
月 沖縄キリスト教短期大学 沖縄キリスト教学院大学 大　学　院

４ 2日(月) 10:00 入学式（６２期） 入学式（１５期） 入学式（１１期）

11:30 保護者向け就職ガイダンス 保護者向け就職ガイダンス

18:45 ガイダンス・科目登録

3日(火) 9:00～15:30 在学生健康診断 在学生健康診断

9:00～16:30 学生生活オリエンテーション 学生生活オリエンテーション

4日(水) 9:00～15:30 新入生健康診断 新入生健康診断

5日(木) 9:00 講義開始 講義開始 講義開始

5日(木) ～ 登録調整期間 登録調整期間 登録調整期間

6日(金) 10:40～12:10 就活スタートアップセミナー（保２）

7日(土) 9:30 TOEIC-IPテスト TOEIC-IPテスト

12日(木) 16:20 春の留学セミナー 春の留学セミナー

14日(土) 10:40 スポーツ デー スポーツ デー

23日(月) ・ 教職科目受講料納入

23日(月) ～ 前期キリスト教週間 前期キリスト教週間

26日(木) ● キリスト教講演会 キリスト教講演会 キリスト教講演会

16:20～18:00 アドバイザーアワー（キャンプに向けて) アドバイザーアワー（キャンプに向けて) 

27日(金)

５ 10日(木) 14:30～17:00 内科検診（保２）

16日(水) ～ English Camp（英１）／実習園訪問（保２） 新入生オリエンテーションキャンプ

17日(木) ～ フレンドシップデー（保１）

６ 2日(土) オープン キャンパス① オープン キャンパス①

4日(月) ～ 保育所実習Ⅰ（保２）

5日(火) 進路セミナー（全１年次） 進路セミナー（全１年次）

● 23日(土) 慰霊の日 慰霊の日

30日(土) オープン キャンパス② オープン キャンパス②

日(　) ～ 介護等体験３年次（施設体験５日間）

７ 7日(土) ～
 授業評価アンケート期間 授業評価アンケート期間

14日(土) 9:30 TOEIC-IPテスト TOEIC-IPテスト

21日(土) オープン キャンパス③ オープン キャンパス③

23日(月) 18:45 修士論文中間報告会Ⅰ

28日(土) ～ （16週目）期末試験・追試験・（補講）期間 （16週目）期末試験・追試験・（補講）期間

日(　) ～ 県内私立大学単位互換特別聴講申請受付 県内私立大学単位互換特別聴講申請受付

日(　) 就活スタートアップセミナー（英１）

日(　) 進学説明会

８ 3日(金) 前期講義最終日 前期講義最終日 前期講義最終日

● 4日(土) 一般入学試験（10月入学生) 一般入学試験・編入学（10月入学生)

4日(土) ～


4日(土) ～ 同時通訳集中講座（初級・上級）（四･短共催） 同時通訳集中講座（初級・上級）（四･短共催）

6日(月) ～ Summer Seminar in Rhetoric

9日(木) ～ 卒業研究提出締切（～10日17:00）

13日(月) 9:30 TOEIC-IPテスト TOEIC-IPテスト

13日(月) ～ 学校休業日 (夏季一斉休暇) 学校休業日 (夏季一斉休暇) 学校休業日 (夏季一斉休暇) 

日(　) ～ 海外研修（台湾） 海外研修（台湾）

20日(月) 14:00

21日(火) ～ サマー聖書キャンプ サマー聖書キャンプ サマー聖書キャンプ

24日(金) 再試験（最終学年） 再試験（最終学年）

日(　) ～

夏季休業期間
（事務窓口：月～金 9:00～16:00）

夏季休業期間
（事務窓口：月～金 9:00～16:00）

9月20日(木)

23日(木)

  日(　) インターンシップ（２週間）
介護等体験（特別支援学校２日間）

再試験該当者発表 ・受付
（最終年次は掲示板確認）

再試験該当者発表 ・受付
（最終年次は掲示板確認）

18日(金)

夏季休業期間
（事務窓口：月～金 9:00～16:00）

10日(金)

日（　）

11日(土)

7日(火)

日（　）

8月3日(金)

17日(金)

18日(金)

13日(金)

15日(金)

● 13:00～

日（　）

評価の再確認（前学期）
単位認定・受講免除申請 前期最終締切

［ 前期 ］4月1日～9月30日 2018年度　学　年　暦 日程は必ず掲示板を確認ください

●印は授業のない日又は時間

18日(水)

27日(金)

24日(火)

14:40～16:10

評価の再確認（前学期）
単位認定・受講免除申請 前期最終締切



月 沖縄キリスト教短期大学 沖縄キリスト教学院大学 大　学　院

［ 前期 ］4月1日～9月30日 2018年度　学　年　暦 日程は必ず掲示板を確認ください

●印は授業のない日又は時間

９ 3日(月) 留学単位認定申請書類提出 留学単位認定申請書類提出

日(　) ～ 教育実習（中学校：３週間　高等学校：２週間）

4日(火) ～ 幼稚園教育実習（保２）

5日(水) 10:00 留学単位認定（面接）

14:00 留学単位認定（面接）

4日(火) ・ ＡＯ入試二次審査

6日(木) ・ ＡＯ入試二次審査

8日(土) 10:00 幼稚園教育実習（中間協議）（保２）

10日(月) 後期学費振込〆切日 後期学費振込〆切日 後期学費振込〆切日

14日(金) 11:00 卒業生名発表 卒業生名発表

13:00 10月新入生オリエンテーション（卒業科目他）

14:00～ 登録資料配布・成績通知 登録資料配布・成績通知

14:00～16:00 履修指導（英１・２）

18日(火)

10:40～12:00 履修科目登録（英コミ４）    

13:30～15:30 履修科目登録（英コミ３）

19日(水) 9:00～11:00 履修オリエンテーション・科目登録（英２）

13:30～15:30 履修科目登録（英コミ２）

20日(木) 9:00～11:00 履修オリエンテーション・科目登録（英１）

13:30～15:30 履修科目登録（英コミ１）

21日(金) 9:00～11:00 科目等履修生登録（一般社会人) 科目等履修生登録（一般社会人)

13:30～15:30 履修オリエンテーション・科目登録（保１）

27日(木) 9:00～11:00 履修オリエンテーション・科目登録（保２）

15:00 秋季卒業式 　　[卒業日：9月30日] 秋季卒業式 　　[卒業日：9月30日]

18:45 ガイダンス・科目登録

5日(水)

7日(金)

9:00～10:00

26日(水)

特別学生科目登録
（外国人・転入学生・編入学生等）

特別学生科目登録
（外国人・転入学生・編入学生等）

日（　）


