［Ⅱ］新入生の行事について（4 月 1 日から）
１．行事と内容
大学では新入生に対し「大学での学習の在り方」
「学部・学科での教育方針」
「授業の履修登録の仕方」
「年
間の主だったスケジュール」を案内するために、以下の行事を組んでいます。また課外活動の案内や、英語
能力の測定テストも実施します。４月１日から授業開始前の６日間は、これら諸行事に出席することで、大
学生の生活の仕組みを理解するようになります。
（各行事の日程は次項「２．日程」で案内します。※学部によって行事の開始日は異なります。
）

（１）オリエンテーション、ガイダンス、書類の提出
学部もしくは学科ごとに、教員や事務担当から説明を行います。メモをとる他、書類の記入もあります
ので黒インクのペン（ボールペン）などの筆記用具が必要です。また、送付された指定書式など提出すべ
き書類があります。詳細は P.16 を参照してください。

（２）学生証の交付
学生証は、大学内外において皆さんの身分を証明するだけでなく、大学の図書館などの施設利用や通学
定期券の購入などにも必要なもので、常に携帯する必要があります。
交付は本人でなければ受けられません。また、交付の際は「学生カード」
（18 ページ参照）との写真照
合があります。忘れた場合や、写真が貼っていない・押印がないなど不備がある場合は、学生証は交付で
きません。

（３）学生証番号の発表・学事関連書類の配付
氏名と学生証番号との対照表を配りますので、これで自分のクラスも確認してください。行事によって
はクラスで日時・場所が異なる場合がありますので、一番最初に確認が必要です。
大学から配られる書類には、
「履修の手引き」など冊子があり、オリエンテーションやガイダンスで使用
するだけでなく、１年間必要となるものです。学部によって配付物は異なります。荷物になる場合があり
ますので、登校時は大きな鞄などを持参してください。

（４）健康診断について
充実した学生生活を送るためには常に良好な健康状態を保つよう心がける事が大切です。
大学では、毎年度初めのオリエンテーション・ガイダンス期間中に定期健康診断を行っています。
年に一度は健康チェックのため、特に自覚症状がなくても受診しましょう。各所属キャンパスの指示を確
認し、各自空いた時間で受診してください。とくに、体育実技受講予定者（主に１年生）
、あるいは「健康
診断証明書」を必要とする方（奨学金申請、実習・合宿参加、就職、その他のプログラム参加に必要にな
る場合があります）は、必ず受診してください（未受診者へは、証明書発行ができません）
。
健康診断受診にあたり下記の点に注意してください。
１．当日持参するもの
・学生証（交付されていない場合は、上記（３）で配付される「氏名と学生証番号の対照表」で学
生証番号を確認してからお越しください。
）
・筆記用具（ＨＢ鉛筆もしくはシャープペンシル・消しゴム）
２．更衣しやすい服装で受診してください。胸部Ｘ線撮影は、ボタン・ホック等装飾のある下着や服装
は不可です。無地のＴシャツ等をご持参ください。ネックレス等撮影部位にある金属やプラスチッ
ク類は、必ずはずしてください。髪の長い方は髪が肩より上になるようまとめてください。
※多摩キャンパス生は、Ｘ線車までの移動のため、厚めの上着を持参してください。
３．脱衣ロッカーがないため、荷物等は自主管理となります。貴重品は絶対に持ち込まないようお願い
します。
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（５）英語能力の測定テスト
新入生全員に課せられるテストで、学部によって種類が異なります。また学部によっては英語クラスの
プレースメントテスト（クラス分け）のデータになります。
学部
テストの種類
デザイン工学部・経済学部・現代福祉学部・情報科学部・理工学部・生命科学部 TOEIC®－IP
GIS（グローバル教養学部）
TOEFL®－ITP（レベル１）
社会学部・スポーツ健康学部
TOEFL®－ITP（レベル２）
上記以外の学部
ELPA 英語プレイスメントα実践
＊1 TOEIC・TOEFL はエデュケーショナルテスティングサービスの登録商標です。
＊2 ELPA は特定非営利活動法人（NPO）英語運用能力評価協会です。

（６）その他
学部によっては特別なガイダンス・企画があり、その学部での最初の行事で内容を説明します。
また、全学部を対象に行われる、以下のガイダンスもあります。
〔必須〕
「学生生活総合ガイダンス」
（キャリアセンター、図書館、学生センター）
（中止）
※ガイダンス内容をホームページに掲載予定です。
〔希望者〕
「教職・資格ガイダンス」
「奨学金ガイダンス」
なお、外国人留学生の方には、3/31（火）に特別ガイダンスが開催されますので、P.15 を参照してくださ
い。
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２．日程（全学部）
※新入生向けに予定した行事についてはいったん中止となりました。
（3 月 30 日更新）
中止に伴い、P.7～14 は削除しております。

【市ケ谷キャンパス】＜法学部＞＜文学部＞＜経営学部＞＜国際文化学部＞＜人間環境学部＞
＜キャリアデザイン学部＞＜GIS（グローバル教養学部）＞＜デザイン工学部＞
共通行事日程※下記以外の行事日程は P.7～10 を参照のこと
英語能力の測定テスト
時間・会場は各学部のページ（P.7～10）を参照
4/1（水）
資料配付のみ実施に変更
時間・場所等の詳細は各学部頁を参照してください。
4/3（金） 入学式 【中止】

集合時間・場所等は P.3 参照

4/3（金）外濠校舎 6 階薩埵ホール（各回とも）
13:00～14:15 法学部
14:45～16:00 経営学部
学生生活総合ガイダンス
4/4（土）外濠校舎 6 階薩埵ホール（各回とも）
4/3（金） 〔キャリアセンター・図書館･
13:00～14:15 文学部・キャリアデザイン学部
4/4（土） 学生センター〕
14:45～16:00 国際文化学部・人間環境学部・GIS
首都圏における新型コロナウイルス感染拡大の状況や自治体による外出自
4/6（月）
【中止】ガイダンス内容をホーム
4/6（月）市ヶ谷田町校舎 5 階マルチメディアホール（各回とも）
ページに掲載予定です。
9:45～11:00 デザイン工学部 建築学科
粛要請にかんがみ、4 月 1 日以降に予定していたガイダンス等は、いったん中
11:30～12:45 デザイン工学部 都市環境デザイン工学科・
システムデザイン学科
止（または WEB 等での実施に変更）といたしました。新入生の皆さんは、4
月
4/2（木）市ヶ谷田町校舎 4 階Ｔ413 教室
11:00～12:00 デザイン工学部
4/2（木）
海外留学・国際交流ガイダンス
4/4（土）富士見ゲート
5 階 G503 教室
14/4（土）
日以降も当面キャンパスに登校せず、自宅待機し、本学からのお知らせを随
【中止】
10:30～11:30 文学部・キャリアデザイン学部
13:00～14:00 人間環境学部・国際文化学部・GIS
時確認ください。
15:00～16:00 法学部・経営学部
◇全部で 4 回実施します。どの回も同じ内容です。
奨学金ガイダンス
都合のよい回を選んで参加してください。
4/4（土）
日本学生支援機構奨学金の「大学等奨学生採用候補者決定通
＊希望者のみ。ただし、高校
尚、
学内各種システムにログインするための
ID と PW を出願時住所に郵送
（近
4/6（月）
知」をお持ちの方は持参してください。
等で予約採用に申し込み、採
【変更】
4/4（土）
、4/6（月）富士見ゲート 5 階 G502 教室
用候補者になっている方は、
【1 回目：10:00～11:30】 【2 回目：13:00～14:30】
日発送予定）
いたします。また、大学が在学生各位に配付する
「大学専用 Gmail」
参加してください。
各回の前半に全体説明、後半に予約採用候補者向け説明を実施
4/2 (木)
（受付時間）9：15～17：00
健康診断
（受付時間）9：15～17：00＊学部・学科・クラスにより指定（P.4 も参照してください）
アドレスも同封しております。今後、こちらのアドレスに大学からのお知らせ
【追加】
P.4 参照 ＊他の行事と重ならない余裕のある時間を選んで各
詳細は、大学ホームページ（学生生活・スポーツ>学生生活サポート>健康管理（診療所）>学生健康診
4/3（金）
自で受診してください。
断について>市ヶ谷キャンパス日程表）あるいは 4/1 配布資料にて確認してください。
を配信しますので、ご確認ください。詳細につきましては、以下の
URL をご参
4/4（土）
「学生証」あるいは、「氏名と学生証の対照表（学
「学生証」あるいは、
「氏名と学生証の対照表（学生証番号・クラス早見表）
」を持参してください。
4/6（月）
生証番号・クラス早見表）
」持参のこと。
文学部・国際文化学部・ＧＩＳ
照ください。
教員免許状および各資格（※1）の取得を希望する方向けのガイダンスです。履修
11：00～12：00 G403 教室
方法・必要な手続きなどの概要を説明します（希望制）
。
法学部・経営学部・人間環境学部・キャリアデザイン学部
教職ガイダンス
15：30～16：30 G403 教室
日程は以下のとおりですが、詳細（時間・教室等）は
4/1（水）の資料配付時にご
内容
教員免許状の取得を目指す方へ、必要な手続き、
https://www.hosei.ac.jp/emergency/article-20200330172401
案内します。希望される方は、日時・教室を確認の上、ご参加ください。
履修方法を含む概要を説明します。
4/6（月）
文学部・国際文化学部・ＧＩＳ・デザイン工学部
【変更】
4/11（土）
：文学部・人間環境学部・GIS（グローバル教養学部）
12：30～13：30 G503 教室
4/14（火）
：法学部・国際文化学部
法学部・経営学部・人間環境学部・キャリアデザイン学部
4/15（水）
：経営学部・キャリアデザイン学部・デザイン工学部※2
資格ガイダンス
14：00～15：00 G503 教室
※1 図書館司書・司書教諭・社会教育主事・博物館学芸員
内容
各資格（司書、司書教諭、社会教育主事、博物館学
芸員）を目指す方へ、必要な手続、履修方法を含む
※2 デザイン工学部生は資格ガイダンスのみ参加できます。
概要を説明します。

2020 年度新入生各位
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＜法学部＞
4/1（水）

時間（この間のいつでも受取り可能です）
法律学科・政治学科 10：30～12：00 富士見ゲート 4 階 G403 教室
＊シラバス・手引き等学事資料も配り
資料配付のみ行います。時間・場所は以下のとおりです。時間は集合時間ではありません。下記の時間帯でご都
国際政治学科
10：30～12：00 富士見ゲート 4 階 G402 教室
ますので必ず取りに来てください。
合の良い時間に資料を受領してください。
＊P.42・43 校内地図参照
法律学科
＜会場：富士見ゲート
G402 教室＞
時間 4 階 13：00～15：00
政治学科・国際政治学科
＜会場：富士見ゲート
G401 教室＞富士見ゲート 5・6 階
会場 4 階 法律学科
1・2 月生まれの方
10：00～11：00
G501・G502・G503・G602 教室
英語能力の測定テスト
（ELPA 英語プレイスメントα実践）
＊クラスで教室を指定します。当日案内します。
3・4 月生まれの方
11：00～12：00
政治学科
富士見ゲート 2 階 G201 教室
5・6 月生まれの方
12：00～13：00
国際政治学科 富士見ゲート 4 階 G402 教室
7・8 月生まれの方
13：00～14：00
時間
16：00～17：00
9・10 月生まれの方
14：00～15：00
オリエンテーション
会場
全学科とも
外濠校舎 6 階 薩埵ホール
11・12 月生まれの方 15：00～16：00
時間・集合場所
法律学科
9：30～13：00 外濠校舎 6 階 薩埵ホール
2.上記１以降の日程は以下のとおりです。詳細（時間・教室等）は 4/1（水）の資料配付時にご案内します。
政治学科
9：30～13：00 外濠校舎 5 階 S405 教室
全学科共通
学部ガイダンス
4/2（木）
国際政治学科 14：00～17：00 外濠校舎 5 階 S405 教室
4/2（木）
：学生証・ユーザーID 交付，入学時提出書類回収
《学生証交付》
内容
学科主任挨拶／履修ガイダンス／カリキュラム、大学で
4/6（月）
：英語能力の測定テスト（ELPA 英語プレイスメントα実践）
の勉強の在り方の説明等／学生証交付／入学時提出書類
4/9（木）
：履修ガイダンス
の回収等
学生証番号・クラス早見表 配付
1.4/1（水）※資料配付のみに変更

延期もしくは中止となります。

大学用のメールアドレスを発行する

ための書類を郵送にて送付いたします。
今後のガイダンス日程等の詳細は
大学用のメールアドレスで改めて
お知らせいたします。

上記の他、全学部共通行事については、P.6 を参照してください。

＜文学部＞ 4/2（木）以降の行事詳細は、https://hosei.study.jp/にも掲載予定（4/1）です。
時間
9：30～12：00
1.4/1（水）※資料配付のみに変更
会場
哲学科
富士見ゲート 2 階 G201 教室
資料配付のみ行います。時間・場所は以下のとおりです。時間は集合時間ではありません。下記の時間帯でご都合
英語能力の測定テスト
日本文学科 富士見ゲート 5 階 G503 教室
の良い時間に資料を受領してください。
英文学科
富士見ゲート 5 階 G502 教室
（ELPA 英語プレイスメントα実践）
哲学科・心理学科
＜会場：外濠校舎
3
階
S305
教室＞
学生証番号・クラス早見表を
史学科
富士見ゲート 6 階 G602 教室
日本文学科
＜会場：大内山校舎 4 階 Y406
教室＞
このとき配付します。
地理学科
富士見ゲート 5 階 G501 教室
英文学科
＜会場：大内山校舎 5 階 Y506
教室＞
心理学科
富士見ゲート 2 階 G201 教室
史学科
＜会場：大内山校舎 6 階 Y606
教室＞
＊P.42・43
校内地図参照
地理学科
＜会場：大内山校舎
教室＞
時間7 階 Y702
12:00～13:30（この間のいつでも受取り可能です）
4/1（水）
学事資料配付
会場
全学科とも 富士見ゲート 6 階 G601 教室
1・2 月生まれの方
10：00～11：00
内容
履修の手引き等の配付
3・4 月生まれの方
11：00～12：00
時間
13：30～15：30
5・6 月生まれの方
12：00～13：00
会場
哲学科
大内山校舎 7 階 Y705 教室
7・8 月生まれの方
13：00～14：00
日本文学科 外濠校舎 4 階
S405 教室
9・10 月生まれの方 14：00～15：00
英文学科
大内山校舎
4
階
Y406 教室
11・12 月生まれの方
15：00～16：00
オリエンテーション
史学科
大内山校舎 5 階 Y506 教室
地理学科
大内山校舎 6 階 Y606 教室
2.上記１以降の日程は以下のとおりです。詳細（時間・教室等）は 4/1（水）の資料配付時にご案内します。
心理学科
大内山校舎 7 階 Y702 教室
全学科共通
内容
カリキュラム、大学での勉強の在り方の説明等
4/3（金）
：学生証・ユーザーID 交付，入学時提出書類回収
時間・集合場所
4/7（火）
：英語能力の測定テスト（ELPA 英語プレイスメントα実践）
哲学科
9：30～11：30 富士見ゲート 5 階 G501 教室
4/10（金）
：履修ガイダンス
日本文学科 14：30～16：30 富士見ゲート 6 階 G601 教室
英文学科
14：30～16：30 富士見ゲート 5 階 G501 教室
学部ガイダンス
4/2（木）
史学科
12：00～14：00 富士見ゲート 6 階 G601 教室
《学生証交付》
地理学科
12：00～14：00 富士見ゲート 5 階 G501 教室
心理学科
9：30～11：30 富士見ゲート 6 階 G601 教室
内容
学生証交付／入学時提出書類の回収
履修登録関係の説明等
上記の他、全学部共通行事については、P.6 を参照してください。
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＜経営学部＞ 4/2（木）以降の行事詳細は、https://hosei.study.jp/にも掲載予定（4/1）です。
4/1（水）
時間
9：30～10：15（この間のいつでも受取り可能です）
1.4/1（水）※資料配付のみに変更
会場
全学科とも 外濠校舎 4 階 S406 教室
学事資料 配付
資料配付のみ行います。時間・場所は以下のとおりです。時間は集合時間ではありません。下記の時間帯でご都合の
（学生証番号・クラス早見表、他）
＊P.42・43 校内地図参照
良い時間に資料を受領してください。
内容
「早見表」の他、履修の手引き等の配付
経営学科
＜会場：富士見ゲート
教室＞
時間 5 階 G503
10：30～12：30
オリエンテーション
会場
全学科とも
外濠校舎 6 階 薩埵ホール
経営戦略学科
＜会場：富士見ゲート 5 階 G502 教室＞
内容 5 階 G501
カリキュラム、大学での勉強の在り方の説明等
市場経営学科
＜会場：富士見ゲート
教室＞
時間
16：00～18：00
1・2 月生まれの方
10：00～11：00
会場
富士見ゲート 2 階 G201 教室
3・4 月生まれの方
11：00～12：00
（全学科）
4 階 G402 教室
英語能力の測定テスト
5・6 月生まれの方
12：00～13：00
（ELPA 英語プレイスメントα実践）
5 階 G501・G502・G503 教室
7・8 月生まれの方
13：00～14：00
6 階 G602 教室
9・10 月生まれの方 14：00～15：00
＊クラスで教室を指定します。当日案内します。
11・12 月生まれの方 15：00～16：00
時間・集合場所
経営学科
9：30～13：00 富士見ゲート 5 階 G502 教室
2.上記１以降の日程は以下のとおりです。詳細（時間・教室等）は 4/1（水）の資料配付時にご案内します。
富士見ゲート 5 階 G503 教室
全学科共通
＊クラスで教室を指定します。4/1 に案内します。
学部ガイダンス
4/4（土）
：学生証・ユーザーID 交付，入学時提出書類回収
4/2（木）
経営戦略学科 14：00～17：30 富士見ゲート 5 階 G503 教室
《学生証交付》
市場経営学科 14：00～17：30 富士見ゲート 5 階 G502 教室
4/8（水）
：英語能力の測定テスト（ELPA 英語プレイスメントα実践）
内容
学生証交付／入学時提出書類の回収
4/13（月）
：履修ガイダンス
履修登録関係の説明
＊4/1 に配付された履修の手引きを持参してください。
上記の他、全学部共通行事については、P.6 を参照してください。

＜国際文化学部＞ 4/2（木）以降の行事詳細は、https://hosei.study.jp/にも掲載予定（4/1）です。
オリエンテーション
時間
9：30～12：00
4/1（水）
1.4/1（水）※資料配付のみに変更
会場
外濠校舎 4 階 S405 教室
＊学生証番号・クラス早見表等 配付
資料配付のみ行います。時間・場所は以下のとおりです。時間は集合時間ではありません。下記の時間帯でご都合の
＊P.42・43 校内地図参照
良い時間に資料を受領してください。
時間
13：00～15：00
英語能力の測定テスト
国際文化学科
＜会場：外濠校舎
教室＞ 3 階 S305 教室・S306 教室
会場 4 階 S405
外濠校舎
（ELPA
英語プレイスメント
α
実践）
＊クラスで教室を指定します。当日案内します。
1・2 月生まれの方
10：00～11：00
SA 総合ガイダンス
時間
16：00～17：00 会場 外濠校舎 3 階 S405 教室
3・4 月生まれの方
11：00～12：00
内容
資料配付／SA
プログラムに関する説明 等
5・6 月生まれの方
12：00～13：00
時間
9：30～11：30 会場 外濠校舎 3 階 S305 教室
7・8 月生まれの方
13：00～14：00
履修ガイダンス
内容
カリキュラム、履修登録関係の説明
9・10 月生まれの方 14：00～15：00
時間
13：00～16：00 会場 外濠校舎 3 階 S305 教室
11・12 月生まれの方
15：00～16：00
4/2（木）
《学生証交付》
内容
学生証交付／入学時提出書類の回収、その他
時間
16：00～17：00
2.上記１以降の日程は以下のとおりです。詳細（時間・教室等）は
4/1（水）の資料配付時にご案内します。
SA 先別（諸語圏）ガイダンス 場所・内容は前日の
SA 総合ガイダンスで案内します。
学部共通
時間
13：00～15：30
4/2（木）
：学生証・ユーザーID 交付，入学時提出書類回収
会場
外濠校舎
3 階 S305 教室
SA 英語圏ガイダンス
4/6（月）
：英語能力の測定テスト（ELPA 英語プレイスメントα実践）
内容
SA 英語圏に関する説明
4/9（木）
：履修ガイダンス
時間
15：45～17：45
4/3（金） SA 先別（英語圏）ガイダンス 場所・内容は直前のガイダンスで案内します。
15：00～16：00
SJ ガイダンス（外国人留学 時間
会場
外濠校舎 5 階 S504 教室
生入試の入学者対象）
内容
資料配付／SJ プログラムに関する説明 等
時間
14：30～16：00
会場
富士見ゲート 2 階 G201 教室
4/6（月） 図書館ガイダンス
内容
図書館の利用に関する説明
上記の他、全学部共通行事については、P.6 を参照してください。
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＜人間環境学部＞ 4/2（木）以降の行事詳細は、https://hosei.study.jp/にも掲載予定（4/1）です。
4/1（水）
時間
12：00～13：30
1.4/1（水）※資料配付のみに変更
オリエンテーション
会場
外濠校舎 2 階 S205 教室
資料配付のみ行います。時間・場所は以下のとおりです。時間は集合時間ではありません。下記の時間帯でご都合の
※学生証番号・クラス早見表 配付
＊P.42・43 校内地図参照
良い時間に資料を受領してください。
時間
16：00～18：00
人間環境学科
＜会場：外濠校舎 2 階 S205 教室＞
英語能力の測定テスト
会場
外濠校舎
3 階 S305 教室・S306 教室
1・2 月生まれの方
10：00～11：00
3・4 月生まれの方
11：00～12：00
（ELPA 英語プレイスメントα実践）
＊クラスで教室を指定します。当日案内します。
5・6 月生まれの方 12：00～13：00
7・8 月生まれの方
13：00～14：00
時間
13：30～17：30
9・10 月生まれの方 14：00～15：00
11・12 月生まれの方 15：00～16：00
会場
富士見ゲート 4 階 G403 教室
学部ガイダンス
4/2（木）
2.上記１以降の日程は以下のとおりです。詳細（時間・教室等）は 4/1（水）の資料配付時にご案内します。
《学生証交付》
内容
履修登録の説明等／学生証交付／入学時提出書類
学部共通
の回収
4/3（金）
：学生証・ユーザーID 交付，入学時提出書類回収

4/7（火）
：英語能力の測定テスト（ELPA 英語プレイスメントα実践）
4/10（金）
：履修ガイダンス

上記の他、全学部共通行事については、P.6 を参照してください。

＜キャリアデザイン学部＞ 4/2（木）以降の行事詳細は、https://hosei.study.jp/にも掲載予定（4/1）です。
時間
13：00～15：00
1.4/1（水）※資料配付のみに変更
会場
富士見ゲート 4 階 G403 教室
オリエンテーション
資料配付のみ行います。時間・場所は以下のとおりです。時間は集合時間ではありません。下記の時間帯でご都合
※学生証番号・クラス早見表
配付
＊P.42・43 校内地図参照
の良い時間に資料を受領してください。
4/1（水）
内容
カリキュラム、大学での勉強の在り方の説明等
キャリアデザイン学科
＜会場：富士見ゲート 6 階 G602 教室＞
時間
16：00～18：00
1・2 月生まれの方
10：00～11：00
3・4 月生まれの方
11：00～12：00
英語能力の測定テスト
会場
外濠校舎 2 階 S205 教室・3 階 S307 教室
（ELPA 英語プレイスメントα実践）
5・6 月生まれの方
12：00～13：00
7・8 月生まれの方
13：00～14：00
＊クラスで教室を指定します。当日案内します。
9・10 月生まれの方 14：00～15：00
11・12 月生まれの方 15：00～16：00
時間
13：00～16：00
2.上記１以降の日程は以下のとおりです。詳細（時間・教室等）は 4/1（水）の資料配付時にご案内します。
会場
外濠校舎 2 階 S205 教室
学部ガイダンス
4/2（木）
学部共通
《学生証交付》
内容
履修登録の説明等／学生証交付／入学時提出書類
4/4（土）
：学生証・ユーザーID 交付，入学時提出書類回収の回収
4/8（水）
：英語能力の測定テスト（ELPA 英語プレイスメントα実践）
4/13（月）
：履修ガイダンス

【中止】4/6（月）にキャリアデザイン学部新入生履修相談会を予定しています。詳細は 4/2（木）のガイダンスにてお知ら
せします。上記の他、全学部共通行事については、P.6 を参照してください。

＜GIS（グローバル教養学部）＞ 4/2（木）以降の行事詳細は、https://hosei.study.jp/にも掲載予定（4/1）です。
4/1（水）
時間
9：30～12：30
1.4/1（水）※資料配付のみに変更
英語能力の測定テスト
会場
外濠校舎 5 階 S505 教室
資料配付のみ行います。時間・場所は以下のとおりです。時間は集合時間ではありません。下記の時間帯でご都合の
（TOEFL®-ITP）
＊P.42・43 校内地図参照
学生証番号・クラス早見表を
良い時間に資料を受領してください。
＊全員受験です。一部の方【注 1】を除き、このテストの結果をもと
このとき配付します。
GIS（グローバル教養）学科 ＜会場：富士見ゲート 2 階 G201 教室＞

に必修英語科目のクラス分けを行います。
3・4 月生まれの方
11：00～12：00
時間
13：30～17：30
5・6 月生まれの方 12：00～13：00
7・8
月生まれの方
会場
外濠校舎13：00～14：00
5 階 S505 教室
9・10 月生まれの方
14：00～15：00
11・12
月生まれの方
15：00～16：00
オリエンテーション
内容
カリキュラム、大学での勉強の在り方の説明等／
2.上記１以降の日程は以下のとおりです。詳細（時間・教室等）は
4/1（水）の資料配付時にご案内します。
新入生歓迎会
学部共通
＊歓迎会の会場は当日ご案内します。
4/3（金）
：学生証・ユーザーID 交付，入学時提出書類回収
時間
12：30～17：00
4/2（木）
会場
外濠校舎 5 階 S505 教室
学部ガイダンス
4/7（火）
：英語能力の測定テスト（TOEFL🄬-ITP）
【注１】
《学生証交付》
内容
資料配付／学生証交付／入学時提出書類の回収
4/10（金）
：履修ガイダンス
履修登録関係の説明
1・2 月生まれの方

10：00～11：00

上記の他、全学部共通行事については、P.6 を参照してください。

【注 1】自己推薦特別入試（12 月入試）を受験し、①TOEFL または IELTS スコアを提出した方および
②English A: Literature または English A: Language and Literature を修得したうえで IB Diploma を取
得した方は、受験時のスコア／IB Diploma でクラス分けを行います。
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＜デザイン工学部＞
英語能力の測定テスト
（TOEIC®-IP）
4/1（水）

学生証番号早見表をこのとき配
付します。

プレイスメントテスト
（数学・物理）
学生証番号早見表・新入生諸連
絡事項をこのとき配付します

4/2（木）

4/3（金）

4/6（月）

時間
会場

9：30～12：00
建築学科 S305 教室
都市環境デザイン工学科 S306 教室
システムデザイン学科
S307 教室
＊S：外濠校舎（P.42・P.43「校舎配置図」参照）

時間
10：00～13：10（全学科共通）
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
（P.42「校舎配置図」参照）

時間
建築学科
13：00～14：30
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
履修登録ガイダンス
内容
資料配布／学生証交付／統合認証 ID 交付
入学時提出書類の回収／履修登録関係の説明
時間
（全学科共通）15：00～17：00
学科別ガイダンス
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
内容
教員によるカリキュラム説明
時間
都市環境デザイン工学科 10：00～11：30
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
内容
資料配布／学生証交付／統合認証 ID 交付
入学時提出書類の回収／履修登録関係の説明
履修登録ガイダンス
時間
システムデザイン学科
14：00～15：30
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
内容
資料配布／学生証交付／統合認証 ID 交付
入学時提出書類の回収／履修登録関係の説明
時間
建築学科
12：00～13：00
都市環境デザイン工学科 10：00～11：00
貸与 PC 配付・説明会
システムデザイン学科
14：00～15：00
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
時間
建築学科
9：45～11：00
【中止】
都市環境デザイン工学科
11：30～12：45
学生生活総合ガイダンス
システムデザイン学科
11：30～12：45
（キャリアセンター・図書館・
学生センター）
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
時間
英語能力の測定テスト
（TOEIC®-IP）

4/8（水）

建築学科
13：30～16：00
都市環境デザイン工学科 9：30～12：00
システムデザイン学科
9：30～12：00
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
時間

オープンキャンパス
スタッフ募集説明会

4/13（月） 学科別ガイダンス

建築学科
13：00～13：15
都市環境デザイン工学科 12：30～12：45
システムデザイン学科
9：15～ 9：30
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
時間
建築学科
11：30～12：30
都市環境デザイン工学科 10：00～11：30
システムデザイン学科
14：00～15：30
集合場所 市ヶ谷田町校舎 2 階（教室は当日掲示）
内容
教員によるカリキュラム説明

注１）TOEIC®-IP テスト会場（外濠校舎）とプレイスメントテスト会場（市ヶ谷田町校舎）とは校舎が異なるので、注
意してください。 会場については、P.42・P.43 参照のこと。
注２）必要に応じて各自で昼食をご用意ください。
注３）上記の他、全学部共通行事については、P.6 を参照してください。
注４）座席は、可能な限り前後左右空席にて実施いたします。
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【多摩キャンパス】
＜経済学部＞＜社会学部＞＜現代福祉学部＞＜スポーツ健康学部＞
共通行事日程 ※個別の行事日程は各学部の欄を参照のこと
海外留学・国際交流ガイダンス
4/4（土）
4/6（月） ◇右記のどの回も同じ内容です。都合の
よい回を選んで参加してください。

4/6（月）
右記参照

4 月のガイダンスは中止します。
今後のガイダンス実
①
4/4（土）15:30 ～16:30 大教室
A棟
②
4/6（月）13:00 ～14:00 大教室 B 棟 202
施についてはグローバル教育センターホームページ
③
〃
16:30 http://www.global.hosei.ac.jp/
～17:30
〃
に掲載予定です。
4/6(月) 集合時間は各学部オリエンテーション初日に連
（受付時間）9：30～16：00
絡します。
経済学部 B 棟（北ゼミ棟）129
教室（P.45
参照）
※現代福祉学部
福祉コミュニティ学科は
4/2（木）に実施

健康診断 （P.4 参照）

経済学部 B 棟（北ゼミ棟）129 教室（P.45 参照）
奨学金ガイダンス（希望者のみ）
◇右記のどの回も同じ内容です。都合の
＜高校で日本学生支援機構奨学金・修学
よい回を選んで参加してください。
支援新制度を予約した方向け＞

4/6（月） 奨学金ガイダンス
◇右記いずれかに参加してください。

大教室Ｂ棟 301（P.45
301（P.45 参照）
参照）
大教室Ｂ棟
①11：30 開始 ②14：00
開始
①11:30～12:30
②14:00～15:00
日本学生支援機構奨学金の「大学等奨学生採用候補者決
＊各回 30 分程度で終了する予定です。
定通知」をお持ちの方は持参してください。
＊日本学生支援機構奨学金の「大学等奨学生採用候
補者決定通知」を持参してください。
＊やむを得ず参加できない場合は、4/10（金）まで
に決定通知を多摩学生生活課へ提出してください。

※大学に入ってから奨学金を申請したい方は、下記期間内に奨学金書類を受け取ってください。
配布期間：4 月 1 日（水）～13 日（月） 配布場所：エッグドーム２階 フリースペース

＜経済学部＞
☆新入生学科別ガイダンス

経済学科

9：30～11：30 経済学部Ｃ棟１階各教室（P.45 参照）

2020 年度新入生の登校初日は、4/3（金）となります。
国際経済学科
13：00～15：00 経済学部Ｃ棟 102 教室

4/1（水）
現代ビジネス学科 13：00～15：00 経済学部Ｃ棟 101 教室
＜国際経済学科・現代ビジネス学科＞ 9:30 大教室 A 棟集合
☆会計専門職講座ガイダンス 11：50～12：50（経済学科）、15：30～17：00（全学科）※場所は当日発表します。
新入生オリエンテーション
10:00～11:00 大教室 A 棟
☆新入生オリエンテーション
11：20～ 大教室Ａ棟（P.45 参照）
クラス別オリエンテーション 11:30～12:00 経済学部棟各教室
4/2（木） ☆クラス別オリエンテーション 13：30～ 経済学部棟各教室
☆TOEIC®-IP テスト
15：30～
〃
＜経済学科＞ 11:30 大教室 A 棟集合
4/4（土） ☆学生生活ガイダンス
12：30～14：30 大教室Ａ棟
新入生オリエンテーション
12:00～13:00 大教室 A 棟
※4/1（水）については、科目の履修手続をはじめとする諸手続や学生生活について説明します。
クラス別オリエンテーション 13:30～14:00 経済学部棟各教室
※4/2（木）については、学部長の挨拶、学部教育の目標や方針についての説明、学籍（組・学生証番号）の発表を行いま
※大教室
A 棟の場所は、P.45 をご参照ください。
す。その後クラスごとに各教室に分かれ、学生証交付および入学時提出書類の回収を行います。
TOEIC®-IP テストは、必ず全員受験すること。
（TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・サービスの登録商標です）
以降のガイダンス日程については、経済学部ウェブサイト https://www.hosei.ac.jp/keizai/ をご確認ください。

＜社会学部＞
☆オリエンテーション
☆学科別ガイダンス
4/2（木）

10：00～ 大教室Ａ棟（P.45 参照）
社会政策科学科
12：10～ 社会学部棟 201 教室
社会学科
14：10～ 社会学部棟 201 教室
2020 年度新入生の登校初日は、4/4（土）となります。
（集合時間・教室は以下参照）
メディア社会学科
12：10～ 社会学部棟 202 教室
☆クラス別オリエンテーション（社会学科）
9：30～11：00 大教室 B 棟 301 教室
☆学生生活ガイダンス
9：30～11：30 大教室Ａ棟（P.45 参照）
☆クラス別オリエンテーション（メディア社会学科）
12：00～13：30
B 棟 301 教室
4/4（土）
☆クラス別オリエンテーション
13：00～
社会学部棟大教室
各教室
☆クラス別オリエンテーション（社会政策科学科）
14：30～16：00
大教室 B 棟 301 教室
☆TOEFL®-ITP テスト
15：00～
各教室
※大教室 B 棟 301 教室の場所は、P.45 をご参照ください。
※4/2（木）の新入生オリエンテーションでは、学部長の挨拶、授業・カリキュラムに関する説明、学籍（クラス・学生証番
号）の発表などを行います。その後の学科別ガイダンスでは、履修登録をはじめとする諸手続きや授業・カリキュラムの

- 11 -

詳細な説明などを行います。
※4/4（土）のクラス別オリエンテーションでは、クラスごとに分かれ、学生証交付および入学手続書類などの回収を行
います。
（クラス別オリエンテーション開始前迄に必ず昼食を済ませてください。
）TOEFL®-ITP テストは、新入生全員
を対象に行います。
（TOEFL はエデュケーショナルテスティングサービスの登録商標です）

以降のガイダンス日程については、社会学部ウェブサイト https://www.hosei.ac.jp/shakai/ をご確認ください。

＜現代福祉学部＞
4/1（水） ☆オリエンテーション
9：30～ 大教室Ｂ棟 202 教室（P.45 参照）
2020 年度新入生の登校初日は、4/2（木）となります。
（集合時間・教室は以下参照）
☆学科別ガイダンス
®
☆TOEIC -IP テスト
13：00～ 大教室Ｂ棟 202 教室
☆クラス別オリエンテーション（福祉コミュニティ学科）
4/2（木）
☆クラス別オリエンテーション
9：30～
現代福祉学部棟各教室
10：00～11：00
大教室 B 棟 301 教室，201 教室，202
教室
☆クラス別オリエンテーション（臨床心理学科）
4/4（土）
☆学生生活ガイダンス
9：30～11：30 大教室Ａ棟（P.45 参照）
14：00～15：00
大教室
B
棟
301
教室，201
教室，202
教室
※オリエンテーションでは、学部長の挨拶、教員の紹介後、学部教育の目標や方針について説明します。
また、学籍（組・学生証番号）の発表を行い、授業開始までの行事についてもお知らせします。
※学科別ガイダンスでは、科目の履修手続をはじめとする諸手続や学生生活について説明します。
※大教室 B 棟の場所は、P.45 をご参照ください。
※クラス別オリエンテーションでは、学生証の交付および入学時提出書類の回収を行います。
※クラス別オリエンテーションでは、学生証の交付および入学時提出書類の回収を行います。
※4/1 のテストは、新入生全員を対象に行います。TOEIC®-IP テストで一定レベルのスコアの学生は、選抜英語科目であ
以降のガイダンス日程については、現代福祉学部ウェブサイト （TOEIC
https://www.hosei.ac.jp/gendaifukushi/
る「インテンシヴ・イングリッシュ」の受講資格が与えられます。
はエデュケーショナルテスティングサービスの登録商標です）
※上記日程の他にも、各種行事が開催されます。詳細は、新入生オリエンテーションにて発表します。
をご確認ください。

＜スポーツ健康学部＞
4/1（水） 新入生ガイダンス
10：00～12：00
学部独自資格ガイダンス※希望者のみ 13：30～14：30
スポーツ健康学部棟 102 教室
教職・資格ガイダンス
※希望者のみ
15：00～16：00
2020 年度新入生の登校初日は、4/2（木）となります。
（集合時間は以下参照）
TOEFL-ITP テスト
9：30～11：30
新入生ガイダンスにて案内
☆クラス分けオリエンテーション（名字
5013：00～14：30
音順・あ～た行） スポーツ健康学部棟
13：00 集合
4/2（木）
全体オリエンテーション
102 教室
☆クラス分けオリエンテーション（名字
50 15：00～16：00
音順・な～わ行） 各教室
14：30 集合
クラス別オリエンテーション
4/4（土） 学生生活ガイダンス
12：30～14：30
※教室については当日ご案内いたします。
4/6（月） メディカルチェック
9：30～16：30

大教室Ａ棟（P.45 参照）
クラスごとに実施

※新入生ガイダンスでは科目の履修手続きをはじめとする諸手続きや学生生活について説明します。
※TOEFL-ITP テストは新入生全員を対象に行います。また結果を基に必修科目の英語のクラス分けを行いま
す。
（TOEFL はエデュケーショナルテスティングサービスの登録商標です）
※全体オリエンテーションでは学部長の挨拶、教員の紹介、教育目標や方針について説明します。
※クラス分けオリエンテーションでは学生証の交付および入学時手続書類等の回収を行います。
※学生食堂・売店は 4 月 7 日（火）より営業します。上記日程の昼食等については、各自持参するようにし
てください。
※上記内容は変更の可能性がありますので、3 月下旬に法政大学スポーツ健康学部のホームページも併せて
ご確認ください。
ＵＲＬ： https://www.hosei.ac.jp/sports/
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【小金井キャンパス】
＜情報科学部＞
日程

時間

行事

場所

4/1（水） 13:00～15:30

〔午後〕TOEIC®-IP 試験 教室は当日案内します。
プレースメントテストは，4/10 に延期します。
午前中の行事はありません。

小金井キャンパス

4/2（木） 9:00～17:30

グループワーク【後日に延期】行事はありません

小金井キャンパス

4/3（金） 12:00 開場

入学式 ※P.3 参照【中止】

両国国技館

4/3（金） 12:40～16:00

〔午後〕学生証配付
健康診断（全学科 14:00 受付）

小金井キャンパス

4/6（月）

9:00～18:00
16:00～18:00

この時間帯の行事はありません

小金井留学生ガイダンス（留学生のみ）

小金井キャンパス

※各行事実施教室については、当日掲示します。
※4/2 以降のガイダンス日程の詳細は 4/1 に配付します。
※グループワークは 1 チーム 6～7 名で課題にチャレンジし、自己理解を深めるプログラムです。毎年新入生
に好評なプログラムです。
※4/3 に学生証の交付ならびに入学時提出書類の回収を行います。
学生証は学生カード（P.18 参照）との交換になります。必要事項の記入・押印・写真貼付を忘れずに提出
してください。
※4/4，4/6 10:00～16:00 に教科書販売を予定しています。
（後日購入も可能です。
）

＜理工学部＞
日程

時間

行事

場所

〔午前〕TOEIC®-IP 試験 教室は当日案内します
4/1（水） 9:30～12:00

プレースメントテストは，4/10 に延期します。

小金井キャンパス

午後の行事はありません。

9:30～11:30
4/2（木） 13:30～15:30

〔午前・午後〕学生証配付，学科別ガイダンス
学生証番号で午前と午後に分けて実施します。どちらになるか

小金井キャンパス

は，4/1 の配付資料でお知らせします。

4/3（金） 12:00 開場

4/4（土）

9:30～11:00
15:00～16:30

13:00～16:00
4/6（月）

16:00～18:00

入学式 ※P.3 参照【中止】
〔午前・午後〕PC ガイダンス・PC 貸与
9:30-11:00 応用情報工・経営システム工・創生科
15:00-16:30 機械工・電気電子工
〔午後〕健康診断
受付 13:00 機械工
13:30 電気電子工
14:00 応用情報工
14:30 経営システム
15:00 創生科
小金井留学生ガイダンス（留学生のみ）

※4/1 の実施教室については、当日掲示します。
※4/2 以降のガイダンス日程の詳細は 4/1 に配付します。
※4/2 に学生証の交付ならびに入学時提出書類の回収を行います。
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小金井キャンパス

小金井キャンパス

学生証は学生カード（P.18 参照）との交換になります。必要事項の記入・押印・写真貼付を忘れずに提出
してください。
※4/4，4/6 10:00～16:00 に教科書販売を予定しています。
（後日購入も可能です。
）

＜生命科学部＞
日程

時間

行事

場所

〔午後〕TOEIC®-IP 試験 教室は当日案内します
4/1（水） 13:00～15:30

プレースメントテストは，4/10 に延期します。

小金井キャンパス

午前中の行事はありません。

4/2（木）

9:30～11:30
13:30～15:30

4/3（金） 12:00 開場
4/4（土） 12:30～14:00

9:00～11:00
4/6（月）
16:00～18:00

〔午前・午後〕学生証配付・学科別ガイダンス
学生証番号で午前と午後に分けて実施します。どちらになる

小金井キャンパス

かは，4/1 の配付資料でお知らせします。

入学式 ※P.3 参照【中止】
〔午後〕PC ガイダンス・PC 貸与
全学科
〔午前〕健康診断
受付 9:00 生命機能
9:30 環境応用化
9:30 応用植物科

両国国技館
小金井キャンパス

小金井キャンパス

小金井留学生ガイダンス（留学生のみ）

※4/1 の実施教室については、当日掲示します。
※4/2 以降のガイダンス日程の詳細は 4/1 に配付します。
※4/2 に学生証の交付ならびに入学時提出書類の回収を行います。
学生証は学生カード（P.18 参照）との交換になります。必要事項の記入・押印・写真貼付を忘れずに提出
してください。
※4/4，4/6 10:00～16:00 に教科書販売を予定しています。
（後日購入も可能です。
）
※プレースメントテストの理科について
生命機能学科：生物・化学
環境応用化学科：化学・物理
応用植物科学科：生物・化学
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３．外国人留学生のための特別ガイダンスの開催について
グローバル教育センターでは、新しく法政大学に入学される留学生の皆さんのために、
「新入生（外国
「新入生（外国人留学生）のための特別ガイダンス」及び「日本語レベル判定テスト」はコ
人留学生）
のための特別ガイダンス」を下記のとおり行います。内容は大学紹介、授業料減免や奨学金・
ロナウイルスの影響により中止になりました。
「新入生（外国人留学生）のための特別ガイダン
学生生活の説明など、皆さんがこれから本学で学生生活を送るために最も必要と思われることについて
ス」にて配布予定の資料等は、グローバル教育センターホームページに掲載予定です。
説明しますので、必ず参加してください。
http://www.global.hosei.ac.jp/

１．日時・場所

法・文・経営・国際文化・人間環境・キャリアデザイン・GIS（グローバル教養）
・
デザイン工学部へ入学予定の方
2020 年 3 月 31 日（火）12：30 集合～17：00 終了（予定）
場所：市ケ谷キャンパス ボアソナードタワー26F スカイホール
情報科・理工・生命科学部へ入学予定の方
情報科・理工・生命科学部 へ入学予定の方
2020 年
3 月 31 日（火）9：30 集合～17：00 終了（予定）
情報科・理工・生命科学部へ入学予定の方は、3
学部合同の留学生ガイダンスを実施します。
場所：市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー4F 情報実習室Ｅ
必ず出席してください。
※9：30～11：30 に外国人留学生が履修する「日本語」授業の説明会と、習熟度別クラス編成のた
2020 年４月 6 日（月）16：00 集合～18：00 終了（予定）
めの日本語レベル判定テストを実施します。
場所：小金井キャンパス 西館 1 階 遠隔・視聴覚室
※12：30～スカイホール（ボアソナードタワー
26F）にて特別ガイダンスを行います。
※理系留学生のための特別ガイダンスです。日本語レベル判定テストについては、こちらの
※情報科・理工・生命科学部へ入学予定の方は
3 月 31 日（火）とは別に、4 月上旬に留学生向け
ガイダンスも実施します。
ガイダンスでアナウンスがあります。
経済・社会・現代福祉・スポーツ健康学部へ入学予定の方
2020 年 3 月 31 日（火）9：45 集合～17：00 終了（予定）
場所：多摩キャンパス 総合棟 2F CALL 教室 A
※9：45～11：30 に日本語レベル判定テストを実施します。外国人留学生が履修する「日本語」
は習熟度別クラス編成です。このテストを受験しなかった場合、自分に適したクラスで「日本
語」の授業を受けられないことがあります。
※12：30～ガイダンスを行います。
※3 月 31 日（火）とは別に、4 月上旬に学部別に留学生向けガイダンスも実施します。
詳細は 3 月 31 日（火）にお知らせします。

２．注意事項
（1） 集合時間に遅れないようにしてください。
（2） 筆記用具を持参してください。
（3） 特別ガイダンスでは、授業料減免や奨学金などの申請について説明します。やむを得ず欠席す
る場合は必ず下記グローバル教育センター国際支援課まで連絡してください。
（4） 当日は、先輩留学生、日本人学生との交流会も予定しています。交流会では軽食が出ます。

３．担

当

グローバル教育センター国際支援課（市ケ谷キャンパス大内山校舎２階
Tel:03-3264-5475 E-mail: gso@hosei.ac.jp）

※留学生入試以外の入試経路で合格した外国籍の方へ
在留資格「留学」の方は、すみやかに上記のグローバル教育センター国際支援課まで申し出てくだ
さい。また、2020 年 3 月 31 日（火）に実施する外国人留学生のための特別ガイダンスにも出席して
ください。
法政大学「総留学生会」からのお知らせ
◇法政大学総留学生会からのお知らせ
法政大学では、留学生として入学した学生は「総留学生会」の会員になります。当日は総留学生会の
法政大学では、留学生として入学した学生は各国の留学生が自主的に組織する「総留学生会」の会員になりま
組織や活動などを説明します。4 年間分の会費 2,500 円を持参してください。
す。総留学生会の組織、活動、会費【2,500 円】の支払方法については、別途ご案内します。
法政大学総留学生会
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