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3月 31日（金） 

令和５年度新入生案内 
【実施場所】國學院大學たまプラーザキャンパス 

 

ご入学おめでとうございます。下記の日程でオリエンテーションを行いますので、各該当のガイ

ダンスや説明会に出席してください。 

 

 

 

＜ガイダンス内容＞ 

■学生証交付・KEANユーザーID及びパスワードの交付 

２年間使用する学生証、KEAN ユーザーID 及びパスワード、オリエンテーションの資料を配布します。その

後、学生生活における注意事項、図書館の利用方法について説明します。 

時 間 ガイダンス内容 実施場所 

９:00～10:00 学生証交付・学生生活上の注意事項説明（図書館ガイダンス含む） 1411 教室（1 号館２階） 

〔住所変更について〕 

住所を変更した場合には K-SMAPYⅡの「学情報変更申請」で変更をしてください。この手続を行わないと、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。なお、K-SMAPYⅡにログインできるのは４月１日からです。 

〔定期券購入について〕 

・学生証がないと通学定期券は購入できません。４月１日以降各自で購入してください。なお、３月３１日以前は、学籍

が発生しませんので、通学定期券は購入できません。 

 ・東急田園都市線の定期を購入する場合、通学定期券の販売窓口が限られ、例年大変混み合います。東急田園都市 

線ではインターネットでの予約購入をお勧めしておりますので、是非ご利用ください。詳細はホームページをご覧ください。   

https://www.tokyu.co.jp/railway/ticket/types/teikiyoyaku/index.html 

 

■KEAN ユーザーID 及びパスワードの交付 

3 月 31 日の学生証交付時に KEAN ユーザーID 及びパスワードを配付します。4 月 1 日以降

の空いている時間帯に、各自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。個人のメールアドレスも、常に最新の

ものに更新してください。 

○Microsoft365 は、新入生個人に配付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 

 

■系列編入学部ガイダンス 

 人間開発学部の概要について説明します。 

時 間 実施場所 

10:00～12:30 1411 教室（１号館２階） 

 

https://www.tokyu.co.jp/railway/ticket/types/teikiyoyaku/index.html
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4月 1日（土） 

4月２日（日）入学式 

4月３日（月）ガイダンス 

 

 

■履修ガイダンス  

時間 所属学科 実施場所 

9:00～10:30 
初等教育 1103 教室（１号館地下 2 階） 

健康体育 1101 教室（１号館地下 2 階） 

 

 

 

■入学式 

会 場： グランドプリンスホテル新高輪 

時 間： １４：３０ 開式（所要時間約６０分）※１４：００～１４：２０分にご入場ください。 

新入生歓迎の言葉：人間開発学部長 太田 直之教授 

 

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、風邪等の症

状がある方は参加を見合わせてください。また、式場内、教室内でのマスクの着用有無は個人の判断で行っていただき、

ホテル内の通路等共用部では他のお客様への影響を考慮し、マスクの着用を推奨します（強制するものではありません）。

引き続き、感染予防にご留意いただき、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、式典の中止を含めさらなる変更が生じ

る可能性があることをご承知おきください。 

 

★グランドプリンスホテル新高輪★ 

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

【アクセス】 https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/access/ 

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

 

 

 

■学部ガイダンス（１年生と合同）［持参物：履修要項・筆記用具］ 

時間 所属学科 実施場所 

9:00～10:45 
初等教育 1411 教室（１号館 2 階） 

健康体育 1410 教室（１号館 2 階） 

 

■学科ガイダンス（１年生と合同）［持参物：履修要項・筆記用具］ 

時間 所属学科 実施場所 

11:00～12:30 
初等教育 1411 教室（１号館 2 階） 

健康体育 1410 教室（１号館 2 階） 
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4月４日（火）健康診断 

4月 6日（木）ガイダンス 

■大学生活トラブル防止ガイダンス 

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。 

時間 所属学科 実施場所 

13:45～15:00 初等教育・健康体育 1411 教室（１号館 2 階） 

 

■留学・国際交流ガイダンス 

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。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」は随時たまプラーザ事務課でも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、たまプラーザ事務課までお越しください）。 

なお、留学・国際交流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 K-SMAPYⅡ「あなたへのお知らせ」、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。 

時間 所属 実施場所 

15:00～16:00 初等教育・健康体育 1411 教室（１号館 2 階） 

 

 

 

■健康診断 

時間 所属 実施場所 

10:00～10:30 編入学生（女子） 
1412 教室（１号館 2 階） 

14:00～14:30 編入学生（男子） 

 

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、保健室の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、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・採尿した容器 

    大学で健康診断を受けられなかった場合は、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) 。この場合は、健康診断証明書を自動発行できませんので

ご注意ください。 

 

 

■ハラスメント防止ガイダンス 

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。 

時間 所属 実施場所 

14:30～15:30 初等教育・健康体育 1410 教室（１号館 2 階） 

 

 



～令和 5年度人間開発学部編入学生対象～ 

４ 

 

4月 7日（金）ガイダンス 

その他の行事等 

お問い合わせ先 

4月 10日（月）授業開始 

 

 

 

■学部企画（新入生歓迎会） 

各学科の学びや学生生活についての紹介と、学生同士の交流を深めることを目的として実施するもの

です。編入学者の方は全員参加してください。 

時間 教室 

10：00～12：00 ３月下旬にHPに公開されるオリエンテーション案内をご確認ください。 

 

 

 

履修登録を行い、初回の授業教室を確認のうえ、受講してください。 

 

 

 

■ルームの集い 

 人間開発学部では、教員 1名ごとに１０名程度の学生で構成された「ルーム」という制度があります。 

編入生のルーム担当教員との顔合わせがあります。日時等の詳細は３月３１日（金）ガイダンス時にお伝

えします。 

 

■日本学生支援機構貸与奨学金および高等教育の修学支援新制度（給付奨学金・授業料等減免） 

大学で新規に申し込む方へ【オンデマンド配信】 

入学後に、日本学生支援機構貸与奨学金および給付奨学金（高等教育の修学支援新制度）の新規申込

を希望している方は、4 月 5 日以降、本学ホームページ・学生向けポータルサイト「K-SMAPYⅡ」にア

クセスし、「日本学生支援機構貸与奨学金および給付奨学金（高等教育の修学支援新制度）を大学で新

規に申し込む方へ」をご覧いただき、手続きを進めてください。 

 

■日本学生支援機構奨学金および高等教育の修学支援新制度（給付奨学金・授業料等減免）  

編入継続を希望する方へ【窓口提出】  

短期大学等で、日本学生支援機構貸与奨学金および給付奨学金の貸与・給付を受けていて、編入学後

も継続を希望する方は、4 月 1 日以降、本学ホームページ・学生向けポータルサイト「K-SMAPYⅡ」に

アクセスし、「日本学生支援機構貸与奨学金および給付奨学金（高等教育の修学支援新制度）の継続を

希望する方へ」をご覧いただき、手続きを進めてください。 

※配信は 4 月 1 日より 4 月中旬までの期間に実施予定です。 

 

 
① オリエンテーション全般について 

  ➢ たまプラーザ事務課 TEL：０４５－９０４－７７００ 

② 健康診断について 

  ➢ 保健室 TEL：０４５－９０４－７６６０ 



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

⑨青葉寮（スポーツ学寮）　⑩野球場　　⑪球技場　⑫テニスコート

たまプラーザキャンパス

新入生案内に記載の「配置図No.」欄にある

「たまNo.①●階」をご覧ください。

①1号館

②2号館

④SS1

東急

ストア

たまプラーザ駅

③3号館
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畑
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青

葉
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４月１日からのガイダンスは、

全て１号館で実施たします。


