
７．各大学提供科目 

（９）吉備国際大学 -1 

（９）吉備国際大学 

① 開講期間・試験期間・授業時間について 

開講期間 春学期 2018 年 4 月 1 日 ～ 2018 年 9 月 30 日 
秋学期 2018 年 10 月 1 日 ～ 2019 年 3 月 31 日 

試験期間 春学期 授業時間内に随時実施   
秋学期 授業時間内に随時実施   

授業時間 １限 9：30 ～ 11：00 
２限 11：10 ～ 12：40 
３限 13：30 ～ 15：00 
４限 15：10 ～ 16：40 
５限 16：50 ～ 18：20 

② アクセス（案内図） 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【公共交通機関】 
                       
                       
 
 
 
                                             

③ 担当窓口 

スチューデントサポートセンター教務部教務課 
所在地： 岡山県高梁市伊賀町８ ３号館１階事務室内 
電話： 0866-22-7779 

吉備国際大学 高梁キャンパス

JR 伯備線 備中高梁駅 下車  
備中高梁駅から 徒歩２０分 
        バス ６分 

吉備国際大学 岡山キャンパス 
JR 大元駅 徒歩約１０分 
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