
法学部 経済学部 文学部 理学部 国際社会科学部 大学院
教職課程　 履修登録ガイダンス（中・高）【2年生以上】 11:00～ 同時配信形式 詳細はG-Portを確認すること。

教職課程　 教育実習ガイダンス（中・高）①【3年生以上】 13:00～ 学内実施 西5-B1 令和4年度に中・高教育実
習を希望する大学院生

詳細はG-Portを確認すること。

教職課程　 教育実習ガイダンス（小）【3年生以上】 14:30～ 学内実施 西5-B1
 8:30集合 法４年女子末尾～120 物理４年女子全員
 9:00集合 法４年女子末尾121～ 化学４年女子全員
 9:30集合 英米４年女子全員
10:00集合 フ文４年女子全員
10:30集合 営４年女子末尾～120 数４年女子全員
11:00集合 営４年女子末尾121～ 生命４年女子全員
13:00集合 国社４年女子末尾～110
13:30集合 心理４年女子全員 国社４年女子末尾111～
14:00集合 ド文４年女子全員
14:30集合 史・教育４年女子全員
15:00集合 日文４年女子全員
15:30集合 哲４年女子全員

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)

史学科　履修ガイダンス【２年生以上】 10:00～11:00 学内実施 西5-201 史２年以上 同時配信予定 史学科事務室
11:00～11:30 中央-301 営２年学籍番号前半

11:40～12:10 中央-302 営２年学籍番号後半

13:00～13:30 西5-201 済２年学籍番号前半

13:40～14:10 西5-202 済２年学籍番号後半

14:30集合 法４年男子末尾～200

15:00集合 法４年男子末尾201～

司書課程ガイダンス【全学年】 18:00～19:30 同時配信形式 女子大学事務運営課
 8:30集合 政４年男子末尾～180
 9:00集合 政４年男子末尾181～
 9:30集合 済４年男子末尾～170
10:00集合 済４年男子末尾171～
10:30集合 営４年男子末尾～165 ド文４年男子全員
11:00集合 営４年男子末尾166～ 心理４年男子全員
13:00集合 哲・史４年男子全員

13:30集合
日文・英米・フ文・教育

４年男子全員
14:00集合 物理・化学４年男子全員

14:30集合 数・生命４年男子全員
15:00集合 国社４年男子全員
 9:00集合 政４年女子末尾～140
 9:30集合 政４年女子末尾141～ 済４年女子末尾～070
10:00集合 済４年女子末尾071～

教育学科　履修ガイダンス【２年生】 10:00～12:00 学内実施 西5-201 教育２年 同時配信も行う。 教育学科事務室
ドイツ語圏文化学科　履修ガイダンス【２年生以上】 10:00～11:30 同時配信形式 ド文2～4年 ドイツ語圏文化学科事務室

哲学科　履修ガイダンス【２年生以上】 13:00～14:30 同時配信形式 哲２~４年 オンラインで資料を配布予定。 哲学科事務室
教育学科　履修ガイダンス【３年生】 13:00～15:00 学内実施 西5-201 教育３年 同時配信も行う。 教育学科事務室

日本語日本文学科　履修ガイダンス【２年生以上】 14:00～17:00 同時配信形式 日文２~４年
事前にオンデマンドで動画および資料を配信す

る。
4/5 14:00-17:00に質問を受け付ける。

日本語日本文学科事務室

教育学科　履修ガイダンス【４年生】 15:30～16:30 学内実施 西5-201 教育４年 同時配信も行う。 教育学科事務室
英語英米文化学科　ガイダンス【２年生】 13:00～14:30 学内実施 西2-302 英文２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【全学年】 13:00～14:30 同時配信形式 哲学専攻・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
4月7日 心理学科ガイダンス【２年生以上】 10:30～12:10 同時配信形式 心理２~４年 オンラインで資料を配布予定。 心理学科事務室

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。

国際社会科学部　ガイダンス【２年生】 12:30～14:00 学内実施 西5-B1 国社２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

4月9日 教職課程　 他校種履修ガイダンス（小・中・高）【3年生】 10:00～11:00 学内実施 中央303 教職課程事務室

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-Ｐｏ
ｒｔ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

4月16日 教職課程　 教育実習ガイダンス（中・高）②【3年生以上】 18:00～ 学内実施 西5-B1
令和4年度に中・高教育
実習を希望する大学院生

3/29実施の①と同じ内容。
詳細はG-Portを確認すること。

教職課程事務室

奨学金新規募集説明会【全学年】 学内実施 百周年記念会館　正堂

4月6日

4月8日

4
月
3
日

 健康診断 学内実施  西1号館教室

 健康診断 学内実施  西1号館教室

経営学科　履修ガイダンス【２年生】 学内実施

経済学科　履修ガイダンス【２年生】 学内実施

4
月
2
日

4
月
5
日

 健康診断 学内実施  西1号館教室

学科学年、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

学科学年、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

全学部学科3・4年（令和4年度 中・高教育実習希望者）

保健センター

学科学年、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。

全学部学科3年（他校種免許履修を許可された者のみ対象。主に教育学科。）

学生センター学生課

全学部学科１~４年　全研究科全学年

全学部生（希望者）

学科学年、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

オンラインでも資料を配布予定。欠席の場合は
「経営学科履修ガイダンス(２年生以上)」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。学籍番号により開始時間・教室が異なる。

詳細はG-portおよびmanabaで案内す る。

経済学部共同研究室

　全学部2年生 希望者

学内実施 法務研究科事務室

4
月
1
日

全学部学科3・4年(令和4年度 小学校教育実習希望者。主に教育学科。)

全学部学科3・4年（令和4年度 中・高教育実習希望者）

 健康診断 学内実施  西1号館教室

3月29日

全学部学科2～4年（教職課程正式履修登録希望者。教育学科は除く。）

教職課程事務室

令和３年度　行事日程表（２年生以上）
＊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。なお、一覧表中に記載の学年は３月に実施の行事を含め、令和３年度時点での学年となりますので注意してください。

月
日

行　　　　　　　　事 時　　間 実施形態 場　　　所
対象学生

備考 問い合わせ先


	在　学内・同時配信

