
4 月 1 日(金) 

重 要 新入生案内 
 

 

 

 

 
【オリエンテーション実施場所】※学部によって集合キャンパスが異なりますので、該当箇所を必ず確認してください。 

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・観光まちづくり学部 …たまプラーザキャンパス  

☆4 月 1 日以降のオリエンテーション行事の詳細は、3 月下旬にホームページで掲載をする「オリエ

ンテーション案内」をご覧ください。 

  

 

１． 学生証交付 

学生証を以下の日程に配布いたします。各学部・学科・専攻によって配布時間が異なりますので、確認
してからお越しください。 
〔住所変更について〕  

住所を変更した場合には入学後に K-SMAPYⅡにて個人情報登録で変更をしてください。この変更手続を行わないと、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。 

〔定期券購入について〕 

学生証を駅窓口にて提示しなければ通学定期券は購入できません。学生証交付以降各自で購入してください。なお、４月

１日以前は、学籍が発生しませんので、学生証の発行はできません。 

 
 【渋谷キャンパス】 AMC多目的ホール（渋谷キャンパス配置図 No.④1階） 

学部 学科・専攻 時間 

 

 

文 

日本文 9:30 

中国文 10:00 

外国語文化 9:30 

史 14:30 

哲 10:00 

神道文化 神道文化 14:30 

 

法 

法律 11:00 

法律専門職 10:30 

政治 10:30 

経済 
経済 13:00 

経営 13:30 

 

【たまプラーザキャンパス】 （たまプラーザキャンパス配置図 No.①2階） 

※受取時間を経過した場合や当日欠席された場合は、渋谷キャンパスは学生生活課(配置 No.⑧3 階)、たまプラーザキャンパ

スは、たまプラーザ事務課(配置№①1階)までお越しください。 

 

学部 学科・専攻 時間 教室 

 

人間開発 

子ども支援 9：00～9：30 1410  

初等教育 10：00～10：30 1411  

健康体育 11：00～11：30 1410  

観光まちづくり 観光まちづくり 15：15～15：45 1411  

オリエンテーション・健康診断  令和４年４月１日～９日 

入学式             令和４年４月２日 

授業開始            令和４年４月１１日 

 



■KEAN ユーザーID 及びパスワードの交付 

◆渋谷キャンパス≪9:30～19:30≫ 

・各学科指定の時間に学生証の交付を受けた後、誘導の指示に従い AMC 4 階のコンピュータ教室へ移動

してください。 

・コンピュータ教室にて、学生証を提示して KEAN ユーザーID 及びパスワードを各自印刷し、ログイ

ンを実行してください。 

・なお、時間の指定はありませんので、実施時間内にコンピュータ教室にて印刷してください。 

 

◆たまプラーザキャンパス≪各学科指定時間≫ 

・学生証交付時に KEAN ユーザーID 及びパスワードを配布します。 

・受領後、1 号館 2 階のコンピュータ教室にてログインを実行してください。 

 

○4 月 1 日から、以下の利用が可能のとなります。 
  ・Microsoft 365（Office 製品のダウンロードと利用） 
  ・学内メールアドレスの利用 
  ・K-SMAPYⅡへのアクセス 
  ・コンピュータ教室、自習室の利用 
  ・学内 Wi-Fi の利用 

○K-SMAPYⅡとは、本学の学修支援システムであり、在学生の授業をはじめとする様々な支援を行う
システムです。特に入学直後の履修登録やガイダンス等の重要なお知らせが届きますので、まずロ
グインし、お知らせや機能等を確認してください。 

○Microsoft365 は、新入生個人に配布されるメールアドレスを使用したメールシステム(Outlook)が利
用できます。こちらにも大学からのお知らせが適宜届きますので、必ず確認してください。 

○また、ご自身のパソコンへ Word や Excel などの Office 製品をダウンロードして使用することがで
きます。詳しくは情報センターのホームページをご確認ください。 

 

4 月 2 日（金）入学式  
■履修に関する説明会 
「履修に関する説明会」では、学部新入生向けに「大学について」「大学の授業の仕組み」「各学科時間
割の作成」「時間割の登録」「授業への出席」を説明します。新入生の皆さんにとっては、これから勉強
していく上でとても重要な説明会となりますので、『履修要綱』を準備の上で必ず参加してください。 

 
【渋谷キャンパス】 

学部 学科・専攻 時間 教室 配置 No. 

 
 
文 

日本文 13:30～15:00 2104 No.②1階 

中国文 13:30～15:00 1201 No.①2階 

外国語文化 10:30～12:00 1105 No.①1階 

史 13:00～14:30 2101 No.②1階 

哲 13:30～15:00 1203 No.①2階 

 
 
法 

法律・法律 1～5組 12:00～13:30 5201 No.⑤2階 

法律・法律 6～12組 12:00～13:30 5202 No.⑤2階 

法律・法律 13～16組 12:00～13:30 5301 No.⑤3階 

法律・法律専門職 12:00～13:30 1101 No.①1階 

法律・政治 12:00～13:30 1103 No.①1階 

経済 
経済 17:00～18:30 2101 No.②1階 

経営 17:00～18:30 2104 No.②1階 

神道文化 神道文化 15:30～17:00 1105 No.①1階 

 
【たまプラーザキャンパス】 

学部 学科・専攻 時間 教室 配置 No. 

 
人間開発 

初等教育 13:00～15:00 1410 No.①2階 

健康体育 9:00～11:00 1201 No.①地下 1階 

子ども支援 10:15～12:15 1105 No.①地下 2階 

観光まちづくり 観光まちづくり 13:00～15:00 1411 No.①2階 

 4 月 1 日（金）ガイダンス 



■学科ガイダンス（クラスの集いを含む）について 
「学科ガイダンス」では、所属する学部・学科の教育目的や内容等に関して、専任教員が説明します。新

入生の皆さんにとっては、これから勉強していく上でとても重要なガイダンスとなりますので、『履修要
綱』を準備の上で必ず参加してください。 
 
【渋谷キャンパス】 

学部 学科・専攻 時間 教室 配置 No. 

 

 

 

 

 

 

文 

日本文(全員) 10:30～11:30 2104 No.②1階 

 

 

 

クラスの集い 

1組  

 

 

11:30-12:30 

3301 No.③3階 

2組 3302 No.③3階 

3組 3303 No.③3階 

4組 3304 No.③3階 

5組 3305 No.③3階 

6組 3307 No.③3階 

7組 3308 No.③3階 

8組 3401 No.③4階 

中国文 10:30～12:30 1201 No.①2階 

外国語文化 13:30～15:00 1105 No.①1階 

史 15:30～17:30 常磐松ホール No.④1階 

哲 10:30～12:30 1203 No.①2階 

 

 

法 

 

法律・法律 

 

9:00～10:30 

5201 

5202 （※） 

5301 

No.⑤2・３階 

法律・法律専門職 14:30～16:00 1101 No.②1階 

法律・政治 基礎演習 A の初回授業時に実施（※※） 

経済 

（※※※） 

経済 15:30～17:00 2101 No.②1階 

経営 15:30～17:00 2104 No.②1階 

神道文化 神道文化 17:00～18:30 1105 No.①1階 

（※）教室内での感染対策のため 3教室に分けて実施します。いずれかの教室に集合してください。 

（※※）基礎演習 A の初回授業は、4月 14日（木）10時 30分～12時 00分となります。 

（※※※）経済学部は 4 月 4 日（月）に基礎演習 A の担当教員がクラスの集いを実施します。担当教員の確認方法は、

履修に関する説明会で説明します。なお、手塚貞治教授は宮下雄治教授、芳賀英明准教授は櫻井潤准教授の

クラスと合同で実施しますので、それぞれ宮下雄治教授または櫻井潤准教授のクラスに集合してください。教室は 3

月下旬に大学ホームページ掲載の「オリエンテーション案内」でお知らせします。 

 
【たまプラーザキャンパス】 

人間開発学部は 4月 4 日(月)、観光まちづくり学部は 4月 6 日（水）に実施します。 

（詳細は、3 月下旬に大学ホームページで公開する「オリエンテーション案内」をご確認ください。） 

 

 
 

■健康診断 

★健康診断の時間・会場については 保健室ホームページにて、お知らせいたします。健康診断を受ける際の
注意事項・健康診断証明書等については、保健室ホームページで確認してください。                                                                                    

〈健診項目〉身長、体重、視力、尿検査、血圧、胸部レントゲン 
・尿検査容器は学生証交付の際に配布しますので、健診当日の朝、採尿してきてください。 
・レントゲン検査があるため、着脱しやすい服装でお越しください。 
 
〈持ち物〉学生証・ボールペン・採尿した容器・健康診断前の体調確認(問診票) 
・健康診断前の体調確認(問診票)は採尿方法用紙裏面をご利用ください(ホームページからもダウンロードできます)。 
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 6,000円程度です)。 
 

健康診断  



＊人間開発学部の方へ：在学中、実習に参加するにあたり、麻疹・風疹の予防接種歴を確認しています。入学後に提出していた
だきますので、母子手帳などの予防接種記録をお手元に保管しておいてください。提出時期および方法などの詳細については、後
日 K-SMAPYⅡにてご案内いたします。 

 
 

 

■入学式（所要時間約 60 分） 

会 場：グランドプリンスホテル新高輪「飛天」 

時 間  10：00～  経済学部・観光まちづくり学部 

（ 9：30～ 9：50に入場してください） 

新入生歓迎の言葉： 経済学部長           星野 広和 

          観光まちづくり学部長 西村 幸夫 

 

12：30～  文学部・神道文化学部・専攻科・別科 

（12：00～12：20に入場してください） 

新入生歓迎の言葉： 文学部長       矢部 健太郎 

神道文化学部長 西岡 和彦 

 

14：30～ 法学部・人間開発学部 

（14：00～14：20に入場してください） 

新入生歓迎の言葉： 法学部長       一木 孝之 

人間開発学部長 成田 信子 

 

新型コロナウィルス感染症対策のお願い 

入学式につきましては、新型コロナウィルス感染症の感染リスクを低減させるため、学生のみの参列とし、風邪等症状がある

方は参加を見合わせてください。また、参列の際はマスクを着用のうえ、手指の消毒や検温にご協力ください。 

なお、入学式の様子は、動画配信サービスによるライブ配信を予定しております。 

新型コロナウィルス感染症に関する国内の状況に大きな変化があった場合には、式典の中止を含め更なる変更が生じる可能性

があることをご承知おきください。 

 

ビデオ撮影について 

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。撮影した在学生及び保護者の画像は DVD 以外で使用することはありませんの

で、趣旨ご理解の上ご協力賜りたく、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大学生活ガイダンス【オンデマンド】 

本ガイダンスは学生証の使用方法をはじめ、大学で学生生活を始めるうえでとても大切な内容になっております

他のガイダンスを受ける前に、各自、必ず視聴してください。 

 

■ブラックバイトミニ講座について(経済学部のみ)【ライブ配信】 

ブラックバイトとは、学生が学生らしい生活を送れなくなってしまうようなアルバイトのことです。アルバ

4 月 4 日(月)以降のオリエンテーション行事  4 月 4 日(月)～9 日(土) 

  

学部によって実施内容は異なりますので、以下のガイダンス・説明会の日時・場所等については、 

3 月下旬に大学ホームページ掲載の「オリエンテーション案内」をご覧ください。 

4 月 2 日（土）入学式  



イトをしながらでも有意義な学生生活を送れるよう必ず参加してください。 

 

 

■学生委員会主催 新入生歓迎会について(経済学部のみ) 【ライブ配信】 

学生委員会は、経済学部と協力して充実した大学生活を送る活動をする経済学部生による団体です。新入生

歓迎会では、「新入生同志の座談会」や「大学生の日々の過ごし方」の紹介や「友達をつくる！」などのテー

マトークなどを行います。新入生同志で懇親を深めてもらう時間を多く設けていますので、是非参加してくだ

さい。 

（※）視聴に必要な URL・パスワード等については、学科ガイダンス内でお知らせします。 

 

■大学生活トラブル防止ガイダンス【対面】 

急増しているインターネット犯罪や、悪質商法等の被害に遭わないために、また、大学生活の中で想定されるト

ラブルや被害を未然に防ぐことを目的に実施する講座です。 

 

■キャンパスハラスメント防止研修【文・人・観：対面、経・法・神：オンデマンド】 

 ハラスメントについて理解し、ハラスメントのない快適なキャンパスライフを送れるよう、注意点などを説明

します。学部により実施方法が異なりますので、必ず対面参加または動画視聴をしてください。 

■図書館ガイダンス ※学生証・『図書館ガイドブック』を持参してください。【対面】 

大学での学修・研究に不可欠な学術情報（160 万冊の図書・資料・学術雑誌・データベース）が揃っている 

本学図書館を有効に利用するためのガイダンスです。自宅で利用できるデジタル情報源も紹介します。所要時間は

30 分程度、随時受付します。他学部他学科の時間帯での参加も可能です。  

 

■外国人留学生説明会（学生生活）★外国人留学生は全員出席【対面】 

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大切な説明会です。在留手続きについての説

明や、奨学金・授業料減免などを説明しますので、必ず参加してください。 

 

希望者対象  

■教職に関する説明会（教員志望者のみ参加）【対面】 

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。※人間開発学部は「学科ガイダンス」の中で説明します。 

 

■就職に役立つキャリアガイダンス【対面】 

将来の進路選択に役立つ学生生活の過ごし方や、社会が学生に求める力を身に着けるために１年次からできる準

備について説明します。また、就職に役立つ資格（宅地建物取引士、行政書士、日商簿記検定３級・２級）を取得

できる資格講座や、国家公務員総合職や公認会計士試験の合格を目指す國學院大學独自の難関試験突破プログラム

についても説明します。 

 

■日商簿記検定３級・２級 資格講座説明会【対面】 

就職に役立つと言われる「日商簿記検定３級・２級」はどういう資格なのか、どんな場面で役立つのか、どんな

問題が出題されて合格するためにはどのような準備をしていけばよいかについて説明します。 

 



■宅地建物取引士試験 資格講座説明会【対面】 

就職に役立つと言われる「宅地建物取引士」はどういう資格なのか、どんな場面で役立つのか、どんな問題が出

題されて合格するためにはどのような準備をしていけばよいかについて説明します。 

■留学・国際交流ガイダンス【対面（欠席者は後日、オンラインにて配信視聴可）】 

大学内でできる国際交流や、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

留学等）の概要を説明します。複数回予定しておりますが、原則として自分の学部・学科の時間に参加してくださ

い。都合がつかない方は、他学部・学科の回への出席も可能です。 

会場では「国際交流ガイドブック」を配布します。（「国際交流ガイドブック」は随時国際交流課（渋谷 6 号館

及び、たまプラーザ事務課）でも配布しています。 

  なお、ガイダンスに欠席した学生に向けて、後日ガイダンスの様子をオンライン配信する予定です。視聴方法は

国際交流課からのメール、大学ホームページ（在学生→海外留学支援）等で確認してください。 

※人間開発学部は「学部ガイダンス」の中で説明します。 

 

■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）【オンデマンド】 

入学後に「日本学生支援機構奨学金」（給付制・貸与制）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。本学ホームページをご確認のうえ、希望者は必ず動画を視聴し手続きを行ってください。 

〔注意！〕出願期日を過ぎた場合、受け付けることはできません 

 

■日本学生支援機構奨学金 予約採用候補者説明会（予約採用候補者のみ参加）【オンデマンド】 

高校在学中に「日本学生支援機構奨学金」（給付制・貸与制）を申し込み、採用候補者となった方のみを対象と

した進学手続きの説明会です。本学ホームページをご確認のうえ、希望者は必ず動画を視聴し手続きを行ってくだ

さい。 

◇手続きに必要な書類 

・令和 4 年度 大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】 

 既に出身高校等から交付されているもの。 

・令和 4 年度 日本学生支援機構奨学金 採用候補者進学手続用紙 

 本学ホームページからダウンロードし、印刷してください 

・学生本人名義の通帳コピー 

 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を持参すること。 

［対象者のみ］「入学時特別増額貸与奨学金」の希望者は以下の 2 点を提出してください 

       ・入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書 

       ・融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー 

 
※人的保証制度を選択された方は、あらかじめ連帯保証人（原則、父・母）および保証人（原則、65 歳未満の 4 親等以内の
成人親族に限る）に承諾を得ておく必要があります。 

※給付制の予約採用候補者で「進学届」で自宅外通学を選択する人は、自宅外通学であることを証明する次の 2点を別途提出
すること。 

➀通学形態変更届兼自宅外証明書送付状（様式 35）※本学ホームページからダウンロード➁家計支持者と別住所であること
が確認できる本人名義のアパート・マンション等の賃貸借契約書や入寮証明書 

〔注意！〕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。 

 

■学部企画  ★人間開発学部のみ【詳細未定※】 

学年間・学生同士の親睦を図ることを目的としています。 

 ※詳細は、3月下旬に大学ホームページで公開する「オリエンテーション案内」をご確認ください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

各担当課の電話番号 

           

        

    

 

 

 

 

 

 

 

《入学式案内図》 

                                   

    

グランドプリンスホテル新高輪 

【所 在 地】〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1 
【電    話】03-3442-1111(代表) 
【アクセス】 

① 新幹線・ＪＲ線・京浜急行品川駅(高輪口)から歩 5 分   
② 都営地下鉄浅草線 高輪台駅から徒歩 3 分 

 ●たまプラーザキャンパス 

 たまプラーザ事務課  045-904-7700 

      保健室         045-904-7660 

図書館         045-904-7738 

●渋谷キャンパス 

教務課          03-5466-0135 

学生生活課       03-5466-0145 

保健室          03-5466-0148 

図書館          03-5466-0159 

キャリアサポート課    03-5466-0151 

 

 

4 月１１日（月）授業開始 
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南口　　通学路 　

⑩野球場

⑪球技場

①1号館 ： 講堂/教室/各種実習室/ピアノレッスン室/ICT教室/コンピュータ教室/

各種保育系教室/たまプラーザ事務課/保健室/学生相談室/教育実践総合センター/

生協売店

②2号館 ： 研究室/資料室/図書館・視聴覚ブース/カフェラウンジ「万葉の小径」

③3号館 ： 研究室/資料室/地域ヘルスプロモーションセンター

④Sports Square 1 ： アリーナ/剣道場/バイオメカニクス実験室/生理学実験室/

演習室/トレーニングルーム

⑤5号館 ： 和室/アトリエ/音楽練習室/演劇練習室/多目的ホール/部室/収蔵庫

⑥若木２１ ： 研究室/演習室/教室/教員室/スタジオ/多目的ホール/

地域マネジメント研究センター/スカイレストラン「ヒルトップ」

⑦Sports Square 2

⑧Sports Square 3 ：  柔道場/多目的ホール/トレーニングルーム/

ミーティングルーム

①1号館

②2号館

④SS1

東急

ストア

たまプラーザ駅

③3号館

バス

ロータリ―

住宅展示場

ローソン

畑
マンション

もみじ保育園

入口

⑥

若木

２１

⑤

5号館

⑦SS2

⑧SS3

⑨

青

葉

寮

オリエンテーション
4月1日（金）

初等教育学科 10：00～ 1411教室(1号館2階）

健康体育学科 9：00～ 1201教室(1号館B1階）

子ども支援学科 9：00～ 1410教室(1号館2階）

観光まちづくり学科 13：00～ 1411教室(1号館2階）

⑫テニス

コート


