
日程 時間

13:00 - 14:10

14:10 - 15:45

17:05 -      

日程 時間 一般生 外国人留学生 ３年次編入生 一般生 外国人留学生 ３年次編入生

9:00 - 9:20

9:20 - 10:15

10:30 - 13:15 TOEFL ITP  外国人留学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ① TOEFL ITP
TOEFL ITPは延期予定（詳細は決定
次第、Ｋ.Ｇ.合格者Ｎａｖｉにてお
知らせします。）

外国人留学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ①は中止
TOEFL ITPは延期予定（詳細は決定次
第、Ｋ.Ｇ.合格者Ｎａｖｉにてお知
らせします。）

13:15 - 14:30

14:30 - 16:30  編入生教務オリエンテーション
編入生教務オリエンテーションは中
止

15:05 - 16:05 －  外国人留学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ② － －
外国人留学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②は延期
（詳細は決定次第、Ｋ.Ｇ.合格者
Ｎａｖｉにてお知らせします。）

－

詳細は決定次第、Ｋ.Ｇ.合格者Ｎａｖｉにてお知らせします。

新入生全員（一般生・外国人留学生・３年次編入生）

変更後

「総合政策学部 入学式・オリエンテーション スケジュール」は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、以下のとおり変更いたしましたので、
お知らせいたします。
4月6日（月）開催のオリエンテーション会場が変更となりました。　（変更前） 関西学院会館　→　（変更後）吉岡記念館（西宮上ケ原キャンパス内）

（※１）４月２０日（月）までの授業は全て休講とします。
（※２）健康診断は、男性４月９日（木）、女性は４月１３日（月）に神戸三田キャンパス内の体育館で実施
します。詳細は次ページ以降参照

中止

中止

※開催場所変更　 関西学院会館　→　吉岡記念館（西宮上ケ原キャンパス）

中止（学生証等の配付および卒業証明証等の提出は、４月６日（月）に吉岡記念館　 関西学院会館（西宮上
ケ原キャンパス）にて実施
詳細は次ページ以降参照

※開催場所変更　 関西学院会館　→　吉岡記念館（西宮上ケ原キャンパス）

４月６日（月）に吉岡記念館　 関西学院会館（西宮上ケ原キャンパス）にて実施
詳細は次ページ以降参照

中止

総合政策学部ホーム―ページの「ニュース」→「新入生オリエンテーション」にて動画を４月２日（木）以降
に公開予定
（総合政策学部ホームページ：https://www.kwansei.ac.jp/s_policy）

－

教務オリエンテーション【履修登録について】は総合政策学部ホーム―
ページの「ニュース」→「新入生オリエンテーション」にて動画を４月
２日（木）以降に公開予定
（総合政策学部ホームページ：https://www.kwansei.ac.jp/s_policy）

教務オリエンテーション【カリキュラムについて】は総合政策学部ホーム―ページの「ニュース」→「新入生
オリエンテーション」にて動画を４月２日（木）以降に公開予定
（総合政策学部ホームページ：https://www.kwansei.ac.jp/s_policy）

中止

資料配布

４月６日（月）に吉岡記念館　 関西学院会館にて配布する青バッグに同封している冊子
「学生生活は危険がいっぱい」を各自でご確認ください。

詳細は決定次第、Ｋ.Ｇ.合格者Ｎａｖｉにてお知らせします。

 関学生専用NicoPaカード販売

4月1日
（水）

 大学入学式

 総合政策学部入学宣誓式

 昼食

 教務オリエンテーション【履修登録について】

 神戸三田キャンパス

4月2日
（木）

 教務オリエンテーション【導入】

 英語オリエンテーション

西宮上ケ原キャンパス
新入生全員（一般生・外国人留学生・３年次編入生）

変更前

総合政策学部 入学式・オリエンテーション スケジュール

 （※１）詳細なオリエンテーションスケジュールは入学式当日にお知らせします。
 （※２）授業開始は4月7日（火）からです。

 入学式オリエンテーション15:45 - 17:05

9:00 - 11:30  教務オリエンテーション【カリキュラムについて】

10:30 - 14:50

4月6日
（月）

9:00 - 18:20 START UP KSC!2020

 各部署オリエンテーション（昼食時間含む）

4月4日
（土）

9:00 - 10:30  　　学生生活について～関学生として、総合政策学部生として～

4月3日
（金）

11:30 - 15:05  基礎演習クラス別オリエンテーション（昼食時間含む）



fyx83666
テキストボックス
4月6日(月）新入生オリエンテーションの会場が変更となりました。(変更前）関西学院会館　→(変更後）吉岡記念館関西学院大学西宮上ケ原キャンパス正門からまっすぐお進みください。③が吉岡記念館です。

fyx83666
線
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4 ⽉ 6 ⽇開催の下記ご案内の開催場所が変更となりました。 
（変更前）関⻄学院会館 → （変更後）吉岡記念館（⻄宮上ケ原キ
ャンパス内です。） 
別紙、キャンパスマップをご確認ください。 
 
新⼊⽣各位 
                               総合政策学部事務室 
 

新⼊⽣学⽣証等配付・卒業証明書等の提出について 
  

 学⽣証およびシステム利⽤ＩＤ/ＰＷの配付および「⼊学⼿続きのご案内」にてお知らせ
しております⼊学式に持参いただく予定の卒業証明書等の提出については、新型コロナウ
イルスの影響拡⼤を踏まえ、下記の通り４⽉ 6 ⽇（⽉）⻄宮上ケ原キャンパス内の関⻄学院
会館 → 吉岡記念館（会場変更）にて実施します。 
 

記 
 
実施⽇時：４⽉ 6 ⽇（⽉）時間帯は下記⽒名５０⾳ごとの集合時間リストをご確認ください。 
実施場所：⻄宮上ケ原キャンパス 関⻄学院会館 → 吉岡記念館（会場変更） 
持参物：⼊学式に持参予定であった卒業証明書等⼀式（「⼊学⼿続のご案内」を参照ください。）  

（提出書類をまとめて任意の封筒に封⼊。封筒の表⾯に学⽣番号および⽒名を記 
載してください。（学⽣番号はＫ．Ｇ．合格者 Navi のトップページ左上に「29020
×××」と 8 桁で表⽰されています。）なお、書類を持参し忘れた⽅は、健康診断
の実施⽇（男性：4 ⽉９⽇（⽊）、⼥性 4 ⽉ 13 ⽇（⽉））に神⼾三⽥キャンパスⅠ
号館内、総合政策学部事務室に提出してください。） 

来館時間：以下のとおり⽒名５０⾳で時間を分けて実施します。該当の時間帯に⻄宮上ケ原
キャンパス吉岡記念館にお越しください。 
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配付予定：学⽣証、システム利⽤ＩＤ/ＰＷ、⻘バッグ、新年度各種⼿続きについて（封筒）。 
     その他、「関学ＮicoPa」の購⼊については、以下のとおりです。 

●事前情報登録の申し込みをされた⽅ 
現⾦ 2,000 円と引き換えに⽒名が印字された「記名式」の「関学ＮicoPa」を
購⼊いただけます。 

●事前情報登録の申し込みをしていない⽅ 
現⾦ 2,000 円と引き換えに「無記名」の「関学 NicoPa」を購⼊いただけます。 

 
【注意事項】 
・すべての配付、提出が済んだ後は、速やかに吉岡記念館から退出してください。 
・４⽉６⽇（⽉）当⽇に学⽣証等を受領することが難しい場合は、４⽉１⽇（⽔）までに別

途総合政策学部事務室にご相談ください。 
 
＜総合政策学部事務室＞  
電話０７９−５６５−７６０１ 
事務室開室時間（⽉〜⾦曜⽇ 8:50〜11:30／12:30〜16:50、⼟曜⽇ 8:50〜12:20） 

 
・「関学 NicoPa」の購⼊については、以下のとおりです。 

●事前情報登録の申し込みをされた⽅ 
5 ⽉ 8 ⽇（⾦）までは、関学⽣協三⽥店 TOY BOX（第⼀厚⽣棟 2 階）で現⾦ 2,000 円
と引き換えに「記名式」の「関学 NicoPa」が購⼊できます。5 ⽉ 8 ⽇（⾦）までに購

■男性 ■⼥性
時間帯 対象者 時間帯 対象者
10時00分〜 あ、い、う、に 10時15分〜 あ、う、ち、に
10時30分〜 お、か、の 10時45分〜 い
11時00分〜 え、き、く、も 11時15分〜 お
11時30分〜 こ、さ、そ、ひ 11時45分〜 え、か、す、ら
13時00分〜 し、す、せ、て 13時15分〜 き、ひ、み
13時30分〜 た、ゆ、よ、わ 13時45分〜 こ、し
14時00分〜 つ、な、み、む、り 14時15分〜 さ、つ、り
14時30分〜 ち、と、は、ほ、ま 14時45分〜 く、な、や
15時00分〜 ふ、や 15時15分〜 け、せ、と、の、は、よ

15時30分〜 ふ、ほ、む、わ
15時45分〜 ま、も、て、ゆ
16時00分〜 た
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⼊されない場合は、その後随時、「無記名」の「関学 NicoPa」が購⼊可能です。 
 ●事前情報登録の申し込みをしていない⽅ 
  関学⽣協三⽥店 TOY BOX（第⼀厚⽣棟 2 階）で、現⾦ 2,000 円と引き換えに、随時、

「無記名」の「関学 NicoPa」が購⼊可能です。 
 
  ※関学⽣協三⽥店 TOY BOX（第⼀厚⽣棟 2 階）は、⼟曜⽇は営業していませんので、

来校する際は⽣協の営業⽇程に注意してください。⽣協の営業⽇程については、⼤学
授業休講に伴い、今後変更される可能性があるため、適宜、以下のＨＰを参照してい
ただき、最新の情報を確認してください。 

   https://www.kgcoop.jp/info/ 
以上 
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新⼊⽣各位 
総合政策学部 

神⼾三⽥キャンパス 保健館分室 
 

2020 年度 神⼾三⽥キャンパス 新⼊⽣定期健康診断について 
 
新⼊⽣定期健康診断については、新型コロナウイルスの影響拡⼤を踏まえ、当初の予定から
実施内容を変更のうえ、下記の通り⾏います。 
詳細は「2020 年度神⼾三⽥キャンパス新⼊⽣学⽣健康診断のお知らせ」をご確認ください。 
 

記 
実施⽇：男性４⽉９⽇（⽊） 
    ⼥性４⽉１３⽇（⽉） 
実施場所：神⼾三⽥キャンパス 体育館（会場に変更ございません） 
実施時間： 以下の⽒名５０⾳で時間を分けて実施します。 
該当する時間帯に神⼾三⽥キャンパス 体育館にお越しください。 
 

 
【注意事項】 

当日発熱や風邪症状のある方、海外から帰国後 2 週間以内の方、新型コロナウイルス感染症

に罹患した方と濃厚接触した方は、決して受診しないでください。 

以上 

■男性（４⽉９⽇（⽊）実施） ■⼥性（４⽉１３⽇（⽉）実施）
時間帯 対象者 時間帯 対象者
9:30〜9:45 あ、い、う、に 9:30〜9:45 あ、う、ち、に
9:45〜10:00 お、か、の 9:45〜10:00 い
10:00〜10:15 え、き、く、も 10:00〜10:15 お
10:15〜10:30 こ、さ、そ、ひ 10:15〜10:30 え、か、す、ら
10:30〜10:45 し、す、せ、て 10:30〜10:45 き、ひ、み
10:45〜11:00 た、ゆ、よ、わ 10:45〜11:00 こ、し
11:00〜11:15 つ、な、み、む、り 11:00〜11:15 さ、つ、り
12:45〜13:00 ち、と、は、ほ、ま 11:15〜11:30 く、な、や
13:15〜13:30 ふ、や 12:45〜13:00 け、せ、と、の、は、よ

13:00〜13:15 ふ、ほ、む、わ
13:15〜13:30 ま、も、て、ゆ
13:30〜13:45 た
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