
員会

２ ０ ０ ６年 ３月　        行  事  予  定　表  
本部・図書館関係事項 学部関係事項

日 曜 用件 時間 場所 用件 時間 場所
1 水 第17-10回学生生活委員会 10：00 工・中会議室 生物ｼｽﾃﾑ応用科学教育部 博士後期課程

留学生センター日本語研修コース等修了式 10：30 50周年記念ホール 　（Ｈ18.4月入学）第2次 入学試験

社団法人国立大学協会第6回通常総会 10：30 学術総合センター 連合農学研究科　代議委員会 10：00 連・第1会議室

連合農学研究科　教授会 12：30 農・講堂

工学教育部　教育委員会 15：15 工・中会議室

工学教育部　学生生活委員会 15：30 小金井図書館ﾒﾃﾞｨｱ会議室

2 木 全学自己点検・評価小委員会 10：00 本・第1会議室 生物ｼｽﾃﾑ応用科学教育部 博士後期課程

広報・社会貢献委員会 14：00 本・第1会議室 　（Ｈ18.4月入学）第3次 入学試験

3 金 生物ｼｽﾃﾑ応用科学教育部　教授会 9：30 生・大会議室

4 土 工学教育部　運営委員会 10：00 工・中会議室

5 日
6 月 講演会「IT教育と著作権」 10：00 50周年記念ホール 工学教育部　運営委員会 10：00 工・中会議室

役員会 14：30 学長室 農学部　教授会(前期日程選考会議) 10：00 連・第2会議室

工学教育部　施設整備委員会 15：15 工・中会議室

7 火 教員評価検討ワーキンググループ 10：00 本・第1会議室

8 水
一般選抜（前期日程）試験合格発表 10：00

工・東門掲示板 工学教育部　運営委員会 10：00 工・中会議室

農・正門掲示板 農学教育部　教授会(卒業認定･修了認定) 14：30 連・第2会議室

私費外国人留学生特別選抜合格発表 10：00 工学教育部　教授会 15：00 工・大会議室

9 木 「UP農工大」プロジェクト 14：00 本・第1会議室 後期日程試験監督者説明会 10：00 工・大会議室

保健管理センター運営委員会 15：00 本・第1会議室 後期日程試験警備説明会 15：30 工・大会議室

10 金
産官学連携・知的財産センター運営委

10：30 本・第1会議室 生物ｼｽﾃﾑ応用科学教育部 博士後期課程
10：00

　(Ｈ18.4月入学)第2次・第3次入学試験 合格発表

11 土
12 日 一般選抜（後期日程）試験

13 月 平成17年度連合獣医学研究科学位記授与式 14：00 岐阜大学 生物ｼｽﾃﾑ応用科学教育部 博士前期課程
10：00

産官学連携戦略委員会 14：00 本・第1会議室 　（Ｈ18.4月入学）第2次入学試験 合格発表

役員・部局長連絡会 15：00 本・第1会議室

役員会 学長室

14 火 就職小委員会 13：30 本・第1会議室

学生生活委員会 15：00 本・第1会議室

15 水 一般選抜（前期日程）試験合格者入学手続 工学教育部　戦略企画委員会 10：00 工・中会議室

教育研究評議会 15：00 本・第1会議室 工学教育部　広報・社会貢献小委員会 13：15 工・中会議室

農学教育部　広報・社会貢献委員会 14：30 農・第2会議室

16 木 工学教育部　入試実施部会 10：00 工・中会議室

17 金 平成17年度連合農学研究科修了式・学位記授与式 11：00 農・講堂

eラーニング拡充記念シンポジウム 15：00 工・新1号館

18 土
19 日
20 月 役員会 13：30 学長室 工学教育部　運営委員会 10：00 工・中会議室

工学教育部　運営委員会 15：00 工・中会議室

農学部　教授会(後期日程選考会議) 15：00 連・第2会議室

21 火 春分の日

22 水
一般選抜（後期日程）試験合格発表 10：00

工・東門掲示板 連合農学研究科　入学手続（23日まで） 9：00

農・正門掲示板 生物ｼｽﾃﾑ応用科学教育部
9：30 生・講義室

大学教育委員会 10：00 学生部共用C会議室 　（H18.4月入学）　入学手続

国際交流委員会 14：00 50周年記念ホール 農学教育部　教育委員会 14：45 農・第1会議室

経営協議会 15：00 本・第1会議室

地区合同安全衛生委員会 15：30 本・第2会議室

環境・安全衛生委員会 16：00 本・第2会議室

23 木 大学情報委員会 10：00 本・第1会議室 農学教育部　入学手続

大学教育センターセミナー 14：00 学生部共用C会議室 農学教育部　研究推進委員会 15：30 農・第2会議室

24 金 平成17年度卒業式・修了式 10：30 府中の森芸術劇場・どりーむホール

UI発表会 府中の森芸術劇場・どりーむホール

25 土
26 日
27 月 一般選抜（後期日程）試験合格者入学手続 農学教育部　追加合格者決定会議

私費外国人留学生特別選抜入学手続

役員会 13：30 学長室

大学教育センター運営委員会 15：00 学生部共用C会議室

28 火

29 水

30 木

31 金 永年勤続者表彰状授与式 11：30 50周年記念ホール

★ 図書館　　　府中図書館　　　　　　定例休館日　　3月 31日（金）　　　　臨時休館日　　3月 10日（金）・　3月 11日（土）
　　 　　　　 小金井図書館　　　 　 定例休館日　　3月 31日（金）　　　　臨時休館日　　3月 10日（金）・　3月 11日（土）
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