
令和３年度オリエンテーションウィーク　イベント一覧 令和３年３月２２日更新

● 実施時間帯が決まっているイベント（対面式又はオンラインで実施）

開始 終了

３月２９日
（月）

３月３０日
（火）

３月３１日
（水）

10:15 ～ 11:20
新入生学生証交付，新入生用資料配布
＜第１部＞

体育館アリーナ

11:30 ～ 12:15
商学部・大学院商学研究科開講式及び新入生
オリエンテーション＜第１部＞

１・２号館
各教室

13:15 ～ 14:20
新入生学生証交付，新入生用資料配布
＜第２部＞

体育館アリーナ

14:30 ～ 15:15
商学部・大学院商学研究科開講式及び新入生
オリエンテーション＜第２部＞

１・２号館
各教室

15:30 ～ 16:00
新入学編入・転部・転籍生ガイダンス（対象
者のみ）

新入生（編入・転部・転籍生対象）に対するガイダンス ２号館教室

４月２日
（金）

４月３日
（土）

9:00 ～ 11:00 健康診断【女子】２年生 【２年生（学部，大学院）の女子】が対象 体育館アリーナ

12:30 ～ 16:00 健康診断【男子】２年生 【２年生（学部，大学院）の男子】が対象 体育館アリーナ

15:00 ～ 15:30 新入生教職課程ガイダンス（希望者） 教員免許取得希望者に対するガイダンス
オンライン
（Zoom）

9:00 ～ 11:00 健康診断【女子】新入生 【新入生（学部，大学院）の女子】が対象 体育館アリーナ

12:30 ～ 16:00 健康診断【男子】新入生 【新入生（学部，大学院）の男子】が対象 体育館アリーナ

9:00 ～ 11:00 健康診断【女子】４年生 【４年生（学部）の女子】が対象 体育館アリーナ

10:00 ～ 11:00 新入生クラス別ガイダンス（クラス担任）
クラス担任による学修ガイダンス
【商業学科】の新入生が対象

オンライン
（Zoom）

11:00 ～ 新入生クラス別ガイダンス（学生リーダー）
学生リーダーによる学生生活ガイダンス
【商業学科】の新入生が対象

オンライン
（Zoom）

～ 12:00 学生リーダー(在学生)によるアイスブレイク
学生リーダーによる新入生親睦企画
【商業学科】の新入生が対象

オンライン
（Zoom）

12:00 ～ 12:15 新入生対象「先輩と語ろう」
学生リーダーによる学生生活の各種相談コーナー等【商業学
科】の新入生が対象

オンライン
（Zoom）

12:30 ～ 16:00 健康診断【男子】４年生 【４年生（学部）の男子】が対象 体育館アリーナ

13:00 ～ 14:00 ３年生就職ガイダンス 就職活動の全体像と今年度のプログラム紹介 オンライン（Zoom）

13:30 ～ 14:30 新入生クラス別ガイダンス（クラス担任）
クラス担任による学修ガイダンス
【経営学科，会計学科】の新入生が対象

オンライン
（Zoom）

14:30 ～ 新入生クラス別ガイダンス（学生リーダー）
学生リーダーによる学生生活ガイダンス
【経営学科，会計学科】の新入生が対象

オンライン
（Zoom）

～ 15:30
学生リーダー（在学生）によるアイスブレイ
ク

学生リーダーによる新入生親睦企画
【経営学科，会計学科】の新入生が対象

オンライン
（Zoom）

15:30 ～ 15:45 新入生対象「先輩と語ろう」
学生リーダーによる学生生活の各種相談コーナー等【経営学
科，会計学科】の新入生が対象

オンライン
（Zoom）

16:00 ～ 17:00
新入生外国人留学生ガイダンス（学部生・大
学院生）

留学生に対する履修，学生生活の説明
オンライン
（Zoom）

9:00 ～ 11:00 健康診断【女子】３年生 【３年生（学部，大学院）の女子】が対象 体育館アリーナ

12:30 ～ 16:00 健康診断【男子】３年生 【３年生（学部，大学院）の男子】が対象 体育館アリーナ

13:00 ～ 14:00 ２年生キャリアデザインガイダンス
テーマ
「有意義な大学生活を過ごすには」

オンライン
（Zoom）

15:30 ～ 15:55 日本大学入学式（第３部）
新入生は，入場するための事前登録，健康観察システム入力に
よる体調確認が必要です。保護者は入場できません。

日本武道館

４月５日
（月）

令和３年
時間（予定）

行　　事　　名 内　容 場　所

４月１日
（木）

【商業学科】の新入生が対象

＜新入生オリエンテーション内容＞
健康観察システムの入力，メールアドレス，各種ガイダンスの
案内　他

【経営学科，会計学科，編入・転部・転籍，大学院生】の新
入生が対象
＜新入生オリエンテーション内容＞
健康観察システムの入力，メールアドレス，各種ガイダンスの
案内　他

４月６日
（火）

４月８日
（木）

４月７日
（水）



令和３年度オリエンテーションウィーク　イベント一覧 令和３年３月２２日更新

● オンデマンド型で実施するイベント（期間内の好きな時間に繰り返し受けることが可能）

開始 終了

全員 3/29 ～ 4/8 ２年生学務ガイダンス（学科共通）
２年生に対するカリキュラムの説明，履修登録の方法，授業の
受け方等

Classroom

全員 3/29 ～ 4/8 ２年生コースガイダンス（コース別）
各コースでの２年次の学びについてコース別に説明，履修の方
法等

Classroom

全員 3/29 ～ 4/8 ２年生学生生活ガイダンス（学科共通） 諸連絡，マナー喚起等 Classroom

全員 3/29 ～ 4/8 ３年生学務ガイダンス（学科共通）
３年生に対するカリキュラムの説明，履修登録の方法，授業の
受け方等

Classroom

全員 3/29 ～ 4/8 ３年生学生生活ガイダンス（学科共通） 諸連絡，マナー喚起等 Classroom

全員 3/29 ～ 4/8 ４年生学務ガイダンス（学科共通）
４年生に対するカリキュラムの説明，履修登録の方法，授業の
受け方等

Classroom

全員 3/29 ～ 4/8 ４年生学生生活ガイダンス（学科共通） 諸連絡，マナー喚起等 Classroom

対象者
のみ 3/29 ～ 4/8

在学生 日本大学競技スポーツ部ガイダンス
（対象者のみ）

日本大学競技部所属在学生に対する諸注意等 Classroom

対象者
のみ 4/1 ～ 4/30

新入生 日本大学競技スポーツ部ガイダンス
（対象者のみ）

日本大学競技部所属新入生に対する諸注意等 NUe

全員 4/1 ～ 4/30 新入生学務ガイダンス（学科共通）
大学の授業，カリキュラムの説明，履修登録の方法，授業の受
け方等

NUe

全員 4/1 ～ 4/30 新入生学生生活ガイダンス（学科共通） 大学生活における諸注意等のガイダンス NUe

全員 4/1 ～ 4/30
新入学大学院新入生・聴講生・研究生ガイダ
ンス

新入生（大学院・聴講生・研究生対象）に対するガイダンス NUe

対象者
のみ 4/1 ～ 4/30

日本学生支援機構【貸与型】奨学金予約採用
者ガイダンス

高校生の時に予約採用となった新入生に対する手続き等のガイ
ダンス

NUe

対象者
のみ 4/1 ～ 4/30

高等教育の修学支援新制度・
日本学生支援機構【給付型】奨学金予約採用
者ガイダンス

高校生の時に予約採用となった新入生に対する手続き等のガイ
ダンス

NUe

希望者
のみ 4/1 ～ 4/8

社会調査士の資格に関するガイダンス（希望
者）

社会調査士の資格申請にかかる履修の注意点 NUe

希望者
のみ 4/1 ～ 4/8 新入生相談コーナー（希望者）

大学生活に係る個別相談
（授業・学生生活・奨学金・留学・その他）

メール
※状況によっては電話でも応
対します。

● オリエンテーションウィークとは別に実施するイベント（詳細は配布資料の案内を参照）

開始 終了

個別実施 4/1 ～ -
新入生学内・財団奨学金ガイダンス（希望
者）

希望者に対する奨学金ガイダンス
学生ポータルで

資料配布

個別実施 4/1 ～ - 資格に関する案内，アナウンス 各種資格に関する案内（会計系） 新入生資料

個別実施 4/1 ～ - 会計系資格取得ガイダンス(希望者)の案内 主催者・関連団体による会計系資格等の説明会実施案内 新入生資料

対象
視聴期間

内　容 ツール

令和３年
資料掲載期間

行　　事　　名 内　容 案内方法

行　　事　　名


