
月日 曜日

3/18 木

3/29 月

3/31 水

4/1 木 9:30 （現代ビジネス学科生） 指定の

10:30 新入生学科別ガイダンス 教室

11:00 （国際経済学科生） 指定の

12:00 新入生学科別ガイダンス 教室

13:00 （経済学科生①） 指定の

14:00 新入生学科別ガイダンス 教室

14:30 （経済学科生②） 指定の 14:30 科目抽選ガイダンス 14:30 科目抽選ガイダンス 14:30 科目抽選ガイダンス

15:30 新入生学科別ガイダンス 教室 14:50 14:50 14:50

4/2 金

13:30 クラス別オリエンテーション 経済学部

14:30 及び学生証交付 (A～Mクラス) 各教室

15:00 クラス別オリエンテーション 経済学部

16:00 及び学生証交付（N～Zクラス） 各教室

4/3 土 12:50 16:20
14:00 17:20

4/5 月

13:00 1年次留級生ガイダンス

13:45

14:00 スポーツ推薦・SSI入学者

14:45 履修説明会

4/6 火

10:00 「外国語※」、「入門ゼミ」、「スポー 英は201教室 10:00 「外国語※」、「入門ゼミ」、「スポー 英は201教室

ツ総合」のクラス繰入および補講 入ゼ・スポ・ ツ総合」のクラス繰入および補講 入ゼ・スポ・

の受付(先着順) 中独仏西 の受付(先着順) 中独仏西

は202教室 は202教室

4/7 水

4/10 土

4/15 木

　　　　　　2021年度経済学部3月・4月の学事日程(3/18～4/20)

開始時間
終了時間 新1年生 場所

開始時間
終了時間 新2年生 場所

開始時間
終了時間 新3年生 場所

開始時間
終了時間 新4年生 場所

入学式　(12:00開場) 日本武道館

102 102 102

日本武道館

※英語（c）（f）は、必修および演習と曜日時限が重
複した場合のみ繰入受付を行う

203

202

入学式（15:30開場）

新2年生ガイダンス
※Web掲示板で詳細公開予定

※英語（c）は、必修および演習と曜日時限が重複
した場合のみ繰入受付を行う

経済学部エリア 食堂営業開始 （11:30～）

授業開始

変更や最新情報は経済学部ホームページに随時掲載します。

ＷＥＢ履修登録期間 4/15～ 4/20 26:00 まで

23:00～ 抽選科目の結果発表（情報システム＞履修申請画面）

9:30～16:00    時間割等配布 経済学部 学生ホール

10:00～ 2年次 英語熟達度別クラス発表

（Web掲示板）

※重要！
「補講」・・・全員が再履修者の授業を受講
「繰入」・・・下の学年のクラス 授業を受講

10:00～26：00 外国語の補講 ＷＥＢ上抽選申請日

外国語の単位を修得できなかった学生は必ずこの日に、補講の抽選申請をＷＥＢ上で行ってください。この日
に抽選を行わなかった場合、6日（火）のクラス繰入・補講受付に参加することになります。
※他の必修科目および演習と曜日・時限が重複しないよう、事前に時間割を準備して申請してください。
※国際経済学科生のListening and Presentation 1 （英語（ｃ））およびListening and Presentation 2 （英語（f））
についても、4/6(火)10時～受付を行います。WEB抽選はありません。
※ＷＥＢ上の抽選方法がわからない場合、1日（木）の「科目抽選ガイダンス」に参加してください。

23:00～ 外国語補講の抽選結果発表（情報システム＞履修申請画面）

9:30～16:00    時間割等配布 経済学部 学生ホール

9:30～16:00    時間割等配布 経済学部 学生ホール

新2年生～4年生の時間割等の配付は、学生ホールで4/1～4/6まで行います（各日、終了時間に注意すること）。 ※なお、履修要綱は新2年生以上は原則ウェブでご確認ください。

14:00～翌23：00 多摩地域形成論抽選申請期間

9：00～ 多摩地域形成論抽選結果発表

4月ゼミナール生3次募集応募開始 （選考日時、方法などは、Web掲示板からのお知らせを確認してください。）

10:00～ 1年次 英語熟達度別クラス発表

（Web掲示板）

9:30～16:00    時間割等配布 経済学部 学生ホール

【会計専門職講座ガイダンス】

①11:00-12:00 202教室

②13:00-14:00 203教室

③14:30-15:30 202教室

④16:00-17:00 203教室

※希望者は出席する学科別ガイダンス後の

時間帯で参加してください。

経済学科生の皆さんへ

経済学科生の学科別ガイダンスは氏名五十音順で

①と②にグループ分けを行い実施します。

3月30日（火）までにはグループ分けの結果を

経済学部ホームページに掲載いたしますので、

ご自分の開始時間をご確認の上ご参加ください。

【教職・資格関連】

※ガイダンス期間中の教職・資格に関するお知らせの詳細は、３月上旬に公開する、経済学部ホームページの「教職・資格まとめページ」をご覧ください。

◆教職初修者・資格課程受講希望者（主に1年生） ※以下の日程より経済学部ホームページ及びWeb掲示板に資料を公開

3月29日（月）～説明資料公開

◆2021年度教育実習予定者（4年生の該当者）※3月中に該当者にWeb掲示板で詳細を案内

①3月上旬「教育実習決定登録」手続き完了者宛てに、「教育実習日誌」「学研災しおり」等の書類一式を郵送

②4月10日(土)15：30～17：00 教育実習直前ガイダンス講義社201教室【参加必須】

※対面で実施予定ですが、状況によりオンライン実施となる場合があります。変更がある場合は、社会学部ウェブサイト及びWeb掲示板にてお知らせいたします。

◆2022年度教育実習予定者（3年生の該当者）※3月中に該当者にWeb掲示板で詳細を案内

3月31日（水）～4月1日（木） 「教育実習（事前指導）」受講のためのクラス分けアンケート（Googleフォーム）に回答【必須】

「教育実習」に関する説明資料掲載

3/18（木）～3/31（水） オンラインTOEIC受験

健康診断 112教室

9：30～10：30 A～Iクラス

10：30～11：15 J～Rクラス

12：30～13：30 S～Zクラス

健康診断 112教室

9：30～10：30 A～Iクラス

10：00～11：00 J～Rクラス

10：30～11：15 S～Zクラス

健康診断 112教室

9：30～10：30 A～Fクラス 10：30～11：15 G～Lクラス

12：30～13：30 M～Rクラス 13:00～14:00 S～Zクラス

健康診断 112教室

14:00～15:00 J～Oクラス

14:30～15:30 P～Tクラス

15:00～16:00 U～Zクラス

健康診断 112教室

9:30～10:30 A～Eクラス

12:30～13:30 F～Iクラス

10:00～26:00 抽選科目「コンピューター入門A・B/コンピュータ入門」、「データ解析入門A・B/コンピュータによるデータ解析（2年次～）」
「ビジネス・プログラミング入門Ａ・B（2年次～）」、「コンピュータ科学A・B（3年次～）」WEB上申請日

9:30～16:00    時間割等配布 経済学部 学生ホール

どうしてもこの日に受診できない場合は別日の
受診も可能ですが、時間がかかります。

市ヶ谷・小金井キャンパスで健康診断を受診する
ことはできません。

問合せ：診療所042-783-2161

どうしてもこの日に受診できない場合は別日の
受診も可能ですが、時間がかかります。

市ヶ谷・小金井キャンパスで健康診断を受診する
ことはできません。

問合せ：診療所042-783-2161

どうしてもこの日に受診できない場合は別日の
受診も可能ですが、時間がかかります。

市ヶ谷・小金井キャンパスで健康診断を受診する
ことはできません。

問合せ：診療所042-783-2161

どうしてもこの日に受診できない場合は別日の
受診も可能ですが、時間がかかります。

市ヶ谷・小金井キャンパスで健康診断を受診する
ことはできません。

問合せ：診療所042-783-2161

どうしてもこの日に受診できない場合は別日の
受診も可能ですが、時間がかかります。

市ヶ谷・小金井キャンパスで健康診断を受診する
ことはできません。

問合せ：診療所042-783-2161

所属クラスと実施教室の詳細については

4/1（木）の学科別ガイダンスで

資料を配布します。

（資料はウェブでも公開予定）
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