
法学部 経済学部 文学部 理学部 国際社会科学部 大学院

2月1日 教職課程 教育実習ガイダンス（小・中高）【主に3年生】 10:40～12:10 学内実施 中央-301 詳細はG-portを確認すること。 教職課程事務室

 8:30集合 法・政４年女子全員

 9:00集合 済・営4年女子

 9:30集合 哲・史４年女子全員

10:00集合 日文・英文４年女子全員

10:30集合 ド文・フ文・心理・教育４年女子全員

11:00集合 理学部４年女子全員 国社４年女子全員

13:00集合 法4年男子全員 哲・日文４年男子全員

13:30集合 政4年男子全員 史４年男子全員

14:00集合 済4年男子全員 英米・ド文・フ文４年男子全員

14:30集合 営4年男子全員 心理・教育4年男子全員

15:00集合 理学部４年男子全員

15:30集合 国社４年男子全員

英語英米文化学科 履修ガイダンス【2年生】 13:00～14:00  学内実施 西2-201 英文２年 英語英米文化学科事務室

簿記クラスガイダンス 13:00～15:00 学内実施 百周年記念会館 正堂 オンデマンドでも開催予定。 経済学部共同研究室

 8:30集合 法3年女子全員 哲3年女子全員

 9:00集合 政3年女子全員 史3年女子全員

 9:30集合 済3年女子全員 日文3年女子全員

10:00集合 営3年女子全員

10:30集合 英文・ド文・フ文3年女子全員

11:00集合 心理３年女子全員 理学部3年女子全員

13:00集合 法2年女子全員 哲2年女子全員

13:30集合 政2年女子全員 史2年女子全員

14:00集合 済2年女子全員 日文2年女子全員

14:30集合 営2年女子全員

15:00集合 英文・ド文・フ文2年女子全員

15:30集合 心理・教育2年女子全員

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 法3年男子全員

 9:00集合 政3年男子全員

 9:30集合 哲３年男子全員 国社3年男子全員

10:00集合 営3年男子全員 史３年男子全員

10:30集合
日文・英文・ド文・

フ文・心理3年男子全員

11:00集合 理学部3年男子全員

13:00集合 法2年男子全員 哲2年男子全員

13:30集合 政2年男子全員 史2年男子全員

14:00集合 済2年男子全員

14:30集合 営2年男子全員 日文2年男子全員

15:00集合
英文・ド文・フ文・

心理・教育2年男子全員

15:30集合 理学部2年男子全員

ドイツ語圏文化学科 履修ガイダンス【２年生以上】 13:00～14:30 学内実施 中央-301 ド文２年以上
事前にガイダンス資料をG-

Portで配信予定。
ドイツ語圏文化学科事務室

日本語履修ガイダンス・日本語クラス分けテスト 14:10～17:10 学内実施 中央-401 日本語を母語としない者が対象。 外国語教育研究センター

 8:30集合

 9:00集合 教育3年女子全員

 9:30集合

10:00集合
10:30集合
11:00集合

13:00集合 理学部2年女子全員

13:30集合

14:00集合

14:30集合

15:00集合 国社2年女子全員
15:30集合 国社3年女子全員

日本語日本文学科 履修ガイダンス【2年生以上】 9:30～11:30 学内実施 西5-B1 日文2年以上 日本語日本文学科事務室

教育学科 履修ガイダンス【２年生】 10:00～11:30 学内実施 北1-201 教育2年
教育学科 履修ガイダンス【４年生】 13:00～14:30 学内実施 北1-201 教育4年
教育学専攻 オリエンテーション 14:30～16:00 学内実施 北１号館模擬授業教室 教育学専攻M2D2以上

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年以上 オンラインで資料を配付予定 哲学科事務室
史学科 履修ガイダンス【2年生以上】 13:00～14:00 学内実施 西5-201 史2年以上 史学科事務室
教職課程 他校種履修登録ガイダンス【3年生】 13:00～14:30 学内実施 中央-301 教職課程事務室

教職課程 教育実習ガイダンス（小・中高）補講【主に3年生】 14:40～16:10 学内実施 中央-301

詳細はG-portを確認するこ

と。

内容は2/1実施の教育実習ガ

イダンスと同じ内容。

教職課程事務室

教育学科 履修ガイダンス【３年生】 16:20～17:40 学内実施 北1-201 教育3年 教育学科ガイダンス資料を持参すること 教育学科事務室

 8:30集合

 9:00集合 済3年男子全員 教育3年男子全員

 9:30集合

10:00集合
10:30集合
11:00集合

13:00集合

13:30集合

14:00集合

14:30集合

15:00集合
15:30集合 国社2年男子全員

哲学・美術史学専攻 ガイダンス【全学年】 10:00～13:30 学内実施 西2-401
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【2年生以上】 11:00～12:10 同時配信形式 ― 心理2年生以上
資料はG-PORTでも配布予定。

原則オンライン(Zoom）のみで実施

する。

心理学科事務室

「博物館に関する科目」履修ガイダンス 14:00~15:30 学内実施 西5-B1
学部2年生以上大学院生・科

目等履修生で履修を希望す

る者は出席必須

「博物館実習」履修ガイダンス（第2回） 16:30~17:30 学内実施 西5-B1
令和5年度に「博物館実習」の履修

を希望する者は出席必須

若手研究者支援説明会（日本学術振興会特別研究員、コンプ

ライアンス教育、英語論文セミナー）
14:30～15：30 学内実施 中央-302 全研究科・法科大学院（希望者） 説明資料は当日会場配布 研究支援センター

奨学金新規募集説明会 16:00～17:00 学内実施 百周年記念会館 正堂 全研究科・法科大学院（希望者） 説明資料は当日会場配布 学生センター学生課

奨学金新規募集説明会 9:30～11:00 学内実施 百周年記念会館 正堂 説明資料は当日会場配布 学生センター学生課

11:00～12:00

14:00～15:00

TA(ティーチング・アシスタント)業務従事者研修 16:00～17：30 学内実施 西5-303 全研究科全学年
TA業務に従事することが決まってい

る大学院生、今後従事したいと考え

ている大学院生は出席必須。

学⾧室経営企画課

保健センター

保健センター

学科学年、性別にて日時を

確認すること。

学生証・筆記用具・Ｔシャ

ツを持参のこと。

学内実施

4

月

6

日

4

月

5

日

 健康診断

保健センター

全学部学科1～4年、全研究科全学年 (外国人留学生の履修希望者)

院生男子

 西1号館教室

 西1号館教室

全学部学科１~４年、全研究科全学年

院生女子

 西1号館教室

全学部学科（令和6年度 小・中高教育実習希望者）

全学部学科 1～4年（履修希望者）

学科学年、性別にて日時を

確認すること。

学生証・筆記用具・Ｔシャ

ツを持参のこと。

 健康診断4

月

4

日

院生女子

院生男子

4

月

1

日

 健康診断 学内実施  西1号館教室

学内実施

学内実施

4

月

3

日

 健康診断

学科学年、性別にて日時を

確認すること。

学生証・筆記用具・Ｔシャ

ツを持参のこと。

学芸員課程事務室

保健センター

院生男子

学科学年、性別にて日時を

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。

教育学科事務室

全学部全学科１~４年、全研究科全学年（履修希望者）

全学部全学科4年生以上、全研究科全学年、科目等履修生（履修希望者）

院生女子

全学部学科（他校種免許履修を許可された者のみ対象）

全学部全学科（希望者）

全学部学科・全研究科（令和6年度 小・中高教育実習希望者）

4月11日

4月7日

4月10日

 健康診断 学内実施  西1号館教室

令和5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、2月、3月実施の行事の学年は、令和5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

国際センター
２回とも同内容になりま

す。どちらかご都合のつく

方にご参加ください。

留学希望者（全学部・全研究科）国際センターオリエンテーション 学内実施 百周年記念会館 正堂


