
理学部第一部

【2020年4月1日更新事項】

2020年4月8日更新

神楽坂キャンパス（数学科・物理学科・化学科・応用数学科・応用化学科）

月日 行事内容　 時間 対象 場所 備考

9:00～9:45（左記時間中随時） 化学科

10:00～10:45（左記時間中随時） 応用化学科

11:00～11:45（左記時間中随時） 物理学科

13:00～13:45（左記時間中随時） 数学科

14:00～14:45（左記時間中随時） 応用数学科

12:00～13:00 化学科・応用化学科・物理学科

14:30～15:30 数学科・応用数学科

13:30～14:00 化学科・応用化学科・物理学科

16：00～16:30 数学科・応用数学科

9:30～10:30 化学科

10:30～11:30 応用化学科

11:30～12:30 物理学科

14:00～15:00 数学科

15:00～16:00 応用数学科

9:30～12:00 全学科

13:00～16:00 全学科

数学科 331・333・341教室

物理学科 241・242・841教室

化学科 831・832・842教室

応用数学科 343・344・351教室

応用化学科 844・851・853教室

数学科 331・333・341教室

化学科 831・832・842教室

応用数学科 343・344・351教室

応用化学科 844・851・853教室

学習力調査 13:00～13:40

学習実態調査 14:00～14:30

　11:45～12:45 数学科 6号館2階624教室

　13:00～ 物理学科 6号館2階624教室

　13:00～ 化学科 10号館1階1011教室

　13:00～ 応用数学科 2号館1階211・212教室

　13:00～ 応用化学科 11号館地下2階11-1教室

※履修申告ガイダンスについては、別途4月末までにCLASSにて連絡予定

※教職課程登録ガイダンスは6月以降に延期予定。（2020年3月30日更新）

葛飾キャンパス（応用物理学科）

月日 行事内容　 時間 対象 場所 備考

〔貸与〕奨学金説明会 10:10～10:50

〔給付〕奨学金説明会 10:50～11:30

〔貸与〕奨学金説明会 12:10～12:50

〔給付〕奨学金説明会 12:50～13:30

 4月9日(木） 入学関係書類提出・交付 13:30～14:15   （13:30集合） 応用物理学科 講義棟2階201・202教室 集合時間は必ず厳守してく
ださい

〔給付〕奨学金説明会 12:50～13:30

〔貸与〕奨学金説明会 12:10～12:50

 4月24日(金) 健康診断 10:00～11:00 応用物理学科 講義棟1階102教室 集合時間は必ず厳守してく
ださい

TOEIC-IPテスト 9:30～12:00 応用物理学科

学習実態調査 12:00～12:30 応用物理学科

新入生ガイダンス（学部指導） 10:30～12:00 応用物理学科

新入生ガイダンス（学科指導） 13:00～14:20 応用物理学科

※履修申告ガイダンスについては、別途4月末までにCLASSにて連絡予定

入学関係書類提出・交付 　6号館2階624教室 2020年3月30日更新事項

 4月24日(金)

 4月24日(金)

4月1日（水）

健康診断 　6号館2階623教室

4月28日(火)　 講義棟2階201教室

4月27日(月)　 講義棟2階203教室

希望者のみ 講義棟5階511教室

4月10日（金）

2020年度　新入生学事・ガイダンス日程

4月9日（木）

1号館17階記念講堂

※給付型と貸与型では内容
が異なります。どちらも希望さ
れる場合は両方の説明会に
出席してください。

〔貸与〕奨学金説明会

〔給付〕奨学金説明会

4月6日（月） 希望者のみ 講義棟5階511教室

希望者は4月6日（月）、9日(木)、
10日(金)のいずれかの日程で参
加してください

※編入学、再入学、転学部、
転学科生は対象外

TOEIC-IPテスト

10分前までに集合し、必ず全
員受験すること

希望者のみ 講義棟5階511教室

終了時刻は学科により異なり
ます。

希望者は4月6日（月）、9日(木)、
10日(金)のいずれかの日程で参
加してください

希望者は4月6日（月）、9日(木)、
10日(金)のいずれかの日程で参
加してください

●神楽坂キャンパス
　・入学関係書類提出・交付については、4月1日（水）の他に、4月24日（金）も手続き可能ですので、下表を参照の上、ご都合の良いときに来校してください。
　・教職課程登録ガイダンス日程は6月以降に延期いたします。

4月1日(水) 入学関係書類提出・交付 　6号館2階624教室

新入生ガイダンス(その2）
・学科指導
（１）学修計画
（２）時間割説明
（３）キャリアガイダンス
（４）懇談

新入生ガイダンス(その1）
・学部指導
（１）一般科目
（２）外国語科目
（３）体育科目
（４）教職科目

10分前までに集合し、必ず全
員受験すること
※編入学、再入学、転学部、
転学科生は対象外

学習実態調査

●奨学金新規申込希望者で4月の説明会に参加できない場合は、5月上旬に予定しております追加説明会にご参加ください。（事前連絡は不要）
　なお、採用時期が遅れるため、4月の説明会参加者より振込開始が1か月程度遅くなりますのでご了承ください。ただし、4月分から遡りで振り込まれ、
　貸与総額に変更は生じません。追加説明会の日程等については、CLASS(学内向けポータルサイト)等でご案内いたします。

●葛飾キャンパス
　・入学関係書類提出・交付について、指定日時で来校することが難しい場合は、ご都合の良いときに以下の窓口へお越しください。
　　　葛飾キャンパス管理棟3階工学事務課　［窓口取扱時間］8：30～12：45／13：45～17：00（土日・祝日を除く）

12:00～12:30

2号館1階211教室
2号館1階212教室
3号館2階321教室
3号館3階331教室
3号館4階341教室
6号館2階621教室
6号館2階624教室

左記いずれかの教室で受け
てください

物理学科

4月30日（木）

　10:00～11:20

数学科
物理学科
化学科

応用数学科
応用化学科

●4月2日（木）～4月15日（水）までに予定していた全ての行事は中止いたします。

【2020年4月8日更新事項】

●神楽坂キャンパス
　・4月24日（金）の入学関係書類提出・交付は中止になりました。学生証及びCLASSパスワードの交付は、4月10日（金）を目途に出願の際に登録いただいた
　　住所宛に順次郵送(レターパックプラス)でお送りいたします。入学関係書類提出は　同封のレターパックプラスで返送ください。
　・4月24日（金）の健康診断は延期になりました。詳細は後日、CLASSにてお知らせ予定です。
  ・4月27日(月)　のTOEIC-IPテストは延期、学習実態調査および学習力調査は中止になりました。TOEIC-IPテストの延期日程等の詳細は後日、CLASSにて
　　お知らせ予定です。
　・4月30日（木）の新入生ガイダンスは中止になりました。後日、CLASSにて文書を掲出予定です。

●葛飾キャンパス
　・4月24日（金）の健康診断は延期になりました。詳細は後日、CLASSにてお知らせ予定です。
　・4月27日(月)　のTOEIC-IPテストは延期、学習実態調査は中止になりました。TOEIC-IPテストの延期日程等の詳細は後日、CLASSにてお知らせ予定です。
　・4月28日（火）の新入生ガイダンスは中止になりました。後日、CLASSにて文書を掲出予定です。

241・242・841教室 ※編入学、再入学、転学部、
転学科生は対象外

4月27日(月)　

9:30～12:00　

中止
（2020年4月1日更新事項）

中止

中止（2020年4月8日更新事項）

※後日、CLASSにて文書を掲出予定。

（2020年4月8日更新事項）

※後日、CLASSにて文書を掲出予定。

中止

延期

延期（2020年4月8日更新事項）

※詳細は後日、CLASSにて連絡予定。

（2020年4月8日更新事項）
※詳細は後日、CLASSにて連絡予定。

中止

中止

延期（2020年4月8日更新事項）
※詳細は後日、CLASSにて連絡予定。

（2020年4月8日更新事項）
※詳細は後日、CLASSにて連絡予定。延期

（2020年4月8日更新事項）

（2020年4月8日更新事項）
※4月10日（金）を目途に郵送。提出書類は同封の封筒で返送すること。

（2020年4月8日更新事項）

※「入学関係書類提出・交付」について、4月10日（金）を目途に郵送。

提出書類は同封の封筒で返送すること。

（2020年4月8日更新事項）

中止（2020年4月1日更新事項）



理学部第一部

【更新事項】

2020年4月8日更新

神楽坂キャンパス（数学科・物理学科・化学科・応用数学科・応用化学科）・葛飾キャンパス（応用物理学科）

月日 行事内容　 時間 対象 場所 備考

9:00～9:45   （左記時間中随時） 化学科

10:00～10:45（左記時間中随時） 応用化学科

11:00～11:45（左記時間中随時） 物理学科

13:00～13:45（左記時間中随時） 数学科

14:00～14:45（左記時間中随時） 応用数学科

9:30～12:00 全学科

13:00～16:00 全学科

9:30～10:30 化学科

10:30～11:30 応用化学科

11:30～12:30 物理学科

14:00～15:00 数学科

15:00～16:00 応用数学科

13:15～13:45

13:45～14:30

※介護等体験ガイダンスは窓口にて対応するため、必ず4月6日（月）までに1号館4階教職教育センターまで申し出ること  ⇒4月6日（月）締切終了

教育職員免許状の取得を希望する者

入学関係書類提出・交付

●奨学金新規申込希望者で4月の説明会に参加できない場合は、5月上旬に予定しております追加説明会にご参加ください。（事前連絡は不要）
　なお、採用時期が遅れるため、4月の説明会参加者より振込開始が1か月程度遅くなりますのでご了承ください。ただし、4月分から遡りで振り込まれ、
　貸与総額に変更は生じません。追加説明会の日程等については、CLASS(学内向けポータルサイト)等でご案内いたします。

2号館1階212教室

●介護等体験ガイダンスについては、対応日を「4月6日（月）まで」に訂正していますのでご確認ください。

4月24日（金）

※いずれの時間も出席すること

10:00～11:00

編入学、再入学、転学部・転学
科生ガイダンス

　6号館2階624教室

2020年度　編入学、再入学、転学部・転学科生ガイダンス

　6号館2階623教室 4月24日(金) 健康診断

4月27日（月） 応用数学科

4月22日（水）

●入学関係書類提出・交付については、4月1日（水）の他に、4月24日（金）も手続き可能ですので、下表を参照の上、ご都合の良いときに来校してください。

2020年3月30日更新事項

【2020年4月8日更新事項】

●神楽坂キャンパス
  ・4月22日（水）の教職課程登録ガイダンスは中止になりました。現在、代替案を検討中です。詳細は後日、CLASSにてお知らせ予定です。
　・4月24日（金）の入学関係書類提出・交付は中止になりました。学生証及びCLASSパスワードの交付は、4月10日（金）を目途に出願の際に登録いただいた住所
宛に順次郵送(レターパックプラス)でお送りいたします。入学関係書類提出は　同封のレターパックライトで返送ください。
　・4月24日（金）の健康診断は延期になりました。詳細は後日、CLASSにてお知らせ予定です。
　・4月27日（月）の編入学、再入学、転学部・転学科生ガイダンスは中止になりました。4月1日（水）に配付した資料を確認し、手続きしてください。
　・介護等体験ガイダンスは4月6日（月）で締切ました。

3号館5階353教室

※新入生学事・ガイダンス日程も併せてご確認ください。

入学関係書類提出・交付 　6号館2階624教室4月1日(水)

教職課程登録ガイダンス

中止
（2020年4月8日更新事項）

※4月1日（水）に配付した

資料を確認し、手続きする

こと。

中止
（2020年4月8日更新事項）
※4月10日（金）を目途に
郵送。提出書類は同封の
封筒で返送すること。

延期

（2020年4月8日更新事項）
※代替案を検討中。詳細は
後日、CLASSにて連絡予定。

（2020年4月8日更新事項）
※詳細は後日、CLASSにて
連絡予定。

中止

（2020年4月8日更新事項）
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