
●日本文学科●
日付 行　事 時　間 実施ｷｬﾝﾊﾟｽ 教　室

４・１ 就職に役立つ資格講座説明会 10：30～11：30 渋　谷 2104教室

４・２ 入学式 13：30～14：05

学生証交付 ※要学生証
1-3組　　　　9：30～10：00
4-6組　　　10：00～10：30
7-8組　　　10：30～11：00

渋　谷 1101教室

健康診断　※要学生証
1-3組　　　10：00～10：30
4-6組　　　10：30～11：00
7-8組　　　11：00～11：30

渋　谷 1103教室

図書館ガイダンス 10：30～19：00 渋　谷 図書館（AMC2階）

難関試験突破プログラム「K-PLAS」説明会 13：00～14：00 渋　谷 1105教室

教職履修ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷 2104教室

留学・国際交流ガイダンス 15：00～16：00 渋　谷 2104教室

学生相談室紹介ブース
10：30～13：30
14：30～16：30

渋　谷 ＡＭＣ1階

４・５ 私費外国人留学生ガイダンス 11：00～11：30 渋　谷 2202教室

履修に関する説明会 配信中

大学生活ガイダンス 4/1以降URL配信予定

学科ガイダンス 4/2以降URL配信予定

大学生活トラブル防止ガイダンス 4/2以降URL配信予定

ハラスメント防止ガイダンス 配信中

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）新規採用

4/8以降URL配信予定

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

4/1以降URL配信予定

●中国文学科●
日付 行　事 時　間 実施ｷｬﾝﾊﾟｽ 教　室

４・１ 就職に役立つ資格講座説明会 10：30～11：30 渋　谷 2104教室

４・２ 入学式 13：30～14：05

学生証交付 11：00～11：30 渋　谷 1101教室

健康診断　※要学生証 11：30～12：00 渋　谷 1103教室

学科ガイダンス 12：00～14：00 渋　谷 2201教室

図書館ガイダンス　※要学生証 14：00～19：00 渋　谷 図書館（AMC2階）

難関試験突破プログラム「K-PLAS」説明会 14：00～15：00 渋　谷 2101教室

教職履修ガイダンス 14：00～15：00 渋　谷 2104教室

留学・国際交流ガイダンス 15：00～16：00 渋　谷 2104教室

学生相談室紹介ブース
10：30～13：30
14：30～16：30

渋　谷 ＡＭＣ1階

履修に関する説明会 配信中

大学生活ガイダンス 4/1以降URL配信予定

大学生活トラブル防止ガイダンス 4/2以降URL配信予定

ハラスメント防止ガイダンス 配信中

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）新規採用

4/8以降URL配信予定

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

4/1以降URL配信予定

●外国語文化学科●
日付 行　事 時　間 実施ｷｬﾝﾊﾟｽ 教　室

４・１ 就職に役立つ資格講座説明会 10：30～11：30 渋　谷 2104教室

４・２ 入学式 13：30～14：05

学科ガイダンス 10：00～11：30 渋　谷 2101教室

学生証交付 11：30～12：30 渋　谷 1101教室

健康診断　※要学生証 12：00～13：00 渋　谷 1103教室

図書館ガイダンス　※要学生証 12：30～19：00 渋　谷 図書館（AMC2階）

難関試験突破プログラム「K-PLAS」説明会 13：00～14：00 渋　谷 1105教室

教職履修ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷 2104教室

留学・国際交流ガイダンス 15：00～16：00 渋　谷 2104教室

学生相談室紹介ブース
10：30～13：30
14：30～16：30

渋　谷 ＡＭＣ1階

履修に関する説明会 配信中

大学生活ガイダンス 4/1以降URL配信予定

大学生活トラブル防止ガイダンス 4/2以降URL配信予定

ハラスメント防止ガイダンス 配信中

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）新規採用

4/8以降URL配信予定

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

4/1以降URL配信予定
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●史学科●
日付 行　事 時　間 実施ｷｬﾝﾊﾟｽ 教　室

４・１ 就職に役立つ資格講座説明会 10：30～11：30 渋　谷 2104教室

４・２ 入学式 13：30～14：05

学生証交付
1-3組　14：00～14：30
4-6組　14：30～15：00
　 7組　15：00～15：30

渋　谷 1101教室

健康診断　※要学生証
1-3組　14：30～15：00
4-6組　15：00～15：30
　 7組　15：30～16：00

渋　谷 1103教室

図書館ガイダンス　※要学生証 15：00～19：00 渋　谷 図書館（AMC2階）

学科ガイダンス 16：00～18：00 渋　谷 2104教室

難関試験突破プログラム「K-PLAS」説明会 18：00～19：00 渋　谷 2104教室

教職履修ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷 2101教室

留学・国際交流ガイダンス 12：00～13：00 渋　谷 2104教室

学生相談室紹介ブース
10：30～13：30
14：30～16：30

渋　谷 ＡＭＣ1階

４・５ 私費外国人留学生ガイダンス 11：00～11：30 渋　谷 2202教室

履修に関する説明会 配信中

大学生活ガイダンス 4/1以降URL配信予定

大学生活トラブル防止ガイダンス 4/2以降URL配信予定

ハラスメント防止ガイダンス 配信中

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）新規採用

4/8以降URL配信予定

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

4/1以降URL配信予定

●哲学科●
日付 行　事 時　間 実施ｷｬﾝﾊﾟｽ 教　室

４・１ 就職に役立つ資格講座説明会 10：30～11：30 渋　谷 2104教室

４・２ 入学式 13：30～14：05

学生証交付 15:00～15：30 渋　谷 1101教室

健康診断　※要学生証 15:30～16：00 渋　谷 1103教室

図書館ガイダンス　※要学生証 18：00～19：00 渋　谷 図書館（AMC2階）

学科ガイダンス 16：00～18：00 渋　谷 2201教室

難関試験突破プログラム「K-PLAS」説明会 18：00～19：00 渋　谷 2104教室

教職履修ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷 2101教室

留学・国際交流ガイダンス 12：00～13：00 渋　谷 2104教室

学生相談室紹介ブース
10：30～13：30
14：30～16：30

渋　谷 ＡＭＣ1階

４・５ 私費外国人留学生ガイダンス 11：00～11：30 渋　谷 2202教室

履修に関する説明会 配信中

大学生活ガイダンス 4/1以降URL配信予定

大学生活トラブル防止ガイダンス 4/2以降URL配信予定

ハラスメント防止ガイダンス 配信中

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）新規採用

4/8以降URL配信予定

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

4/1以降URL配信予定

https://www.kokugakuin.ac.jp/covid-
19_matomenew/matome0509

https://www.kokugakuin.ac.jp/covid-
19_matomenew/matome0509

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信

https://www.kokugakuin.ac.jp/news/228977

※グランドプリンスホテル新高輪

※グランドプリンスホテル新高輪

https://www.kokugakuin.ac.jp/news/228977

４・３

https://www.kokugakuin.ac.jp/about/efforts/p16#B

https://www.kokugakuin.ac.jp/about/efforts/p16#B

４・３

https://www.kokugakuin.ac.jp/covid-19_matomenew/matome0509
https://www.kokugakuin.ac.jp/covid-19_matomenew/matome0509
https://www.kokugakuin.ac.jp/covid-19_matomenew/matome0509
https://www.kokugakuin.ac.jp/covid-19_matomenew/matome0509
https://www.kokugakuin.ac.jp/news/228977
https://www.kokugakuin.ac.jp/news/228977
https://www.kokugakuin.ac.jp/about/efforts/p16#B
https://www.kokugakuin.ac.jp/about/efforts/p16#B

