
2022年度　明星大学　新入生ガイダンス日程（1月13日現在予定）

連絡事項を確認の上、必ず「全学部共通」と「所属学部」の両方の項目を確認してください。

【連絡事項】

〈健康診断〉　必ず受診してください。欠席する場合について、UCAROに掲載する保健管理室の資料を、ご確認ください。

新入生

日付 曜日 理工学部 人文学部 経済学部 情報学部 教育学部

4月1日 金

入学式

10:00開式

入学式

12:30開式

入学式

15:00開式

入学式

12:30開式

入学式

15:00開式

4月2日 土

4月3日 日

4月4日 月

新入生履修ガイダンス

物理:28号館302

生命:28号館303

機械:28号館305

電気:28号館301

環境:28号館304

新入生履修ガイダンス

国際:28号館203

社会:28号館201

日文:28号館202

（学芸員ガイダンス含む）

福祉:28号館205

新入生履修ガイダンス

28号館103、114

新入生履修ガイダンス

28号館113

新入生履修ガイダンス

（教職課程・保育士養成

課程ガイダンス含む）

32号館108

午前:教科専門コース

午後:小学校教員、特別支

援、子ども臨床コース

・教職課程ガイダンス

履修ガイダンス終了後、そ

のまま実施します。

・子ども臨床コースの保育

士養成課程ガイダンス

履修ガイダンス終了後、32

号館206に移動して実施しま

す。

教職課程ガイダンス

10:00～11:30

【対象:履修者】

32号館108

図書館司書ガイダンス

10:30～11:30

【対象:履修者】

28号館111

図書館司書ガイダンス

10:30～11:30

【対象:履修者】

28号館111

教職課程ガイダンス

10:00～11:30

【対象:履修者】

32号館108

教職課程ガイダンス

13:00～14:30

【対象:履修者(福祉以

外)】

32号館108

教職課程ガイダンス

13:00～14:30

【対象:履修者】

32号館108

4月6日 水

留学生ガイダンス

13:00～14:00

【対象:外国人留学生】

本館2階　国際教育セン

ター

健康診断

9:00～9:45

【対象:女性】26号館

健康診断

16:00～16:45

【対象:男性】26号館

健康診断

9:00～9:45

【対象:女性】26号館

健康診断

11:00～11:45

【対象:女性】26号館

4月7日 木

健康診断

11:00～11:45（物理）

14:00～14:45（生命・機

械・電気）

15:00～15:45（環境）

【対象:男性】26号館

健康診断

9:00～9:45

【対象:男性】

26号館

健康診断

15:00～15:45

【対象:男性】

26号館

4月9日 土

4月5日 火

履修登録期間

4月5日（火）16:00～

4月8日（金）13:00

※学内・自宅等のパソ

コンから｢勉天｣にアク

セスして履修登録をし

てください。

※履修登録マニュアル

を確認し、各自登録を

行ってください。

4月8日 金

健康診断

14:00～14:45

【対象:女性】

26号館

健康診断

9:00～9:45

【対象:男性】

26号館

〈新入生履修ガイダンス〉　新入生履修ガイダンスで使用する、全学部共通の資料（履修の手引・時間割表・履修登録マニュアル等）は、明星LMS（以下、LMS）

　　　　　　　　　　　　　「2022年度履修ガイダンス（学部）」のコースより確認してください。

　　　　　　　　　　　　　履修ガイダンスを欠席した場合は、所属する学科・学系のLMSの該当するコースを確認してください。

〈奨学金の申し込み〉　日本学生支援機構奨学金、高等教育の修学支援新制度の申込み方法は、4月前半に勉天の『日本学生支援機構・修学支援新制度に関するお知らせ』にて

　　　　　　　　　　　ご確認ください。 ※既に高等学校にて予約申込みをしている方も同様です。

全学部共通

〈教職課程ガイダンス〉　教員免許状取得を目指し、教職課程の履修を希望する方は必ず出席してください。

〈自己分析テスト（PROG）〉　新入生が受験対象となります。各自決められた日程（約3週間を予定）の間にweb受験（パソコン、スマートフォン、タブレット受験可）

　　　　　　　　　　　　　　　となります。受験方法や受験に必要となるID・パスワードは、4月上旬に学籍番号Gmailアドレス宛へ送信しますメールをご確認ください。

入学式

時間:所属学部の欄で確認してください。

場所:体育館

【対象:新入生全員】

終了後、学科・学系毎に学生証を卒業証明書と引き

換えに配付します。

健康診断

16:00～16:45

【対象:女性】

26号館

PCセットアップ講習会

【対象：希望者】（予約制）

時間:10:00-12:30、14:00-16:30

場所:26-202

予約方法はUCARO等にて別途ご案内します。

新入生履修ガイダンス

午前:10:00～12:00

午後:14:00～16:00

【対象:新入生全員】

新入生を午前・午後に二分割して実施します。

午前・午後の割り振りは、学籍番号確認WEB

サイトで3月30日10:00に発表します。

※教育学部のみ所属するコースで割り振りしま

す。

場所は所属学部の欄で確認してください。
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2022年度　明星大学　新入生ガイダンス日程（1月13日現在予定）

連絡事項を確認の上、必ず「全学部共通」と「所属学部」の両方の項目を確認してください。

【連絡事項】

〈健康診断〉　必ず受診してください。欠席する場合について、UCAROに掲載する保健管理室の資料を、ご確認ください。

新入生

日付 曜日 経営学部 デザイン学部 心理学部 建築学部

4月1日 金

入学式

10:00開式

入学式

10:00開式

入学式

12:30開式

入学式

10:00開式

4月2日 土

4月3日 日

4月4日 月

新入生履修ガイダンス

28号館111

新入生履修ガイダンス

32号館205大演習室

新入生履修ガイダンス

28号館206

新入生履修ガイダンス

28号館104

4月6日 水

留学生ガイダンス

13:00～14:00

【対象:外国人留学生】

本館2階　国際教育セン

ター

健康診断

9:00～9:45

【対象:女性】26号館

4月7日 木

健康診断

17:00～17:45

【対象:男性】

26号館

健康診断

11:00～11:45

【対象:男性】

26号館

健康診断

11:00～11:45

【対象:男性】26号館

健康診断

11:00～11:45

【対象:男性】26号館

健康診断

15:00～15:45

【対象:女性】26号館

健康診断

15:00～15:45

【対象:女性】26号館

4月9日 土

4月5日 火

4月8日 金

〈新入生履修ガイダンス〉　新入生履修ガイダンスで使用する、全学部共通の資料（履修の手引・時間割表・履修登録マニュアル等）は、明星LMS（以下、LMS）

　　　　　　　　　　　　　「2022年度履修ガイダンス（学部）」のコースより確認してください。

　　　　　　　　　　　　　履修ガイダンスを欠席した場合は、所属する学科・学系のLMSの該当するコースを確認してください。

〈自己分析テスト（PROG）〉　新入生が受験対象となります。各自決められた日程（約3週間を予定）の間にweb受験（パソコン、スマートフォン、タブレット受験可）

　　　　　　　　　　　　　　　となります。受験方法や受験に必要となるID・パスワードは、4月上旬に学籍番号Gmailアドレス宛へ送信しますメールをご確認ください。

全学部共通

〈教職課程ガイダンス〉　教員免許状取得を目指し、教職課程の履修を希望する方は必ず出席してください。

〈奨学金の申し込み〉　日本学生支援機構奨学金、高等教育の修学支援新制度の申込み方法は、4月前半に勉天の『日本学生支援機構・修学支援新制度に関するお知らせ』にて

　　　　　　　　　　　ご確認ください。 ※既に高等学校にて予約申込みをしている方も同様です。

履修登録期間

4月5日（火）16:00～

4月8日（金）13:00

※学内・自宅等のパソ

コンから｢勉天｣にアク

セスして履修登録をし

てください。

※履修登録マニュアル

を確認し、各自登録を

行ってください。

健康診断

17:00～17:45

【対象:女性】

26号館

図書館司書ガイダンス

10:30～11:30

【対象:履修者】

28号館111

入学式

時間:所属学部の欄で確認してください。

場所:体育館

【対象:新入生全員】

終了後、学科・学系毎に学生証を卒業証明書と引き

換えに配付します。

PCセットアップ講習会

【対象：希望者】（予約制）

時間:10:00-12:30、14:00-16:30

場所:26-202

予約方法はUCARO等にて別途ご案内します。

新入生履修ガイダンス

午前:10:00～12:00

午後:14:00～16:00

【対象:新入生全員】

新入生を午前・午後に二分割して実施します。

午前・午後の割り振りは、学籍番号確認WEB

サイトで3月30日10:00に発表します。

※教育学部のみ所属するコースで割り振りしま

す。

場所は所属学部の欄で確認してください。
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