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4 月 7 日（日）午前 10 時開始
○午前 9 時 30 分までに入場してください。

場

所

日

本

武

道

館

千代田区北の丸公園 2 － 3（靖国神社正門近く）
館

交

通

＊東京メトロ

半蔵門線・東西線「九段下駅」下車

＊都営地下鉄

新宿線「九段下駅」下車

徒歩約 5 分

徒歩約 5 分

37

＊ＪＲ中央線

注意事項

場

「飯田橋駅」下車

＊当日は，学生証を総合受付で提示して入場してください。
＊ご家族の入場は

所
館

徒歩約 15 分

2 名までとします。「入学手続の手引」の裏表紙

に印刷してある「家族入場券」を切り取り，総合受付で提示して
ください。
＊当該の部以外は入場できません。
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䠐᭶䠍᪥䠄᭶䠅

䠐᭶䠏᪥䠄Ỉ䠅

※学生証受領後は，常時携帯してください。 ※時間を厳守してください。
１．学生生活案内（必須）
サークル活動，診療所，学生健康保険，学生相談室及び就職の指針等について説明を行います。
※健康診断については，学生生活案内時に配付の「2019 年度学生定期健康診断のお知らせ（生田）
」を参照
してください。
（
「日時は，2019 年度農学部新入生指導週間行事日程表」にも記載されています。
）
２．学生証交付式及び学科別ガイダンス（必須）
入学手続き完了後に送付した「学生証引換証」が必要となりますので，必ず持参してください。
「学生証引換
証」を紛失した者はガイダンス前に中央校舎 1 階の農学部事務室に申し出てください。
３．情報処理ガイダンス（必須）
入学手続時に各自が申請したパスワードが必要となりますので，メモ等を持参してください。パスワードを
忘れた者については当日ガイダンス実施時に担当者まで申し出てください。
４. ＴＯＥＩＣ○試験（必須）
学生証及び筆記用具を持参してください。
（試験教室は中央校舎１階の農学部掲示板にてお知らせします。
）
５．教職課程・社会教育主事課程・司書課程・司書教諭課程ガイダンス（履修希望者は出席必須）
・ 各課程の説明および履修手続きに関する説明を 4 月 4 日（木）に開催します。欠席の場合，教職
課程・社会教育主事課程・司書課程・司書教諭課程の今年度の履修はできません。
・ 上記ガイダンスに出席できない場合は，4 月 9 日（火）16:30～駿河台キャンパスのリバティタワー
1032 教室で行われる最終ガイダンスに出席してください。
・ 各課程の新規履修には，4 月 12 日（金）までに履修料の納入が必要です。
・ 履修希望者は，履修料及びガイダンスの詳細情報を右上の QR コードからアクセスして確認してください。
６．体育会ガイダンス
スポーツ特別入試入学者は参加必須です。また，入学後に一般入学者が入部可能な体育会運動部（運動系サ
ークルや体同連ではありません）に入部を検討している者は必ず参加してください。
７．GLOBAL NAVI（任意）
国際に関する全学部共通の各プログラム（国際協力人材育成プログラム，日本ＡＳＥＡＮ相互理解プログラ
ム，グローバル人材育成プログラム）を紹介します。詳細は本学ホームページを参照ください。
※当該プログラム科目の履修を希望する食料環境政策学科の学生は，4 月 3 日（水）の国際関連科目履修指
導ガイダンスに必ず参加してください。
（農学科・農芸化学科・生命科学科の希望者は学科別ガイダンスに
て別途連絡をします。
）
８．保護者懇談会および施設見学会（任意）
保護者対象のガイダンスです。詳細については別紙を参照してください。
９．農場実習ガイダンス（必須）
「明治大学黒川農場」
（生田キャンパスではありません）で行います。詳細は学科別ガイダンス時に説明し
ます。
１０．履修相談会（任意）
学科別ガイダンス時に履修等の説明を行いますが，配布した資料を読んでも不明点がある場合や，授業内容
についての疑問，時間割の作成，進級条件や卒業要件等の確認，履修登録に関する質問などがある場合は必
ずこの機会に参加してください。教職員が待機し様々な疑問にお答えします。
１１．奨学金案内
奨学金情報誌「assist」を生田学生支援事務室奨学生係で配布しています。申込希望者は「assist」を受け取
りに来てください。
※上記案内以外で，
「2019 年度農学部新入生指導週間行事日程表」にて◎（必須）としているガイダンスには必
ず参加してください。各ガイダンスには，筆記用具及びノート・メモを持参してください。
㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ䚷㎰Ꮫ㒊䚷᪂ධ⏕ᣦᑟ㐌㛫⾜᪥⛬⾲

ご入学おめでとうございます。これから始まる大学生活のために，本学では「新入生指導週間」を設けていま
す。この期間には，大学の教育・学習についての指導，学生生活の案内など重要なプログラムが用意されていま
す。
「2019 年度農学部新入生指導週間行事日程表」を確認し，必ず出席してください。

自動車・オートバイでの登校は禁止します。
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す。
「2019 年度農学部新入生指導週間行事日程表」を確認し，必ず出席してください。
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※学生証受領後は，常時携帯してください。 ※時間を厳守してください。
１．学生生活案内（必須）
サークル活動，診療所，学生健康保険，学生相談室及び就職の指針等について説明を行います。
※健康診断については，学生生活案内時に配付の「2019 年度学生定期健康診断のお知らせ（生田）
」を参照
してください。
（
「日時は，2019 年度農学部新入生指導週間行事日程表」にも記載されています。
）
２．学生証交付式及び学科別ガイダンス（必須）
入学手続き完了後に送付した「学生証引換証」が必要となりますので，必ず持参してください。
「学生証引換
証」を紛失した者はガイダンス前に中央校舎 1 階の農学部事務室に申し出てください。
３．情報処理ガイダンス（必須）
入学手続時に各自が申請したパスワードが必要となりますので，メモ等を持参してください。パスワードを
忘れた者については当日ガイダンス実施時に担当者まで申し出てください。
４. ＴＯＥＩＣ○試験（必須）
学生証及び筆記用具を持参してください。
（試験教室は中央校舎１階の農学部掲示板にてお知らせします。
）
５．教職課程・社会教育主事課程・司書課程・司書教諭課程ガイダンス（履修希望者は出席必須）
・ 各課程の説明および履修手続きに関する説明を 4 月 4 日（木）に開催します。欠席の場合，教職
課程・社会教育主事課程・司書課程・司書教諭課程の今年度の履修はできません。
・ 上記ガイダンスに出席できない場合は，4 月 9 日（火）16:30～駿河台キャンパスのリバティタワー
1032 教室で行われる最終ガイダンスに出席してください。
・ 各課程の新規履修には，4 月 12 日（金）までに履修料の納入が必要です。
・ 履修希望者は，履修料及びガイダンスの詳細情報を右上の QR コードからアクセスして確認してください。
６．体育会ガイダンス
スポーツ特別入試入学者は参加必須です。また，入学後に一般入学者が入部可能な体育会運動部（運動系サ
ークルや体同連ではありません）に入部を検討している者は必ず参加してください。
７．GLOBAL NAVI（任意）
国際に関する全学部共通の各プログラム（国際協力人材育成プログラム，日本ＡＳＥＡＮ相互理解プログラ
ム，グローバル人材育成プログラム）を紹介します。詳細は本学ホームページを参照ください。
※当該プログラム科目の履修を希望する食料環境政策学科の学生は，4 月 3 日（水）の国際関連科目履修指
導ガイダンスに必ず参加してください。
（農学科・農芸化学科・生命科学科の希望者は学科別ガイダンスに
て別途連絡をします。
）
８．保護者懇談会および施設見学会（任意）
保護者対象のガイダンスです。詳細については別紙を参照してください。
９．農場実習ガイダンス（必須）
「明治大学黒川農場」
（生田キャンパスではありません）で行います。詳細は学科別ガイダンス時に説明し
ます。
１０．履修相談会（任意）
学科別ガイダンス時に履修等の説明を行いますが，配布した資料を読んでも不明点がある場合や，授業内容
についての疑問，時間割の作成，進級条件や卒業要件等の確認，履修登録に関する質問などがある場合は必
ずこの機会に参加してください。教職員が待機し様々な疑問にお答えします。
１１．奨学金案内
奨学金情報誌「assist」を生田学生支援事務室奨学生係で配布しています。申込希望者は「assist」を受け取
りに来てください。
※上記案内以外で，
「2019 年度農学部新入生指導週間行事日程表」にて◎（必須）としているガイダンスには必
ず参加してください。各ガイダンスには，筆記用具及びノート・メモを持参してください。
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