
入試戦略会議 31日 (土) 大学院オリエンテーション
(県外指定校) 3日 (火) 入学前試験等

4日 (水) 入学式
委員会 委員会
(選抜要項) (基本方針)
(進学説明会日程)
委員会
(AOⅠ期募集要項) 25日 (水) （予定）定例教授会
(春わらじ) 29日 (日) 祝日（昭和の日）
(第1回OPC実施概要) 30日 (月) 振替休日

3日 (木) 祝日（憲法記念日）
4日 (金) 祝日（みどりの日）
5日 (土) 祝日（こどもの日）

12日 (土) キャリア形成講座

1日 (金) 高校総体
↓

4日 (月) 高校総体

11日 (水) G-TELP試験
16日 (月) 祝日(海の日)授業あり

委員会 21日 (土) 補習日
(AOⅠ期実施体制) 24日 (火) 補習日

25日 (水) 期末試験
25日 (水) （予定）定例教授会
↓

31日 (火) 期末試験
1日 (水) Ⅰ期出願受付開始 委員会 委員会 1日 (水) 集中講義
↓ (学校推薦実施内容) (第Ⅰ期募集要項) ↓

8日 (水) Ⅰ期出願受付締切 (第2回OPC実施概要) (選抜説明会実施要領) 8日 (水) 集中講義
10日 (金) 小論文課題発送 (募集要項(推薦・AOⅡ期・一般)) (学内推薦説明会要領)

13日 (月) 大学休業日
14日 (火) 大学休業日

31日 (金) Ⅰ期小論文提出期限 31日 (金) 成績通知

11日 (火) Ⅰ期書類審査
13日 (木) Ⅰ期面接試験日

15日 (土) 9月学位授与式
18日 (火) 委員会(AOⅠ期合否） 15日 (土) 大学院オリエンテーション
19日 (水) 教授会(AOⅠ期合否) 17日 (月) 祝日（敬老の日）

21日 (金) Ⅰ期合格発表 22日 (土) 選抜説明会(本学) 20日 (木) 学部オリエンテーション
↓ 25日 (火) 選抜説明会（アウガ） 23日 (日) 祝日（秋分の日）
↓ 26日 (水) 学内推薦選抜説明会 24日 (月) （振替休日）授業あり
↓ 26日 (水) （予定）定例教授会
5日 (金) Ⅰ期入学手続締切 1日 (月) 出願資格審査申請受付開始 5日 (金) 大学祭準備日

↓ 6日 (土) 大学祭
5日 (金) 出願資格審査申請受付締切 7日 (日) 大学祭
12日 (金) Ⅰ期出願受付 8日 (月) 祝日（体育の日）
↓

22日 (月) Ⅰ期出願受付締切 12日 (金) 高校総文
↓

27日 (土) Ⅰ期試験日 14日 (日) 高校総文
30日 (火) 委員会(Ⅰ期合否)
31日 (水) 教授会(Ⅰ期合否)

1日 (木) 出願受付開始 2日 (金) Ⅰ期合格発表 3日 (土) 祝日（文化の日）
↓ 20日 (火) までに委員会 ↓ 9日 (金) プレテスト準備日
8日 (木) 出願受付締切 (推薦合否) 9日 (金) Ⅰ期入学手続締切 10日 (土) 大学入試プレテスト

9日 (金) Ⅱ期出願受付開始 12日 (月) 書類審査 (センター・AOⅡ期実施体制)

↓ 21日 (水) 教授会(推薦合否)
16日 (金) Ⅱ期出願受付締切

22日 (木) 合格発表
↓ 23日 (金) 祝日（勤労感謝の日）
↓

↓

6日 (木) Ⅱ期試験日 6日 (木) 入学手続締切 委員会 5日 (水) キャリア形成講座
(第Ⅱ期募集要項)
(選抜説明会実施要領)

18日 (火) 日本留学試験成績請求

21日 (金) 留学試験成績発送
22日 (土) 集中講義
↓

27日 (木) 集中講義
27日 (木) （予定）定例教授会

4日 (金) 出願資格審査申請受付開始 8日 (火) までに委員会(AOⅡ期合否) 4日 (金) 出願資格審査申請受付開始

11日 (金) Ⅱ期合格発表 5日 (土) 選抜説明会（本学）
8日 (火) 出願資格審査申請受付締切 9日 (水) 教授会(AOⅡ期合否) 7日 (月) 選抜説明会（アウガ） 9日 (水) G-TELP試験

9日 (水) 出願資格審査申請受付締切 14日 (月) 祝日（成人の日）

9日 (水) G-TELP試験
21日 (月) Ⅱ期出願受付 23日 (水) 補習・補講日

↓ 28日 (月) 出願受付開始 ↓ 26日 (土) 補習・補講日
21日 (月) Ⅱ期入学手続締切 ↓ ↓ 28日 (月) 期末試験

6日 (水) 出願締切(当日消印有効) 1日 (金) Ⅱ期出願受付締切 ↓

1日 (金) 期末試験
15日 (金) 従事者説明会

12日 (火) センター成績請求・合格者データ提供 11日 (月) 祝日（建国記念日）
22日 (金) 個別学力検査準備日 13日 (水) 委員会 16日 (土) Ⅱ期試験日
24日 (日) 個別学力検査準備日(盛岡･東京) (個別学力検査実施要領) 19日 (火) 委員会（Ⅱ期合否）
25日 (月) 個別学力検査 20日 (水) センター出願状況・合格状況請求 20日 (水) 教授会（Ⅱ期合否）
26日 (火) 22日 (金) Ⅱ期合格発表
27日 (水) 　　　採点等 ↓

28日 (木) ↓ 28日 (木) 成績通知
5日 (火) までに委員会(前期合否) 1日 (金) Ⅱ期入学手続締切 5日 (火) 合同企業等説明会
6日 (水) 教授会(前期合否) 6日 (水) 合同企業説等明会

8日 (金) 前期日程合格発表 16日 (土) までセンター前期合格･入学手続者提出

↓ 19日 (火) センター前期合格状況請求
15日 (金) 前期日程入学手続締切 20日 (水) 委員会(後期合否) 16日 (土) 学位授与式

20日 (水) 教授会(後期合否) 21日 (木) 祝日（春分の日）
22日 (金) 後期日程合格発表 23日 (土) までセンター後期合格者データ提出 27日 (水) （予定）定例教授会
↓ 26日 (火) センター一般入試合格状況請求･提出 27日 (水) ⑲学部オリエンテーション

27日 (水) 後期日程入学手続締切 ↓

28日 (木) 追加合格者発表(必要な場合) 29日 (金) ⑲学部オリエンテーション

2019年度入学者選抜日程

月
学部 研究科

学事暦等
ＡＯ選抜Ⅰ期・Ⅱ期 学校推薦（県内・県外） 一般選抜（前期・後期） 委員会等 大学院入学者選抜

月

5 5

【中旬】高等学校関係者との入試懇談会

6 6

4

【上旬】

4

【中旬】 【中旬】

【下旬】

12

【上旬】

12
19日(水)センター試験第1回従事者説明会（13:00職員・16:20教員）（リスニング予行演習含む）

【中旬】

8

【上旬】 【上旬】

8

9 9

7 7

7日(土)第1回オープンキャンパス

10 10

6日(土)第2回オープンキャンパス

11 11

2 2

3 3

1

9日(水)センター試験試験室シミュレーション（教授会終了後）

1

16日(水)センター試験第2回従事者説明会（教授会終了後：教職員）
18日(金)センター試験準備日

19日(土)センター試験
20日(日)　　　〃
26日(土)センター試験（再試験）※必要な場合
27日(日)　　　　　　　　　　　〃

【5月中旬 

 ～7月上旬】 

 

 高校訪問 

 （春わらじ） 

【9月中旬 

 ～10月中旬】 

 

 高校訪問 

 （秋わらじ） 

【6月上旬 

 ～7月上旬】 

 

 (本学主催) 

 進学説明会 

 

 県内6ヶ所 

9月下旬 

 ～10月上旬 

【4月下旬 

 ～6月中旬】 

 

 （業者主催） 

 進学説明会 


