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【オリエンテーション実施場所】学部によってオリエンテーションの実施場所が異なります 

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 …たまプラーザキャンパス  

☆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お知らせする「オリエンテーション案

内」をご確認ください。 

 

 

■KEAN ユーザーID 及びパスワードの交付【メール配信】 

○入学手続時に登録した新入生本人のメールアドレス宛に、ユーザーID と仮パスワードを確認するためのリン

クを 3 月 25 日頃に配信する予定です。 

 

○メールが届いた後、記載されているリンクへ必ずアクセスし、パスワード変更は必ず行ってください。 

※パスワード変更については、4月 1日以前でもアクセスすることができます。 

 

○渋谷キャンパス（文学部・法学部・経済学部・神道文化学部）については、コンピュータガイダンスを実施

いたしません。 

たまプラーザキャンパス（人間開発学部）については、4 月 1 日の学生証交付後、コンピュータ自習室にて

ログインすることになりますので、当日分かるようにしておいてください。 

 

○渋谷・たまプラーザとも、コンピュータ自習室は、オリエンテーション期間中は 9:30～16:30 の時間で開室

しております（4月 4日(日)は除く）。 

 

○登録したアドレスの間違いなどによる不着等により、3月 29日までに受信が確認できなかった場合は、大学

ホームページのお問い合わせからご連絡をいただくか、4 月 1 日以降渋谷・たまプラーザいずれかのコンピ

ュータ自習室へ来室し、交付を受けてください。 

 

○4月 1日から、以下の利用が可能となります。 

  ・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。  

KEAN ID交付        （全学部）メール配信 

学生証交付・健康診断（文・経・法・神）令和３年４月３日(土)・５日(月) 

（人）令和３年４月１日(木) 

入学式                令和３年４月２日(金) 

オリエンテーション          令和３年４月３日(土)・５日(月)・６日(火) 

授業開始               令和３年４月７日(水) 

 

 KEAN（学内システム） ID交付  
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4 月 2日（金）入学式  

■学生証交付【対面】  
学生証を以下の日程に配布いたします。各学部・学科・クラス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。 
自身のクラス情報は k-smapyⅡ「学籍情報照会」画面の項目「クラス」にて事前にご確認ください。 
〔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。 

〔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。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】 場所：１２０周年記念 1号館 1階 １１０１教室 

日にち 学部 学科・専攻 クラス 時間 

 

 

 

 

4/３(土) 

 

 

 

 

文学部 

 

日本文学科 

1.2.3 9：30 

4.5.6 10：00 

7.8 10：30 

中国文学科 11：00 

外国語文化学科 11：30 

 

史学科 

 

1.2.3 14：00 

4.5.6 14：30 

7 15：00 

哲学科 15：00 

神道文化学部 神道文化学部 2 15：30 

1 16：30 

 

 

 

 

 

4/5(月) 

 

 

法学部 

 

法律専攻 

1.2.3.4 9：30 

5.6.7.8 10：00 

9.10.11.12 10：30 

13.14.15.16 11：00 

法律専門職専攻 11：30 

政治専攻 12：00 

 

 

経済学部 

 

経済学科 

1.2.3.4 14：00 

5.6.7.8 14：30 

9.10.11 15：00 

 

経営学科 

1.2.3.4 15：30 

5.6.7.8 16：00 

9.10.11 16：30 

 

【たまプラーザキャンパス】 場所：１号館２階 １４１０教室 
 

 

 

 

 

 

※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、たまプラーザキャンパスはたまプラーザ

事務課までお越しください。 

 

 

 

 

 

 学部 学科 時間 

４/１（木） 

 

人間開発学部 

子ども支援学科 9：00～9：30 

初等教育学科 10：00～10：30 

健康体育学科 11：00～11：30 

学生証交付  
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■健康診断 

★健康診断の時間・会場については K-smapyⅡにて、お知らせいたします。 

・健診項目：身長、体重、視力、尿検査、胸部レントゲン 

・健康診断証明書、健康診断結果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 6,000円程度です）。 
・尿検査容器は当日健康診断会場でお渡しします。 

     

＊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 35 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 

（ 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 

 

11：45～  神道文化学部・専攻科・別科・人間開発学部 

（11:15～11:35 に入場してください） 

新入生歓迎の言葉： 神道文化学部長 西岡 和彦 

人間開発学部長 成田 信子 

 

13：30～  文学部 

（13：00～13：20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 

 

15：15～ 法学部 

（14：45～15：05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 

          

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、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。 

 

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。 

4 月 2日（金）入学式  

健康診断  
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■大学生活ガイダンス【オンデマンド配信】 

本ガイダンスは学生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。 

 

■履修に関する説明会【オンデマンド配信】 

学部 1 年生向けに「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」について説明します。 

新入生の方にお送りしている郵送物の「送付状」裏面に動画閲覧のパスワードを記載しています。下記ホームペ

ージにアクセスし（3月 22日掲載予定）、各種動画閲覧の際にパスワードを入力して視聴してください。 

［國學院大學ホームページ（http://www.kokugakuin.ac.jp/）］ 

 →［新型コロナウィルスによる感染防止への本学の対応について（随時更新）］ 

→［【学部／新入生（1年生）の方へ】（お知らせ）令和 3年度 履修に関する説明会（動画配信）について］ 

 

■学部ガイダンス（学科ガイダンス及び専攻ガイダンスを含む） 
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（動画配信の場
合は視聴）してください。 

 
＜実施形態＞ 

・文学部日本文学科       オンデマンド配信（詳細は 3月下旬にホームページでお知らせ） 
・文学部中国文学科       対面：4月 3日（土）12時 00 分～14時 00分 於：渋谷キャンパス 
・文学部外国語文化学科     対面：4月 3日（土）10時 00 分～11時 30分 於：渋谷キャンパス 
・文学部史学科         対面：4月 3日（土）16時 00 分～18時 00分 於：渋谷キャンパス 
・文学部哲学科         対面：4月 3日（土）16時 00 分～18時 00分 於：渋谷キャンパス 
・法学部法律学科法律専攻    オンデマンド配信（詳細は 3月下旬にホームページでお知らせ） 
・法学部法律学科法律専門職専攻 オンデマンド配信（詳細は 3月下旬にホームページでお知らせ） 
・法学部法律学科政治専攻    対面：4月 8日（木）2 時限「基礎演習 A」授業内にて実施 
・経済学部経済学科       ライブ配信：4 月 3 日（土）11 時 00 分～12 時 00 分予定（詳細は 3 月下旬

にホームページでお知らせ） 
・経済学部経営学科       ライブ配信：4 月 3 日（土）11 時 00 分～12 時 00 分予定（詳細は 3 月下旬

にホームページでお知らせ） 
・神道文化学部神道文化学科   オンデマンド配信（詳細は 3月下旬にホームページでお知らせ） 
・人間開発学部 学部ガイダンス 対面：4月 3 日（土） 9時 00分～10時 30分 於：たまプラーザキャンパス 
        学科ガイダンス 対面：4月 3日（土）10時 30分～12 時 00分 於：たまプラーザキャンパス 
 

■【経済学部のみ】クラスの集い、ブラックバイトミニ講座、学生委員会ガイダンス 

■クラスの集い 

＜ライブ配信、4月 3日（土）13時 00 分～15時 00分予定（詳細は 3月下旬にホームページでお知らせ）＞ 

今後の大学生活に関するアドバイスを、クラス担当の専任教員が行います。 

■ブラックバイトミニ講座 

＜ライブ配信、4月 3日（土）15時 00 分～15時 45分予定（詳細は 3月下旬にホームページでお知らせ）＞ 

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

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。 

■学生委員会ガイダンス 

＜ライブ配信、4月 3日（土）17時 00 分～18時 30分予定（詳細は 3月下旬にホームページでお知らせ）＞ 

 

4 月 3 日（土）・5日（月）・6日（火）オリエンテーション 

 

学部によってオリエンテーションの内容は異なります。以下のガイダンス・説明会等の日時・場所の詳細

については、3月下旬にホームページでお知らせする「オリエンテーション案内」をご確認ください。 
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■【人間開発学部のみ】ルームの集い 【対面】 

4 月 5 日（月）：初等教育学科・子ども支援学科 9時 30 分～11時 00分 

健康体育学科 14時 00分～15時 30分 

 

■【人間開発学部のみ】学部企画  ★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。 

 ※オリエンテーション案内で確認してください。 

 

■大学生活トラブル防止ガイダンス【オンデマンド配信】 

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。オンデマンドにて配信しますので、必ずご覧ください。 

 

■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。  

※人間開発学部は「学部ガイダンス」の中で説明します。 

 

■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）【対面予定】 

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。オンデマンド配信に変更する場合は別途ご連絡いたします。 

※人間開発学部は「学科ガイダンス」の中で説明します。 
 

■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高等教育の修学支援新制度（給付奨学金・授業料等減免）の新規

申込を希望している方は、4 月 1 日以降、学生向けのポータルサイト「K-SmapyⅡ」にアクセスし、「日本学生支

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

予約採用候補者の方へ【オンデマンド配信】 

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）を高等学校で申し

込み、採用候補者となった方は、4 月 1 日以降、学生向けのポータルサイト「K-SmapyⅡ」にアクセスし、「日本

学生支援機構貸与奨学金および高等教育の修学支援新制度（給付奨学金・授業料等減免）を高等学校で申し込み、

採用候補者となった方へ」をご覧いただき、手続きを進めてください。 

※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。 
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■難関試験突破プログラム「K－PLAS」説明【渋谷キャンパス：対面 たまプラーザキャンパス：オンデマンド配信】  

 国家公務員総合職や公認会計士を目指す学生のため、宅地建物取引士、行政書士、日商簿記検定３級・２級とい

った資格取得を中期目標とした実践的プログラム「Ｋ－ＰＬＡＳ（KOKUGAKUIN Progressive Learning Assistive 

System）」について説明します。なお、選考試験を通過し、奨学生に採用されると、「国家公務員総合職コース」

「公認会計士コース」の受講料は大学の負担となるため、無償で各コースの講座を受講できるようになります。 

 

■就職に役立つ資格講座説明会【渋谷キャンパス：対面 たまプラーザキャンパス：オンデマンド配信】 

 就職活動において役立つ資格・講座について説明します。また、本学が提携している資格予備校の講座について

もご説明いたします。 

 

■留学・国際交流ガイダンス【対面（欠席者は後日、オンデマンド配信にて視聴可）】 

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（6 号館）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、国際交流課までお越しください）。 

  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デマンド配信する予定です。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。 

 

 

 

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 7 日(水)授業開始  
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