
英語１・２ 英語３・４
総合教育
セミナー

1年生 2年生 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

・レベル発表
3/17AM9：00

・Webエントリー　3/17AM9：
00～3/20AM9：00

（原級者・休学後就学者の
み）

ガイダンス（オンデマンド）
学習指導面談

（原級者・休学後就学者のみ）
ガイダンス（オンデマンド）

学習指導面談

3月24日 金曜日
（希望者のみ）

（原級者・休学後就学者）
資料配付

（希望者のみ）資料配付 3月24日 金曜日

3月25日 土曜日 3月25日 土曜日
3月26日 日曜日 3月26日 日曜日

3月27日 月曜日 3月27日 月曜日

3月28日 火曜日
:

3月28日 火曜日

英語統一テスト
（10：00-11：45）

3月30日 木曜日 英語統一テスト 3月30日 木曜日

3月31日 金曜日 3月31日 金曜日

レベル発表AM8：30

WebエントリーAM9：00～
4月1日 土曜日

入学式
学部長講演（オンデマンド）

（該当者のみ）
独・仏・中既習者ガイダンス

（希望者のみ）資料配布

4月1日 土曜日

Webエントリー　～AM9：00 4月2日 日曜日 4月2日 日曜日

履修申告（1次）12：30～ 4月3日 月曜日 学生証交付
履修申告（1次）12：30～

履修申告（1次）12：30～ 4月3日 月曜日

履修申告（1次） 4月4日 火曜日 4月4日 火曜日

履修申告（1次）～16：45 4月5日 水曜日
クラス担任懇談会

履修申告（1次）～16：45
履修申告（1次）～16：45 4月5日 水曜日

許可者発表　18：00
履修申告（2次）18：00～

4月6日 木曜日 4月6日 木曜日

授業開始（金曜日クラス）
授業開始

初回授業にて教員選抜
4月7日 金曜日 4月7日 金曜日

4月8日 土曜日 4月8日 土曜日
4月9日 日曜日 4月9日 日曜日

授業開始（月曜日クラス） 初回授業にて教員選抜 4月10日 月曜日 4月10日 月曜日
授業開始（火曜日クラス） 初回授業にて教員選抜 4月11日 火曜日 4月11日 火曜日

初回授業にて教員選抜 4月12日 水曜日 4月12日 水曜日
授業開始（木曜日クラス） 初回授業にて教員選抜 4月13日 木曜日 4月13日 木曜日

4月14日 金曜日 4月14日 金曜日

授業開始 4月7日（金）

4月4日 （火）11：00～　オンライン（リアルタイム） オンライン（オンデマンド）　閲覧期間：4月1日（土）～4月14日（金）

https://ipe.hc.keio.ac.jp https://keio.box.com/v/lib-artsguidance

オンライン（オンデマンド）（4月1日公開予定） オンライン（オンデマンド）　閲覧期間：4月1日（土）～4月6日（木）

http://www.flang.keio.ac.jp/ URL は福澤研究センターWeb サイトに掲載予定

総合教育セミナー(希望者のみ) 2023年度夏季プログラム開催の場合、3 月下旬に、国際センター オンライン（オンデマンド）

履修申告（1次） Web サイトに募集案内を掲載予定。 http://www.ic.keio.ac.jp/ 詳細は4月1日公開予定のkeio.jpの「News」を確認してください。

履修申告調整結果 オンライン（オンデマンド） オンライン（オンデマンド）（4月1日公開予定）

履修申告（2次） 3月25日公開：新規登録者（全地区学生対象）新法用、4月1日公開：日吉地区１年生対象 https://www.kgri.keio.ac.jp/endowed-courses/index.html

https://sites.google.com/keio.jp/ttc-students/ 4月4日 （火）10：00～ 場所：三田 526教室

教養研究センター

福澤研究センター

GICセンター

KGRI
　（グローバルリサーチインスティテュート）

学芸員（2年生以上）

新入生クラス発表
（新入生お知らせシステム）

1年生ガイダンス

9：00-10：00
書類提出および

学生証交付：
J411-417、J421-Ｊ427、Ｊ

441-Ｊ446

＊（新１年生配付）
　「入学後の行事と諸手続
きについて」を参照のこと。

10：00-入学式：
日吉記念館

理工学部　2023年度　新学期関連スケジュール
＊『履修案内』やWeb（塾生サイト・keio.jpポータル）も必ず確認してください！日程が変更になる場合があります。

留年者・休学者ガイダンス　：オンデマンド
留年者・休学者学習指導面談　：オンライン

資料配布（希望者）
履修案内・ガイダンス資料配付：理工学部掲示板前（第４校舎１階）　/　共通資料：共通掲示板前（第４校舎１階）

3月29日 水曜日 2年生ガイダンス・学科別ガイ
ダンス

9：30-11：40　2年生ガイダンス
：リアルタイム（Zoomウェビナー）
D101で視聴可能
学科目ガイダンス
英語ガイダンス
総合教育/諸外国語科目ガイダンス
総合教育セミナーガイダンス
国際交流ガイダンス　ほか

URL： https://keio-univ.zoom.us/j/87917429883

水曜日
15：00-　2年生学科別ガイダンス
：
　機械（A/B/C組）：DB203
　電情（D/E組）：D201
　応化（F/Ｇ組）：DB201
　物情（H/I/J組）：D203
　管理（K/Ｌ組）：D205
　数理（M組）：D307
　物理（Ｎ組）：D308
　化学（O組）：D310
　ＳＤ（P/Ｑ組）：DB202
　情報（Ｒ/Ｓ組）：D202
　生命（Ｔ組）：D311

10：00集合　10：15-11：45
英語統一テスト
ア～ク組：J24
ケ～タ組：J11
チ～ネ組：J21
ノ～ミ組：J29
ム～ロ組：D101

新入生ガイダンス資料配付
（希望者）

＠理工学部掲示板前（第４
校舎１階）

必修外国語既習者ガイダンス
・ドイツ語：D201　13：00-14：00
・フランス語：D202　13：00-15：00
・中国語：D205　13：00-14：00

事前にオンデマンド公開

学部長講演：オンデマンド

14：00-16：25　1年生ガイダンス　：リアルタイム（Zoomウェビナー）
D101で視聴可能
学科目ガイダンス
学生相談室
英語ガイダンス
総合教育/諸外国語科目ガイダンス
総合教育セミナーガイダンス
学科分け説明会　ほか

URL： https://keio-univ.zoom.us/j/84319350500

3月29日

10：00-　クラス担任との懇談会
ア・ロ：J411　イ・ウ：J412　エ・オ：J413
カ・キ：J414　ク・ケ：J415　コ・サ：J416
シ・タ：J417　ス・ル：J421　セ・ソ：J422
チ・ツ：J423　テ・ニ：J424　ト・ナ：J425
ヌ・ネ：J426　ノ・ハ：J427　ヒ・フ：J441
へ・ホ：J442　マ・ミ：J443　ム・レ：J444
メ・モ：J445　ラ・リ：J446

履修申告調整結果発表　18：00
履修申告（2次）18：00～

授業開始

履修申告（2次）～10:00

理工学部生日程 諸研究所ガイダンス（履修希望者のみ）

必修英語
　＊『外国語科目履修案内』参
照

【英語１・２】3月30日（木）10：00　英語統一テスト　→4月1日（土）8：30　レベル発表
体育研究所

【英語１・２】4月1日（土）9：00～2日（日）9：00　Webエントリー（中上級・中級レベルのみ）

【英語３・４】3月17日（金）9：00　レベル発表
外国語教育研究センター

【英語３・４】3月17日（金）9：00～20日（月）9：00　Webエントリー（中上級・中級レベルのみ）

留年者・休学者ガイダンス
学習指導面談

3月10日（金）保証人宛発送　文書にて通知

履修申告（1次）後、抽選　→履修申告（2次）　初回授業後、教員による選抜
国際センター短期海外研修プログラム

Web履修申告期間：4月3日（月）12：30～5日（水）16:45

4月6日（木）18：00発表（keio.jp「履修申告」画面から確認）

教職課程センター4月6日（木）18：00～14日（金）10:00

・・・対面


	学生公開用

