
1日 (木) 学部新入生オリエンテーション 　1日 (金) 後期授業開始

 1日 (木)、２日（金） 学生定期健康診断(上野校地)  1日 (金)～11月11日（木) 2021年度介護等体験申込期間(最終日：15：00まで）

 6日 (火)～８日(木) ※専用フォームにより受診予約とWeb問診が必要です。 （提出場所：学生課学務係）※詳細は別途掲示を参照

　 　　　　　 　各自掲示等で詳細を確認し、必ず受診すること。 4日 (月) 開学記念日（休講日）

　5日 (月) 入学式　 12日 (火)～18日(月) 履修登録期間【後期科目の追加・変更・削除のみ】

学部・大学院　各科別オリエンテーション ※　キャンパスプランにて各自履修登録

　6日 (火） 前期授業開始 15日 (金) 修士論文等題目提出期限(16：00締切)(提出場所：教務係)

6日 (火) 教育実習 事前指導　18:00～　オンライン授業（クラスコード：j5nxx5x） 下旬 放射線従事者健康診断（予定）

【対象：次年度教育実習を行う学生】 28日 （木） 振替授業日(月曜日の授業を行う)

6日 (火)～12日(月)17：00迄 保健体育科目ガイダンス　<体育Ⅰ・Ⅱ履修希望者> ※対象科目：美術学部、音楽学部、音トレ、美術館、芸情セ

※希望する時限のGoogle　Classroomに参加して登録    社会セ、演奏セ 開設科目

 9日 (金)　消印有効 前期分・後期分授業料免除・徴収猶予申請締切日【郵送受付】  20日 (土) ～21日（日) 取手藝祭

※詳細は別途Webサイト等を参照 26日 (金) 文化財保存学専攻 修士論文提出期限(16：00締切厳守)

12日 (月)～13日（火) 学生定期健康診断（取手校地） 29日 （月） 後期授業料口座振替日

13日 (火) 教育実習 事前指導　18:00～　オンライン授業（クラスコード：kzwveoa） 1日 (水) ～24日（金） 「学芸員資格証明書」交付申請書提出期間

【対象：今年度教育実習を行う学生】 （上野および取手校地）

13日 (火)～19日(月)17：00迄 前期・後期・通年科目履修登録期間【学部生】【科目等履修生】 3日 (金) 芸術学科卒業論文、美学・美術史・美術解剖学専攻 修士

(集中講義科目を含む全科目) 論文提出期限(16：00締切厳守)

※ キャンパスプランにて各自履修登録 10日 (金) 美術教育　修士論文提出期限(16：00締切厳守)

19日 (月)　消印有効 日本学生支援機構奨学金申請締切日【郵送受付】 10日 (金) 教育実習 事前・事後指導　18:00～　

20日 (火) ～26日(月)17：00迄 前期・後期・通年科目履修登録期間【修士・博士】 ※11月中旬より変更 【対象：本年度教育実習を行う学生および次年度教育実習

(集中講義科目含む全科目) 　を行う学生】

※キャンパスプランにて各自履修登録 10日 (金) ～19日（日） 博士審査展

20日 (火) 放射線従事者健康診断(予定) 28日 (火) 振替授業日(木曜日の授業を行う)

30日 (金) 課程博士学位本申請手続期限(16:00締切)（提出場所：教務係） ※対象科目：美術学部、美術館、芸情セ、社会セ

21日 (金)～23日（日） 第67回五芸祭・東京大会（2021年度は中止） 28日 (火) 学科・実技　年内授業終了

下旬 ～6月上旬 入試説明会(オンライン) 29日 (水) 上野校地全面停電(8時～17時)(予備日： 12月30日(木))

17日 (月) 取手校地 安全衛生講習　（日本語10：30～） 29日 （水）～1月3日(月)　 冬季休業　※登校禁止

27日 (木) 前期授業料口座振替日 4日 (火) 後期授業再開

1日 (火) 教育実習履修届提出日 14日 (金)～20日(木) 後期学科目試験期間(試験を行わない科目は通常授業)

対象：次年度教育実習履修者 (14:00～16:00) 18日 (火) ～2月２日（水） 卒業・修了作品展（大学美術館、東京都美術館他）

8日 (木)～14日(水) 前期学科目試験期間(試験を行わない科目は通常授業) 26日 （水） 後期授業修了

27日 (火) 振替授業日(木曜日の授業を行う) 31日 (月) 修士論文等審査結果報告書提出期限

※対象科目：美術学部、音楽学部、音トレ、美術館、芸情セ 上旬 日本学生支援機構第一種奨学金(大学院生対象)「特に優れ

   社会セ、演奏セ 開設科目 た業績による返還免除」申請期間

27日 (火) 前期授業終了 (受付場所：教務係、取手事務室）

 28日 (水)～9月30日（木) 夏季休業　※教室使用禁止  5日 (土)～16日（水) 登校禁止（大学院修士課程＜第2期＞・

夏季休業期間の土日および夏季休日期間（8月7日～15日) 博士後期課程入学試験(予定)のため

は登校禁止 21日 (月) 後期卒業・修了認定結果発表

 28日 (水)～9月30日（木) 集中講義期間(上野校地および取手校地)  21日 (月)～3月13日（日) 登校禁止（上野校地）（学部入学試験のため）

※夏季休日期間(8月7日～15日)、大学院入試期間 12日 (土) 取手校地全面停電(9時～16時)(予備日： 3月13日(日))

(9月10日～23日)、各校地停電日を除く  14日 (月)～15日（火) 学部・大学院合格者入学手続期間(予定)

上旬 後期分授業料免除・徴収猶予申請期間  下旬 入学料免除・徴収猶予申請期間

(受付場所：教務係、取手事務室)※詳細は別途Webサイト等を参照  (受付場所：教務係、取手事務室）

3日 (金)～5日（日） 藝祭 25日 (金) 卒業式・修了式　11：00～　奏楽堂　

 10日 (金)～23日（木) 大学院修士課程＜第1期＞ 入学試験(予定) 28日 (月) 後期・通年科目成績発表（在学生）

※試験実施日は上野校地登校禁止

24日 (金) 前期科目成績発表

下旬 日本学生支援機構奨学金二次採用申請期間

（受付場所：学生課奨学係、取手事務室）

日本画２年(東北写生旅行)  　中止

壁画研究旅行  　 3月

彫刻科１年研究旅行  　 日程未定

工芸科１年研究旅行  　 日程未定

彫金研究旅行  　 日程未定

日本画３年  　 11月12日(金)　～ 11月25日(木) 鍛金研究旅行  　 日程未定

 　 4月23日(金)　～ 4月29日(木) 鋳金研究旅行  　 ７月下旬

 　 5月7日(金)　～ 5月20日(木) 漆芸研究旅行  　 日程未定

 　 12月2日(木)　～ 12月8日(木) 陶芸研究旅行  　 日程未定

 　 12月10日(金)　～ 12月16日(木) 染織研究旅行  　 日程未定

工芸科３年  　 4月1日(木)　～ 4月14日(水) デザイン科１年研究旅行  　 中止

デザイン科３年  　 6月4日(金)　～ 6月17日(木) デザイン(機能)研究旅行  　 日程未定

建築科３年  　 10月1日(金)　～ 10月14日(木) デザイン(視覚)研究旅行  　 日程未定

先端芸術表現科３年  　 6月23日(水)　～ 7月6日(火) 木工芸研究旅行  　 日程未定

芸術学科２年  　 10月25日(月)　～ 11月7日(日) ガラス造形研究旅行  　 日程未定

美術解剖学  　 日程未定 建築科１年(塑造)  　 日程未定

文化財保存学  　 日程未定 建築科２年(実測)  　 日程未定

保存修復(建造物)  　 日程未定 先端芸術表現科１年研究旅行  　 日程未定

GAP  　 日程未定 芸術学科１年研究旅行  　 日程未定

音楽学部楽理科  　 日程未定 美術教育研究旅行  　 日程未定

音楽学部邦楽科  　 日程未定 保存修復（建造物）調査旅行  　 日程未定

※古美術研究旅行及び、研究旅行等の日程は変更になる可能性があります。

空各科・研究室からの案内を必ず確認して下さい。

※この学事暦の内容を変更した場合は、掲示板（上野および取手キャンパス）および

藝大HPにてお知らせします。
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