平成２９年度
日

四
月

程

3（月）
3（月）～ 5（水）予定
4（火）
5（水）
6（木）
7（金）
10（月）
11（火）
11（火）～17（月）
19（水）
20（木）～26（水）

9（火）～10（水）
10（水）～11（木）
五 12（金）～23（火）
月 12（金）
16（火）～6/22（木）
29（月）～6/16（金）

六
月

大学院関係

大学院入学式・ガイダンス
ＴＡ研修会
春学期授業開始
博士後期課程６月学位授与論文提出締切（正午まで）

春学期授業開始

履修届Web入力

履修届Web入力

履修登録確認期間（専門科目は履修登録科目取消期間も兼ねる）

履修登録確認期間，履修登録科目取消期間
定期健康診断（予定）
洋上実習Ⅰ(海洋生物3・4年，海洋資源4年，増殖生命4年）

履修登録確認期間，履修登録科目取消期間

１年次学部別入試入学者向けガイダンス（札幌）
全学教育科目６講時授業実施
２年次専門科目 春学期授業終了
【月曜5/29，火曜5/30，水曜6/7，木曜6/8，金曜6/16】
開学記念行事日（休講）

春学期「火曜・木曜」開講科目の授業終了日
開学記念行事日（休講）

夏学期授業開始
洋上実習Ⅱ
春学期「月曜・水曜」開講科目の授業終了日及び学期末試験日

夏学期授業開始
春学期「水曜・金曜」開講科目の授業終了日
博士後期課程９月学位授与論文提出締切（正午まで）

履修登録科目取消期間（全学教育科目）
春学期「火曜・金曜」開講科目の授業終了日及び学期末試験日
履修登録科目取消期間（夏学期開講科目のみ）

履修登録科目取消期間（夏学期開講科目のみ）

履修登録科目取消期間（２年次専門科目の夏学期開講科目のみ）
火曜日の授業終了日（全学教育科目・２年次専門科目）

９月修了者の修士論文または修了レポート・論文内容の要旨提出締切（正午）

「木曜」開講科目の授業終了日及び学期末試験日
月曜日の授業終了日（全学教育科目・２年次専門科目）

1（火）

初習外国語統一試験日(全学教育科目・２年次専門科目は休講）

2（水）

水曜日の授業終了日（全学教育科目・２年次専門科目）

3（木）
3（木）～9/26（火）
4（金）
6（日）～ 7（月）
7（月）～9/26（火）

木曜日の授業終了日（全学教育科目・２年次専門科目）

1（金）
4（月）
10（日）～16（土）
九 25（月）
25（月）～9/30（土）
月
26（火）
27（水）
27（水）～10/2（月）
27（水）～10/3（火）

３，４年次専門科目（函館キャンパス）

新入生オリエンテーション・学部ガイダンス（札幌）
２年次進級者学部・学科ガイダンス（札幌），学部入学式（札幌）
春学期授業開始（２年次専門科目）
履修登録・ELMS利用等ガイダンス（総合教育部）
第１学期授業開始（全学教育科目）
全学教育科目抽選科目の申込期間
抽選科目の発表及び追加申込日
履修届Web入力

5（月）～16（金）

8（火）

＜掲示用＞

キャンパス移行式・ガイダンス

２年次専門科目 夏学期授業開始
【月曜6/5，火曜6/6，水曜6/14，木曜6/15，金曜6/16】

8/中旬～9/下旬
（日程は後日掲示）
22（火）～23（水）
24（木）～9/5（火）

学事日程

新入生定期健康診断

開学記念行事日（休講）
大学祭（2日(金）は休講）

20（木）
七 27（木）
月 31（月）

八
月

全学教育科目，２年次専門科目（札幌キャンパス）

1（木)
2（金）
2（金）～ 4（日）
5（月）
5（月）～8/2（水）
6（火）
7（水）
9（金）
12（月）～14（水）
16（金）
22（木）～23（金）
29（木）～30（金）

水産科学院・水産学部

夏学期「火曜・金曜」開講科目の授業終了日及び学期末試験日
夏学期「月曜・水曜」開講科目の授業終了日及び学期末試験日
夏学期授業終了日
夏季休業期間

金曜日の授業終了日（全学教育科目）
オープンキャンパス
全学教育科目 夏季休業期間
金曜日の授業を行う日及び金曜日の授業終了日(２年次専門科目)
２年次夏学期終了日

夏学期「火曜・木曜」開講科目の授業終了日
夏学期「月曜」開講科目の授業終了日
夏学期「水曜・金曜」開講科目の授業終了日
夏学期授業終了日

オープンキャンパス（函館は7日のみ）

夏季休業期間
９月修了者の修士論文発表会（予定）
オープンキャンパス（函館は7日のみ）

＜教職（集中講義）＞

＜教職（集中講義）＞
大学院入試

基礎乗船実習（２年次）
入試委員会（大学院合否案決定）
臨時教授会（大学院合否，９月修了判定）
一般教育演習（海のフィールドに出よう・試す）
１年次学部別入試入学者向けガイダンス（札幌）
洋上実習（海洋資源3年）
１年次総合入試入学者向け学部・学科紹介（札幌）
第２学期授業開始（全学教育科目），秋学期授業開始（２年次専門科目）

総合入試入学者学部・学科移行予備志望調査
全学教育科目抽選科目の申込期間
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水産科学院・水産学部

全学教育科目，２年次専門科目（札幌キャンパス）

学事日程

＜掲示用＞

３，４年次専門科目（函館キャンパス）

大学院関係

（全学教育科目及び２年次専門科目は，9/27から授業開始）
2（月）
4（水）
5（木）
十 6（金）～13（金）
月 6（金）
7（土）～ 9（祝）
13（金）
17（火）～22（日）
23（月）～24（火）

予備志望調査結果発表
抽選科目の結果発表及び追加申込日
履修届Web入力

17（金）
十 19（日）
一 22（水）～12/4（月）
月
27（月）
27（月）～11/29（水）
28（火）
29（水）
1（金）
十 4（月）～ 6（水）
二 14（木）～15（金）
月 26（火）～1/4（木）
27（水）～1/4（木）
三
十
年
一
月

5（金）
12（金）
13（土）～14(日）
17（水）
24（水）
30（火）
31（水）
1（木）
2（金）
5（月）
7（水）

履修登録確認期間（専門科目は履修登録科目取消期間も兼ねる）

履修届Web入力
北水祭準備・北水祭

履修届Web入力
博士後期課程１２月学位授与論文提出締切（正午まで）
北水祭準備・北水祭

乗船実習（海洋生物3年）
履修登録確認期間，履修登録科目取消期間

履修登録確認期間，履修登録科目取消期間

TOEIC-IPテスト（函館キャンパス実施予定）
２年次専門科目 秋学期授業終了
【月曜11/27，火曜11/21，水曜11/15，木曜11/16，金曜11/24】
ＡＯ入試・帰国子女入試（予定）
2年次専門科目 冬学期授業開始
【月曜12/4，火曜11/28，水曜11/22，木曜11/30，金曜12/1】

ＡＯ入試・帰国子女入試準備（午後は通常授業以外の講義棟使用不可） ＡＯ入試・帰国子女入試準備（午後は通常授業以外の講義棟使用不可）
ＡＯ入試・帰国子女入試

秋学期「月曜・水曜」開講科目の授業終了日及び学期末試験日
履修登録科目取消期間（全学教育科目）

自由設計科目登録変更期間（全学教育科目）
履修登録科目取消期間（専門科目の冬学期開講科目のみ）
冬季休業期間
授業再開
センター試験準備のため休講
大学入試センター試験

秋学期「火曜・金曜」開講科目の授業終了日及び学期末試験日
冬学期「月曜・水曜」授業開始

秋学期「火曜・木曜」開講科目の授業終了日
秋学期「水曜・金曜」開講科目の授業終了日

冬学期「火曜・金曜」授業開始

冬学期授業開始

履修登録科目取消期間（冬学期開講科目のみ）

履修登録科目取消期間（冬学期開講科目のみ）

冬季休業期間

冬季休業期間

授業再開
センター試験準備のため休講
大学入試センター試験

授業再開
センター試験準備のため休講
大学入試センター試験
博士後期課程３月学位授与論文提出締切（正午まで）

冬学期「火曜・金曜」開講科目の授業終了日及び学期末試験日

３月修了者の修士論文または修了レポート・論文内容の要旨提出締切（正午）

冬学期「月曜・水曜」開講科目の授業終了日及び学期末試験日

冬学期「月曜」開講科目の授業終了日

木曜日の授業を行う日及び木曜日の授業終了日・学期末試験日
冬学期授業終了日

冬学期「水曜・金曜」開講科目の授業終了日
冬学期授業終了日
博士論文発表会
修士論文発表会（2/15を除く）

水曜日の授業終了日（全学教育科目・２年次専門科目）
火曜日の授業終了日（全学教育科目・２年次専門科目）
初習外国語統一試験日(全学教育科目・２年次専門科目は休講）
木曜日の授業終了日（全学教育科目・２年次専門科目）
金曜日の授業終了日（全学教育科目・２年次専門科目）
月曜日の授業終了日（全学教育科目・２年次専門科目）
第２学期（全学教育科目），冬学期（２年次専門科目）終了日
１年次総合入試入学者向け学部・学科紹介（札幌）

二 6(火),8(木)～13(火)
月 14（水）～20（火）(15を除く)
未定
私費外国人留学生入試第２次選考
21（水）
22（木）～28（水）
25（日)～26（月)
北海道大学第２次入学試験(前期日程)
2/下旬～3/上旬
（日程は後日掲示）
三 12（月)
月 22（木）
23（金）

秋学期授業開始

２年次キャンパス移行ガイダンス（札幌）（予定）

4（土）予定
15（水）～27（月）

秋学期授業開始

北海道大学第２次入学試験(後期日程)
学位記授与式（札幌)

冬学期「火曜・木曜」開講科目の授業終了日

私費外国人留学生入試第２次選考
大学院入試
洋上実習（海洋資源3年）
＜教職（集中講義）＞

＜教職（集中講義）＞

北海道大学第２次入学試験(後期日程)
学位記授与式（函館）

学位記授与式（函館）

