近畿

大阪電気通信大学 私 大阪府 近畿

大阪府⽴大学 ※中百⾆⿃︓現代システム・⼯・⽣命環境・地域保健（教育福祉） 公 大阪府 近畿

追手門学院大学 私 大阪府 近畿

関⻄大学 私 大阪府 近畿

関⻄外国語大学 私 大阪府 近畿

関⻄学院大学 私 兵庫県 近畿

京都大学 国 京都府 近畿

京都外国語大学 私 京都府 近畿

京都教育大学 国 京都府 近畿

京都⼯芸繊維大学 国 京都府 近畿

京都産業大学 私 京都府 近畿
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乗船漁業実習開始（〜3/19） 冬期休暇（〜1/5）

3年④実験 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

授業日 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/8）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/9）

冬期休暇（〜1/8）

冬期休暇（〜1/8）

補講日 補講日 冬期休暇（〜1/8）

冬期休暇（〜1/8）

ACE 冬期休暇（〜1/8）

冬期休暇（〜1/9）

冬期休暇（〜1/5）

補講日 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/4）

冬期休暇（〜1/7）

補講日 冬期休暇（〜1/5）

補講日 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

休講日 休講日 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

TOEIC 冬期休暇（〜1/5）

TOEIC 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/8）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/6）

補講日 補講日 振替休日 振替休日 振替休日 冬期休暇（〜1/5）

補講日 冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

東京海洋大学 ※品川︓海洋⽣命科学・海洋資源環境・海洋科学 国 東京都 関東

東京海洋大学 ※越中島︓海洋⼯学 国 東京都 関東

東京学芸大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京⼯科大学 ※蒲⽥︓デザイン・医療保健 私 東京都 関東

東京⼯科大学 ※⼋王⼦︓⼯・コンピュータサイエンス・メディア・応⽤⽣物 私 東京都 関東

東京⼯業大学 国 東京都 関東

東京農⼯大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京理科大学 ※神楽坂・野⽥・葛飾・⻑万部 私 東京都 関東

東洋大学 ※板倉︓⽣命科学・⾷環境科学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 群馬県 関東

東洋大学 ※川越︓理⼯・総合情報 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 埼玉県 関東

東洋大学 ※⽩⼭︓⽂・経済・経営・法・社会・国際地域・国際・国際観光 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

東洋大学 ※⾚⽻台︓情報連携 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

獨協大学 私 埼玉県 関東

日本大学 ※⽣物資源科学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 神奈川県 関東

日本大学 ※⽣産⼯学・薬 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 千葉県 関東

日本大学 ※⽂理 私 東京都 関東

日本大学 ※⼯ 私 東京都 関東

日本大学 ※経済 私 東京都 関東

日本大学 ※法 私 東京都 関東

日本大学 ※国際関係 私 東京都 関東

日本大学 ※理⼯ 私 東京都 関東

日本大学 ※芸術 私 東京都 関東

日本大学 ※危機管理・スポーツ科学・商 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

一橋大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

法政大学 ※市ヶ⾕︓法・⽂・経営・国際⽂化・⼈間環境・キャリアデザイン・デザイン⼯・グローバル教養 私 東京都 関東

法政大学 ※多摩︓経済・社会・現代福祉・スポーツ健康 私 東京都 関東

法政大学 ※⼩⾦井︓情報科学・理⼯・⽣命科学 私 東京都 関東

前橋⼯科大学 公 群馬県 関東

明治大学 私 東京都 関東

明治学院大学 ※横浜︓国際 私 神奈川県 関東

明治学院大学 ※⽩⾦︓⽂・経済・社会・法・⼼理 私 東京都 関東

横浜国⽴大学 国 神奈川県 関東

横浜市⽴大学 ※⾦沢⼋景︓国際総合科学・データ・都市・国際マネジメント・⽣命 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 神奈川県 関東

横浜市⽴大学 ※福浦︓医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 神奈川県 関東

⽴教大学 私 東京都 関東

早稲⽥大学 ※卒業式は未定 私 東京都 関東

大阪大学 国 大阪府 近畿

大阪教育大学 国 大阪府 近畿

大阪経済大学 私 大阪府 近畿

大阪⼯業大学 ※枚⽅︓情報科学 私 大阪府 近畿

大阪⼯業大学 ※大宮︓⼯・知的財産 私 大阪府 近畿

大阪産業大学 私 大阪府 近畿

大阪商業大学 私 大阪府 近畿

大阪市⽴大学 公 大阪府 近畿

大阪電気通信大学 私 大阪府 近畿

大阪府⽴大学 ※中百⾆⿃︓現代システム・⼯・⽣命環境・地域保健（教育福祉） 公 大阪府 近畿

追手門学院大学 私 大阪府 近畿

関⻄大学 私 大阪府 近畿

関⻄外国語大学 私 大阪府 近畿

関⻄学院大学 私 兵庫県 近畿

京都大学 国 京都府 近畿

京都外国語大学 私 京都府 近畿

京都教育大学 国 京都府 近畿

京都⼯芸繊維大学 国 京都府 近畿

京都産業大学 私 京都府 近畿

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31

休講日 休講日 補講日

船舶実習開始（〜3/10） 休講日 休講日

休講日 休講日

補講日 補講日 後期末試験（〜1/24）

補講日 後期末試験（〜1/24・1/28〜2/4）

休講日 休講日 第4クォーター期末試験（〜2/7）

休講日 休講日

後期到達度確認期間（〜1/11・15・16・20〜28）

休講日 休講日 授業終了

休講日 休講日 授業終了

休講日 休講日 授業終了

休講日 休講日 授業終了

補講日 休講日 秋学期定期試験（〜1/29） 授業日

休講日 休講日

後期定期試験（〜1/29）

休講日 補習・再試験（〜1/31）

休講日 休講日 後期定期試験（〜1/30）

休講日 休講日 後期定期試験（〜1/30）

休講日 後期定期試験（〜1/31）

休講日 後期定期試験（〜2/3）

後期定期試験（〜1/25）

休講日

授業日 補講日 補講日 秋学期末試験（〜2/1）

授業日 補講日 補講日 補講日 授業日 秋学期末試験（〜2/1）

授業日 補講日 補講日 授業日 秋学期末試験（〜2/1）

休講日 休講日 補講日 補講日 補講日 後期期末試験（〜2/1）

休講日 定期試験（〜2/3）

休講日 休講日 秋学期定期試験（〜1/29）

休講日 休講日 秋学期定期試験（〜1/29）

休講日 休講日

休講日 休講日

休講日 秋学期末試験（〜2/3）

秋学期授業内試験（〜1/28） 秋学期共通試験（〜2/4）

休講日 期末試験（〜1/30・2/4・7・10）

休講日 休講日

期末試験（〜2/10）

後期後半試験（〜2/8）

休講日 休講日 休講日 休講日 フォローアップ期間（〜1/29）

休講日 休講日 後期・学年末試験（〜2/4） 授業日

休講日 休講日 学年末定期試験（〜2/10）

休講日 後期期末試験（〜2/13）

補講日 休講日 休講日 後期試験（〜1/30）

休講日 休講日 休講日 後期期末試験（〜2/4） 補講日

補講日 補講日 補講日 秋学期末試験（〜1/30）

休講日 補講日 補講日 秋学期試験（〜1/30）

補講日 補講日 定期試験（〜1/24）

補講日 秋学期定期試験・定期試験（〜1/28）

休講日 後期期末試験・フィードバック（〜2/7）

学内統一試験 学内統一試験秋学期定期試験（〜1/30）

休講日

休講日

秋学期定期試験・追試験（〜2/15）



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

東京海洋大学 ※品川︓海洋⽣命科学・海洋資源環境・海洋科学 国 東京都 関東

東京海洋大学 ※越中島︓海洋⼯学 国 東京都 関東

東京学芸大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京⼯科大学 ※蒲⽥︓デザイン・医療保健 私 東京都 関東

東京⼯科大学 ※⼋王⼦︓⼯・コンピュータサイエンス・メディア・応⽤⽣物 私 東京都 関東

東京⼯業大学 国 東京都 関東

東京農⼯大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京理科大学 ※神楽坂・野⽥・葛飾・⻑万部 私 東京都 関東

東洋大学 ※板倉︓⽣命科学・⾷環境科学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 群馬県 関東

東洋大学 ※川越︓理⼯・総合情報 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 埼玉県 関東

東洋大学 ※⽩⼭︓⽂・経済・経営・法・社会・国際地域・国際・国際観光 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

東洋大学 ※⾚⽻台︓情報連携 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

獨協大学 私 埼玉県 関東

日本大学 ※⽣物資源科学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 神奈川県 関東

日本大学 ※⽣産⼯学・薬 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 千葉県 関東

日本大学 ※⽂理 私 東京都 関東

日本大学 ※⼯ 私 東京都 関東

日本大学 ※経済 私 東京都 関東

日本大学 ※法 私 東京都 関東

日本大学 ※国際関係 私 東京都 関東

日本大学 ※理⼯ 私 東京都 関東

日本大学 ※芸術 私 東京都 関東

日本大学 ※危機管理・スポーツ科学・商 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

一橋大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

法政大学 ※市ヶ⾕︓法・⽂・経営・国際⽂化・⼈間環境・キャリアデザイン・デザイン⼯・グローバル教養 私 東京都 関東

法政大学 ※多摩︓経済・社会・現代福祉・スポーツ健康 私 東京都 関東

法政大学 ※⼩⾦井︓情報科学・理⼯・⽣命科学 私 東京都 関東

前橋⼯科大学 公 群馬県 関東

明治大学 私 東京都 関東

明治学院大学 ※横浜︓国際 私 神奈川県 関東

明治学院大学 ※⽩⾦︓⽂・経済・社会・法・⼼理 私 東京都 関東

横浜国⽴大学 国 神奈川県 関東

横浜市⽴大学 ※⾦沢⼋景︓国際総合科学・データ・都市・国際マネジメント・⽣命 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 神奈川県 関東

横浜市⽴大学 ※福浦︓医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 神奈川県 関東

⽴教大学 私 東京都 関東

早稲⽥大学 ※卒業式は未定 私 東京都 関東

大阪大学 国 大阪府 近畿

大阪教育大学 国 大阪府 近畿

大阪経済大学 私 大阪府 近畿

大阪⼯業大学 ※枚⽅︓情報科学 私 大阪府 近畿

大阪⼯業大学 ※大宮︓⼯・知的財産 私 大阪府 近畿

大阪産業大学 私 大阪府 近畿

大阪商業大学 私 大阪府 近畿

大阪市⽴大学 公 大阪府 近畿

大阪電気通信大学 私 大阪府 近畿

大阪府⽴大学 ※中百⾆⿃︓現代システム・⼯・⽣命環境・地域保健（教育福祉） 公 大阪府 近畿

追手門学院大学 私 大阪府 近畿

関⻄大学 私 大阪府 近畿

関⻄外国語大学 私 大阪府 近畿

関⻄学院大学 私 兵庫県 近畿

京都大学 国 京都府 近畿

京都外国語大学 私 京都府 近畿

京都教育大学 国 京都府 近畿

京都⼯芸繊維大学 国 京都府 近畿

京都産業大学 私 京都府 近畿

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29

補講日 後学期試験（〜2/18） 休講日

後学期試験（〜2/27）

再試験

再試験

追試験

学習到達度確認試験 追試験

補習・再試験（〜1/31）

追試験

追試験

追試験

追試験

追試験

追試験 追試験 追試験

追試験 追試験 追試験

秋学期・第5ターム試験（〜2/12） 英語統一テスト

期末試験（〜1/30・2/4・7・10）

第4ターム試験（〜2/7）

追試験 追試験

休講日 休講日 後期後半試験（〜6・8・10・13・14） 後期後半追試験（〜2/20）

追試験（〜2/13）

後期期末試験（〜2/13）

追試験 追試験 追試験

追試験

秋学期追試験

追試験

後期期末試験（〜2/10） 追試験

後学期試験（〜2/7）



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

東京海洋大学 ※品川︓海洋⽣命科学・海洋資源環境・海洋科学 国 東京都 関東

東京海洋大学 ※越中島︓海洋⼯学 国 東京都 関東

東京学芸大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京⼯科大学 ※蒲⽥︓デザイン・医療保健 私 東京都 関東

東京⼯科大学 ※⼋王⼦︓⼯・コンピュータサイエンス・メディア・応⽤⽣物 私 東京都 関東

東京⼯業大学 国 東京都 関東

東京農⼯大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

東京理科大学 ※神楽坂・野⽥・葛飾・⻑万部 私 東京都 関東

東洋大学 ※板倉︓⽣命科学・⾷環境科学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 群馬県 関東

東洋大学 ※川越︓理⼯・総合情報 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 埼玉県 関東

東洋大学 ※⽩⼭︓⽂・経済・経営・法・社会・国際地域・国際・国際観光 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

東洋大学 ※⾚⽻台︓情報連携 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

獨協大学 私 埼玉県 関東

日本大学 ※⽣物資源科学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 神奈川県 関東

日本大学 ※⽣産⼯学・薬 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 千葉県 関東

日本大学 ※⽂理 私 東京都 関東

日本大学 ※⼯ 私 東京都 関東

日本大学 ※経済 私 東京都 関東

日本大学 ※法 私 東京都 関東

日本大学 ※国際関係 私 東京都 関東

日本大学 ※理⼯ 私 東京都 関東

日本大学 ※芸術 私 東京都 関東

日本大学 ※危機管理・スポーツ科学・商 ◆試験日程など詳細閲覧不可 私 東京都 関東

一橋大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 東京都 関東

法政大学 ※市ヶ⾕︓法・⽂・経営・国際⽂化・⼈間環境・キャリアデザイン・デザイン⼯・グローバル教養 私 東京都 関東

法政大学 ※多摩︓経済・社会・現代福祉・スポーツ健康 私 東京都 関東

法政大学 ※⼩⾦井︓情報科学・理⼯・⽣命科学 私 東京都 関東

前橋⼯科大学 公 群馬県 関東

明治大学 私 東京都 関東

明治学院大学 ※横浜︓国際 私 神奈川県 関東

明治学院大学 ※⽩⾦︓⽂・経済・社会・法・⼼理 私 東京都 関東

横浜国⽴大学 国 神奈川県 関東

横浜市⽴大学 ※⾦沢⼋景︓国際総合科学・データ・都市・国際マネジメント・⽣命 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 神奈川県 関東

横浜市⽴大学 ※福浦︓医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 神奈川県 関東

⽴教大学 私 東京都 関東

早稲⽥大学 ※卒業式は未定 私 東京都 関東

大阪大学 国 大阪府 近畿

大阪教育大学 国 大阪府 近畿

大阪経済大学 私 大阪府 近畿

大阪⼯業大学 ※枚⽅︓情報科学 私 大阪府 近畿

大阪⼯業大学 ※大宮︓⼯・知的財産 私 大阪府 近畿

大阪産業大学 私 大阪府 近畿

大阪商業大学 私 大阪府 近畿

大阪市⽴大学 公 大阪府 近畿

大阪電気通信大学 私 大阪府 近畿

大阪府⽴大学 ※中百⾆⿃︓現代システム・⼯・⽣命環境・地域保健（教育福祉） 公 大阪府 近畿

追手門学院大学 私 大阪府 近畿

関⻄大学 私 大阪府 近畿

関⻄外国語大学 私 大阪府 近畿

関⻄学院大学 私 兵庫県 近畿

京都大学 国 京都府 近畿

京都外国語大学 私 京都府 近畿

京都教育大学 国 京都府 近畿

京都⼯芸繊維大学 国 京都府 近畿

京都産業大学 私 京都府 近畿

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31

乗船漁業実習終了（12/20〜） 卒業式

船舶実習終了（1/5〜）休講日 卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式 卒業式

卒業式 卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

秋学期卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

京都⼥⼦大学 私 京都府 近畿

京都市⽴芸術大学 ※⾳楽 公 京都府 近畿

京都市⽴芸術大学 ※美術 公 京都府 近畿

京都府⽴大学 公 京都府 近畿

近畿大学 ※東大阪 私 大阪府 近畿

近畿大学 ※奈良 私 奈良県 近畿

甲南大学 ※岡本・⻄宮︓マネジメント創造 私 兵庫県 近畿

甲南大学 ※ポートアイランド︓フロンティアサイエンス 私 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※六甲台︓法・経済・経営・⽂・理・農・⼯・国際⽂化・国際⼈間科学・発達科学 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※楠︓医 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※名⾕︓医 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※深江︓海事 国 兵庫県 近畿

神⼾⼥学院大学 私 兵庫県 近畿

神⼾市外国語大学 公 兵庫県 近畿

摂南大学 私 京都府 近畿

同志社⼥⼦大学 私 京都府 近畿

同志社大学 私 京都府 近畿

奈良教育大学 国 奈良県 近畿

奈良県⽴大学 公 奈良県 近畿

奈良⼥⼦大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 奈良県 近畿

兵庫教育大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可（定期試験2⽉中旬） 国 兵庫県 近畿

兵庫県⽴大学 公 兵庫県 近畿

武庫川⼥⼦大学 私 兵庫県 近畿

桃山学院大学 私 大阪府 近畿

⽴命館大学 私 京都府 近畿

龍⾕大学 ※大宮・深草︓⽂・経済・経営・法・政策 私 京都府 近畿

龍⾕大学 ※瀬⽥︓理⼯・社会・国際⽂化 私 滋賀県 近畿

和歌山大学 国 和歌山県 近畿

大分大学 ※旦野原︓教育福祉・経済・⼯ 国 大分県 九州・沖縄

大分大学 ※狭間︓医（医） 国 大分県 九州・沖縄

大分大学 ※狭間︓医（看） 国 大分県 九州・沖縄

⿅児島大学 国 ⿅児島県 九州・沖縄

北九州市⽴大学 ※北⽅︓外国語・⽂・法 公 福岡県 九州・沖縄

北九州市⽴大学 ※ひびきの︓国際環境⼯ 公 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※伊都︓⽂・教育・法・経済・⼯・理・農 国 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※大橋︓芸術⼯学 国 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※病院︓医・薬・⻭ 国 福岡県 九州・沖縄

九州⼯業大学 ※⼾畑︓⼯ 国 福岡県 九州・沖縄

九州⼯業大学 ※飯塚︓情報⼯ 国 福岡県 九州・沖縄

近畿大学 ※福岡キャンパス 私 福岡県 九州・沖縄

熊本大学 国 熊本県 九州・沖縄

佐賀大学 国 佐賀県 九州・沖縄

帝京大学 ※福岡︓福岡医療技術学部 私 福岡県 九州・沖縄

東海大学 ※熊本︓経営・基盤⼯・農 私 熊本県 九州・沖縄

⻑崎大学 国 ⻑崎県 九州・沖縄

福岡教育大学 国 福岡県 九州・沖縄

福岡県⽴大学 公 福岡県 九州・沖縄

福岡⼥⼦大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 福岡県 九州・沖縄

宮崎大学 国 宮崎県 九州・沖縄

琉球大学 国 沖縄県 九州・沖縄

愛媛大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛媛県 四国

香川大学 ※教育・法・経済・創造⼯・農 国 香川県 四国

香川大学 ※医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 香川県 四国

高知大学 国 高知県 四国

高知⼯科大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 高知県 四国

12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31

休講日 調整・補講期間 冬期休暇（〜1/8）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

補講日 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/5）

授業日 授業日 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/7）※法は、12/27〜1/5

卒業試験再試験 冬期休暇（〜1/13）

冬期休暇（〜1/7）

船舶実習 冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/9）

冬期休暇（〜1/5）・補講日（12/17〜12/20）

冬期休暇（〜1/5）

補講日 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/3）

補講日 冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/5）・補講期間（〜12/27）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/4）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/4）

統一補講日④ 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）※1年冬期休暇（〜1/5）※2年〜

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）※法学部のみ12/24〜1/13

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/7）

TOEIC-IPテスト 冬期休暇（〜1/7）

補講日 補講日 TOEIC 冬期休暇（〜1/7）

後期補講 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/4）

追試験 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

休講日 冬期休暇（〜1/5）

休講日 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/6）

冬期休暇（〜1/5）
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京都⼥⼦大学 私 京都府 近畿

京都市⽴芸術大学 ※⾳楽 公 京都府 近畿

京都市⽴芸術大学 ※美術 公 京都府 近畿

京都府⽴大学 公 京都府 近畿

近畿大学 ※東大阪 私 大阪府 近畿

近畿大学 ※奈良 私 奈良県 近畿

甲南大学 ※岡本・⻄宮︓マネジメント創造 私 兵庫県 近畿

甲南大学 ※ポートアイランド︓フロンティアサイエンス 私 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※六甲台︓法・経済・経営・⽂・理・農・⼯・国際⽂化・国際⼈間科学・発達科学 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※楠︓医 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※名⾕︓医 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※深江︓海事 国 兵庫県 近畿

神⼾⼥学院大学 私 兵庫県 近畿

神⼾市外国語大学 公 兵庫県 近畿

摂南大学 私 京都府 近畿

同志社⼥⼦大学 私 京都府 近畿

同志社大学 私 京都府 近畿

奈良教育大学 国 奈良県 近畿

奈良県⽴大学 公 奈良県 近畿

奈良⼥⼦大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 奈良県 近畿

兵庫教育大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可（定期試験2⽉中旬） 国 兵庫県 近畿

兵庫県⽴大学 公 兵庫県 近畿

武庫川⼥⼦大学 私 兵庫県 近畿

桃山学院大学 私 大阪府 近畿

⽴命館大学 私 京都府 近畿

龍⾕大学 ※大宮・深草︓⽂・経済・経営・法・政策 私 京都府 近畿

龍⾕大学 ※瀬⽥︓理⼯・社会・国際⽂化 私 滋賀県 近畿

和歌山大学 国 和歌山県 近畿

大分大学 ※旦野原︓教育福祉・経済・⼯ 国 大分県 九州・沖縄

大分大学 ※狭間︓医（医） 国 大分県 九州・沖縄

大分大学 ※狭間︓医（看） 国 大分県 九州・沖縄

⿅児島大学 国 ⿅児島県 九州・沖縄

北九州市⽴大学 ※北⽅︓外国語・⽂・法 公 福岡県 九州・沖縄

北九州市⽴大学 ※ひびきの︓国際環境⼯ 公 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※伊都︓⽂・教育・法・経済・⼯・理・農 国 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※大橋︓芸術⼯学 国 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※病院︓医・薬・⻭ 国 福岡県 九州・沖縄

九州⼯業大学 ※⼾畑︓⼯ 国 福岡県 九州・沖縄

九州⼯業大学 ※飯塚︓情報⼯ 国 福岡県 九州・沖縄

近畿大学 ※福岡キャンパス 私 福岡県 九州・沖縄

熊本大学 国 熊本県 九州・沖縄

佐賀大学 国 佐賀県 九州・沖縄

帝京大学 ※福岡︓福岡医療技術学部 私 福岡県 九州・沖縄

東海大学 ※熊本︓経営・基盤⼯・農 私 熊本県 九州・沖縄

⻑崎大学 国 ⻑崎県 九州・沖縄

福岡教育大学 国 福岡県 九州・沖縄

福岡県⽴大学 公 福岡県 九州・沖縄

福岡⼥⼦大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 福岡県 九州・沖縄

宮崎大学 国 宮崎県 九州・沖縄

琉球大学 国 沖縄県 九州・沖縄

愛媛大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛媛県 四国

香川大学 ※教育・法・経済・創造⼯・農 国 香川県 四国

香川大学 ※医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 香川県 四国

高知大学 国 高知県 四国

高知⼯科大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 高知県 四国

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31

調整・補講期間 学年末試験（〜1/27）

後期学科試験（〜1/10） 後期実技試験（〜1/31）

後期学科試験（〜1/27） 作品展準備期間（〜2/7、搬⼊・陳列含）

補講日 補講日 後期試験（〜2/7）

後期試験（〜2/4）

補講日 後期試験（〜2/4）

授業日 授業終了 後期試験（〜1/30

授業日 授業終了 後期試験（〜1/30

午後休講日 午前休講 第4Q定期試験（〜2/3）

午後休講

午後休講 第4Q定期試験（〜2/10）

船舶実習開始（〜3/10） 午後休講 午前休講 第4Q定期試験（〜2/3）

補講日 授業終了

補講日 休講日 後期試験（〜2/7）

補講日 授業終了 後期期末試験（〜2/6）

補講日 補講日 授業終了 定期試験予備日 定期試験（〜2/5）

講義最終日 期末試験（〜2/14）

休講日 休講日

休講日 補講日 後学期定期試験（〜2/6）

休講日 休講日

後期試験（〜2/13）※学部により一部異なる

休講日 休講日 後期授業終了後期定期試験（〜2/3）※薬学部1〜4年・6年は2/5・大護2年は2/6

授業終了 秋学期試験（〜1/29）

秋セメスター授業終了 統一補講日⑤秋セメスター定期試験（〜1/30） 定期試験予備日

授業終了 集中補講日 第⼆学期定期試験（〜2/2）

授業終了 集中補講日 第⼆学期定期試験（〜2/2）

午後休講

休講日

休講日

休講日 期末試験（〜2/5）

期末試験（〜2/10)

休講日 後期定期試験（〜1/24）※システム情報 後期定期試験（〜2/7）※⼯学部

休講日

臨時休業 セメスター試験（〜2/6）

セメスター試験（〜1/30・2/4〜2/10）

午後休講 後期定期試験（〜1/29）

休講日 補講日 第4ターム試験（〜2/10）

補講日

後期補講 後期補講日 後期定期試験（〜1/31）

休講日 授業終了 定期試験（〜2/3）

休講日 第4Q・後期セメスター補講日⼜は定期試験（〜2/10※1/31.2/3を除く）

休講日

休講日

休講日

休講日

休講日

休講日 第2学期試験（〜2/6）



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

京都⼥⼦大学 私 京都府 近畿

京都市⽴芸術大学 ※⾳楽 公 京都府 近畿

京都市⽴芸術大学 ※美術 公 京都府 近畿

京都府⽴大学 公 京都府 近畿

近畿大学 ※東大阪 私 大阪府 近畿

近畿大学 ※奈良 私 奈良県 近畿

甲南大学 ※岡本・⻄宮︓マネジメント創造 私 兵庫県 近畿

甲南大学 ※ポートアイランド︓フロンティアサイエンス 私 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※六甲台︓法・経済・経営・⽂・理・農・⼯・国際⽂化・国際⼈間科学・発達科学 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※楠︓医 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※名⾕︓医 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※深江︓海事 国 兵庫県 近畿

神⼾⼥学院大学 私 兵庫県 近畿

神⼾市外国語大学 公 兵庫県 近畿

摂南大学 私 京都府 近畿

同志社⼥⼦大学 私 京都府 近畿

同志社大学 私 京都府 近畿

奈良教育大学 国 奈良県 近畿

奈良県⽴大学 公 奈良県 近畿

奈良⼥⼦大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 奈良県 近畿

兵庫教育大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可（定期試験2⽉中旬） 国 兵庫県 近畿

兵庫県⽴大学 公 兵庫県 近畿

武庫川⼥⼦大学 私 兵庫県 近畿

桃山学院大学 私 大阪府 近畿

⽴命館大学 私 京都府 近畿

龍⾕大学 ※大宮・深草︓⽂・経済・経営・法・政策 私 京都府 近畿

龍⾕大学 ※瀬⽥︓理⼯・社会・国際⽂化 私 滋賀県 近畿

和歌山大学 国 和歌山県 近畿

大分大学 ※旦野原︓教育福祉・経済・⼯ 国 大分県 九州・沖縄

大分大学 ※狭間︓医（医） 国 大分県 九州・沖縄

大分大学 ※狭間︓医（看） 国 大分県 九州・沖縄

⿅児島大学 国 ⿅児島県 九州・沖縄

北九州市⽴大学 ※北⽅︓外国語・⽂・法 公 福岡県 九州・沖縄

北九州市⽴大学 ※ひびきの︓国際環境⼯ 公 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※伊都︓⽂・教育・法・経済・⼯・理・農 国 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※大橋︓芸術⼯学 国 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※病院︓医・薬・⻭ 国 福岡県 九州・沖縄

九州⼯業大学 ※⼾畑︓⼯ 国 福岡県 九州・沖縄

九州⼯業大学 ※飯塚︓情報⼯ 国 福岡県 九州・沖縄

近畿大学 ※福岡キャンパス 私 福岡県 九州・沖縄

熊本大学 国 熊本県 九州・沖縄

佐賀大学 国 佐賀県 九州・沖縄

帝京大学 ※福岡︓福岡医療技術学部 私 福岡県 九州・沖縄

東海大学 ※熊本︓経営・基盤⼯・農 私 熊本県 九州・沖縄

⻑崎大学 国 ⻑崎県 九州・沖縄

福岡教育大学 国 福岡県 九州・沖縄

福岡県⽴大学 公 福岡県 九州・沖縄

福岡⼥⼦大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 福岡県 九州・沖縄

宮崎大学 国 宮崎県 九州・沖縄

琉球大学 国 沖縄県 九州・沖縄

愛媛大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛媛県 四国

香川大学 ※教育・法・経済・創造⼯・農 国 香川県 四国

香川大学 ※医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 香川県 四国

高知大学 国 高知県 四国

高知⼯科大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 高知県 四国

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29

追試験

登校禁止期間

作品展（〜2/11） 登校禁止期間

後期試験（〜2/7）

後期追試験

第4Q定期試験（〜2/8）

後期再試験期間（〜2/18）

定期試験予備日 学内船舶実習（〜2/14） 学内船舶実習（〜2/19）

⾳楽学部後期実技試験（〜2/7） 後期追試験（〜2/7・2/10）

試験予備日

追試験（2/7・10・12）

後期試験（〜2/7）

後学期定期試験（〜2/6） 追試験（2/7・10）

補講期間（2/17）

後期試験（〜2/13）※学部により一部異なる

後期定期試験（〜2/3）※薬学部1〜4年・6年は2/5・大護2年は2/6 追試験 休講日

追試験

定期試験予備日 追試験 再試験（薬学部のみ）

追試験 追試験

追試験 追試験

後期試験（〜2/7） 予備日

後学期末試験（〜2/14）

後学期試験（〜2/20）

後学期末試験（〜2/14） 看護師国家試験

後期末試験※学部によって異なる（〜2/10） 試験予備日 個別試験

後期定期試験（〜2/7）※⽂・⼈・法・経済・理

後期定期試験（〜2/7） 追試験（〜2/17）

教場試験・定期試験（〜2/17）※医 後期定期試験・再試験（〜2/20）※⻭ 追試験（〜2/25）

セメスター試験（〜2/6） 第4Q試験（〜2/14） 臨時休業

セメスター・第4Q試験（〜2/10） 共通教育科目試験 共通教育科目試験

追試験

個別学⼒検査

補講日 後学期定期試験（〜2/14） 個別学⼒検査

追試験（〜3/3）

追試験（〜2/7）

第4Q・後期セメスター補講日⼜は定期試験（〜2/10※1/31.2/3を除く） 初習外国語統一試験 追試験

後期試験（〜2/14）

授業終了 後期試験（〜2/12） 後期集中講義（〜2/21）

定期試験（〜2/10）

後学期試験（〜2/7） 英語全学統一テスト

補講日

第2学期定期試験（〜2/13）

第2学期試験（〜2/6）

冬季集中講義期間（〜2/20）



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

京都⼥⼦大学 私 京都府 近畿

京都市⽴芸術大学 ※⾳楽 公 京都府 近畿

京都市⽴芸術大学 ※美術 公 京都府 近畿

京都府⽴大学 公 京都府 近畿

近畿大学 ※東大阪 私 大阪府 近畿

近畿大学 ※奈良 私 奈良県 近畿

甲南大学 ※岡本・⻄宮︓マネジメント創造 私 兵庫県 近畿

甲南大学 ※ポートアイランド︓フロンティアサイエンス 私 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※六甲台︓法・経済・経営・⽂・理・農・⼯・国際⽂化・国際⼈間科学・発達科学 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※楠︓医 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※名⾕︓医 国 兵庫県 近畿

神⼾大学 ※深江︓海事 国 兵庫県 近畿

神⼾⼥学院大学 私 兵庫県 近畿

神⼾市外国語大学 公 兵庫県 近畿

摂南大学 私 京都府 近畿

同志社⼥⼦大学 私 京都府 近畿

同志社大学 私 京都府 近畿

奈良教育大学 国 奈良県 近畿

奈良県⽴大学 公 奈良県 近畿

奈良⼥⼦大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 奈良県 近畿

兵庫教育大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可（定期試験2⽉中旬） 国 兵庫県 近畿

兵庫県⽴大学 公 兵庫県 近畿

武庫川⼥⼦大学 私 兵庫県 近畿

桃山学院大学 私 大阪府 近畿

⽴命館大学 私 京都府 近畿

龍⾕大学 ※大宮・深草︓⽂・経済・経営・法・政策 私 京都府 近畿

龍⾕大学 ※瀬⽥︓理⼯・社会・国際⽂化 私 滋賀県 近畿

和歌山大学 国 和歌山県 近畿

大分大学 ※旦野原︓教育福祉・経済・⼯ 国 大分県 九州・沖縄

大分大学 ※狭間︓医（医） 国 大分県 九州・沖縄

大分大学 ※狭間︓医（看） 国 大分県 九州・沖縄

⿅児島大学 国 ⿅児島県 九州・沖縄

北九州市⽴大学 ※北⽅︓外国語・⽂・法 公 福岡県 九州・沖縄

北九州市⽴大学 ※ひびきの︓国際環境⼯ 公 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※伊都︓⽂・教育・法・経済・⼯・理・農 国 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※大橋︓芸術⼯学 国 福岡県 九州・沖縄

九州大学 ※病院︓医・薬・⻭ 国 福岡県 九州・沖縄

九州⼯業大学 ※⼾畑︓⼯ 国 福岡県 九州・沖縄

九州⼯業大学 ※飯塚︓情報⼯ 国 福岡県 九州・沖縄

近畿大学 ※福岡キャンパス 私 福岡県 九州・沖縄

熊本大学 国 熊本県 九州・沖縄

佐賀大学 国 佐賀県 九州・沖縄

帝京大学 ※福岡︓福岡医療技術学部 私 福岡県 九州・沖縄

東海大学 ※熊本︓経営・基盤⼯・農 私 熊本県 九州・沖縄

⻑崎大学 国 ⻑崎県 九州・沖縄

福岡教育大学 国 福岡県 九州・沖縄

福岡県⽴大学 公 福岡県 九州・沖縄

福岡⼥⼦大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 福岡県 九州・沖縄

宮崎大学 国 宮崎県 九州・沖縄

琉球大学 国 沖縄県 九州・沖縄

愛媛大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛媛県 四国

香川大学 ※教育・法・経済・創造⼯・農 国 香川県 四国

香川大学 ※医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 香川県 四国

高知大学 国 高知県 四国

高知⼯科大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 高知県 四国

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31

卒業式

卒業演奏会 卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式 船舶実習終了（1/1〜）

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

秋学期卒業式・学位授与式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式（予定）

卒業式

卒業式

個別試験 卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

臨時休業 卒業式

卒業式

卒業式

個別学⼒検査 卒業式

個別学⼒検査 卒業式

卒業式

卒業式

学位記授与式 卒業式

卒業式

卒業式

基礎教育科目再試験（〜3/23） 卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

徳島大学 国 徳島県 四国

鳴門教育大学 国 徳島県 四国

岡⼭大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 岡⼭県 中国

近畿大学 ※広島キャンパス 私 広島県 中国

島根大学 国 島根県 中国

下関市⽴大学 公 ⼭口県 中国

鳥取大学 ※鳥取地区 国 鳥取県 中国

鳥取大学 ※米子地区 国 鳥取県 中国

広島大学 ※教養教育科目 共通︖ 国 広島県 中国

⼭口大学 国 ⼭口県 中国

愛知教育大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

愛知県⽴大学 公 愛知県 中部

⾦沢大学 国 石川県 中部

岐阜大学 国 岐阜県 中部

静岡大学 ※浜松︓情報・⼯ 国 静岡県 中部

静岡大学 ※静岡︓⾃分社会科学・教育・理・農 国 静岡県 中部

東海大学 ※清⽔︓海洋学部 私 静岡県 中部

豊橋技術科学大学 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※東⼭︓⽂・教育・法・経済・情報・農・理・⼯ 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※鶴舞︓医（医） ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※大幸︓医（保健） ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

名古屋⼯業大学 ◆試験期間は設定なし（最終の時間で実施） 国 愛知県 中部

名古屋市⽴大学 ※滝子︓経済・教養教育・⼈⽂社会・総合⽣命、北千種︓芸術⼯学 公 愛知県 中部

福井大学 ※松岡︓医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 福井県 中部

福井大学 ※⽂京︓教育・⼯・国際地域 国 福井県 中部

北陸先端科学技術大学院大学 国 石川県 中部

三重大学 国 三重県 中部

秋⽥大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 秋⽥県 北海道・東北

秋⽥県⽴大学 公 秋⽥県 北海道・東北

岩手大学 ◆試験期間は設定なし 国 岩手県 北海道・東北

小樽商科大学 国 北海道 北海道・東北

帯広畜産大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北⾒⼯業大学 国 北海道 北海道・東北

釧路公⽴大学 公 北海道 北海道・東北

公⽴はこだて未来大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 北海道 北海道・東北

国際教養大学 公 秋⽥県 北海道・東北

札幌市⽴大学 公 北海道 北海道・東北

東海大学 ※札幌︓国際⽂化・⽣物 私 北海道 北海道・東北

東北大学 ◆補講及び試験はそれぞれの授業期間中に実施 国 宮城県 北海道・東北

弘前大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 ⻘森県 北海道・東北

福島大学 国 福島県 北海道・東北

北海道大学 ※札幌︓⽂・法・教育・経済・理・医（医・保健）・⻭・薬・⼯・農 国 北海道 北海道・東北

北海道大学 ※函館︓⽔産 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北海道大学 ※札幌︓獣医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北海道教育大学 ※札幌校 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

宮城大学 公 宮城県 北海道・東北

宮城教育大学 ◆試験期間は設定なし 国 宮城県 北海道・東北

室蘭⼯業大学 国 北海道 北海道・東北

⼭形大学 ※農 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

⼭形大学 ※⼈⽂社会科学・地域教育⽂化・理・医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 ⼭形県 北海道・東北

⼭形大学 ※⼯ 国 ⼭形県 北海道・東北

12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/5）

全学統一GTEC 冬期休暇（〜1/4）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

子どもまつり 大学祭 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/3）

集中講義（〜12/27） 冬期休暇（〜1/5）

集中講義（〜12/27） 冬期休暇（〜1/5）

補講日 冬期休暇（〜1/4）

冬期休暇（〜1/7）

休業日 休業日 冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/7）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/3）

2の1期定期試験（〜12/5） 学位記授与式 冬期休暇（〜1/4）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/6）

冬期休暇（〜1/4）

冬期休暇（〜1/6）

冬期休暇（〜1/8）

秋学期期末試験（〜12/20） 冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/10）

冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/5）

冬期休暇（〜1/3）

冬期休暇（〜1/6）

冬期休暇（〜1/10）

冬期休暇（〜1/10）

冬期休暇（〜1/10）



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

徳島大学 国 徳島県 四国

鳴門教育大学 国 徳島県 四国

岡⼭大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 岡⼭県 中国

近畿大学 ※広島キャンパス 私 広島県 中国

島根大学 国 島根県 中国

下関市⽴大学 公 ⼭口県 中国

鳥取大学 ※鳥取地区 国 鳥取県 中国

鳥取大学 ※米子地区 国 鳥取県 中国

広島大学 ※教養教育科目 共通︖ 国 広島県 中国

⼭口大学 国 ⼭口県 中国

愛知教育大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

愛知県⽴大学 公 愛知県 中部

⾦沢大学 国 石川県 中部

岐阜大学 国 岐阜県 中部

静岡大学 ※浜松︓情報・⼯ 国 静岡県 中部

静岡大学 ※静岡︓⾃分社会科学・教育・理・農 国 静岡県 中部

東海大学 ※清⽔︓海洋学部 私 静岡県 中部

豊橋技術科学大学 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※東⼭︓⽂・教育・法・経済・情報・農・理・⼯ 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※鶴舞︓医（医） ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※大幸︓医（保健） ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

名古屋⼯業大学 ◆試験期間は設定なし（最終の時間で実施） 国 愛知県 中部

名古屋市⽴大学 ※滝子︓経済・教養教育・⼈⽂社会・総合⽣命、北千種︓芸術⼯学 公 愛知県 中部

福井大学 ※松岡︓医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 福井県 中部

福井大学 ※⽂京︓教育・⼯・国際地域 国 福井県 中部

北陸先端科学技術大学院大学 国 石川県 中部

三重大学 国 三重県 中部

秋⽥大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 秋⽥県 北海道・東北

秋⽥県⽴大学 公 秋⽥県 北海道・東北

岩手大学 ◆試験期間は設定なし 国 岩手県 北海道・東北

小樽商科大学 国 北海道 北海道・東北

帯広畜産大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北⾒⼯業大学 国 北海道 北海道・東北

釧路公⽴大学 公 北海道 北海道・東北

公⽴はこだて未来大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 北海道 北海道・東北

国際教養大学 公 秋⽥県 北海道・東北

札幌市⽴大学 公 北海道 北海道・東北

東海大学 ※札幌︓国際⽂化・⽣物 私 北海道 北海道・東北

東北大学 ◆補講及び試験はそれぞれの授業期間中に実施 国 宮城県 北海道・東北

弘前大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 ⻘森県 北海道・東北

福島大学 国 福島県 北海道・東北

北海道大学 ※札幌︓⽂・法・教育・経済・理・医（医・保健）・⻭・薬・⼯・農 国 北海道 北海道・東北

北海道大学 ※函館︓⽔産 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北海道大学 ※札幌︓獣医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北海道教育大学 ※札幌校 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

宮城大学 公 宮城県 北海道・東北

宮城教育大学 ◆試験期間は設定なし 国 宮城県 北海道・東北

室蘭⼯業大学 国 北海道 北海道・東北

⼭形大学 ※農 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

⼭形大学 ※⼈⽂社会科学・地域教育⽂化・理・医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 ⼭形県 北海道・東北

⼭形大学 ※⼯ 国 ⼭形県 北海道・東北

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31

休講日 定期試験（〜2/10）

休講日

臨時休講 後期試験（〜2/1）

休講日 後期定期試験（〜1/31）

休講日 秋学期定期試験（〜2/10）

休講日 後期セメスター・第4Q試験（〜2/6）

後期試験（〜2/10）

休講日 第4ターム・後期セメスター試験（〜2/6）

休講日 後期末・第4Q定期試験（〜2/4）

休講日

特別開講日 休講日 補講日 定期試験期間（〜1/30・2/3・2/7）

休講日 補講週間（〜1/31）

休講日

休講日 授業終了 定期試験（〜2/1）

休講日

休講日 秋学期試験（〜2/10）

休講日

休講日

授業終了 後期試験（〜2/3）

休講日

休講日

後期試験（〜2/5）

休講日 後期授業最終日

休講日 補講日

休講日

集中講義期間（〜1/10） 休講日

補講日 休講日 後期定期試験（〜2/6）

定期試験（〜1/7）※N4年

休講日 授業終了 定期試験（〜2/4）

休講日

休講日

休講日 授業終了 定期試験（〜2/7）

休講日

休講日 初習外国語統一試験

休講日

領域別看護学実習開始※3年（〜2/28） 後期定期試験（〜1/31）

午後休講

休講日 定期試験（〜2/5）



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

徳島大学 国 徳島県 四国

鳴門教育大学 国 徳島県 四国

岡⼭大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 岡⼭県 中国

近畿大学 ※広島キャンパス 私 広島県 中国

島根大学 国 島根県 中国

下関市⽴大学 公 ⼭口県 中国

鳥取大学 ※鳥取地区 国 鳥取県 中国

鳥取大学 ※米子地区 国 鳥取県 中国

広島大学 ※教養教育科目 共通︖ 国 広島県 中国

⼭口大学 国 ⼭口県 中国

愛知教育大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

愛知県⽴大学 公 愛知県 中部

⾦沢大学 国 石川県 中部

岐阜大学 国 岐阜県 中部

静岡大学 ※浜松︓情報・⼯ 国 静岡県 中部

静岡大学 ※静岡︓⾃分社会科学・教育・理・農 国 静岡県 中部

東海大学 ※清⽔︓海洋学部 私 静岡県 中部

豊橋技術科学大学 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※東⼭︓⽂・教育・法・経済・情報・農・理・⼯ 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※鶴舞︓医（医） ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※大幸︓医（保健） ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

名古屋⼯業大学 ◆試験期間は設定なし（最終の時間で実施） 国 愛知県 中部

名古屋市⽴大学 ※滝子︓経済・教養教育・⼈⽂社会・総合⽣命、北千種︓芸術⼯学 公 愛知県 中部

福井大学 ※松岡︓医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 福井県 中部

福井大学 ※⽂京︓教育・⼯・国際地域 国 福井県 中部

北陸先端科学技術大学院大学 国 石川県 中部

三重大学 国 三重県 中部

秋⽥大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 秋⽥県 北海道・東北

秋⽥県⽴大学 公 秋⽥県 北海道・東北

岩手大学 ◆試験期間は設定なし 国 岩手県 北海道・東北

小樽商科大学 国 北海道 北海道・東北

帯広畜産大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北⾒⼯業大学 国 北海道 北海道・東北

釧路公⽴大学 公 北海道 北海道・東北

公⽴はこだて未来大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 北海道 北海道・東北

国際教養大学 公 秋⽥県 北海道・東北

札幌市⽴大学 公 北海道 北海道・東北

東海大学 ※札幌︓国際⽂化・⽣物 私 北海道 北海道・東北

東北大学 ◆補講及び試験はそれぞれの授業期間中に実施 国 宮城県 北海道・東北

弘前大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 ⻘森県 北海道・東北

福島大学 国 福島県 北海道・東北

北海道大学 ※札幌︓⽂・法・教育・経済・理・医（医・保健）・⻭・薬・⼯・農 国 北海道 北海道・東北

北海道大学 ※函館︓⽔産 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北海道大学 ※札幌︓獣医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北海道教育大学 ※札幌校 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

宮城大学 公 宮城県 北海道・東北

宮城教育大学 ◆試験期間は設定なし 国 宮城県 北海道・東北

室蘭⼯業大学 国 北海道 北海道・東北

⼭形大学 ※農 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

⼭形大学 ※⼈⽂社会科学・地域教育⽂化・理・医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 ⼭形県 北海道・東北

⼭形大学 ※⼯ 国 ⼭形県 北海道・東北

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29

追試験（〜3/4）

後期試験（〜2/20）

秋学期定期試験（〜2/10） 追試験（〜2/21）

後期セメスター・第4Q試験（〜2/6）

再試験期間（〜2/28）

第4ターム・後期セメスター試験（〜2/6） 前期日程試験

試験日 試験日

後期集中講義（〜2/13）

第4Q試験（〜2/10） TOEIC-IP

後学期試験（〜2/7）

補講日 後学期試験（〜2/10）

補講日 後学期試験（〜2/10）

予備日 追試験

休講日 休講日 後期定期試験（〜3/3）

追・再試験

後期試験（〜2/7）

2の2期定期試験（〜2/7）

後期定期試験（〜2/10）

追試験（〜3/3）

後期授業最終日 セメスタークォーター補講期間（〜2/7）

後期期末試験（〜2/10）

後期定期試験（〜2/18）

後期定期試験（〜2/6）

冬期プログラム期末試験（〜2/28）

定期試験（〜2/18）

追試験

補講日（〜2/10）

後期授業・試験終了日 個別学⼒検査

後期正規試験（〜2/13）

TOEIC-IP 後期授業終了 TOEIC-IP

集中講義（〜2/28）

定期試験（〜2/14） 補講期間（〜2/19）



★2019年度̲後期 学事スケジュール

学校 国公私 都道府県 エリア

（各大学HPを参照して作成しております。一部、試験日程などの詳細を全体公開していない・未発表
ため確認できない学校があります。また、最新スケジュールが変更となっている可能性もございます
ので、予めご理解願います。）

徳島大学 国 徳島県 四国

鳴門教育大学 国 徳島県 四国

岡⼭大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 岡⼭県 中国

近畿大学 ※広島キャンパス 私 広島県 中国

島根大学 国 島根県 中国

下関市⽴大学 公 ⼭口県 中国

鳥取大学 ※鳥取地区 国 鳥取県 中国

鳥取大学 ※米子地区 国 鳥取県 中国

広島大学 ※教養教育科目 共通︖ 国 広島県 中国

⼭口大学 国 ⼭口県 中国

愛知教育大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

愛知県⽴大学 公 愛知県 中部

⾦沢大学 国 石川県 中部

岐阜大学 国 岐阜県 中部

静岡大学 ※浜松︓情報・⼯ 国 静岡県 中部

静岡大学 ※静岡︓⾃分社会科学・教育・理・農 国 静岡県 中部

東海大学 ※清⽔︓海洋学部 私 静岡県 中部

豊橋技術科学大学 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※東⼭︓⽂・教育・法・経済・情報・農・理・⼯ 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※鶴舞︓医（医） ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

名古屋大学 ※大幸︓医（保健） ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 愛知県 中部

名古屋⼯業大学 ◆試験期間は設定なし（最終の時間で実施） 国 愛知県 中部

名古屋市⽴大学 ※滝子︓経済・教養教育・⼈⽂社会・総合⽣命、北千種︓芸術⼯学 公 愛知県 中部

福井大学 ※松岡︓医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 福井県 中部

福井大学 ※⽂京︓教育・⼯・国際地域 国 福井県 中部

北陸先端科学技術大学院大学 国 石川県 中部

三重大学 国 三重県 中部

秋⽥大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 秋⽥県 北海道・東北

秋⽥県⽴大学 公 秋⽥県 北海道・東北

岩手大学 ◆試験期間は設定なし 国 岩手県 北海道・東北

小樽商科大学 国 北海道 北海道・東北

帯広畜産大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北⾒⼯業大学 国 北海道 北海道・東北

釧路公⽴大学 公 北海道 北海道・東北

公⽴はこだて未来大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 公 北海道 北海道・東北

国際教養大学 公 秋⽥県 北海道・東北

札幌市⽴大学 公 北海道 北海道・東北

東海大学 ※札幌︓国際⽂化・⽣物 私 北海道 北海道・東北

東北大学 ◆補講及び試験はそれぞれの授業期間中に実施 国 宮城県 北海道・東北

弘前大学 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 ⻘森県 北海道・東北

福島大学 国 福島県 北海道・東北

北海道大学 ※札幌︓⽂・法・教育・経済・理・医（医・保健）・⻭・薬・⼯・農 国 北海道 北海道・東北

北海道大学 ※函館︓⽔産 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北海道大学 ※札幌︓獣医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

北海道教育大学 ※札幌校 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

宮城大学 公 宮城県 北海道・東北

宮城教育大学 ◆試験期間は設定なし 国 宮城県 北海道・東北

室蘭⼯業大学 国 北海道 北海道・東北

⼭形大学 ※農 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 北海道 北海道・東北

⼭形大学 ※⼈⽂社会科学・地域教育⽂化・理・医 ◆試験日程など詳細閲覧不可 国 ⼭形県 北海道・東北

⼭形大学 ※⼯ 国 ⼭形県 北海道・東北

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式（出雲） 卒業式（松江）

卒業式

卒業式

卒業式

後期日程試験 卒業式

学位記授与式 卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

予備日 卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式未定（3/15〜19）

卒業式

卒業式（予定）

卒業式

卒業式

卒業式

卒業式


