2021年度

神戸学院大学新入生行事表
現代社会学部
※新入生は、指定された各種行事に必ず出席してください。

【グループ分けについて】
新型コロナウイルス感染防止のため、学籍番号でグループに分けて新入生行事を実施します。

「キャンパスライフスタートガイド」
https://www.kobegakuin.ac.jp/admission/01information/applicant/
Ａグループ
Ｂグループ

日程

1

木

学籍番号：Ａ１２１００１～１１１１１１１

学籍番号：Ａ２２１００１～１１１１１１１

新入外国人留学生オリエンテーション・学生証交付
【外国人留学生対象】
９：３０～１０：３０
Ｄ１０２講義室（Ｄ号館１階）
学生証交付・オリエンテーション
１０：３０～１１：３０ Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）
●学生証引換票、学生カード、卒業証明書（合格証明
書）を持参し、１０：３０までにご着席ください。
大学での学修についての説明
１１：４５～１２：４５ Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）

新入外国人留学生オリエンテーション・学生証交付
【外国人留学生対象】
１２：３０～１３：３０ Ｄ１０２講義室（Ｄ号館１階）
学生証交付・オリエンテーション
１３：３０～１４：３０ Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）
●学生証引換票、学生カード、卒業証明書（合格証明
書）を持参し、１３：３０までにご着席ください。
大学での学修についての説明
１４：４５～１５：４５ Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）
学修案内
１６：００～１７：３０ Ｂ２０１（Ｂ号館２階）
●学修案内では、大学での学修方法（共通教育科目・
専門教育科目）についての説明を行います。
学修案内【外国人留学生対象】
１７：３０～１８：００ Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）

定期健康診断
（身長・体重測定、胸部Ｘ線撮影、尿検査、血圧測定）
１０：１５～１１：３０（学籍番号で受信時間を指定）
Ｂ１０２講義室～Ｂ１０８講義室（Ｂ号館１階）
※集合場所：Ｂ号館１階ドーム下出入口

定期健康診断
（身長・体重測定、胸部Ｘ線撮影、尿検査、血圧測定）
１０：１５～１１：３０（学籍番号で受信時間を指定）
Ｂ１０２講義室～Ｂ１０８講義室（Ｂ号館１階）
※集合場所：Ｂ号館１階ドーム下出入口

●学籍番号で受診時間を指定します。詳しくは「新入
生定期健康診断日程」にて受診時間を確認くださ
い。キャンパスライフスタートガイド」に３月３０
日頃掲載予定。
●Ｘ線撮影を受けるときの服装は、ボタン・金具・絵
柄のない無地のＴシャツを着用してください。

2

金

●学籍番号で受診時間を指定します。詳しくは「新入
生定期健康診断日程」にて受診時間を確認くださ
い。キャンパスライフスタートガイド」に３月３０
日頃掲載予定。
●Ｘ線撮影を受けるときの服装は、ボタン・金具・絵
柄のない無地のＴシャツを着用してください。

学修案内
１２：３０～１４：００ Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）
●学修案内では、大学での学修方法（共通教育科目・
専門教育科目）についての説明を行います。
学修案内【外国人留学生対象】
１４：００～１４：３０ Ｂ２０２講義室（Ｂ号館２階）
奨学金予約採用者手続説明会
【日本学生支援機構奨学金の予約採用候補者対象】
１４：３０～１５：３０ Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）
●採用候補者決定通知、通帳コピー、入学時特別増額
貸与奨学金に要する資料（該当者のみ）をご持参く
ださい。また、給付奨学金採用候補者の方は、授業
料等減免の対象者の認定に関する申請書（「キャン
パスライフスタートガイド」からダウンロード可
能）、および自宅外通学を示す証明書類（自宅外通
学の方のみ）も併せてご持参ください。
新入生教職課程ガイダンス【教員免許状取得希望者対象】
１６：１５～１７：１５ Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）

3

土

4

日

学生生活案内
９：３０～１２：００

Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）

●学生生活の充実に欠かせない情報を提供します。ま
た、医務室・学生相談室・ボランティア活動支援室
等の施設、課外活動団体も紹介します。
●Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｄｉａｒｙ、ＣＡＭＰＵＳ、課外活
動ＨＡＮＤＢＯＯＫをご持参ください。
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6

月

奨学金出願説明会【出願希望者】
１６：３０～１７：３０ Ｂ３０１講義室（Ｂ号館３階）
●「キャンパスライフスタートガイド」の奨学金のページに対
象者を掲載しています。ご確認ください。

社会防災ユニフォーム採寸【社会防災学科対象】
９：３０～１０：４５
Ｄ３０６・Ｄ３１７・Ｄ３１８講義室（Ｄ号館３階）
※Ｄ３０６に集合ください。

社会防災ユニフォーム採寸【社会防災学科対象】
９：３０～１０：４５
Ｄ３０６・Ｄ３１７・Ｄ３１８講義室（Ｄ号館３階）
※Ｄ３０６に集合ください。

入門ゼミごとに分かれて学部オリエンテーション（履修相談含む）

入門ゼミごとに分かれて学部オリエンテーション（履修相談含む）

１１：００～１２：４５
・現代社会学科：Ｄ２０３～Ｄ２１１講義室（Ｄ号館２階）
・社会防災学科：Ｄ３０７～Ｄ３１１講義室（Ｄ号館３階）
Ｂ３０２講義室（Ｂ号館３階）
Ｂ３０２講義室（Ｂ号館３階）
Ｂ３０２講義室（Ｂ号館３階）

入学式

8

木

●学生生活の充実に欠かせない情報を提供します。ま
た、医務室・学生相談室・ボランティア活動支援室
等の施設、課外活動団体も紹介します。
●Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｄｉａｒｙ、ＣＡＭＰＵＳ、課外活
動ＨＡＮＤＢＯＯＫをご持参ください。

新入生のためのボランティアガイダンス
【ボランティア活動希望者対象】
１３：３０～１５：００ Ｂ２０３講義室（Ｂ号館２階）
●ボランティアに関心のある新入生を対象に、ボラン
ティア活動やボランティア団体について紹介します。

学部紹介（新入生のみ）
１３：４５～１４：４５
人権問題ガイダンス
１５：００～１６：００
マナバコース説明会
１６：１５～１６：４５

水

新入生のためのボランティアガイダンス
【ボランティア活動希望者対象】
１０：１５～１１：４５ Ｂ２０３講義室（Ｂ号館２階）
●ボランティアに関心のある新入生を対象に、ボラン
ティア活動やボランティア団体について紹介します。
学生生活案内
１３：４５～１６：１５
Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）

奨学金出願説明会【出願希望者】
１２：１５～１３：１５ Ｂ３０２講義室（Ｂ号館３階）
●「キャンパスライフスタートガイド」の奨学金のページに
対象者を掲載しています。ご確認ください。

火

7

奨学金予約採用者手続説明会
【日本学生支援機構奨学金の予約採用候補者対象】
１１：４５～１２：４５ Ｂ３０２講義室（Ｂ号館３階）
●採用候補者決定通知、通帳コピー、入学時特別増額
貸与奨学金に要する資料（該当者のみ）をご持参く
ださい。また、給付奨学金採用候補者の方は、授業
料等減免の対象者の認定に関する申請書（「キャン
パスライフスタートガイド」からダウンロード可
能）、および自宅外通学を示す証明書類（自宅外通
学の方のみ）も併せてご持参ください。
新入生教職課程ガイダンス【教員免許状取得希望者対象】
１６：１５～１７：１５ Ｂ２０１講義室（Ｂ号館２階）

１１：００～１２：４５
・現代社会学科：Ｄ２０３～Ｄ２１１講義室（Ｄ号館２階）
・社会防災学科：Ｄ３０７～Ｄ３１１講義室（Ｄ号館３階）
学部紹介（新入生のみ）
１３：４５～１４：４５
人権問題ガイダンス
１５：００～１６：００
マナバコース説明会
１６：１５～１６：４５

Ｂ３０２講義室（Ｂ号館３階）
Ｂ３０２講義室（Ｂ号館３階）
Ｂ３０２講義室（Ｂ号館３階）

入学式
１１：００～１３：００予定（開場１０：００）
ワールド記念ホール

１１：００～１３：００予定（開場１０：００）
ワールド記念ホール

●詳細は「入学式と学生生活のご案内」に同封されてい
ます。当日は混雑が予想されますので、お早めに会場に
お越しください。

●詳細は「入学式と学生生活のご案内」に同封されてい
ます。当日は混雑が予想されますので、お早めに会場に
お越しください。

前期授業開始

※この新入生行事表は、４／１（木）～４／７（水）まで使用しますので、常に携帯してください。
裏面へ

現代社会学部
※新入生行事期間中は、全ての手続きが混雑する可能性があります。予めご了承ください。
■卒業証明書・合格証明書の提出について
２０２１年３月高等学校もしくは中等教育学校卒業見込みで受験した方・・・卒業証明書

※卒業証書とは異なります

高等学校卒業程度認定試験合格見込みで受験した方・・・高等学校卒業程度認定試験の合格証明書
※ 証明書の右上に学籍番号を記入してください。学籍番号は、３月下旬にUCAROの登録メールアドレスにて送信する
「学生証引換票」に記載されています。
【提出日時】

Ａ：４月１日（木） １０：３０ （学生証引換時）
Ｂ：４月１日（木） １３：３０ （学生証引換時）

【提出場所】
Ｂ号館２階 Ｂ２０１講義室
※４月２日（金）以降は、Ａ号館１階 入学・高大接続センターへ提出してください。
■通学区間の届出について
入学手続時に通学区間を届出なかった方および変更のある方は、必ず届け出てください。
なお、徒歩・自転車等の通学者も届け出が必要です。
【提出日時】

４月１日（木） １１：４５～１８：００予定

【提出場所】

Ｂ号館２階 学生ラウンジ特設窓口

※上記時間以外は、Ａ号館１階２番窓口 学生支援センターへ届け出てください。
■ポートライナー定期券販売について（事前に予約した方のみ購入可能）
【販売日時】

４月１日（木） １１：４５～１８：００予定

【販売場所】

Ｂ号館３階 Ｂ３１５演習室

※購入予約者以外の方は、ポートライナー三宮駅定期券発売所（インフォメーションコーナー）で購入してください。
■神姫バスの定期券販売について（事前に予約した方のみ購入可能）
【販売日時】

４月１日（木） １１：４５～１８：００予定

【販売場所】
Ｂ号館３階 Ｂ３２１演習室
※予約していない方は、４月１日（木）からプレイガイドＱ（Ｂ号館１階）で随時購入できます。
プレイガイドＱの営業時間は、１０：３０～１３：３０、１４：３０～１６：３０です。
■在学証明書の発行について
在学証明書の必要な方は、４月２日（金）以降に、「証明書自動発行機」を利用してください。（手数料２００円）
※４月１日（木）は証明書発行機が使用できません。
※証明書を発行するためには、学生証と暗証番号（保証人の電話番号の最後の４桁）が必要です。
【利用可能時間】

４月２日（金）～４月７日（水） ８：３０～１７：３０（日曜日除く）
４月８日（木）以降

【発行機設置場所】

８：３０～２０：３０（日曜日・祝日除く）

Ａ号館１階
※土曜日に証明書自動発行機が故障した場合、翌週の対応となります。ご了承ください。

■「新入生なんでも案内」の利用について
入学後、大学生活に慣れるまでは「不安」や「とまどい」があると思います。新入生の皆さんの「不安」や「とまどい」を
少しでも解消するために、「新入生なんでも案内」を以下のとおり開催します。案内役は皆さんの先輩である在学生です。
講義のこと、課外活動のことなど、どんな些細なことでもかまいませんので、遠慮なく利用してください。
【開催日時・場所】
①４月２日（金） １１：００～１６：００

Ｂ号館２階学生ラウンジ

②４月５日（月） １１：００～１６：００

Ｂ号館２階学生ラウンジ

③４月６日（火） １１：００～１６：００

Ｂ号館２階学生ラウンジ

※都合により、時間を変更したり、担当者が不在となるケースがあります。ご了承ください。
※学部毎に教員による履修相談も実施します。詳しくは「ＣＡＭＰＵＳ４月号」でご確認ください。
■教科書販売について
【販売期間】 ４月８日（木）～２３日（金）
【販売方法】 WEB販売 ※詳細は後日お知らせ予定
【受渡方法】 大学内指定場所での受渡し ※非登学申請している学生については、別途案内します。
※販売期間中はD号館１階 ブックカフェ ハオンでの店頭販売は行わず、WEB販売のみの対応となります。
※販売期間以降は、５月上旬頃よりD号館１階 ブックカフェ ハオンの店頭にて購入してください。
※取り寄せにより、教科書到着まで日数がかかる可能性があります。余裕をもって購入してください。
※キャンセル、返品、交換はできませんので、事前によく確認をした上で購入してください。

