
2021年1月28日現在

学事センター作成

学期／クオーター ＜春学期＞ 4月1日 (木) ～ 9月20日 (月)

＜第1クォーター＞ 4月1日 (木) ～ 6月3日 (木)

＜第2クォーター＞ 6月4日 (金) ～ 9月20日 (月)

学部在校生ガイダンス 3月30日 (火) ～ 3月31日 (水)

 <学部＞ 4月1日 (木)

  <大学院＞ 4月1日 (木)

＜春学期＞ 4月12日 (月) ～ 7月23日 (金)

＜第1クォーター＞ 4月12日 (月) ～ 6月3日 (木)

＜第2クォーター＞ 6月4日 (金) ～ 7月23日 (金)

　※7月22日（海の日）・7月23日（スポーツの日）は授業実施日

＜履修登録期間＞ 4月1日 (木) ～ 4月12日 (月)

＜抽選科目エントリー期間＞ 4月1日 (木) ～ 4月9日 (金) 学部生のみ

＜抽選科目登録期間
（先着順）＞

4月10日 (土) ～ 4月12日 (月) 学部生のみ

＜履修登録確認期間＞ 4月12日 (月) ～

＜履修登録修正期間＞ 4月13日 (火) ～ 4月18日 (日)

＜第2クォーター科目追加履修登録期間＞注1 6月4日 (金) ～ 6月10日 (木)
・2Q科目のみ登録可
・抽選科目は定員充足し
ていない科目のみ登録可

＜第1クォーター科目＞ 5月6日 (木) ～ 5月7日 (金)

＜春学期・
第2クォーター科目＞

6月14日 (月) ～ 6月18日 (金)

＜第1クォーター＞ 5月29日 (土) ・ 6月5日 (土)

＜春学期＞
＜第2クォーター＞

7月24日 (土) ～ 7月31日 (土) ※7月31日は予備日

追試験期間 8月下旬

補講日

集中科目開講期間 8月1日 (日) ～ 9月20日 (月)

 <学部＞ 9月17日 (金)

 <大学院＞ 9月17日 (金)

学期／クオーター ＜秋学期＞ 9月21日 (火) ～ 3月31日 (木)

＜第3クォーター＞ 9月21日 (火) ～ 11月18日 (木)

＜第4クォーター＞ 11月19日 (金) ～ 3月31日 (木)

入学式 9月21日 (火)

9月27日 (月) ～ 12月23日 (木)

1月5日 (水) ～ 1月22日 (土)

＜第3クォーター＞ 9月27日 (月) ～ 11月18日 (木)

11月19日 (金) ～ 12月23日 (木)

1月5日 (水) ～ 1月22日 (土)

　※11月23日(勤労感謝の日)は授業実施日

　※12月22日(水)はみなし月曜日、12月23日（木）はみなし金曜日

＜履修登録期間＞ 9月21日 (火) ～ 9月28日 (火)

＜抽選科目エントリー期間＞ 9月21日 (火) ～ 9月24日 (金) 学部生のみ

＜抽選科目登録期間（先着順）＞ 9月25日 (土) ～ 9月28日 (火) 学部生のみ

＜履修登録確認期間＞ 9月29日 (水) ～

＜履修登録修正期間＞ 9月30日 (木) ～ 10月3日 (日)

＜第4クォーター科目追加履修登録期間＞注2 11月19日 (金) ～ 11月25日 (木)
・4Q科目のみ登録可
・抽選科目は定員充足し
ていない科目のみ登録可

＜第3クォーター科目＞ 10月14日 (木) ～ 10月15日 (金)

＜秋学期・
第4クォーター科目＞

11月29日 (月) ～ 12月2日 (木)

＜第3クォーター＞ 11月13日 (土) ・ 11月20日 (土)

＜秋学期＞
＜第4クォーター＞

1月24日 (月) ～ 1月31日 (月) ※1月31日は予備日

追試験期間 2月中旬 ～ 2月下旬

補講日

 <学部＞ 3月28日 (月)

 <大学院＞ 3月28日 (月)

(注1、注2)主に留学・休学のため学期初めの履修登録期間に手続きができない学生対象。これに該当しない学生は、学期初めの履修登録期間に可能な限り履修登録をすること。

　授業休業日 7月2日 (金)

　先哲祭・創立記念行事・創立記念日 11月1日 (月)

　授業休業日 11月2日 (火)

　授業休業日 11月4日 (木)

　ザビエル祭 12月3日 (金)

　授業休業日 1月14日 (金)

　授業休業日 1月15日 (土)

　春期休業 4月1日 (木) ～ 4月11日 (日)

　夏期休業 8月1日 (日) ～ 9月26日 (日)

　冬期休業 12月24日 (金) ～ 1月4日 (火)

　春期休業 2月1日 (火) ～ 3月31日 (木)

5月15日（土）・6月19日（土）・6月26日（土）・7月10日（土）

2021年度　学事日程

入学式

授業

試験期間

履修中止申請期間
（Loyola）

　※うち実習期間（看護学科4年次生のみ）　6月下旬　～　8月上旬
　　　　実習期間（看護学科2年次生のみ）　8月上旬

履修登録期間・
抽選科目登録期間

(Loyola)

10月23日（土）・12月11日（土）・1月8日（土）・22日（土）

試験期間

学位授与式

学位授与式(9月期)

＜第4クォーター＞

＜秋学期＞

授業

履修中止申請期間
（Loyola）

　※うち実習期間（看護学科3年次生のみ）　8月下旬 ～ 12月下旬
　　　　実習期間（看護学科2年次生のみ）　2月上旬 ～ 2月中旬

履修登録期間・
抽選科目登録期間

(Loyola)


