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重 要 新入生案内 

 

 

 

 

【オリエンテーション実施場所】 

文学部・経済学部・法学部・神道文化学部 … 渋谷キャンパス 

人間開発学部 … 4 月 1・2 日：渋谷キャンパス、4 月 3・4 日：たまプラーザキャンパス 

  
入学式以降のオリエンテーション行事の詳細は、4月 1日に配付される資料「オリエンテーショ 
ン案内」をご覧ください。 
 

 

 

■大学生活ガイダンス（学生証交付・資料配付） 

学生証の受領にあたっては「振込金（兼手数料）受取書（本人控）＝Ｂ票」を持参してください。 

当日配付する「学生証」「資料」は、「オリエンテーション案内」をはじめ、重要な書類ばかりです。

必ず出席の上受け取ってください。学生証交付後に、「大学生活ガイダンス」を行います。 

 

所属学部学科 集合時刻 実施場所 渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ図参照 

文学部 

日本文学科 9:00 2101教室 配置図№②1 階 

中国文学科 11:00 2301教室 配置図№②3 階 

外国語文化学科 11:00 2303教室 配置図№②3 階 

史学科 9:00 2203教室 配置図№②2 階 

哲学科 11:00 2302教室 配置図№②3 階 

法学部 

法律学科（法律専攻） 9:00 2104教室 配置図№②1 階 

法律学科（法律専門職専攻） 11:00 1101教室 配置図№①1 階 

法律学科（政治専攻） 11:00 1103教室 配置図№①1 階 

経済学部 

経済学科 9:00 1105教室 配置図№①1 階 

経済ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ学科 9:00 1101教室 配置図№①1 階 

経営学科 13:00 1105教室 配置図№①1 階 

神道文化学部 神道文化学科（昼間主・夜間主） 11:00 1105教室 配置図№①1 階 

人間開発 

学部 

初等教育学科 9:00 2201教室※合同実施 配置図№②2 階 

健康体育学科 9:00 2202教室 配置図№②2 階 

子ども支援学科 9:00 2201教室※合同実施 配置図№②2 階 

※実施場所は、「渋谷キャンパス配置図」（P9）を参照してください。 

 

≪住所変更について≫ 

住所を変更した場合には「住所変更届」（当日資料在中）を、4 月 6 日授業開始以降、学生生活課（渋

谷キャンパス）、または、たまプラーザ事務課（たまプラーザキャンパス）へ提出してください。この

変更手続を行いませんと、大学からの重要な郵便物などが届かない場合があります。 

オリエンテーション  平成２７年４月１日（水）～ ４日（土） 

入学式        平成２７年４月２日（木） 

授業開始       平成２７年４月６日（月） 

 

4月 1日（水）行事 ※全学部、渋谷キャンパスにて実施 
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■履修に関する説明会  

所属学部学科 集合時刻 実施場所 渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ図参照 

文学部 

日本文学科 10:00 2101教室 配置図№②1 階 

中国文学科 12:30 2301教室 配置図№②3 階 

外国語文化学科 12:30 2303教室 配置図№②3 階 

史学科 10:00 2203教室 配置図№②2 階 

哲学科 12:30 2302教室 配置図№②3 階 

法学部 

法律学科（法律専攻） 10:00 2104教室 配置図№②1 階 

法律学科（法律専門職専攻） 14:30 2301教室 配置図№②3 階 

法律学科（政治専攻） 14:30 2302教室 配置図№②3 階 

神道文化学部 神道文化学科（昼間主・夜間主） 14:30 2203教室 配置図№②2 階 

人間開発 

学部 

初等教育学科 14:30 1101教室 配置図№①1 階 

健康体育学科 14:30 1105教室 配置図№①1 階 

子ども支援学科 14:30 1103教室 配置図№①1 階 

※実施場所は、「渋谷キャンパス配置図」（P9）を参照してください。 

※経済学部は 4月 3日（金）に渋谷キャンパスで実施します。 

※外国人留学生は、学生証交付時に受け取った「事前指定科目一覧」を持参し、4月 4日（土）に実施される「留学生

説明会(履修・学生生活)」に出席してください。 

 

■図書館利用説明会 

研究・教育に不可欠な学術情報（150 万冊を超える図書・資料・学術雑誌・データベース）が揃っている

本学図書館を積極的に利用するための説明会です。 

所属学部学科 集合時刻 実施場所 渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ図参照 

法学部 
法律学科（法律専門職専攻） 16:30 2301教室 配置図№②3 階 

法律学科（政治専攻） 16:30 2302教室 配置図№②3 階 

神道文化学部 神道文化学科（昼間主・夜間主） 16:30 2203教室 配置図№②2 階 

※文学部全学科・法学部法律学科（法律専攻）・経済学部は、4月 3日（金）に渋谷キャンパスで実施します。 

 

■健康診断 

所属学部学科 集合時刻 実施場所 渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ図参照 

法学部 
法律学科（法律専門職専攻） 12:00 

学術ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ

(AMC) 

1 階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾌﾛｱ 

 

配置図№④1 階 

 

法律学科（政治専攻）  12:00 

経済学部 

経済学科 
1,2組 14:00 

3～12 組 15:00 

経済ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ学科  14:00 

経営学科  18:30 

神道文化学部 神道文化学科（昼間主・夜間主） 17:30 

人間開発 

学部 

初等教育学科  11:00 

健康体育学科  10:00 

子ども支援学科  10:00 

※文学部全学科・法学部法律学科（法律専攻）は、4月 3日（金）に渋谷キャンパスで実施します。学科で受診時間が異

なりますので、詳細は 4月 1日 に配付される資料「オリエンテーション案内」をご覧ください。 
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【健康診断受診にあたって】 

・学生証と鉛筆またはシャープペンシルを持参してください。 

・胸部レントゲン検査があります。無地の Tシャツを着用していると便利です。 

（アクセサリー・ブーツ・ワンピース等は避け、長髪の人はゴムでまとめてください） 

・受診前の激しい運動や前日の飲酒は避けてください。 

・視力測定があります。眼鏡・ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞを使用の方は、必ず前日までに調整のうえ持参してください。 

 

 

 

■コンピュータガイダンス 

  ユーザーID・パスワードの配付と学内コンピュータの利用についてのガイダンスを行います。 

ガイダンスでは学生証が必要ですので、必ず持参してください。クラス毎に指定されている集合日時・

場所は必ず守ってください。 

 

所属学部学科 組 時刻 実施場所 渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ図参照 

文学部 

中国文学科  14:30 C3,C4 

配置図№④4 階 

 

学科・組で教室が異なります。

教室の割振りは、現地に掲示さ

れている時間割表も併せて確

認してください。 

なお、実施教室は当日に変更と

なる場合がありますので、必ず

掲示を確認してください。 

外国語文化学科  15:30 C3,C4 

哲学科  15:00 C1,C2 

経済学部 

経済学科 1,2 10:00 C2 

3,4 10:00 C4 

5,6 10:30 C1 

7,8 10:30 C3 

9,10 11:00 C2 

経済ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ学科 1,2 11:00 C4 

3,4 11:30 C1 

5,6 11:30 C3 

7 11:30 C5 

経営学科 1 17:00 C2 

2,3 17:00 C4 

4,5 17:30 C1 

6,7 17:30 C2 

人間開発 

学部 

初等教育学科  13:00 C1,C2 

健康体育学科  13:30 C3,C4 

子ども支援学科  14:00 C1,C2 

別科・再入学 16:30 C1 

 

※実施場所は「渋谷キャンパス配置図」（P9）を参照してください。 

※日本文学科・史学科・神道文化学科は 4月 2日（木）の入学式後に実施します。 
※法学部は 4月 3日（金）に実施します。 

※エレベータは混み合いますので階段を推奨します。 
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■教職に関する説明会（教員志望者のみ参加） 

本学で取得できる教員免許状の種類、取得方法、教員の採用状況について説明します。将来教員をめざす

方は必ず出席してください。 

所属学部学科 集合時刻 実施場所 渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ図参照 

文学部 

日本文学科 13:00 2104教室 配置図№②1 階 

中国文学科 
16:30 2104教室 配置図№②1 階 

外国語文化学科 

史学科 13:00 2101教室 配置図№②1 階 

哲学科 16:30 2104教室 配置図№②1 階 

法学部 

法律学科（法律専攻） 

13:00 2201教室 配置図№②2 階 法律学科（法律専門職専攻） 

法律学科（政治専攻） 

経済学部 

経済学科 
16:30 2104教室 配置図№②1 階 

経済ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ学科 

経営学科 14:30 2201教室 配置図№②2 階 

神道文化 

学部 

神道文化学科（昼間主） 
13:00 2201教室 配置図№②2 階 

神道文化学科（夜間主） 

※実施場所は、「渋谷キャンパス配置図」（P9）を参照してください。 

※人間開発学部は 4月 3日（金）たまプラーザキャンパスで実施する「学科ガイダンス」の中で説明します。 

 

 

 

■入学式・記念講演 （所要時間約 80 分） 

 

会 場：グランドプリンスホテル新高輪「飛天」（案内図は P11 を参照してください） 

 

時 間  10：00～  文学部・神道文化学部・人間開発学部・専攻科・別科 

（ 09：00～ 09：40に入場してください） 

記念講演：教授 上山 和雄（文学部） 

 

13：30～  法学部・経済学部 

（12：30～13：10に入場してください） 

記念講演：教授 秦 信行（経済学部） 

 

備 考：  ① 父母席は座席に限りがあります。あらかじめご了承願います。 

②入学式において、ビデオ撮影を行う予定です。これは、在学生保護者の組織「國學院大學若

木育成会」の「支部の集い」で記念品として贈る DVD を作成するためのものです。趣旨ご理

解の上ご協力たまわりたく、よろしくお願いいたします。 

 

■経済学部ガイダンス（入学式・記念講演終了後） 

記念講演終了後に同じ会場で「学部ガイダンス（約 60 分）」が行われます。 

※詳細は 4月 1日 に配付される資料「オリエンテーション案内」をご覧ください。 

4月２日（木）行事 
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■学部ガイダンス 

（神道文化学部・人間開発学部、4 月 2 日（木）13：30～、渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ※） 

専任教員による、学部・学科の教育の目的や内容に関するガイダンスです。専攻コースの特色や

魅力、将来の進路について説明します。「履修要綱」（４月１日以降配布予定）を持参してくだ

さい。 

※実施教室は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

 

■学科ガイダンス・クラスの集い 

（文学部（中国文学科・外国語文化学科・哲学科）、4 月 2 日（木）13：30～、渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ※） 

専任教員による、学部・学科の教育の目的や内容に関するガイダンスです。専攻コースの特色や

魅力、将来の進路について説明します。「履修要綱」（４月１日以降配布予定）を持参してくだ

さい。 

※文学部（日・史）・法学部は 4月 3日（金）に実施します。 

※実施教室は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

 

■コンピュータガイダンス 

（文学部（日本文学科・史学科）・神道文化学部、4 月 2 日（木）、渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ※） 

ユーザーID・パスワードの配付と学内コンピュータの利用についてのガイダンスを行います。 

ガイダンスでは学生証が必要ですので、必ず持参してください。 

※学科・組で教室・集合時刻が異なります。4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認く

ださい。教室の割振りについては、現地に掲示されている時間割表も併せて確認してください。なお、実施教室

は当日に変更となる場合がありますので、必ず掲示を確認してください。 

※エレベータは混み合いますので階段を推奨します。 

 

 

 

 

 

 

 

■履修に関する説明会（経済学部、4 月 3 日（金）、渋谷キャンパス※） 

  主に１年次の時間割作成の方法と注意点、シラバスの活用、学修を支援する制度やシステムについて説

明します。学生証交付時に受け取った「事前指定科目一覧」と「履修要綱」（４月１日以降配布予定）

を持参し、各学科の説明会に出席してください。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

※外国人留学生は、学生証交付時に受け取った「事前指定科目一覧」を持参し、4 月 4 日に実施される「留学生説

明会(履修・学生生活)」に出席してください。 

 

■学科ガイダンス・クラスの集い 

（文学部（日文・史学科）・法学部・経済学部、4 月 3 日（金）・4 日（土）、渋谷キャンパス※） 

（人間開発学部、4 月 3 日（金）、たまプラーザキャンパス※）← 追記 

専任教員による、学部・学科の教育の目的や内容に関するガイダンスです。専攻コースの特色や魅力、

将来の進路について説明します。「履修要綱」（４月１日以降配布予定）を持参してください。 

※実施教室・時刻は 4 月 1 日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

4月３日（金）・4月４日（土）行事   ６日（月）授業開始 

 
4 月 3 日（金）以降に開催されるオリエンテーション行事の詳細は、4 月 1 日（水） に配付される資料 

「オリエンテーション案内」をご覧ください。 

4 月 3 
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■コンピュータガイダンス 

（法学部、4 月 3 日（金）、渋谷キャンパス※） 

  ユーザーID・パスワードの配付と学内コンピュータの利用についてのガイダンスを行います。 

ガイダンスでは学生証が必要ですので、必ず持参してください。 

※専攻・組で集合時刻・教室が異なります。4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認く

ださい。教室の割振りは、現地に掲示されている時間割表も併せて確認してください。なお、実施教室は当日に

変更となる場合がありますので、必ず掲示を確認してください。 

※エレベータは混み合いますので階段を推奨します。 

 

■健康診断 

（文学部・法律学科（法律専攻）、4 月 3 日（金）、渋谷キャンパス※） 

健診項目：身長、体重、視力、尿検査、胸部レントゲン、保健指導（必要に応じて内科診察、血圧、 

心電図、血液検査、聴力） 

健康診断証明書、健康診断結果票については保健室ホームページを確認してください。 

大学で健康診断を受けられなかった方は、外部医療機関で受診し、その結果を保健室に提出してくださ

い（費用は自己負担で 5,000 円程度です）。 

※学科・クラスごとに受付時間が指定されています。4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にて

ご確認ください。 

 

■ルームの集い 

（人間開発学部、4 月 3 日（金）14:30～、たまプラーザキャンパス※） 

今後の大学生活に関するアドバイスを、ルームを担当する教員がおこないます。 

※実施教室は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

  

■奨学金説明会（奨学金受給希望者のみ参加、4 月 3 日（金）・4 日（土）） 

学内・学外の奨学金制度や応募方法などの概要について、全般的に説明します。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

※「学生生活ハンドブック」を持参してください。 

 

■日本学生支援機構奨学金予約採用候補者説明会（下記対象者のみ参加、4 月 3 日（金）・4 日（土））  

高校在学中に「日本学生支援機構奨学金」を申込み、採用候補者となった方のみを対象とした進学手続の

説明会です。説明会当日は既に出身高校等から交付されている「平成 27 年度大学等奨学生採用候補者決

定通知」・「進学届入力下書き用紙のコピー」（全て記入後コピーすること）及び「学生名義の通帳コピ

ー（キャッシュカードのコピーでも可・口座番号、氏名が明記されている部分）」の上記３点をご提出い

ただきます。詳細は下記、本学ホームページでご確認ください。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

※進学後、定められた手続きを行わない場合、予約採用者の資格を失います。 

 

【ホーム】→【授業・学生生活】→【日本学生支援機構奨学金】→【新着情報】 

→【日本学生支援機構奨学金予約採用候補者説明会等について】 
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■日本学生支援機構奨学金新規採用説明会（希望者のみ参加、4 月 3 日（金）・4 日（土））  

入学後に「日本学生支援機構奨学金」の新規申込みを希望している方を対象とした説明会です。本説明会

の詳細は下記、本学ホームページでご確認ください。当日願書を配布しますので、希望者は必ず出席して

ください。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

※出願書類は説明会会場以外では配布いたしませんのでご注意ください。 

 

【ホーム】→【授業・学生生活】→【日本学生支援機構奨学金】→【新着情報】 

→【日本学生支援機構奨学金新規採用説明会について】 

  

■留学・国際交流ガイダンス 

（希望者のみ参加、4 月 3 日（金）・4 日（土）、渋谷キャンパス※） 

本学における国際交流と、在学中に参加可能な留学制度（夏期・春期短期留学、セメスター留学、協定・

認定留学）の概要を説明します。4 月 3 日、4 日に計 3 回予定しておりますが、同じ内容ですので、ご

都合の良い回に参加してください。会場では「国際交流ガイドブック」を配布します。学科ガイダンス

等で既に持っている方はご持参ください（「国際交流ガイドブック」は随時国際交流課で配布していま

すので、当日国際交流ガイダンスに参加できない方は、国際交流課までお越しください）。 

なお、４月中旬には国際交流ガイダンスとは別に「夏期短期留学説明会」を行います。日程は Web ペー

ジ等で確認してください。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

 

■図書館利用説明会 

（文学部・法学部法律学科（法律専攻）・経済学部、4 月 3 日（金）、渋谷キャンパス※） 

研究・教育に不可欠な学術情報（150 万冊を超える図書・資料・学術雑誌・データベース）が揃ってい

る本学図書館を積極的に利用するための説明会です。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

 

■就職に役立つ講座説明会 

 （希望者のみ参加、4 月 4 日（土）、渋谷キャンパス※） 

大学で開設している公務員試験や各種資格取得の講座、検定試験などの将来就職に役立つ説明会です。

参加にあたっては「学生生活ハンドブック」を持参してください。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

  

■日商簿記３級対策講座（有料講座）＜２０１５月６月検定対策＞説明会 

（希望者のみ参加、4 月 4 日（土）、渋谷キャンパス※） 

  ６月に日商簿記３級の受験をお考えの新入生は、必ず本説明会に出席してください。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 
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■留学生説明会（履修・学生生活） 

（★外国人留学生のみ出席、4 月 4 日（土）、渋谷キャンパス※） 

学費減免、留学生向け奨学金の説明など、学生生活全般に関する説明会です。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

 

■学部企画、学部交流企画 

（人間開発学部、4 月 4 日（土）、たまプラーザキャンパス※） 

学年間・学生同士の親睦を図ることを目的としています。 

※実施教室・時刻は 4月 1日（水）に配布される「オリエンテーション案内」にてご確認ください。 

 

 

各担当課の電話番号 

 

●渋谷キャンパス            ●たまプラーザキャンパス 

教務課    03-5466-0135         たまプラーザ事務課  045-904-7700 

   学生生活課  03-5466-0145         保健室        045-904-7721 

保健室    03-5466-0148         図書館        045-904-7738 

   図書館    03-5466-0159     


