
2020/3/19現在

行　　　　　　　　　　　　　　事

10:00～第2年次学生 及び編入学生ガイダンス(文系共同講義棟８番教室)　※第２年次学生のみ

13:00～編入学生 入学式(終了後引続きオリエンテーション)(Ｗ棟W410)　※オリエンテーションのみ

4/3 (金) 【中止】13:00～第２年次学生クラスアワー（W棟W410）（学生委員会担当）

【中止】15:00～学部新入生学部ガイダンス(専門教育等：Ｗ棟W410)

18:00～大学院 入学式（終了後引続きガイダンス ）(文系共同講義棟８番教室) ※ガイダンスのみ

4/6  (月) 【中止】学部新入生入学式

4/6 (月) 10:00～学部新入生オリエンテーション・総合教育部全体ガイダンス（全学教育：高等教育推進機構）

4/13 (月) ～ 8/5 (水) 第１学期授業期間（学部専門科目，大学院）

4/6 (月) 水曜日の授業を行う日（月曜日の授業は行わない）

4/7 (火) 金曜日の授業を行う日（火曜日の授業は行わない）

4/24 (金) ～ 4/30 (木) 第１学期履修届Web入力期間（学部，修士課程）

4/18  (土)  ～ 4/19  (日) 【中止】新入生（移行生）歓迎合宿研修（場所：日高青少年自然の家）

4/29 (水) 水曜日の授業を行う日（祝日に授業を行う日）

5/12 (火) ～ 5/13 (水) 履修登録確認期間

5月下旬～6月上旬 施設見学〔教育学概説(必修)安平町冨門華寮〕　

6/3 (水) 頃 大学院進学説明会

6/5 (金) 大学祭 (休講)→金曜日の授業を行う日

6/8 (月) ～ 6/10 (水) 履修登録科目取消期間（Web）

6/12 (金) ～ 6/17 (水) 令和３（2021）年度修士課程，令和２（2020）年度博士後期課程（10月入学）出願資格審査申請期間

6/18 (木) ～ 6/25 (木) 卒業論文，修士論文題目届提出期間

6/30 (火) 学位記授与式（6月）

7/3 (金) 9月修了予定者修士論文提出〆切

7/3 (金) 令和３（2021）年度修士課程，令和２（2020）年度博士後期課程（10月入学）出願資格審査試験

7/10 (金) ～ 7/16 (木) 令和３（2021）年度修士課程，令和２（2020）年度博士後期課程（10月入学）入学願書受理期間

7/23 (木) 木曜日の授業を行う日（祝日に授業を行う日）

7/24 (金) 金曜日の授業を行う日（祝日に授業を行う日）

7/31 (金) ～ 8/7 (金) 令和２（2020）年度第２学期科目等履修生，研究生，聴講生願書受理期間

7/31 (金) ～ 9/4 (金) 第1学期成績入力期間

8/6 (木) ～ 9/25 (金) 夏季休業期間

8/17 (月) ～ 9/18 (金) 集中講義実施期間                                                      

8/25 (火) ～ 8/26 (水) 令和３（2021）年度修士課程(一般，留学生，社会人)入学試験 　　　　

8/27 (木) 令和２（2020）年度博士後期課程（10月入学）入学試験 　　　　

8/31 (月) 令和３（2021）年度修士課程，令和２（2020）年度博士後期課程（10月入学）入学試験合格者発表

9/20 (日) ～ 9/21 (月) 北海道大学オープンキャンパス

9/23 (水) ～ 10/2 (金) 第1学期成績Web公開

10/1 (木) ～ 10/2 (金) 第1学期成績評価に関する申立て期間

9/25 (金) 18:00～大学院博士後期課程10月入学者入学式（終了後引続きガイダンス）

9/25 (金) 学位記授与式（9月）

※クォーター制スケジュール

・夏ターム：月曜…6/15～8/3，火曜…6/16～8/4，水曜…6/17～8/5，木曜…6/11～7/30，金曜…6/12～7/31

祝日

祝日

祝日

・春ターム：月曜…4/13～6/8，火曜…4/14～6/9，水曜…4/15～6/10，木曜…4/16～6/4，金曜…4/17～6/5

令和２（2020）年度　行事日程（教育学部，大学院教育学院）

月日（曜日）



行　　　　　　　　　　　　　　事月日（曜日）

9/28 (月) ～ 2/3 (水) 第２学期授業期間（9/ 28(月)～１2/25(金)，1/5(火)～2/3(水)）

10/7 (水) ～ 10/13 (火) 第２学期履修届Web入力期間（学部，修士課程）

10/9 (金) 教授会(修士課程第２次，博士後期課程募集要項決定)

10/16 (金) ～ 10/23 (金) 第３年次編入学・転部願書受理期間

10/20 (火) ～ 10/21 (水) 履修登録確認期間

11/6 (金) 教授会(編入学・転部試験担当者決定)

11/11 (水) 頃 大学院進学説明会

11/19 (木) ～ 11/25 (水) 令和３（2021）年度修士課程及び博士後期課程出願資格審査申請期間

11/22 (日) 編入学・転部試験(筆記9：00～,口述13：30～　）

11/22 (日) 帰国子女入試

11/24 (火) ～ 11/26 (木) 履修登録科目取消期間（Web）

12/4 (金) 教授会（12月修了者決定，編入学・転部試験合格者決定)

12/7 (月) 編入学・転部試験合格者発表

12/11 (金) 令和３（2021年度）修士課程及び博士後期課程出願資格審査試験

12/17 (木) 卒業論文提出〆切

12/18 (金) 修士論文提出〆切

12/25 (金) 学位記授与式（12月）

12/28 (月) ～ 1/3 (日) 教育学事務部事務室休業

12/28 (月) ～ 1/4 (月) 冬季休業期間

1/5 (火) 授業再開（２月３日（水）まで）

1/5 (火) ～ 1/12 (火) 令和３（2021）年度修士課程第２次及び博士後期課程入学願書受理期間

1/12 (火) ～ 1/14 (木) 卒業論文発表会(学部専門科目の授業は休講)

1/15 (金) 大学入学共通テスト試験場設営(学部・大学院とも授業は休講)

1/16 (土) ～ 1/17 (日) 大学入学共通テスト

1/19 (火) ～ 1/21 (木) 修士論文発表会(大学院の授業は休講)

1/22 (金) 教授会(修士課程第２次・博士後期課程入学試験担当者決定，次年度行事日程案，非常勤講師の採用)

1/26 (火) ～ 2/8 (月) 第２学期成績入力期間

2/3 (水) 月曜日の授業を行う日（水曜日の授業は1月27日で終了）

2/8 (月) ～ 2/9 (火) 令和３（2021）年度修士課程第２次(一般，留学生，社会人)入学試験　

2/10 (水) 令和３（2021）年度博士後期課程入学試験

2/12 (金) 教授会(修士課程第２次・博士後期課程入学試験合格者決定)　

2/12 (金) ～ 2/18 (木) 令和３（2021）年度科目等履修生，研究生，聴講生願書受理期間

2/15 (月) 令和３（2021）年度修士課程第２次・博士後期課程入学試験合格者発表

2/19 (金) 私費外国人留学生入試（学部）第２次選考試験

2/17 (水) ～ 2/18 (木) 第２学期成績Web公開

2/17 (水) ～ 2/18 (木) 第２学期成績評価に関する申立て期間

2/25 (木) 北海道大学前期日程試験

3/2 (火) 教授会(卒業，修了者決定，令和３（2021）年度科目等履修生等入学許可)　【火曜日に開催】

3/12 (金) 北海道大学後期日程試験

3/25 (木) 学位記授与式，卒業･修了祝賀会

※クォーター制スケジュール

・冬ターム：月曜…11/30～2/3，火曜…12/1～2/2，水曜…11/25～1/27，木曜…11/26～1/28，金曜…11/27～1/29

(予定)

(予定)

（予定）

・秋ターム：月曜…9/28～11/16，火曜…9/29～11/24，水曜…9/30～11/18，木曜…10/1～11/19，金曜…10/2～11/20


