
春学期(4/1~9/20)

⾏事 対象

リサーチペーパー/プロジェクトペーパー中間報告会(4⽉)資料提出期間 2020/3/18 (水) 〜 2020/3/20 (⾦) 専門職（公共経営）

2020年4⽉新⼊⽣科⽬登録ガイダンス・インターンシップガイダンス・Jコース新⼊⽣ガイダンス 2020/3/26 (木) → 開催中止 新入生

奨学⾦登録期間(留学⽣) 2020/3/26 (木) 〜 2020/4/8 (水) 希望者

奨学⾦登録期間(⽇本⼈学⽣および在留資格が永住者・配偶者など) 2020/3/27 (⾦) 〜 2020/4/3 (⾦) 希望者

科目登録期間(1次登録） ※最終日17:00迄 2020/3/28 (土) 〜 2020/4/1 (水) 全員

領域修了試験／基礎習得認定試験⽤リーディングリスト公開 2020/4/1 (水) 博士

単位認定申請期間 2020/4/1 (水) 〜 2020/4/8 (水) 希望者

研究科⼊学式／第1回合同研究指導、領域別オリエンテーション 2020/4/1 (水) → 開催中止 新入生

アドバイザー登録・変更申請期間 ※最終⽇17:00迄 2020/4/2 (木) 〜 2020/4/9 (木) 全員

1次科目登録結果発表 ※Webのみ 2020/4/4 (土) 全員

リサーチペーパー・プロジェクトペーパー中間報告会 2020/4/4 (土) → 開催中止 専門職（公共経営）

春学期(春クォーター)授業開始 2020/4/6 (月) → 2020/5/11 (月) 全員

科目登録期間(2次登録)・他箇所提供科目登録受付期間 ※最終日17:00迄 2020/4/10 (⾦) 〜 2020/4/11 (土) 全員

２次科目登録結果発表 ※Webのみ 2020/4/15 (水) 全員

聴講料・実験実習料納⼊期間 2020/4/16 (木) 〜 2020/4/22 (水) 対象者

2019年度第2回分析⼿法認定試験結果発表 2020/4/17 (⾦)
修士

博士

2020/4/23 (木) 〜 2020/5/7 (木)

→2020/5/28 (木) 〜 2020/6/4 (木)

最終科目登録結果発表 ※Webのみ 2020/4/24 (⾦) 全員

昭和の日（授業実施） 2020/4/29 (水)

憲法記念⽇ 2020/5/3 (日)

みどりの日 2020/5/4 (月)

こどもの日 2020/5/5 (火)

振替休日 2020/5/6 (水)

第1回領域修了試験・基礎習得認定試験申込期間 2020/5/7 (木) 〜 2020/5/13 (水) 博士

第1回領域修了試験・基礎習得認定試験 公表問題配付 2020/5/15 (⾦) → 2020/7/30 (木) 博士

2020/5/25 (月) 〜 2020/5/27 (水)

→ 中 止

春学期卒業⾒込証明書発⾏開始 2020/6/1 (月) 全員

春クォーター 授業終了 2020/6/3 (水) → 2020/6/20 (土)

2020年度⼤学院政治学研究科⽇程

日程

修論/リサーチペーパー/プロジェクトペーパー提出予定届提出期間(2020年9⽉修了予定者）
修士

専門職（公共経営）

プロジェクト期間 ※公共経営専攻主管科目は休講 専門職（公共経営）
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春学期(4/1~9/20)

⾏事 対象

2020年度⼤学院政治学研究科⽇程

日程

夏クォーター 授業開始 2020/6/4 (木) → 2020/6/21 (日)

2020/6/11 (木) 〜 2020/6/12 (⾦)

→2020/7/11 (土) 〜 2020/7/13 (月)

修論/リサーチペーパー審査員・⾯接時間割発表（2020年9⽉修了予定者） 2020/6/18 (木) → 2020/7/20 (月)
修士

専門職（公共経営）

プロジェクトペーパー最終報告会時間帯発表（2020年9⽉修了予定者） 2020/6/18 (木) → 2020/7/20 (月)
専門職

（公共経営・政策実践）

2020/6/18 (木) 〜 2020/6/20 (土)

→ 中 止

第1回領域修了試験・基礎習得認定試験 2020/6/19 (⾦) → 2020/9/3 (木) 博士

2020/6/25 (木) 〜 2020/7/1 (水)

→2020/7/27 (月) 〜 2020/7/29 (水)

プロジェクトペーパー最終報告会(予定) 2020/6/27 (土) → 2020/7/27 (月)
専門職

(公共経営・政策実践)

2020/7/1 (水) 〜 2020/7/3 (⾦)

→2020/7/29 (水) 〜 2020/7/31 (⾦)

研究計画書提出締切(2021年9⽉修了予定者) 2020/7/1 (水) 2020/7/22 (水) 修士

論⽂系/作品系申請書兼⾯談報告書提出期間（Jコース2020年4⽉⼊学者） 2020/7/1 (水) 2020/7/22 (水) 修士（Jコース）

1年制政策実践フォーカス 政策提案進捗報告書提出期間 2020/7/1 (水) 〜 2020/7/26 (日)
専門職

(公共経営・政策実践)

リサーチペーパー/プロジェクトペーパー中間報告会（7⽉）事前資料提出期間 2020/7/7 (火) 〜 2020/7/9 (木) 専門職（公共経営）

第1回分析手法認定試験申込期間 2020/7/14 (火) 〜 2020/7/20 (月)
修士

博士

修論/リサーチペーパー/プロジェクトペーパー審査結果発表 2020/7/17 (⾦)
修士

専門職（公共経営）

第1回領域修了試験・基礎習得認定試験結果発表 2020/7/17 (⾦) → 2020/10/9 (⾦) 博士

リサーチペーパー/プロジェクトペーパー中間報告会（7月） 2020/7/18 (土) 専門職（公共経営）

夏クォーター授業終了 2020/7/22 (水)

海の日→休⽇における授業実施⽇に変更 2020/7/23 (木)

スポーツの日→休⽇における授業実施⽇に変更 2020/7/24 (⾦)

2020/7/24 (⾦) 〜 2020/8/9 (日)

→ 開催延期
授業調整期間→通常の授業実施⽇に変更 2020/7/25 (土) 〜 2020/7/31 (⾦)

春学期授業終了 2020/7/31 (⾦) → 2020/8/1 (土)

2020/8/1 (土) 〜 2020/9/20 (日)

→2020/8/2 (日) 〜 2020/9/20 (日)

2020/8/6 (木) 〜 2020/8/7 (⾦)

   →8/24(⽉)、8/31(⽉)、9/7(⽉)に変更

オリンピック閉会式 2020/8/9 (日) → 開催延期

夏季⼀⻫休業期間(事務所閉室⽇) 2020/8/10 (月) 〜 2020/8/14 (⾦)

2020/8/21 (⾦) 〜 2020/8/22 (土)

→ 開催中止

プロジェクト期間 ※公共経営専攻主管科目は休講 専門職（公共経営）

臨時休業⽇

オープンキャンパス

夏季休業

修論/リサーチペーパー/プロジェクトペーパー提出期間(2020年9⽉修了予定者)
修士

専門職（公共経営）

修論⼝頭試問/リサーチペーパー審査⾯接実施期間 ※6/28(⽇)は除く
修士

専門職（公共経営）

修論/リサーチペーパー/プロジェクトペーパー正誤表提出期間
修士

専門職（公共経営）

東京オリンピック
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春学期(4/1~9/20)

⾏事 対象

2020年度⼤学院政治学研究科⽇程

日程

2020/8/25 (火) 〜 2020/9/6 (日)

→ 開催延期

春学期成績発表 ※Webのみ 2020/9/1 (火) 全員

第1回分析手法認定試験 2020/9/4 (⾦)
修士

博士

2020年9⽉⼤学院学位授与式・研究科修了式 2020/9/20 (日) 修了⽣

博⼠研究計画書および指導記録書提出〆切 2020/9/20 (日) 博士

夏季休業終了 2020/9/20 (日)

東京パラリンピック
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秋学期(9/21~3/31)

⾏事 対象

奨学⾦登録期間(⽇本⼈学⽣および在留資格が永住者・配偶者など) 2020/9/3 (木) 〜 2020/9/18 (⾦) 希望者

奨学⾦登録期間(留学⽣) 2020/9/18 (⾦) 〜 2020/9/25 (⾦) 希望者

2020年9⽉新⼊⽣ 科⽬登録ガイダンス・インターンシップガイダンス・Jコース新⼊⽣ガイダンス 2020/9/15 (火) 新入生

科目登録期間(1次登録)・他箇所提供科⽬登録受付期間(10/1(⽊)〜10/2(⾦)の科⽬登録期間

(2次登録)から変更となりました) ※最終日17:00迄
2020/9/16 (水) 〜 2020/9/18 (⾦) 全員

9⽉研究科⼊学式／第1回合同研究指導、領域別オリエンテーション 2020/9/21 (月) 新入生

単位認定申請期間 2020/9/21 (月) 〜 2020/9/28 (月) 希望者

領域修了試験・基礎習得認定試験⽤リーディングリスト配布 2020/9/21 (月) 博士

秋分の日 2020/9/22 (火)

アドバイザー登録・変更申請期間 ※最終⽇17:00迄 2020/9/23 (水) 〜 2020/9/30 (水) 全員

科目登録結果発表(1次登録) ※Webのみ 2020/9/24 (木) 全員

秋学期(秋クォーター)授業開始 2020/9/25 (⾦)

科目登録期間(2次登録)・他箇所提供科目登録受付期間 ※最終日17:00迄

⇒他箇所提供科⽬登録受付期間は、9/16(⽔)〜9/18(⾦)の科⽬登録期間(1次登録)に変更とな

りました。

2020/10/1 (木) 〜 2020/10/2 (⾦) 全員

科目登録結果発表(2次登録) ※Webのみ 2020/10/6 (火) 全員

聴講料・実験実習料納⼊期間 2020/10/7 (水) 〜 2020/10/13 (火) 対象者

第1回分析手法認定試験結果発表 2020/10/9 (⾦)
修士

博士

科目登録結果発表(最終) ※Webのみ 2020/10/15 (木) 全員

創⽴記念⽇(授業実施⽇） 2020/10/21 (水)

修論/リサーチペーパー/プロジェクトペーパー提出予定届提出期間(2021年3⽉修了予定者) 2020/10/22 (木) 〜 2020/10/28 (水)
修士

専門職（公共経営）

2020/10/26 (月) 〜 2020/10/28 (水)

→ 中 止

秋学期卒業⾒込証明書発⾏開始 2020/11/2 (月)

文化の日（授業実施） 2020/11/3 (火)

第2回領域修了試験・基礎習得認定試験申込期間 2020/11/4 (水) 〜 2020/11/10 (火) 博士

臨時休業⽇ 2020/11/6 (⾦)

早稲田祭 2020/11/7 (土) 〜 2020/11/8 (日)

リサーチペーパー/プロジェクトペーパー中間報告会（11⽉）事前資料提出期間 2020/11/10 (火) 〜 2020/11/12 (木) 専門職（公共経営）

第2回領域修了試験・基礎習得認定試験公表問題配布 2020/11/12 (木) 博士

リサーチペーパー/プロジェクトペーパー中間報告会（11月） 2020/11/20 (⾦) 〜 2020/11/21 (土) 専門職（公共経営）

秋クォーター 授業終了 2020/11/21 (土)

2020年度⼤学院政治学研究科⽇程

日程

プロジェクト期間 ※公共経営専攻主管科目は休講 専門職（公共経営）
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秋学期(9/21~3/31)

⾏事 対象

2020年度⼤学院政治学研究科⽇程

日程

冬クォーター 授業開始 2020/11/22 (日)

勤労感謝の日(授業実施日) 2020/11/23 (月)

2020/11/26 (木) 〜 2020/11/28 (土)

→ 中 止

第2回領域修了試験・基礎習得認定試験実施 2020/12/11 (⾦) 博士

研究計画書提出締切(2022年3⽉修了予定者) 2020/12/15 (火) 〜 2021/1/22 (⾦) 修士

論⽂系/作品系申請書兼⾯談報告書提出期間（Jコース2020年9⽉⼊学者） 2020/12/15 (火) 〜 2021/1/22 (⾦) 修士（Jコース）

授業終了 2020/12/22 (火)

冬季休業 2020/12/23 (水) 〜 2021/1/5 (火)

臨時休業⽇ 2020/12/28 (月)

冬季⼀⻫休業期間（事務所閉室⽇） 2020/12/29 (火) 〜 2021/1/5 (火)

授業再開 2021/1/6 (水)

修論/リサーチペーパー/プロジェクトペーパー提出期間(2021年3⽉修了予定者) 2021/1/6 (水) 〜 2021/1/7 (木)
修士

専門職（公共経営）

1年制政策実践フォーカス 政策提案進捗報告書提出期間 2021/1/6 (水) 〜 2021/1/22 (⾦)
専門職

(公共経営・政策実践)

成人の日 2021/1/11 (月)

修論/リサーチペーパー審査員・⾯接時間割発表（2021年3⽉修了予定者） 2021/1/15 (⾦)
修士

専門職（公共経営）

プロジェクトペーパー最終報告会時間帯発表（2021年3⽉修了予定者） 2021/1/15 (⾦)
専門職

(公共経営・政策実践)

第2回領域修了試験・基礎習得認定試験結果発表 2021/1/15 (⾦) 博士

第2回分析手法認定試験申込期間 2021/1/26 (火) 〜 2021/2/1 (月)
修士

博士

補講期間 2021/1/26 (火) 〜 2021/2/1 (月)

修論/リサーチペーパー⼝頭試問実施期間 ※1/31(⽇)は除く 2021/1/29 (⾦) 〜 2021/2/4 (木)
修士

専門職（公共経営）

プロジェクトペーパー最終報告会 2021/1/30 (土)
専門職

(公共経営・政策実践)

秋学期(冬クォーター)授業終了 2021/2/1 (月)

春季休業 2021/2/2 (火) 〜 2021/3/31 (水)

修論/リサーチペーパー/プロジェクトペーパー正誤表提出期間 2021/2/4 (木) 〜 2021/2/6 (土)
修士

専門職（公共経営）

プロジェクト期間 ※公共経営専攻主管科目は休講 専門職（公共経営）
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秋学期(9/21~3/31)

⾏事 対象

2020年度⼤学院政治学研究科⽇程

日程

ロックアウト期間(予定) 2021/2/5 (⾦) 〜 2021/2/23 (火) 全員

建国記念⽇ 2021/2/11 (木)

修⼠/リサーチペーパー/プロジェクトペーパー論⽂審査結果発表 2021/2/12 (⾦)
修士

専門職（公共経営）

天皇誕生日 2021/2/23 (火)

秋学期成績発表 ※Webのみ 2021/3/1 (月) 全員

第2回分析手法認定試験実施 2021/3/12 (⾦)
修士

博士

リサーチペーパー/プロジェクトペーパー中間報告会（4⽉）事前資料提出期間 2021/3/16 (火) 〜 2021/3/18 (木) 専門職（公共経営）

春分の日 2021/3/20 (土)

2021年3⽉ ⼤学院学位授与式・研究科修了式(予定) 2021/3/25 (木) 修了⽣

博⼠研究計画書および指導記録書提出締切（秋学期） 2021/3/31 (水) 博士

春季休業終了 2021/3/31 (水)
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