
1/2 ガイダンス・各種手続きの確認漏れに注意してください

2023年度 年度始め行事日程【理工学部】 「オンデマンドで実施する行事・ガイダンス一覧」も併せて確認してください

＜略表記＞DM：データ数理専攻、CS：コンピュータ科学専攻、MS：機械システム専攻、EE：電気電子専攻、AC：応用化学専攻
　　　　　ML：物質生命理工学科、CI：情報科学科、SD：システムデザイン学科

日付 対象者 行事・ガイダンス名 時間
実施場所
・方法

注意事項

新入生 英語プレースメントテスト（※受験必須　3/22～3/29の期間内に必ず受験してください） 0：00～ オンライン 学部新入生は必ず受験してください
新入生 理工学部基礎科目アンケート・テスト（3/22～3/29 17:00までの期間内に必ず回答してください） 9：00～ オンライン 理工学部新入生は必ず回答してください
在学生 他学部・他学科科目履修　申請【23日まで】（※希望者のみ） 9：00～ Webで実施 詳細はポータルで掲示します。

在学生
成蹊教養カリキュラム科目（※）履修申請【23日まで】
※対象科目：「初修外国語コア科目」（再履修希望者、新規履修希望者のみ）
　　　　　　「情報基礎」（再履修希望者のみ）

9：00～ Webで実施 詳細はポータルで掲示します。

教職課程 2年次　教職課程ガイダンス 10：00～12：00 6-301 翌日以降ガイダンス動画の配信も行います。
教職課程 3年次　教職課程ガイダンス 14：30～16：00 6-301 翌日以降ガイダンス動画の配信も行います。
在学生 他学部・他学科科目履修　申請【最終日】（※希望者のみ） ～17：00 Webで実施 詳細はポータルで掲示します。

在学生
成蹊教養カリキュラム科目（※）履修申請【最終日】
※対象科目：「初修外国語コア科目」（再履修希望者、新規履修希望者のみ）
　　　　　　「情報基礎」（再履修希望者のみ）

～17：00 Webで実施 詳細はポータルで掲示します。

教職課程 4年次　教職課程ガイダンス 10：00～12：00 6-301 翌日以降ガイダンス動画の配信も行います。
新入生 理工学部基礎科目アンケート・テスト【最終日】 ～17：00 オンライン 理工学部新入生は必ず回答してください
新入生 プレースメントテスト【最終日】（※受験必須） ～23：59 オンライン 学部新入生は必ず受験してください

新入生

学生証交付および書類配布
　理工学部　　　　　　　　　　　  9：00～10：00
　大学院（全研究科）　　　　　　10：20～10：40
　経営学部　　　　　　　　　　　11：00～11：30
　文学部　　　　　　　　　　　　13：00～14：00
　経済学部                                　　14：20～14：50
　法学部　　　　　　　　　　　　15：10～16：10

左記参照 4-101
必ず自身の所属学部の回に

参加してください

新入生 専攻別ガイダンス（データ数理専攻） 10：10～11：50 6-401
新入生 専攻別ガイダンス（コンピュータ科学専攻） 10：10～12：00 6-501
新入生 専攻別ガイダンス（機械システム専攻） 10：10～11：40 8-101
新入生 専攻別ガイダンス（電気電子専攻） 10：10～11：40 8-201
新入生 専攻別ガイダンス（応用化学専攻） 10：10～11：40 6-301

DM 2年次ガイダンス 13：00～14：00 6-401
CS 2年次ガイダンス 13：00～14：00 6-501
MS 2年次ガイダンス 14：45～15：45 8-101
AC 2年次ガイダンス 12：30～13：30 6-301
ML 3年次ガイダンス 13：45～14：45 6-301
CI 3年次ガイダンス 14：15～15：15 6-401
SD 3年次ガイダンス 12：30～14：30 8-101

新入生 課外活動団体新入生勧誘
詳細は決定次第CoursePower

・ポータルで掲示します
新入生 ビジネストレーニングセミナー履修希望申請【4日まで】（※希望者のみ） 9：00～ Webで実施
全学生 予備登録【4日まで】 9：00～ Webで実施
全学生 履修登録①【4日まで】 9：00～ Webで実施

新入生
初修外国語履修申請　※理工学部、文学部日本文学科　履修希望者のみ
第3外国語履修申請　※新規履修希望者のみ　【4日まで】

9：00～ Webで実施 詳細はポータルで掲示します。

新入生 必修英語クラス発表 9：00～ Webで発表
新入生 初修外国語クラス発表 9：00～ Webで発表
在学生 他学部・他学科科目履修　許可発表 9：00～ Webで発表

在学生
成蹊教養カリキュラム科目（※）履修許可発表
※対象科目：「初修外国語コア科目」（再履修希望者、新規履修希望者のみ）
　　　　　　「情報基礎」（再履修希望者のみ）

9：00～ Webで発表

4月3日(月)～
4月7日(金)

全学生
定期健康診断
※原則、指定された日時に受診してください。
　日程等の詳細は大学保健室ホームページを確認してください。

  9：00～11：30
13：00～16：00

3号館
8号館

大学保健室ホームページ

4月3日(月) 新入生 課外活動団体新入生勧誘
詳細は決定次第CoursePower

・ポータルで掲示します
新入生 ビジネストレーニングセミナー履修希望申請【最終日】（※希望者のみ） ～17：00 Webで実施
全学生 予備登録【最終日】 ～17：00 Webで実施
全学生 履修登録①【最終日】 ～17：00 Webで実施

新入生
初修外国語履修申請　※理工学部、文学部日本文学科　履修希望者のみ
第3外国語履修申請　※新規履修希望者のみ　【最終日】

～17：00 Webで実施 詳細はポータルで掲示します。

新入生 入学式 大学HP参照 大学HP参照

新入生 課外活動団体新入生勧誘
詳細は決定次第CoursePower

・ポータルで掲示します
全学生 予備登録　結果発表 17：00～ Webで発表

全学生
予備登録　追加募集【６日まで】
※定員に余裕のある科目のみ。

17：00～ Webで実施

全学生 履修登録②【６日まで】 17：00～ Webで実施
全学生 予備登録　追加募集【最終日】 ～17：00 Webで実施
全学生 履修登録②【最終日】 ～17：00 Webで実施
全学生 予備登録　追加募集結果発表 17：00～ Webで発表
全学生 履修登録内容修正【14日まで】 17：00～ Webで実施
新入生 新入生　進路・就職ガイダンス（※参加必須） 10：30～11：30 オンライン
全学生 授業開始

EE 2年次ガイダンス 15:00～ 各教室
「プログラミングCⅠ」の初回授業内で

実施します。
4月14日(金) 全学生 履修登録内容修正【最終日】 ～17：00 Webで実施

4月17日(月) 全学生
履修登録内容確認日
※必ずWebで履修登録内容を確認してください。
　修正が必要な場合は、教務部に申し出てください。

9：00～17：00
Webで確認

修正は教務部
詳細はポータルで掲示します。

4月10日(月)

4月7日(金)

3月22日(水)

3月23日(木)

4月1日(土)

4月4日(火)

4月5日(水)

4月6日(木)

3月29日(水)

https://www.seikei.ac.jp/university/campuslife/hoken/teiki.html


2/2 ガイダンス・各種手続きの確認漏れに注意してください

2023年度　オンデマンドで実施する行事・ガイダンス一覧【理工学部】
※各種資料・動画配信用のURL等については、CoursePowerよりご確認ください。
　公開期間は以下の通りです（但し、予備登録などの手続き期限前の視聴・閲覧が必要なものもありますので注意してください。）
　在学生：3月22日（水）0:00 ～ 4月17日（月）17:00
　新入生：3月31日（金）0:00 ～ 4月17日（月）17:00

＜略表記＞DM：データ数理専攻、CS：コンピュータ科学専攻、MS：機械システム専攻、EE：電気電子専攻、AC：応用化学専攻
　　　　　ML：物質生命理工学科、CI：情報科学科、SD：システムデザイン学科

日付 対象者 行事・ガイダンス名 時間
実施場所
・方法

注意事項

在学生
初修外国語履修ガイダンス
　（ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語）

3月22日中に閲覧してください。

全学部3年次
および

理工学研究科
修士1年次

MBT（丸の内ビジネス研修）概要説明（※希望者のみ） 3月23日までに視聴してください。

3年次 インターンシップ科目・ＭＢＴ履修ガイダンス（事務系職種希望者対象） 3月23日までに視聴してください。
3年次 インターンシップ科目・ＭＢＴ履修ガイダンス（技術系職種希望者対象） MBT応募締切：3/29　13:00

新入生
6つの初期設定（SEIKEI PORTAL、Office365　等）
※合格者専用ページ内「SEIKEI PORTALについて」の項目にて案内済み

4月1日までに視聴してください。

新入生 理工学部共通ガイダンス（理工学部長からのメッセージ） 4月3日までに閲覧してください。
新入生 理工学部全体履修ガイダンス 4月3日までに閲覧してください。
新入生 CloudCampus　受講ガイダンス 4月9日までに閲覧してください。
新入生 新入生　教職課程ガイダンス（※希望者のみ） 4月3日までに視聴してください。

新入生 ビジネストレーニングセミナーガイダンス（※希望者のみ）
4月4日までに視聴してください。

応募締切：4月4日  17:00

2年次以上 武蔵野地域五大学単位互換制度ガイダンス（※希望者のみ）
4月10日までに視聴してください。

応募締切：4月10日  17:00

在学生
奨学金新規応募方法・必要書類関係（日本学生支援機構奨学金・大学独自奨学金）
（※希望者のみ）

申請締切日等については掲載書類をよく確認
してください。

新入生
日本学生支援機構奨学金（貸与・給付）予約採用候補者必要書類関係
（※希望者のみ）

申請締切日等については掲載書類をよく確認
してください。

新入生
奨学金新規応募方法・必要書類関係（日本学生支援機構奨学金・大学独自奨学金）
（※希望者のみ）

申請締切日等については掲載書類をよく確認
してください。

全学生 国際交流・留学及びJSAF留学ガイダンス（※希望者のみ）
全学生 社会福祉主事任用資格ガイダンス（※希望者のみ）
新入生 学生生活オリエンテーション

新入生 課外活動団体新入生勧誘

新入生 図書館オリエンテーション

【注意事項】
・行事・ガイダンス日程に変更がある場合、掲示で連絡しますので、各自注意してください。
・各種願出の受付は、それぞれ期間・場所・方法が異なりますので、注意してください。
・留年者は、該当する年次のガイダンスに参加してください。


	★2023年度行事・ガイダンス一覧 

