2021年 3月～5月 行事予定〔ポートアイランドキャンパス〕
※
※
※
※

新学年で表示しています。
略称：ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造学部…「マネ」、ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部…「ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ」「フロ」、ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ研究科…「大学院(フロ)」
学部名等の後ろの数字は、対象となる学年を示す。
在校生対象のガイダンス等はMyKONANのコース学習や掲示で動画等のコンテンツを公開します。
月日

3月8日

行
事
内
容
受講方法・場所
新入生を対象とした履修指導、ガイダンス等については、原則として「新入生特設サイト」に掲載されるWEBコンテンツで提供します。
「新入生特設サイト」は3月10日(水)に公開予定です。2021年度入学予定者（合格者）には入学手続書類等で案内します。
【My KONAN】シラバス検索
(月) ○2021年度シラバス公開
全学部・全大学院
―

3月9日

○学内給付制奨学金申請書類受付期間
3月8日(月)～3月14日(日)
(火) ○2020年度後期 成績発表
○2021年度履修ガイドブック公開

3月10日

(水) ○(2017年度以前入学生)学生証交換
○新入生特設サイト公開

3月15日
3月18日

○教育実習前面接(4年次)
3月10日(水)～3月12日(金)
(月) ○在校生健康診断(2･3･4年次)
3月15日(月)～3月19日(金)
(木) (ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部)履修指導(2年次)

全学部2･3･4

―

全学部2･3･4・全大学院

―

[学生部]
(又は郵送受付)
【My KONAN】成績照会

全学部2･3･4・全大学院

―

【教務部ホームページ】
[学生部]

全学部〔2017年度以前入学生〕
全学部1(入学予定者)
全学部4〔教職課程履修者〕
全学部2･3･4
※学部･性別毎に日時が異なります。

―

【新入生特設サイト】

[未定]
(又はリアルタイム遠隔)
詳細はMyKONANを確 [講堂兼体育館]
未定

認すること。

ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部2

10：00～12：00 ポートアイランドキャンパス

(ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部)履修指導(3年次)

ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部3

13：00～14：30 ポートアイランドキャンパス

(ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部)履修指導(4年次)

ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部4

15：00～16：00 ポートアイランドキャンパス

レクチャールーム
レクチャールーム
レクチャールーム

国際 ○中級・上級外国語ガイダンス
言語
文化 ○(英語集中コース)中級・上級英語履修ガイダンス
ｾﾝﾀｰ
○教職課程履修者登録ガイダンス(2年次)
教職

3月22日
3月23日

全学部2･3･4

―

【MyKONAN(オンデマンド)】

全学部2〔英語集中コース履修者〕

―

【MyKONAN(オンデマンド)】

全学部2〔教職課程履修者〕

―

【MyKONAN(オンデマンド)】

○教育実習予備登録説明会(3年次)

全学部3〔教職課程履修者〕

―

【MyKONAN(オンデマンド)】

○教育実習本登録説明会(4年次)

全学部4〔教職課程履修者〕

―

【MyKONAN(オンデマンド)】

○学校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等ガイダンス(2･3･4年次)

全学部2･3･4〔教職課程履修者〕

―

【MyKONAN(オンデマンド)】

全学部2･3･4

―

【MyKONAN(オンデマンド)】

10:40～11:40

[1-31講義室]
【MyKONAN(オンデマンド)】
[1-33講義室]

(月) ○在校生学生生活ガイダンス(2･3･4年次)
3月22日(月)～3月31日(水)
(火)

○公認心理師資格に関するガイダンス(2年次以上) 全学部2･3･4
公認
心理 ○公認心理師「心理演習」履修説明会
全学部2･3･4

3月24日

○公認心理師資格に関するガイダンス(2年次以上) 全学部2･3･4
公認
心理 ○公認心理師「心理演習」履修説明会
全学部2･3･4

3月25日

11:40～12:10

(水)

(木) ☆2020年度

学位記授与式

※新型コロナウイルス感染症対策として、卒業生が一堂に
会する全体での式典を取りやめ、博士課程修了者、各学
部・研究科の総代による学位記授与式を執り行います。

第1部

文・法・マネ・フロ・院(人文・フロ)

第2部 理工・経済・経営・知能・院(自然・社
会)・法科

13:00～14:00
14:00～14:30
10:00～11:00
(開場9:30)
14:00～15:00
(開場13:30)

[1-31講義室]
【MyKONAN(オンデマンド)】
[1-33講義室]
式典会場：甲友会館
視聴会場：各講義室等
（学部学科・研究科専攻別）

総代以外の卒業生・修了生は各学部学科・研究科専攻に分 式典は約1時間を予定 ※詳細は、My KONAN及び大学
かれて各講義室等で式典を執り行う予定です。
ホームページでお知らせしてい
しています。

ます。

※新型コロナウイルス感染症感染防止のため、参加は卒業
生・修了生に限ります。保護者等の参加はできません。

○学位記配付

卒業生・修了生は各学部学科・研究科専攻に分かれて各講
義室等で配付する予定です。

―

月日
4月1日 (木) ☆2021年度

行
入学宣誓式

事

※新型コロナウイルス感染症感染防止のため、参加は新入
生に限ります。保護者等の参加はできません。

内

容

第1部

文・マネ・フロ・院(人文・フロ)

第2部

理工・法・知能・院(自然)

第3部

経済・経営・院(社会)

受講方法・場所
10:30～11:30
(開場10:00)
13:00～14:00
(開場12:30)
15:30～16:30
(開場15:00)

式典会場：講堂兼体育館
※詳細は、新入生特設サイト及
び大学ホームページでお知らせ
しています。

式典は約1時間を予定
しています。

○学生証･通学証明書交付(1年次)

全学部1･大学院1

入学式終了後

[講堂兼体育館]

○履修関係書類･学生生活ガイダンス資料配付
○(ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部)新入生オリエンテーション ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部1
4月2日

4月5日

(金) 新入生履修指導（学部）

15:30～

ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部1

9:00～12:00

新入生履修指導（大学院）

大学院(フロ)1

14:00～15:00

○公認心理師資格に関するガイダンス(1年次)

全学部1

10:40～12:10

○1年生ジェネリックスキル測定(1年次)
4月5日(月)～4月15日(木)（予定）

全学部1

期間中
終日

○日本学生支援機構奨学金
（高校予約）採用候補者説明会
○公認心理師資格に関するガイダンス(1年次)

全学部1

(月) ☆2021年度

ポートアイランドキャンパス
レクチャールーム
ポートアイランドキャンパス
レクチャールーム
ポートアイランドキャンパス
F1-201

【リアルタイム遠隔】
【新入生特設サイト】

授業開始

4月6日 (火) ○日本学生支援機構奨学金
（高校予約）採用候補者説明会
4月7日 (水) ○給付制奨学金説明会
4月10日 (土) ○定期健康診断(1年次)
※編入学生及び2017年度以前入学生を含む

全学部1
全学部1
全学部1
全学部(男子)1・全大学院(男子)1
全学部(女子)1・全大学院(女子)1

4月12日 (月) 〇ボランティア説明会

全学部（希望者）

4月15日 (木) ○日本学生支援機構奨学金
新規・追加申込説明会
4月17日 (土) ○定期健康診断(1年次)

全学部・全大学院

※編入学生及び2017年度以前入学生を含む

4月21日

(水) ☆学園創立記念日は授業実施

4月29日

(木) ☆昭和の日は授業実施

5月22日

(土) ○教育懇談会

全学部(男子)1・全大学院(男子)1
全学部(女子)1・全大学院(女子)1

詳細はMyKONANを [甲友会館]
確認すること。
13:00～14:30 【リアルタイム遠隔】
【新入生特設サイト】
詳細はMyKONANを [甲友会館]
確認すること。
詳細はMyKONANを [講義室(未定)]
確認すること。 【リアルタイム遠隔】
9:00～11:30 [iCommons]
13:00～15:30
期間中終日

【MyKONAN(オンデマンド)】

詳細はMyKONANを [講義室(未定)]
確認すること。 【リアルタイム遠隔】
9:00～11:30 [iCommons]
13:00～15:30
―
―

保護者

【オンライン受験】
受験ID及びパスワードは大学
のメールアドレスに送信

―

