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2020 年度麻布大学教務事項に係る主な行事予定表 
 

 事     項 予 定 月 日 

 
前 
 
 
 
期 

学年始め及び前期始め 
在学者健康診断 
プレースメントテスト 
在学者・編入学者・学士特別試験入学者ガイダンス 
入学式 
入学者オリエンテーション 
大学院入学者オリエンテーション 
大学院在学者ガイダンス 
入学者健康診断（大学院入学者を含む。） 
前期授業開始日 
前期補講日 
前期定期試験期間 
オープンキャンパス 
前期定期試験合否発表及び追・再試験申込日 
夏期休業期間 
学園創立記念日 
前期追･再試験期間 
前期終わり 

04 月 01 日（水） 

04 月 01 日（水）～03 日（金） 

04 月 03 日（金） 

04 月 03 日（金） 

04 月 04 日（土） 

04 月 04 日（土）・06 日（月）・07 日（火） 

04 月 06 日（月） 

04 月 06 日（月） 

04 月 07 日（火） 

04 月 08 日（水） 

07 月 30 日（木） 

07 月 31 日（金）・08月 03 日（月）～05 日（水） 

08 月 10 日（月) ・11 日(火) 

08 月 12 日（水） 

08 月 13 日（木）～09 月 13 日（日） 

09 月 10 日（木） 

09 月 15 日（火）～18 日（金） 

09 月 22 日（火） 

 
後 
 
 
 
期 

後期始め 
後期授業開始日 
前期成績発表日 
大学祭 
休日における授業実施日 
休日の授業実施に伴う休業日 
冬期休業期間 
授業開始再開日 
大学入学共通テスト 
後期補講日 
後期定期試験期間 
後期定期試験合否発表及び追・再試験申込日 
後期追･再試験期間 
卒業式・修了式 
春期休業期間 
後期終わり及び学年終わり 

09 月 23 日（水） 

09 月 23 日（水） 

10 月 05 日（月） 

10 月 24 日（土）・25 日（日)  

11 月 23 日（月） 

12 月 24 日（木） 

12 月 23 日（水）～01 月 8 日（金）  

001 月 12 日（火） 

01 月 16 日（土）・17 日（日） 

01 月 27 日（水） 

01 月 28 日（木）・29 日(金)・2月 5 日（金）・8 日（月） 

02 月 15 日（月）・16 日（火） 

02 月 18 日（木）・19 日（金）・22 日（月）・24 日（水） 

03 月 15 日（月） 

03 月 25 日（木）～31 日（水） 

03 月 31 日（水） 
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