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法学部 経済学部 文学部 理学部 国際社会科学部 大学院
9:30～10:30 法・政１年 日文・ド文・フ文1年 全専攻M１D１年
11:00～12:00 済・営１年 史・教育・哲１年
13:30～14:30 英文・心理１年 理学部１年 国社１年

奨学金関係資料配布 学生センターオリエンテーション終了後 学内実施 上記各教室 採用候補者決定通知と引き換えに交付。 学生センター学生課
法科大学院　ガイダンス  9:00～11:30 南2-200 法務研究科新入生(1・2年)

法科大学院　キャリアガイダンス  10:00～11:30 南2-200 法務研究科１~３年
法科大学院　データベースガイダンス  12:30～16:00 南2-200 法務研究科新入生(1・2年)

 8:30集合 法１年女子末尾～135

 9:00集合
法１年女子末尾136～
政１年女子末尾～090

 9:30集合 政１年女子末尾091～
10:00集合 国社１年女子末尾～110

10:30集合 国社１年女子末尾111～

11:00集合 日文１年女子全員
13:00集合 国社１年男子全員
13:30集合 法１年男子末尾～160
14:00集合 法１年男子末尾161～

理学部　教務ガイダンス 10:00～10:30 同時配信形式 理学部１年 Zoomの録画を後日配信。 理学部事務室
物理学科　教務ガイダンス 10:30～11:00 同時配信形式 物理１年 Zoomの録画を後日配信。 理学部事務室
化学科　教務ガイダンス 10:30～11:00 同時配信形式 化学１年 Zoomの録画を後日配信。 理学部事務室
数学科　教務ガイダンス 10:30～11:00 同時配信形式 数１年 Zoomの録画を後日配信。 理学部事務室
生命科学科　教務ガイダンス 10:30～11:00 同時配信形式 生命１年 Zoomの録画を後日配信。 理学部事務室
ドイツ語圏文化学科　学科ガイダンス 13:00～14:30 同時配信形式 ド文１年 ドイツ語圏文化学科事務室

司書課程ガイダンス 18:00～19:30 同時配信形式 女子大学事務運営課
入学式 13:00～13:30 学内実施 3ページ参照 学長室経営企画課
法学科　教員紹介 13:30～13:40 学内実施 西2-301・西2-302 法１年
法学科　ホームルーム 13:50～14:30 学内実施 別途通知 法１年 担当教員により実施方法が異なるので、別途のお知らせを参照のこと。

政治学科　教員紹介 学内実施 西2-401・西2-402 政１年 オンラインでも資料を配布予定。

政治学研究科　教員紹介 学内実施 西2-402 政治学研究科M１年
13:30～14:00 西5-201

14:10～14:40 西5-202

13:30～14:00 中央-301

14:10～14:40 中央-302
哲学科　教員紹介 哲１年
哲学専攻・美術史学専攻　教員紹介 哲学専攻・美術史学専攻M１D１年

物理学科　教務ガイダンス 13:30～15:00 学内実施 南3-401 物理１年 理学部事務室
化学科　ホームルーム 13:30～15:00 学内実施 南3-301 化学１年 理学部事務室
数学科　教務ガイダンス 13:30～14:00 理学部事務室
数学科　ホームルーム 14:00～15:00 理学部事務室
生命科学科　教務ガイダンス 13:30～15:00 学内実施 中央-404 生命１年 理学部事務室
教育学科・教育学専攻　履修ガイダンス 13:30～15:40 学内実施 南3-202 教育１年 教育専攻M１D１年 教育学科事務室

国際社会科学部　ガイダンス 13:45～15:15 学内実施 西5-B1 国社１年
欠席者向けに同内容の動画をオン

デマンド配信予定。
国際社会科学部事務室

心理学科　オリエンテーション 13:45～15:00 心理１年 オンラインでも資料を配布予定。 心理学科事務室
心理学専攻・臨床心理学専攻　オリエンテーション 13:45～17:00 心理専攻・臨床心理専攻M１D１年 オンラインでも資料を配布予定。 心理学科事務室
日本語日本文学科　入学式当日ガイダンス 13:45～15:45 学内実施 南3-201 日文１年 日本語日本文学科事務室

史学科　教員紹介/ガイダンス 14:00～15:00 学内実施 北1-401 史１年 G-Portにて資料を配布予定。同時配信予定。 史学科事務室
身体表象文化学専攻　新入生ガイダンス 14:00～15:00 学内実施 中央-403 身体表象専攻M1D1年 オンラインでも資料を配布予定。同時配信予定。 身体表象文化学専攻事務室

日本語日本文学専攻　院生ガイダンス 14:30～16:20 学内実施 日本語日本文学科閲覧室 日文専攻M１D１年 日本語日本文学科事務室

経済学研究科　ガイダンス 15:30～16:30 学内実施 東2-103 経済学研究科M１D１年

経営学研究科　ガイダンス 15:30～16:30 学内実施 東2-101 経営学研究科M１D１年

史学専攻　ガイダンス 15:30～16:30 学内実施 西2-202 史専攻M１D１年 G-Portにて資料を配布予定。同時配信予定。 史学科事務室
4月4日 心理学科　履修ガイダンス 10:30～12:10 同時配信形式 心理１年 オンラインで資料を配布予定。 心理学科事務室

10:30集合 ド文・フ文１年女子全員

11:00集合 理学部１年女子全員
13:00集合 済１年女子末尾～190
13:30集合 済１年女子末尾191～ 心理１年女子全員
14:00集合 営１年女子末尾～170
14:30集合 営１年女子末尾171～ 教育１年女子全員
15:00集合 哲・史１年女子全員
15:30集合 英文１年女子全員

英語英米文化学科　ガイダンス 13:00～14:30 学内実施 西2-302 英文１年 英語英米文化学科事務室

政治学研究科　履修ガイダンス 13:00～14:00 同時配信形式 政治学研究科M１年 録画提供あり。 法学部共同研究室
 8:30集合 政１年男子末尾～160
 9:00集合 政１年男子末尾161～
 9:30集合 済１年男子末尾～170
10:00集合 済１年男子末尾171～
10:30集合 営１年男子末尾～200
11:00集合 営１年男子末尾201～
13:00集合 物理・化学１年男子全員

13:30集合 数・生命１年男子全員
14:00集合 哲・史１年男子全員

14:30集合 日文・英文・ド文・フ文
１年男子全員

15:00集合 心理・教育１年男子全員

史学科　履修ガイダンス 9:00～11:00 学内実施 西5-201 史１年 G-Portにて資料を配布予定。同時配信予定。 史学科事務室
英語英米文学専攻　ガイダンス 11:00～12:00 学内実施 北2-9階閲覧室 英文専攻M１D１年 英語英米文化学科事務室

哲学専攻・美術史学専攻　ガイダンス 13:00～14:30 同時配信形式 哲専攻・美術史専攻全学年 オンラインで資料を配布予定。 哲学科事務室
10:00～12:00
13:00～15:00

経済学部　ホームルーム 13:00～14:00 同時配信形式 済・営１年 詳細はG-Portにてお知らせする。

フランス語圏文化学科　ガイダンス 13:00～14:00 同時配信形式 フ文１年 G-Portにて事前にクラス分けの名簿を配布予定。 フランス語圏文化学科事務室

哲学科　履修ガイダンス 13:00～14:30
哲学科　オリエンテーション 15:00～17:00
ドイツ語圏文化学科　履修ガイダンス 13:00～14:30 学内実施 中央-401 ド文１年 ドイツ語圏文化学科事務室

日本語日本文学科　履修ガイダンス 14:00～17:00 同時配信形式 日文１年 4/3実施のガイダンスでの質問はここで受け付ける。 日本語日本文学科事務室

10:00～11:30 説明資料はHPよりダウンロード可能。

16:30～17:00 全研究科・法科大学院（希望者） 説明資料はHPよりダウンロード可能。

4月12日 課外活動の紹介 決定次第通知 学内実施 百周年記念会館

詳細については決定次第、Ｇ-Ｐｏｒｔ
及びＨＰでお知らせ予定。

新型コロナウイルス感染症の状況に
よっては中止となることがあるのでお

知らせを確認すること。

学生センター学生課

13：00～14：00 法・政１年
15：00～16：00 営・済１年
13：00～14：00 文学部全学科１年
15：00～16：00 理学部全学科１年 国社１年

キャリアセンター

学内実施 西2-501

4
月
1
日

 学生センターオリエンテーション
(学生証/履修要覧等交付)
学生生活について

学内実施

4
月
2
日

13:30～14:00

 健康診断

4
月
3
日

２ページ参照

学内実施

学内実施

学内実施

経営学科　履修ガイダンス

経済学科　履修ガイダンス 学内実施

4
月
7
日

4
月
6
日

 健康診断

英語英米文化学科　履修ガイダンス 学内実施

4
月
5
日

学内実施

学内実施  西1号館教室

西2-301

4月14日 新入生ガイダンス（大学4年間のキャリアを考える）2日目 学内実施 百周年記念会館　正堂

新入生ガイダンス（大学4年間のキャリアを考える）1日目 学内実施 百周年記念会館　正堂4月13日

4月8日 奨学金新規募集説明会 学内実施

 健康診断

同時配信形式 哲学科事務室哲１年 オンラインで資料を配布予定。

百周年記念会館　正堂
全学部生（希望者）

学生センター学生課

令和３年度 新入学生行事日程表
＊学内実施の場合、場所（建物）は正門、西門付近の構内案内図を参照してください。
＊「対象学生」該当欄の縦軸を辿り、行事、時間、場所及び注意事項等を確認してください。

月
日

行　　　　　　　　事 時　　間 場　　　所
対象学生

備考 問い合わせ先実施形態

学生センター教務課
学生センター学生課

英文１年 英語英米文化学科事務室

保健センター

法学部共同研究室

学科、性別および学籍番号の
末尾３桁にて日時を確認する

こと。
学生証・筆記用具・Ｔシャツ

を持参のこと。

学科、性別および学籍番号の
末尾３桁にて日時を確認する

こと。
学生証・筆記用具・Ｔシャツ

を持参のこと。

筆記用具持参。

日本学生支援機構奨学金　予約採用対象者

全学部全学科１~４年　全研究科全学年

法務研究科事務室

保健センター

学科、性別および学籍番号の
末尾３桁にて日時を確認する

こと。
学生証・筆記用具・Ｔシャツ

を持参のこと。

保健センター

経済学部共同研究室

全学部全学科新入生

記念会館での実施は中止。非対面形式
（オンライン若しくはオンデマンド）
で実施する。詳細は、4/1以降にキャ

リセンターから配信するG-Port のお知
らせを確認すること。

13:30～14:00 哲学科事務室

 西1号館教室

学内実施

各学生は入学式に参加した教室と同じ教室でガイダ
ンスに参加すること。

　オンラインでも資料を配布予定。欠席の場合は
「経済学科(or経営学科)履修ガ

イダンス(新入生)」のオンデマンド動画が同一内容
なので、その視聴でも可。

　欠席者の質問は後日同時配信形式で受付予定。

済１年

営１年

西5-303学内実施

法学部共同研究室

経済学部共同研究室

数１年

 西1号館教室

　全学部生　希望者

中央-402
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301
302
401
402
201
202
301
302

哲学科 西２号館 501
史学科 北１号館 401
日本語日本文学科 西５号館 303
英語英米文化学科 西２号館 201
ドイツ語圏文化学科 中央教育研究棟 401
フランス語圏文化学科 西５号館 302
心理学科 北１号館 201
教育学科 南３号館 202
物理学科 南３号館 401
化学科 南３号館 301
数学科 中央教育研究棟 402
生命科学科 中央教育研究棟 404

国際社会科学部 国際社会科学科 西５号館 Ｂ１
南３号館 201

※開催時間は学科によって異なるので、日程表をよく確認すること。

法学部

文学部

理学部

4月1日実施 学生センターオリエンテーション教室

教室

法学科 西２号館

政治学科 西２号館

所属

大学院全専攻

経済学科 西５号館

経営学科 中央教育研究棟
経済学部
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所属学科・大学院専攻
法務研究科 西２号館 502

301
302
401
402
201
202
301
302

哲学専攻（博士課程）
美術史学専攻（博士課程）
哲学科

西５号館 303

史学専攻（博士課程）
史学科

北１号館 401

日本語日本文学専攻（博士課程）
日本語日本文学科

南３号館 201

英語英米文学専攻（博士課程）
英語英米文化学科

西２号館 201

ドイツ語ドイツ文学専攻（博士課程）
ドイツ語圏文化学科

西５号館 302

フランス文学専攻（博士課程）
フランス語圏文化学科

北１号館 201

心理学専攻（博士課程）
臨床心理学専攻（博士課程）
心理学科

西２号館 501

教育学専攻（博士課程）
教育学科

南３号館 202

アーカイブズ学専攻（博士課程） 中央教育研究棟 401
身体表象文化学専攻（博士課程） 中央教育研究棟 403
物理学専攻（博士課程）
物理学科

南３号館 401

化学専攻（博士課程）
化学科

南３号館 301

数学専攻（博士課程）
数学科

中央教育研究棟 402

生命科学専攻（博士課程）
生命科学科

中央教育研究棟 404

国際社会科学科 西５号館 Ｂ１

経済学専攻（博士課程）
経済学科

西５号館

経営学専攻（博士課程）
経営学科

中央教育研究棟

令和３年度　入学式　学生会場

会場

法律学専攻（博士課程）
法学科

西２号館

政治学専攻（博士課程）
政治学科

西２号館

※開催方法、当日の注意事項については下記のURLよりご確認ください。
URL: https://www.univ.gakushuin.ac.jp/events/2021/0403.html
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