
2022年度  編入生 新学期予定表（白金校舎）

午　前 午　後 午　前 午　後 午　前 午　後 午　前 午　後

3/24
(木)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(女性)
17:00～18:30 健康診断(男性)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(女性)
17:00～18:30 健康診断(男性)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(女性)
17:00～18:30 健康診断(男性)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(女性)
17:00～18:30 健康診断(男性)

3/24
(木)

3/25
(金)

9:00～11:30 健康診断(女性) 13:30～18:30 健康診断(女性) 9:00～11:30 健康診断(女性) 13:30～18:30 健康診断(女性) 9:00～11:30 健康診断(女性) 13:30～18:30 健康診断(女性) 9:00～11:30 健康診断(女性) 13:30～18:30 健康診断(女性)
3/25
(金)

3/28
(月)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(男性)
17:00～18:30 健康診断(女性)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(男性)
17:00～18:30 健康診断(女性)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(男性)
17:00～18:30 健康診断(女性)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(男性)
17:00～18:30 健康診断(女性)

3/28
(月)

3/29
(火)

10:00～　単位認定面接(英文)
 　　　　　　【1552教室(控室)集合】

9:00～11:30 健康診断(男性)

13:30～16:30 健康診断(男性)
17:00～18:30 健康診断(女性)

9:00～11:30 健康診断(男性)
13:30～16:30 健康診断(男性)
17:00～18:30 健康診断(女性)

9:00～11:30 健康診断(男性)
13:30～16:30 健康診断(男性)
17:00～18:30 健康診断(女性)

9:00～11:30 健康診断(男性)
13:30～16:30 健康診断(男性)
17:00～18:30 健康診断(女性)

3/29
(火)

3/30
(水)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(女性)
17:00～18:00 健康診断(男性)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(女性)
17:00～18:00 健康診断(男性)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(女性)
17:00～18:00 健康診断(男性)

9:00～11:30 健康診断(女性)
13:30～16:30 健康診断(女性)
17:00～18:00 健康診断(男性)

3/30
(水)

3/31
(木)

3/31
(木)

4/1
(金)

 10：30-12：00
♠学科ガイダンス(芸術学科)

【1101教室】

12:30～
入学式（文学部）
【白金チャペル】

14：00-15：00
♠学科ガイダンス(フランス文学科)

【1301教室】

10:00～　単位認定面接(経済)
【1552教室(控室)集合】

13：15-14：30
♠新入生歓迎会

【3101・3102教室】

15:00～　入学式（経済学部）
【白金チャペル】

13:00～　単位認定面接(法律)
 　　　　　　【1552教室(控室)集合】

4/1
(金)

4/2
(土)

11：00-12：00
♠学科ガイダンス(社会福祉)

【3201教室】

12:30～　入学式（社会学部）
【白金チャペル】

15:00～　入学式（法学部）
【白金チャペル】

4/2
(土)

4/4
(月)

4/4
(月)

4/5
(火)

4/5
(火)

4/6
(水)

4/6
(水)

【備  考】


社会学部 《社会学科・社会福祉学科》 法学部 《法律学科》

　（次ページより続き）

　５） 大学のコンピュータ・ネットワーク利用…MAIN（Meijigakuin Academic Information Network）利用に際しては、
                                                                大学HPより「2022年度新入生の皆様へ」（https://www.meijigakuin.ac.jp/campuslife/freshers/2022s/）の
                                                                「全学科生共通」から「MAIN（Meijigakuin Academic Information Network）を利用される前に」の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各コンテンツを必ず確認してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、MAINに接続するために個人に付与されるIDおよび初期パスワードは3月下旬にUCAROにて個別通知予定です。

　６） 教職課程履修相談…事前予約制の個別相談となります。教育職員免許状取得希望者（検討中を含む）は必ず相談してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　    3月2日(水) 11:45までに教務部教職担当に電話予約（教務部教職担当：03-5421-5149）の上、
　　　　　　　　　　　　　　　　    相談当日は出身学校が発行する「学力に関する証明書（教免用）」1通を持参してください。

　７） 各行事にやむを得ず出席できなかった場合は、以下の担当部署に連絡してください。
　　　〔連絡先 → ℡03-5421-**** ： ****に下記の番号を入れてください〕
　　　　　■健康診断（健康支援センター）→ 5183
　　　　　■学生証交付・退学証明書等提出（学務教職課学務担当）→ 5147
　　　　　■単位認定面接（教務課各学部担当）→ 5140

　８） 以下の事項については、オリエンテーションを行いません。各窓口にて早めにお問い合わせください。
　　　　　■奨学金・サークル・学生生活関連 ： 学生課 （本館１階）
　　　　　■就職・卒業後の進路関連 ： キャリアセンター （本館１階） ※キャリアセンターからのお知らせは「キャリクル」参照（ポートヘボン→キャリア支援→キャリクル）
　　　　　■留学・国際交流関連 ： 国際センター（2号館1階）
　　　　　■社会福祉士や学芸員など、学科ごとに取得できる資格について：教務課　学部窓口（本館2階）
　　　　　■図書館の利用について ： 図書館（本館2階）
               図書館レクチャー動画　▶ポートヘボン＞学生生活＞図書館＞利用案内動画
               図書館ハンドブック（WEB）　▶ポートヘボン＞学生生活＞図書館＞図書館ハンドブック

春　学　期　授　業　開　始

 9:30～11:45、12:30～16:00
教職課程履修希望者のみ個別相談（予約制）

【教務部（白金）教職担当窓口】

 9:30～11:45、12:30～16:00
教職課程履修希望者のみ個別相談（予約制）

【教務部（白金）教職担当窓口】

春　学　期　授　業　開　始

　１） ♠マークが付された行事は、“1年次新入生対象の行事ですが、3年次編入生でも出席することが望ましい” ものです。
　　　ただし、次の点に留意してください。
　　　　　・1年次新入生（2022年度生）を対象とした行事ですので、3年次編入生に該当しない内容が含まれることがあります。
　　　　　　特に、カリキュラムや資格等に関する説明については注意してください。
　　　　　・これらの行事内で「履修要項」が配布された場合、それは2022年度生向けの内容ですので、参考程度に留めてください。
　　　　　・3年次編入生用の「履修要項」は、4月1日（金）以降に教務課窓口でお渡しします。
　　　　　　それ以前に行われた単位認定面接時に配付された場合や、単位認定面接を実施しない学科で学生証等と併せて配付される場合があります。

　２） 白金校舎の教室番号：1B番台…本館地下1階，    1100番台…本館1階，    1200番台…本館2階，    1300番台…本館3階，
　　　　　　　　　　　　　　　　　   1400番台…本館4階，    1500番台…本館5階，    3000番台…3号館

　３） 単位認定面接…上記の表で記載された時刻までに集合してください（遅刻厳禁）。交通遅延等やむを得ず遅刻する場合は、教務課にご連絡ください。
　　　TEL　03-5421-5140　　なお、フランス文学科、芸術学科、社会学科は書類によって単位を認定しますので、面接は行いません。

　４） 健康診断…3年次編入生の健康診断につきましては、【2022年3月7日付】でUCAROよりお知らせしておりますので、そちらをご確認ください。
　
　
　５）学生証等配付…健康診断の開始日以後、教務部の窓口開室時間中に行います。受け取り場所は大学本館2F教務部教務課窓口です。
　　　健康診断日程・教務部の窓口開室時間は別途ご確認ください。
　　　　※4月2日(土)の教務部窓口は午前中のみの開室となりますので注意してください。
　　　　※健康診断の受診には学生証が必要です。受診前に来てください。
　       ※受け取りには合格通知書または身分が証明できるもの、また出願資格に応じて以下の書類を持参ください。
　　　　　　・2022年3月卒業者：出身校(大学・短期大学・高等専門学校)の卒業証明書 1通
　　　　　　・4年制大学の中途退学者：在学期間証明書または退学証明書 1通
　　　　事情により、発行が遅れる場合は、まず学生証を受け取り、その際にご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         　（次ページへ続く）

経済学部 《経済学科》文学部 《英文学科・フランス文学科・芸術学科》

 9:30～11:45、12:30～16:00
教職課程履修希望者のみ個別相談（予約制）

【教務部（白金）教職担当窓口】

 9:30～11:45、12:30～16:00
教職課程履修希望者のみ個別相談（予約制）

【教務部（白金）教職担当窓口】

春　学　期　授　業　開　始春　学　期　授　業　開　始


