
月 日 曜

3 22 木
23 金 大学生基礎力調査（3年生全員） （201教室） 9：00～10：30

大学生基礎力調査（2年生全員） （201教室）16：00～17：30 研究科ガイダンス　 （4104教室） 9：30～11：00

成績原簿、学生手帳、学生便覧配付 ※4年生には卒論に関する説明を行います。

日本文化学科ガイダンス  （222教室） ※ガイダンス終了時に基礎演習の申込みを締め切ります。

国際コミュニケーション学科ガイダンス　(201教室)　　　　　　　　　　※ガイダンス終了時に外国語演習（3年生）、基礎演習・英
語演習（2年生）の申込みを締め切ります。

英語コミュニケーション学科ガイダンス （223教室）　　　　　　　　　※ガイダンス終了時に抽選科目（2・3年生）の申込みを締
め切ります。

24 土

25 日
26 月
27 火 教務部ガイダンス(ポータルサイト「G-Port」説明会) ※履修に関する説明会のため、全員参加必須。

　　2年生全員 （201教室） 9：00～10：00
　　3年生全員 （201教室） 11:00～12:00
　　4年生全員 （201教室） 14:00～15:00 ■在学生奨学金説明会 （223教室） 10：00～11：00

日文基礎演習結果発表 （7号館学科掲示板）10：00
国コミ抽選科目発表 （7号館学科掲示板）10：00
英コミ抽選科目発表 （7号館学科掲示板）10：00
■在学生奨学金説明会 （223教室） 10：00～11：00

28 水
29 木
30 金
31 土

4 1 日
2 月 学生証配付 学生証配付

日本文化学科        （201教室）8：20 日本文化学科        （201教室）8：20 2年生　健康診断                              （体育館）　9：00～11：30
国際コミュニケーション学科                             （201教室）8：20 国際コミュニケーション学科                             （201教室）8：20
英語コミュニケーション学科 （201教室）8：20 英語コミュニケーション学科 （201教室）8：20

英語クラス分け TOEIC IPテスト　9：00～11：45 英語クラス分け TOEIC IPテスト　9：00～11：45
※筆記用具持参のこと（HBの鉛筆/シャープペンシル、消しゴム） ※筆記用具持参のこと（HBの鉛筆/シャープペンシル、消しゴム）
日本文化学科        職員の誘導により指定教室へ移動 日本文化学科        職員の誘導により指定教室へ移動 3年生　健康診断                    （体育館）13：00～15：30
国際コミュニケーション学科                             職員の誘導により指定教室へ移動 国際コミュニケーション学科                             職員の誘導により指定教室へ移動
英語コミュニケーション学科 職員の誘導により指定教室へ移動 英語コミュニケーション学科 職員の誘導により指定教室へ移動

教務部ガイダンス                               （201教室）12：45～15：00 教務部ガイダンス                               （201教室）12：45～15：00
学科ガイダンス　 学科ガイダンス　
日本文化学科           （222教室）15：15～16：45 日本文化学科           （222教室）15：15～16：45
国際コミュニケーション学科                             （201教室）15：15～16：45 国際コミュニケーション学科                             （202教室）15：15～16：45
英語コミュニケーション学科 （223教室）15：15～16：45

3 火
（201教室）9：00～11：30 （201教室）9：00～11：30 4年生　健康診断                              （体育館）　9：00～11：30 （201教室）9：00～11：30

健康診断（留学生のみ）  （体育館）12：45集合 学生証配付 （学生部窓口）12：30～15：00
健康診断（正規学生のみ）  （体育館） 13：00～15：30(学科別に案内） 健康診断（正規学生のみ）        （体育館）　13：00～15：30 （学生部窓口）12：30～15：00

健康診断  （正規学生のみ）           （体育館）13：00～15：30 健康診断（正規学生のみ）        （体育館）13：00～15：30
日本語ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ（留学生のみ） （236教室）14：30～16：30
※司書課程ガイダンス                         （201教室）15：30～17：00 ※司書課程ガイダンス                         （201教室）15：30～17：00 ■司書課程ガイダンス （201教室）15：30～17：00 ※司書課程ガイダンス                         （201教室）15：30～17：00 ■司書課程ガイダンス                         （201教室）15：30～17：00

4 水 英語クラス分け発表 （2号館掲示板）　9:00
入　学　式 入　学　式 入　学　式
集合　 （201教室） 9:30              ［保証人は別室］ 集合　 （201教室） 9:30        ［保証人は別室］ 集合　 （201教室） 9:30　　［保証人は別室］
開式 10:00 開式 10:00 開式 10:00
保証人会（式終了後） （201教室） 保証人会（式終了後） （201教室） 保証人会（式終了後） （201教室）

教員紹介・基礎演習ガイダンス 教員紹介・ガイダンス
日本文化学科　          （222教室）入学式終了後 日本文化学科            （222教室）入学式終了後 研究科ガイダンス　 （234教室）11：30～12：15

教員紹介 （234教室）13：15～14：30
国際コミュニケーション学科                             （236・237教室）入学式終了後 国際コミュニケーション学科                             （236・237教室）入学式終了後

英語コミュニケーション学科 （223教室）入学式終了後
基礎演習Ⅰ結果発表［英コミ］ （223教室）入学式終了後のガイダンス内

大学生基礎力調査 （201教室）14：00～15：30  
5 木 基礎演習Ⅰ結果発表[日文] （7号館学科掲示板）8：40 専門演習Ⅰ結果発表［日文］ （7号館学科掲示板）8：40

基礎演習Ⅰ結果発表[国コミ] （7号館学科掲示板）8：40 外国語演習Ⅰ結果発表［国コミ］ （7号館学科掲示板）8：40

※日本語教員養成講座ガイダンス （222教室）9：00～10：00 ※日本語教員養成講座ガイダンス （222教室）9：00～10：00 ※日本語教員養成講座ガイダンス （222教室）9：00～10：00
※学芸員課程ガイダンス                      （201教室）13：00～14：30 ※学芸員課程ガイダンス                      （201教室）13：00～14：30 ●学芸員課程ガイダンス                      （201教室）13：00～14：30 ※学芸員課程ガイダンス                      （201教室）13：00～14：30 ●学芸員課程ガイダンス                      （201教室）13：00～14：30

既に履修中の学生と平成30年度新規希望者は、今後の履修方法に関して説明を行うため必ず出席すること。 ※新入生奨学金説明会 （222教室）15：00～16：00
※新入生奨学金説明会 （222教室）15：00～16：00 ※新入生奨学金説明会 （222教室）15：00～16：00
私費外国人留学生ガイダンス （223教室）15：00～16：00 私費外国人留学生ガイダンス （223教室）15：00～16：00 私費外国人留学生ガイダンス （223教室）15：00～16：00 私費外国人留学生ガイダンス （223教室）15：00～16：00 私費外国人留学生ガイダンス （223教室）15：00～16：00
※ダブルディグリー留学ガイダンス （236教室）16：15～17：00 ※ダブルディグリー留学ガイダンス （236教室）16：15～17：00

6 金

※教職課程ガイダンス (201教室）10：30～11：30

7 土 雅　　　祭　　 10：00～ 雅　　　祭　　 10：00～ 雅　　　祭　　 10：00～
ウェルカムパーティー　 14：00～16：00 ウェルカムパーティー　 14：00～16：00 ウェルカムパーティー　 14：00～16：00
共通科目事前調整科目2次申請結果発表   （オンラインシステム上） 11：00～

8 日
9 月 春学期授業開始 春学期授業開始 春学期授業開始 春学期授業開始 春学期授業開始

共通科目事前調整科目2次申請結果発表   （オンラインシステム上） 11：00～ 共通科目事前調整科目2次申請結果発表   （オンラインシステム上） 11：00～

　　※希望者のみ（希望者は必ず出席すること）　　■平成30年度新規希望者のみ（希望者は必ず出席すること）

（学習院大学生（目白）向け司書課程ガイダンス（201教室）16：00～17：30　本学学生対象外） （学習院大学生（目白）向け司書課程ガイダンス（201教室）16：00～17：30　本学学生対象外） （学習院大学生（目白）向け司書課程ガイダンス（201教室）16：00～17：30　本学学生対象外） （学習院大学生（目白）向け司書課程ガイダンス（201教室）16：00～17：30　本学学生対象外） （学習院大学生（目白）向け司書課程ガイダンス（201教室）16：00～17：30　本学学生対象外）

既に履修中の学生と平成30年度新規希望者は、今後の履修方法に関して
説明を行うため必ず出席すること。

共通科目事前調整科目1次申請結果発表   （オンラインシステム上） 12：30～ 共通科目事前調整科目1次申請結果発表   （オンラインシステム上） 12：30～ 共通科目事前調整科目1次申請結果発表   （オンラインシステム上） 12：30～
共通科目事前調整科目2次申請申込（Web登録） 15：00～18：00 共通科目事前調整科目2次申請申込（Web登録） 15：00～18：00 共通科目事前調整科目2次申請申込（Web登録） 15：00～18：00

共通科目事前調整科目1次申請申込（Web登録） 12：30～15:30 共通科目事前調整科目1次申請申込（Web登録） 12：30～15:30

学生部・キャリア支援部・C.A.T.ルーム・国際交流推進センター・図書館ガイダンス 学生部・キャリア支援部・C.A.T.ルーム・国際交流推進センター・図書館ガイダンス 学生部・キャリア支援部・C.A.T.ルーム・国際交流推進センター・図書館ガイダンス

学生手帳、大学院学生便覧配付

※ガイダンス時に基礎演習Ⅰの申込みを行います。［日文］ ※ガイダンス時に専門演習Ⅰの申込みを行います。［日文］

※ガイダンス時に基礎演習Ⅰの申込みを行います。［国コミ］ ※ガイダンス時に外国語演習Ⅰの申込みを行います。［国コミ］

学生証配付※学生証の期限が切れた学生のみ

（テスト終了後、各自で昼食） （テスト終了後、各自で昼食）
学生手帳、学生便覧配付 学生手帳、学生便覧配付 共通科目事前調整科目1次申請申込（Web登録） 11：00～ 4/4 16：00

※ガイダンス時に基礎演習Ⅰの申込みを行います。［英コミ］

英語コミュニケーション学科3年生 TOEIC IPテスト　9：00～11：45

成績原簿、学生手帳、大学院学生便覧配付

3年生 11：00～12：00  4年生 13：00～14：00  2年生 14：30～15：30

3年生 11：00～12：00  4年生 13：00～14：00  2年生 14：30～15：30

4年生 9：30～10：30 　3年生 11：00～12：00　2年生 14：30～15：30

教務部ガイダンス(ポータルサイト「G-Port」説明会)
大学院生は学部のいずれかのガイダンスに出席してください。

教務部ガイダンス(ポータルサイト「G-Port」説明会)
大学院生は学部の教務部ガイダンスのうち、14：00～15：00の時間帯に出席してください。

                                           平成30年度　学習院女子大学　春学期ガイダンス日程

新　入　学　生 編　入　学　生 在　学　生 大学院・新入学生 大学院･在学生


