
行　事 方法・場所

3月8日 (火) 2022年度シラバス公開 9:00～ 全学部・全大学院 【My KONAN】シラバス照会

2022年度履修ガイドブック公開 9:00～ 全学部・全大学院 【My KONAN】履修ガイドブック

3月10日 (木) 2021年度後期　成績発表
4年次生及び大学院生　10:00～

その他の学年　13:00～
全学部・全大学院 【My KONAN】成績照会

3月11日 (金) 教育実習前面接 時間未定 全学部4　教職課程履修者 (教職センターより連絡)

3月14日 (月) 教育実習前面接 時間未定 全学部4　教職課程履修者 (教職センターより連絡)

3月15日 (火) 在学生健康診断(～18日まで) 学部・性別で日時が異なる 全学部2･3･4 ・全大学院2･3 詳細は【My KONAN】を確認

3月17日 (木) (理工)「地学実験」ガイダンス 10:00～10:10 理工2･3･4〔希望者〕  [8-23講義室]

(理工)「基礎生物学実験」ガイダンス 10:15～10:35 理工2･3･4〔希望者〕                       [8-24講義室]

(理工)履修指導(2･3･4年次) 10:40～11:20 理工(物理学科)2 [8-11講義室]

10:40～11:00 理工(生物学科)2 [8-24講義室]

10:40～11:10 理工(機能分子化学科)2 [8-12講義室]

11:30～12:10 理工(物理学科)3 [8-11講義室]

11:20～11:50 理工(機能分子化学科)3 [8-12講義室]

12:20～13:00 理工(物理学科)4 [8-11講義室]

12:00～12:30 理工(機能分子化学科)4 [8-12講義室]

11:10～11:40 理工(生物学科) 3･4       [8-24講義室]

「生物学特設科目」ガイダンス 11:40～12:10 理工(生物学科) 3･4       [8-24講義室]

「生物学臨海実習」ガイダンス 11:40～12:10 理工(生物学科) 3･4       [8-24講義室]

(理工/生物)指導主任面談 13:00～ 理工(生物学科)2 5号館4階ゼミ室

(知能情報)履修指導(2年次) 14:40～15:10 知能情報2 [1-21講義室]

(知能情報)履修指導(3年次) 15:30～16:00 知能情報3 [1-21講義室]

3月18日 (金) 教職課程履修者登録ガイダンス 10:00～11:00 全学部　教職課程履修者2 [1-32講義室]※オンライン(My KONAN)も併用

教育実習予備登録説明会 13:00～14:00 全学部　教職課程履修者3 [1-32講義室]※オンライン(My KONAN)も併用

教育実習本登録説明会 15:00～16:00 全学部　教職課程履修者4 [1-32講義室]※オンライン(My KONAN)も併用

新入生特設サイト公開 全学部1(入学予定者) 【新入生特設サイト】

日本学生支援機構奨学金

新規・追加申込説明会
全学部・全大学院1～4 【新入生特設サイト】もしくは【学生部HP】

3月22日 (火) (経営)BLプログラム選抜試験合格者対象ガイダンス 時間未定 経営学部2(GB) [8-11講義室]

時間未定 経営学部2(BP) [8-12講義室]

時間未定 経営学部2(AP) 【MyKONANオンデマンド】

(経営)BLプログラム(BP)

(経営)インターンシップ候補生対象ガイダンス
時間未定 経営学部3(BP) [8-12講義室]

(経営)BLプログラム(GB)上級生用履修指導 時間未定 経営学部3･4(GB) [8-11講義室]

(経営)大学院進学説明会(早期卒業制度説明会) 時間未定 経営学部2･3･4 〔希望者〕  [8-21講義室]

公認心理師資格に関するガイダンス 14:30～15:30 全学部2･3･4  [1-41講義室]

公認心理師「心理演習」履修説明会 15:30～16:00 全学部2･3･4  [1-41講義室]

3月23日 (水) 公認心理師資格に関するガイダンス 14:30～15:30 全学部2･3･4  [1-41講義室]

公認心理師「心理演習」履修説明会 15:30～16:00 全学部2･3･4  [1-41講義室]

3月25日 (金) ●2021年度　学位記授与式 学部・研究科により異なる 全学部・全大学院 卒業生
式典会場：甲南大学岡本キャンパス 講堂兼体育館

詳細は随時ホームページ等を確認

3月26日 (土) 2021年度履修証明プログラム閉講式 10:00～ 履修証明プログラム履修生 Agora(iCommons)

3月29日 (火) (理工/自然科学)14号館ガイダンス 9:00～12:00 理工(生物学科)4・院(自然〔生物学〕) [1-21講義室]

大学院生対象ガイダンス 16:00～

(自然[修士/生物学])

(自然[博士/生命･機能科学専攻の生物

学分野])

[14号館地階 多目的ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ]

日時・対象（学年、学部等）日　程

2022年 3月～5月 行事予定〔岡本キャンパス〕

※ 新学年で表示しています。

※ 学部名等の後ろの数字は、対象となる学年を示す。

在学生履修指導(Webコンテンツ公開)

(文学部、理工学部、経済学部、法学部、経営学部、知

能情報学部)

─ 全学部2･3･4 【My KONAN】コース学習、掲示等3月16日 (水)



4月1日 (金) ●2022年度　入学宣誓式 学部・研究科により異なる 全学部・全大学院1
式典会場：甲南大学岡本キャンパス 講堂兼体育館

詳細は随時ホームページ等を確認

(理工/物理)新入生向け説明会 15:00～ 理工(物理学科)1、保護者 [1-21講義室]

(理工/生物)新入生向け説明会 15:00～ 理工(生物学科)1、保護者 [1-22講義室]

(理工/機能分子)新入生向け説明会 15:00～ 理工(機能分子化学科)1 [5-21講義室]

(理工/生物)指導主任面談 説明会終了後 理工(生物学科)1 [3号館3階、4階講義室]

(理工/機能分子)指導主任面談 説明会終了後 理工(機能分子化学科)1 [5号館4階ゼミ室]

(自然科学)大学院生対象ガイダンス 13:00～ 大学院(自然[修士/化学]) [7号館1階 SaLaCo-Center]

13:00～
大学院(自然[博士/生命･機能科学専攻

の化学分野])
[7号館1階 SaLaCo-Center]

14:30～ 大学院(自然[知能情報学])1 [13号館マルチメディアプレゼンテーションルーム]

日本学生支援機構奨学金(高校予約)

採用候補者決定通知提出(4/1、4/2、4/4)
9:00～17:00 全学部1の奨学金採用候補者

予約制

※詳細は【新入生特設サイト】を確認

4月2日 (土) 履修証明プログラム開講式・オリエンテーション 10:00～12:00 履修証明プログラム履修生 [甲友会館、241講義室]

4月4日 (月) (理工/物理)指導主任面談 11:00～ 理工(物理学科)1 [7号館1階 SaLaCo-Center・SaLaCo-West]

(知能情報)新入生履修指導 9:30～10:40 知能情報1 [5-11講義室]

(知能情報)指導主任面談 11:00～ 知能情報1 [5号館4階・5階ゼミ室]

(文/日文)新入生履修指導、指導主任面談 13:00～15:00 文(日本語日本文学科)1 [5-11講義室、5号館各教室]

(文/英文)新入生履修指導 11:00～12:00 文(英語英米文学科)1 [1-32講義室]

(文/英文)指導主任面談 13:00～14:30 文(英語英米文学科)1 [3号館3階講義室(331-335)]

(文/社会)新入生履修指導 14:00～14:30 文(社会学科)1 [1-42講義室]

(文/社会)指導主任面談 14:30～15:30 文(社会学科)1 [1-42講義室]

(自然科学/物理学)大学院生対象ガイダンス 13:00～ 大学院(自然[物理学])1 [7号館1階 SaLaCo-West]

4月5日 (火) ★2022年度　授業開始

(文/人間)指導主任面談
4/5以降適宜(指導主任により異な

る)
文(人間科学科)1

公認心理師資格に関するガイダンス(1年次) 12:20～12:50 全学部1 Zoom

ボランティア講座(「実践ボランティア」履修者 視聴必須) 9:00～ 全学部・全大学院1～4 【MyKONANオンデマンド】

4月6日 (水)
新入生ガイダンス

指導主任面談
2限(基礎演習Ⅰ) 文(歴史文化学科)1

公認心理師資格に関するガイダンス(1年次) 12:20～12:50 全学部1 Zoom

4月7日 (木) 給付奨学金説明会 時間未定 全学部1 Zoom

新入生健康診断 学部・性別で日時が異なる 全学部・全大学院1 詳細は【My KONAN】を確認

介護等体験事前指導 10：00～11：30 全学部　教職課程履修者3･4

4月16日 (土) 新入生健康診断 学部・性別で日時が異なる 全学部・全大学院1 詳細は【My KONAN】を確認

4月21日 (木) ☆学園創立記念日は授業実施

5月21日 (土) (保護者対象)教育懇談会 保護者 ─

4月9日 (土)


