
月 日（曜） 学　　　部 学　　　府

  １日（土）
　１日（土）

～９日(日）
　４日（火） 教  授  会（新２年生の専門分野決定） 学府教授会

～

２１日（金)

新２年生等 決定専門分野の発表（午前）

新２年生等 全体オリエンテーション及び教職課程

説明会（午後）

専門分野決定者の専門分野別オリエンテーション

入　学　式（伊都地区　椎木講堂）
入学式（伊都地区　椎木講堂）
人文科学府新入生オリエンテーション（１０１講義室）

　７日（金） 文学部新入生ガイダンス（文系１０１講義室）
１０日（月）
４月下旬
 ～５月中旬

２８日 (金） 研究計画書の提出締切（MC・DC１年生)

１０日（水） 教　授　会 学府教授会

１１日（木）

　７日（水）

　８日（木）

１４日（水） 教　授　会 学府教授会

　６月中旬 大学院（広人文学コース）合格発表
２１日（水）

～３０日(金）
３０日（金） 卒業論文題目届の提出締切（９月卒業見込者） 修士論文題目届の提出締切（９月修了見込者）

１２日（水） 教　授　会 学府教授会

２２日（土） 大学院進学説明会

２５日（火）

～８/４（金）

２７日（木）
２８日(金）

～８/１０(木）
　４日（金） 第３年次編入学 願書の提出締切〔17時迄〕 大学院（第１期）入学願書の提出締切〔17時迄〕

　５日（土）

１０日（木）
１１日（金)
 ～９/３０（土）

卒業論文の提出締切（9月卒業見込者）［17時迄］ 修士論文の提出締切（9月修了見込者）［17時迄］

２３日（水）

２５日（金） 教 授 会（３年次編入学試験委員等の選出） 学府教授会 （MC･DC第１期入試委員等の選出）

２８日（月) 第３年次編入学試験点検委員会 大学院（MC･DC第１期）入試委員会

 ～２９日（火） 大学院（MC･DC第１期）入試点検委員会

２９日（火)

 ～３１日（木）

卒業論文の成績報告（９月卒業見込者）締切 修士論文の成績報告（９月修了見込者）締切

３１日（木） 第３年次編入学（学士入学）試験

～９月１日（金）

　１日（金） 博士後期課程 進学願書の提出締切［1７時迄］

　４日（月）

　６日（水） 教 授 会（前期卒業査定を含む） 学府教授会（前期修了査定，大学院入試合格者査定）

１３日（水） 第３年次編入学試験 合格発表 大学院（MC･DC第１期）入学試験 合格発表

１５日（金）

　 博士論文作成計画書 審査結果の提出締切（10月入学者)

文学部専門分野決定のためのガイダンス

３０日（土）

８
月

７
月

９
月

前期 試験レポート類第２期の提出締切［15時迄］

前　期　　 成　績　報　告　の　締　切

２５日（月）

秋　季　学　位　記　授　与　式（伊都地区　椎木講堂）

秋季卒業・修了祝賀会（箱崎文系地区）

研究生（継続），後期科目等履修生及び聴講生願書の提出締切

２９日（金）

前　　　　期　　　　終　　　　了

学籍異動（休学，退学，延長願等）申請書類の提出締切（9/30付け，10/1付け）

前期試験レポート類第１期締切（前期卒業・修了見込者を含む）［15時迄］

３１日(木）
９月卒業・修了見込者の成績報告締切

大学院（MC･DC第１期）入学試験

修士課程 最終試験（９月修了見込者）

第３年次編入学 願書受付期間 大学院（第１期）入学願書受付期間

前　　　期　　　授　　　業　　　終　　　了

前　　期　　定　　期　　試　　験

九州大学オープンキャンパス/文学部説明会（模擬授業及び研究室訪問等）

夏　　　学　　　期　　　終　　　了

夏　　　　　季　　　　　休　　　　　業

１８日（金）

春　　　学　　　期　　　開　　　始

大学院（広人文学コース）入学試験（面接）

５
月 本　　学　　記　　念　　日　

６
月

春　　　学　　　期　　　終　　　了

夏　　　学　　　期　　　開　　　始

博士論文 作成計画書の提出期間（10月入学者）

平成２９年度 前期　 文学部・人文科学府　行事予定（案）

４
月

前　　　　期　　　　開　　　　始

春　　　　　季　　　　　休　　　　　業

　４日（火）
※学生定期健康診断（別紙日程表のとおり：(以下は，文学部・人文科学府の健診実施日）

　4/4(火）   午前 ：文学部 新１年生 全員（男女），4/6（木）　午前：人文科学府 修士課程 新１年生 全員 (男女）

　4/13(木)   午前 ：文学部　2・3・4年生　全員（男女），人文科学府 修士課程 2年生 全員 (男女）

　　　　　　　　       人文科学府　博士課程　全員（男女）， 研究生，聴講生，特別聴講学生等

　５日（水）



 
月 日（曜） 学　　　部 学　　　府
　 　１日（日 ）

　２日（月）

10 　３日（火）

月 　６日（金）
～９日（月）

１１日（水） 教　授　会   学府教授会

３１日（火） 　 研究計画書の提出締切（10月入学MC・DC１年生)

11 　８日（水） 教　授　会   学府教授会

月 ３０日（木） 卒業論文題目届の提出締切（3月卒業見込者） 修士論文題目届の提出締切（3月修了見込者）

　１日（金）

　４日（月）

 １２日（火）

12 ～1/１２(金)

月 １３日（水） 教　授　会   学府教授会

２６日（火）

～１/７(日)

　９日（火）

１０日（水） 卒業論文の提出締切 ［17時迄］ 修士論文の提出締切［17時迄］

平 大学院（MC･DC第２期）入学願書提出締切［17時迄］

成
30 １３日（土）

年 ～１４日（日）

1 ２２日（月）

月 　 ～３０日(火）

２４日（水） 教　授　会   学府教授会（MC･DC 第２期 入試委員等の選出含む）
３１日（水） 人文科学府長賞（大賞）候補者の推薦締切
３１日（水） 大学院（MC･DC第２期）入試委員会
～２月１日（木） 大学院（MC･DC第２期）入試点検委員会

　５日（月)

 ～９日（金）
　６日(火)

～２０日(火)
　７日（水）　

～８日(木)
　９日（金）
１４日（水） 教　授　会   学府教授会
１５日（木） 人文科学府長賞（優秀賞）候補者の推薦締切

大学院（MC･DC第２期) 入学試験合格者の発表
２２日(木）
２５日（日）

～２６日（月）
２７日（火）

２８日（水） 博士後期課程 進学願書の提出締切［1７時迄］

　５日（月） 教　授　会  （卒業査定） 学府教授会（MC修了･DC進学査定等）

卒業者の発表 修士修了者の発表

１２日（月）
１５日（木） 博士後期進学者の発表

２３日（金） 大学院（MC広人文学コース）入学願書提出締切（予定）

２６日（月）
３０日（金） 博士論文作成計画書 審査結果の提出締切（4月入学者）

３１日（土）

３
月

　８日（木）
後　期 　　　成　績　報　告　の　最　終　締　切

一　般　入　試　　［後　期　日　程］

２０日（火）
学　 位　 記　 授　 与　式　(伊都地区　椎木講堂）

学府長賞授与式及び卒業・修了祝賀会（箱崎文系地区）

前期科目等履修生及び聴講生願書の提出締切

後　　　　期　　　　終　　　　了

２１日（水）
卒業・修了見込者の成績報告締切，卒論・修論・最終試験の成績報告 締切

学籍異動（休学，退学，延長願等）申請書類の提出締切（3/31付け，4/1付け）

後期 試験レポート類（第２期）の提出締切［15時迄］

一　般　入　試　　［　前　期　日　程　］

帰国子女・私費留学生入試面接

大　学　入　試　セ　ン　タ　ー　試  験

博士論文 作成計画書の提出期間（4月入学者）

２
月

修士課程 最終試験（３月修了見込者）

後　　期　　定　　期　　試　　験

大学院（MC･DC第２期）入学試験

後期 試験レポート類（第１期）提出締切（３月卒業・修了見込者）［15時迄］

２０日（火）
研究生願書（継続を含む）の提出締切

冬　　　学　　　期　　　終　　　了

冬　　　学　　　期　　　開　　　始

大学院第２期 入学願書受付期間

冬　　　　　季　　　　　休　　　　　業

授　　　　　業　　　　　開　　　　　始

１２日（金）
臨時休業日（文学部及び人文科学府の授業を行わない）

平成２９年度 後期　 文学部・人文科学府　行事予定（案）

後　　　期　　　開　　　始
秋　季　入　学　式　（伊都地区　椎木講堂）

秋　　　学　　　期　　　開　　　始

九   大   祭　〔６日（金）９日（月）は，休業日〕

秋　　　学　　　期　　　終　　　了


	H29（修正1206）

