
学 部 大 学 院

《2023年》 《2023年》
　４月　１日(土) 入学宣誓式 　４月　１日(土) 入学宣誓式

新入生オリエンテーション〔4/1(土), 4/3(月), 4/4(火)〕

選択科目履修確認（詳細は別途manabaに掲示）

　４月　５日(水) 前期授業開始 　４月　５日(水) 前期授業開始

　４月　８日(土) 特別講義開始（大学コンソーシアム京都）

４月１４日(金) 再試験受験手続（前年次科目再試験）〔4/16(日)まで〕

　４月２７日(木) 創立記念日（授業実施日） ４月２７日(木) 創立記念日（授業実施日）

５月　７日(日) 5年次生「病院・薬局実習」Ⅰ期終了

　５月１１日(木) 論文博士口述発表(前期)

　５月２２日(月) 5年次生「病院・薬局実習」Ⅱ期〔8/6(日)まで〕

　６月  ４日(日) オープンキャンパス 　６月　５日(月) 修士学位授与申請期限(前期), 課程博士学位論文予備審査願提出期限(前期),

論文博士学位授与申請期限(前期)

　６月１９日(月) 総合薬学研究 卒業論文発表会〔6/20(火)まで：午後のみ〕

　７月　３日(月) 薬学専攻博士課程(4年制)および薬科学専攻博士前期課程､薬科学専攻博士後期課程(3年制)

　７月１８日(火) 授業予備日（全学休講となった場合の補講日、その他補講） 【秋季入学および夏季募集】入学選考出願期間〔7/14(金)まで〕

　７月１９日(水) 前期試験〔7/28(金)までの８日間〕 　７月　７日(金) 修士学位論文口述発表(前期), 課程博士学位論文口述発表(前期)

　７月２２日(土) 特別講義終了（大学コンソーシアム京都） 　７月１９日(水) 博士前期課程修了査定・学位授与の可否決定(前期), 論文博士学位授与の可否決定(前期)

　７月２９日(土) 前期試験予備日 　７月２５日(火) 課程博士学位授与申請期限(前期)

　７月３１日(月) 前期試験予備日 　７月３１日(月) 前期授業終了

８月　１日(火) 夏季休業〔9/10(日)まで〕 ８月　１日(火) 夏季休業〔9/10(日)まで〕

８月　２日(水) 4年次生 ＣＢＴ体験受験〔8/3(木)まで〕 　８月２２日(火) 薬学専攻博士課程(4年制)および薬科学専攻博士前期課程､薬科学専攻博士後期課程(3年制)

　８月　５日(土) オープンキャンパス〔8/6(日)まで〕 【秋季入学および夏季募集】入学選考

　８月　９日(水) 前期試験結果発表（web） 　８月２３日(水) 博士前期課程［公開ｾﾐﾅｰ］,博士課程・博士後期課程［総合薬学ｾﾐﾅｰ］合同開催〔予備日8/24(木)〕

前期科目再試験受験手続〔8/17(木)まで〕 　８月２５日(金) 薬学専攻博士課程(4年制)および薬科学専攻博士前期課程､薬科学専攻博士後期課程(3年制)

後期選択科目履修登録（詳細は別途manabaに掲示） 【秋季入学および夏季募集】入学査定

　８月２１日(月) 5年次生「病院・薬局実習」Ⅲ期〔11/5(日)まで〕 薬学専攻博士課程および薬科学専攻博士後期課程修了査定･学位授与の可否決定(前期)

　８月２８日(月) 前年次科目再試験〔8/31(木)まで〕（4日間） 　８月２８日(月) 薬学専攻博士課程(4年制)および薬科学専攻博士前期課程､薬科学専攻博士後期課程(3年制)

6年次生 前期科目再試験Ⅰ〔8/31(木)まで〕(4日間) 【秋季入学および夏季募集】合格発表

　９月　１日(金) 再試験予備日

　９月　４日(月) 1～4年次生 前期科目再試験〔9/8(金)まで〕(5日間)

　９月　８日(金) 6年次生 前期科目再試験Ⅰ結果発表（web）

6年次生 前期科目再試験Ⅱ受験手続〔9/10(日)まで〕

　９月　９日(土) 再試験予備日

　９月１１日(月) 後期授業開始, 選択科目履修確認 　９月１１日(月) 後期授業開始

　９月１４日(木) 6年次生 前期科目再試験Ⅱ〔9/15(金)まで〕(2日間)

　９月１９日(火) 6年次生 前期科目再試験Ⅱ 予備日

　９月２１日(木) 6年次生 模擬試験Ⅰ〔9/22（金）まで〕 　９月２９日(金) 学位記〔修士、課程博士、論博〕授与式(前期), 論文博士学位論文予備審査願提出期限(後期)

　９月３０日(土) 特別講義開始（大学コンソーシアム京都）

１０月　２日(月) 1～4年次生 前期成績通知書配付〔10/10(火)まで〕※web公開併用

１０月　４日(水) 6年次生 前期成績通知書配付〔10/11(水)まで〕※web公開併用

１０月１２日(木) 防災訓練（本校地） １０月１２日(木) 防災訓練（本校地）

１０月１５日(日) オープンキャンパス

１１月　１日(水) 学校推薦型選抜(指定校制・一般公募制) 出願期間〔11/8(水)まで〕

１１月３日(金･祝) 京薬祭〔11/5(日)まで〕 １１月３日(金･祝) 京薬祭〔11/5(日)まで〕

１１月　７日(火) 防災訓練（南校地） １１月　７日(火) 防災訓練（南校地）

１１月１３日(月) 学校推薦型選抜(指定校制) １１月　９日(木) 論文博士口述発表(後期)

１１月１６日(木) 6年次生 模擬試験Ⅱ〔11/17（金）まで〕   

１１月１８日(土) 学校推薦型選抜(一般公募制)

１１月２０日(月) 5年次生「病院・薬局実習」Ⅳ 期〔2/11(日)まで〕

１１月２５日(土) 学内駅伝大会 １１月２５日(土) 学内駅伝大会

１１月２６日(日) 薬学共用試験OSCE評価者養成講習会、直前評価者講習会　予定

１１月３０日(木) 学校推薦型選抜(指定校制・一般公募制) 入学査定 １１月２７日(月) 論文博士学位授与申請期限(後期)

１２月　１日(金) 学校推薦型選抜(指定校制・一般公募制) 合格発表

１２月　９日(土) 4年次生 薬学共用試験ＯＳＣＥ本試験〔12/10(日)まで〕予定

１２月１９日(火) 全学年 授業予備日（全学休講となった場合の補講日、その他補講）〔12/20(水)まで〕 １２月２５日(月) 後期授業終了

１２月２６日(火) 冬季休業〔1/8(月)まで〕 １２月２６日(火) 冬季休業〔1/8(月)まで〕

《2024年》 《2024年》
　１月　５日(金) 一般選抜＜Ａ方式(共通テスト前期)＞ 出願期間〔1/12(金)まで〕

一般選抜(Ｂ方式) 出願期間〔1/19(金)まで〕

　１月　９日(火) 全学年 授業予備日（全学休講となった場合の補講日、その他補講）, 4年次生 後期授業終了 　１月　９日(火) 課程博士学位論文予備審査願提出期限(後期)

　１月１０日(水) 6年次生 アドバンスト薬学本試験〔1/11(木)まで〕予定 薬学専攻博士課程(4年制),薬科学専攻博士後期課程(3年制)

【冬季募集】入学選考出願期間〔1/16（火）まで〕

　１月１１日(木) 4年次生 後期試験〔1/15(月)まで〕（3日間）　

1～3年次生 授業予備日（全学休講となった場合の補講日、その他補講）

　１月１２日(金) 1～3年次生 授業予備日（全学休講となった場合の補講日、その他補講）

1～3年次生 後期授業終了

　　１月１３日(土) 大学入学共通テスト 〔1/14(日)まで〕

　１月１５日(月) 1～3年次生 後期試験〔1/23(火)まで〕（7日間）　

　１月１６日(火) 6年次生 アドバンスト薬学本試験結果発表（web）

6年次生 アドバンスト薬学再試験受験手続〔1/18日(木)まで〕 　１月１７日(水) 薬科学専攻博士前期課程【冬季募集】〔1/24（水）まで〕

　１月１８日(木) 4年次生 薬学共用試験ＣＢＴ本試験〔1/19(金)まで〕予定 論文博士学位授与の可否決定(後期)

　１月２０日(土) 特別講義終了（大学コンソーシアム京都） 　１月２３日(火) 課程博士学位論文口述発表(後期)

　１月２４日(水) 1～3年次生 後期試験予備日 　１月２４日(水) 薬学専攻博士課程(4年制), 薬科学専攻博士後期課程(3年制) 【冬季募集】入学選考･入学査定

4年次生 後期試験結果発表（web）

4年次生 再試験受験手続（後期科目・前期科目再試験Ⅱ）〔1/28(日)まで〕

　１月２５日(木) 6年次生 アドバンスト薬学再試験〔1/26（金）まで〕予定 　１月２５日(木) 【冬季募集】合格発表

　１月２９日(月) 6年次生 模擬試験Ⅲ〔1/30（火）まで〕   

　２月　２日(金) 1～3年次生 後期試験結果発表（web） 　２月　１日(木) 課程博士学位授与申請期限(後期)

1～3年次生 後期科目再試験受験手続〔2/4(日)まで〕

　２月　３日(土) 一般選抜(Ｂ方式)

　２月　５日(月) 4年次生 後期科目再試験Ⅰ〔2/7(水)まで〕（3日間） 　２月　７日(水) 修士学位授与申請期限(後期)

　２月　８日(木) 再試験予備日 ２月　９日(金) 薬科学専攻博士前期課程【冬季募集】入学選考

　２月１４日(水) 卒業査定

　２月１５日(木) 一般選抜＜Ａ方式(共通テスト前期)＞及びＢ方式 入学査定 ２月１５日(木) 薬科学専攻博士前期課程【冬季募集】入学査定

　２月１６日(金) 一般選抜＜Ａ方式(共通テスト前期)＞及びＢ方式 合格発表 ２月１６日(金) 薬科学専攻博士前期課程【冬季募集】合格発表

4年次生 後期科目再試験Ⅰ結果発表（web）

4年次生 後期科目再試験Ⅱ受験手続〔2/18(日)まで〕

4年次生 白衣授与式

次年度前期選択科目履修登録（詳細は別途manabaに掲示）

　２月１９日(月) 新5年次生「病院・薬局実習」Ⅰ期〔5/5(日)まで〕　

　２月２０日(火) 一般選抜＜Ｃ方式(共通テスト後期)＞出願期間〔3/5(火)まで〕

　２月２２日(木) 1～3年次生 後期科目再試験〔3/1（金）まで〕（6日間）

4年次生 前期･後期科目再試験Ⅱ〔3/1（金）まで〕（6日間）

　２月２４日(土) 再試験予備日

　３月　２日(土) 再試験予備日 　３月　１日(金) 修士学位論文口述発表(薬科学)＜後期＞

３月　５日(火) 4年次生 薬学共用試験ＣＢＴ追・再試験 予定

　３月　７日(木) 4年次生 薬学共用試験ＯＳＣＥ追・再試験 予定 　３月　６日(水) 薬学専攻博士課程,薬科学専攻博士前期･後期課程 修了査定･学位授与の可否決定(後期)

　３月１３日(水) 一般選抜＜Ｃ方式(共通テスト後期)＞ 入学査定 　 　

　３月１４日(木) 一般選抜＜Ｃ方式(共通テスト後期)＞ 合格発表 　 　

　３月１５日(金) 1～5年次生 進級査定・成績通知書配付 　 　

　３月１６日(土) 卒業式・学位記授与式 　３月１６日(土) 学位記授与式〔修士、課程博士、論博〕(後期)

　３月２９日(金) 論文博士学位論文予備審査願提出期限（2024年度前期）

2023年度 京都薬科大学 行事予定表
≪2023年4月～2024年3月≫


