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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
9:30～10:45 法・政１年 日文・ド文・フ文1年 全専攻M１D１年(~10:30)

11:00～12:15 済・営１年 史・教育・哲１年
13:30～14:45 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
※全専攻M１・D１の対
象者には3月末日まで に
手続案内を郵送します

採用候補者決定通知(写)と引き
換えに必要書類を交付。

学生センター学生課

法科大学院　ガイダンス 10:00～11:30 南2-200 法務研究科新入生(1・2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)

外国人留学生オリエンテーション 10:00～11:00 学内実施 中央-301 オンデマンドでも配信予定。 国際センター
理学部　教務ガイダンス 10:00～11:00 同時配信形式 理学部１年 理学部事務室
物理学科　教務ガイダンス 11:00~11:30 同時配信形式 物理１年 理学部事務室
化学科　教務ガイダンス 11:00～11:30 同時配信形式 化学１年 理学部事務室
数学科　教務ガイダンス 11:00～11:30 同時配信形式 数１年 理学部事務室
生命科学科　教務ガイダンス 11:00～11:30 同時配信形式 生命１年 理学部事務室

健康診断 11:00集合 学内実施  西1号館教室 院生女子
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

哲学科　履修ガイダンス 13:00～15:00 学内実施 西5-303 哲１年 オンラインでも資料を配付予定。 哲学科事務室
入学式 11:00～11:30 学内実施 3ページ参照 学長室経営企画課

英語英米文化学科　ガイダンス 11:30～(入学式終了後)
学内実施

(同時配信あり)
西2-201 英文１年 遠隔参加者には同時配信予定。 英語英米文化学科事務室

ドイツ語圏文化学科 ガイダンス 11:30～(入学式終了後) 学内実施 西5-302 ド文１年 ガイダンス資料はG-Portでも配信予定。 ドイツ語圏文化学科事務室

フランス語圏文化学科・フランス文学専攻　教員紹介 11:30～(入学式終了後) 学内実施 南3-301 フ文１年 フランス文学専攻M１ 感染状況によってはオンラインで実施する。 フランス語圏文化学科事務室

哲学科　オリエンテーション 11:30～13:00 学内実施 西5-303 哲１年 哲学科事務室
法学科　教員紹介 11:50～12:20 学内実施 西2-301・西2-302 法１年

法学科　ホームルーム 12:30～13:00 学内実施 ４ページ参照 法１年

政治学科　教員紹介 11:45～12:15 学内実施 西2-401・西2-402 政１年
政治学研究科　教員紹介 11:45～12:15 学内実施 西2-402 政治学研究科M１年
政治学研究科　履修ガイダンス 12:15～13:15 学内実施 東2-13階大会議室 政治学研究科M１年
日本語日本文学科 ガイダンス 12:45～15:10 学内実施 南3-201 日文１年 日本語日本文学科事務室
身体表象文化学専攻 ガイダンス 12:30～13:30 学内実施 南3-104 身体表象文学専攻M1D1年 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 13:30～15:20 学内実施 日本語日本文学科閲覧室 日本語日本文学専攻M1D1年 日本語日本文学科事務室
教育学科　履修ガイダンス 13:30～16:00 教育１年
教育学専攻　履修ガイダンス 13:30～15:40 教育専攻M１D１年

西5-201

西5-202

中央-301

中央-302
物理学科　ガイダンス 13:30～15:00 学内実施 中央-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 北1-201 化学１年 理学部事務室
数学科　ホームルーム 13:30～14:30 学内実施 中央-402 数１年 理学部事務室
生命科学科　ホームルーム 13:30～14:00
生命科学科　ガイダンス（質疑応答） 14:00～14:30

心理学科　オリエンテーション 13:00~14:15 心理１年

心理学専攻・臨床心理学専攻　オリエンテーション 13:00~16:15 心理専攻・臨床心理専攻M１D１年

史学科　教員紹介/ガイダンス 13:00～14:00 学内実施 北1-401 史１年 史学科事務室
史学専攻　ガイダンス 14:30～15:30 学内実施 西2-503 史専攻M１D１年 史学科事務室
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

国際社会科学部　ガイダンス 9:30～11:00
学内実施

(同時配信あり)
西2-201 国社１年 国際社会科学部事務室

日本語日本文学科 履修ガイダンス 9:30～11:30 学内実施 南3-201 日文１年 日本語日本文学科事務室
哲学・美術史学専攻　ガイダンス【全学年】 9:30～15:00 学内実施 西5-301 哲学・美術史学専攻M・D全学年 オンラインでも資料を配付予定。 哲学科事務室

心理学科　履修ガイダンス 10:00～12:30
学内実施

(同時配信あり)
西2-501 心理１年

資料はG-Portでも配布予定。感染状況
によってはオンライン（Zoom）のみで

実施する。
心理学科事務室

司書課程ガイダンス【全学年】 15:00～16:30 同時配信形式 女子大学事務運営課
8:30集合 法１年女子全員
9:00集合 政１年女子全員
9:30集合 国社１年女子全員
10:00集合 理学部１年女子全員
10:30集合 済１年女子全員
11:00集合 営１年女子全員
13:00集合 哲・史１年女子全員
13:30集合 日文１年女子全員
14:00集合 英文１年女子全員
14:30集合 ド文・フ文１年女子全員
15:00集合 心理・教育１年女子全員
15:30集合 院生女子全員

フランス語圏文化学科　ガイダンス 12:30～14:00
学内実施

(同時配信あり)
西2-302 フ文１年

対面に来られない学生には同時
配信を行う。

フランス語圏文化学科事務室

国際社会科学部　オリエンテーション（前半組） 13:00～14:15 学内実施 西2-403・405・503・504・506 国社１年

国際社会科学部　オリエンテーション（後半組） 14:45～16:00 学内実施 西2-403・405・503・504・506 国社１年

「博物館に関する科目」履修ガイダンス 18:00～19:30 同時配信形式

学部1年生で履修を希望する者は出席推
奨。学部2年生以上（編入学生含む）・
大学院生・科目等履修生で履修を希望
する者は出席必須。詳細や配布資料は

G-Portに掲載。

学芸員課程事務室

8:30集合 法１年男子末尾～130
9:00集合 法１年男子末尾131～
9:30集合 済１年男子末尾～130
10:00集合 済１年男子末尾131～
10:30集合 営１年男子末尾～130
11:00集合 営１年男子末尾131～
13:00集合 哲・史・日文１年男子全員

13:30集合 英文・ド文・フ文・心理・
教育 １年男子全員

14:00集合 理学部１年男子全員
14:30集合 国社１年男子全員
15:00集合 政１年男子全員
15:30集合 院生男子全員

史学科　履修ガイダンス 9:00～11:00 学内実施 西5-201 史１年 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階学科閲覧室 英文専攻M１D１年 英語英米文化学科事務室

「博物館実習」履修ガイダンス（第2回） 18:00～19:30 同時配信形式 全研究科M・D１年
令和4年度に「博物館実習」の履修を希
望する者は出席必須。対象者の詳細や

配布資料はG-Portに掲載。
学芸員課程事務室

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 資料、ZOOMのID・パスワードはG-
Portにて配布予定。 経済学部共同研究室

ドイツ語圏文化学科 履修ガイダンス 13:00～15:00 学内実施 中央-401 ド文１年 ガイダンス資料はG-Portでも配信予定。 ドイツ語圏文化学科事務室

10:00～11:30
16:30～17:00 全研究科・法科大学院（希望者）

12:00～13:00 法・政１年 全研究科M・D１年
15:00～16:00 済・営１年
9:30～10:30 文学部全学科１年
11:30～12:30 理学部全学科１年 国社１年

4
月
6
日

ガイダンス資料を参照すること。

資料はG-Portでも配布予定。大学による入学式の開
催形式に従う。入学式が対面ではない場合，同時配
信やオンライン（Zoom）形式へ変更する。

4
月
5
日

学内実施

4月4日

全学部全学科１~４年、全研究科全学年

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。

２ページ参照

 西1号館教室

日本学生支援機構奨学金　予約採用対象者

生命１年

学内実施

西2-501

学内実施 中央-404

全学部学科１~４年　全研究科全学年

学内実施 南3-202

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/新入生アンケートのご案内

学内実施

学内実施

学内実施

4
月
3
日

経営学科　履修ガイダンス

経済学科　履修ガイダンス 13:30～14:40

13:30～14:40

法学部共同研究室

国際社会科学部事務室

学生センター教務課
学生センター学生課

広報センター・IRオフィス

全学部１年　全研究科M・D1年　在留資格「留学」の者

法務研究科事務室

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。

保健センター

経済学部共同研究室

全学部全学科全研究科　１年

各学生は入学式に参加する教室と同じ教室でガイダ
ンスに参加すること。

資料配布はオンラインでも行う。同一内容のオンデ
マンド動画を配信するので、欠席の場合はその視聴

でも可。

済１年

営１年

経済学部共同研究室

心理学科事務室

理学部事務室

教育学科事務室

全学部生（希望者）

西5-302 英文１年

 西1号館教室

説明資料はHPよりダウンロー
ド可能。

英語英米文化学科事務室

保健センター

令和４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

筆記用具持参。

学内実施

学内実施

4
月
2
日

学内実施 百周年記念会館　正堂

学内実施

キャリアアップセミナー 学内実施

 健康診断

【課外活動の紹介について】
4月1日～6日（3日を除く）には、課外活動団体（部会）の紹介・アトラクションなどを行います。新入生歓迎委員会発行の部会紹介冊子を４月１日の学生センターオリエンテーションの際に配付しますので、参考にしてください。

前半組・後半組に分けてグループワークを行いま
す。どちらの組に割り当てられるかは4/4のガイダ
ンスにて発表します（両方の組に出席する必要はあ

りません）。

奨学金新規募集説明会 学内実施 百周年記念会館　正堂 学生センター学生課
4月8日

キャリアセンター

キャリアセンター4月11日

4
月
7
日

 健康診断

英語英米文化学科　履修ガイダンス

キャリアアップセミナー

百周年記念会館　正堂
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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

※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
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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

南３号館 301

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 405
身体表象文化学専攻（博士課程） 南３号館 104
物理学専攻（博士課程）
物理学科

中央教育研究棟 401

化学専攻（博士課程）
化学科

北１号館 201

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4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/2022/0214.html
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西2-202
西2-203
西2-303
西2-304
西2-305
西2-306
西2-403
西2-404
西2-405
西2-406
西2-502
西2-503
西2-504
西2-505
西2-506
北1-301
北1-302

4/3 法学科HR教室

※振り分け等の詳細は4月1日以降G-Portにより連絡
する。
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