
◎学　部
学　　　部 日　　　　程 場　　　　　所

文学部 ４月１５日（水）１３：００～ 文学部Ｂ棟　　　　　　３３１教室

学科別ガイダンス

４月１５日（水） グローバル文化学科　　Ｂ１１０教室（鶴１キャンパス）

グローバル文化学科　１０：００～ 発達コミュニティ学科　Ｂ２０２教室（鶴２キャンパス）

発達コミュニティ学科　９：３０～ 環境共生学科　　　　　Ｂ２０２教室（鶴２キャンパス）

環境共生学科、子ども教育学科　１３：３０～ 子ども教育学科　　　　Ｆ２５７教室（鶴２キャンパス）

４月１３日（月）　９：３０～

４月１３日（月）１４：００～

４月１３日（月）１０：００～､１３：００～

４月１４日（火）１０：００～､１３：００～

経営学部

グループＡ
①４月１４日（火）　 ９：３０～
②４月１７日（金） １４：３０～
グループＢ
①４月１４日（火） １４：３０～
②４月１７日（金）   ９：３０～
※新入生をグループＡ・Ｂに分けガイダンスを行います。
　どちらのグループに属するかについては、
　４月３日（金）までに郵送にて連絡します。
※①・②でガイダンスの内容が異なりますので、必ず両方
に出席してください。

六甲台本館　　　　　　１０２教室

理学部　数学科 理学部学舎　　Ｙ２０２

　　　　物理学科 　　〃　　　　Ｙ２０３

　　　　化学科 　　〃　　　　Ｙ１０１

　　　　生物学科 　　〃　　　　Ｙ１０３

　　　　惑星学科 　　〃　　　　Ｙ２０１

医学部　医学科

１年 　４月１４日（火）８：４０～午前中（終了次第解散） シスメックスホール

１年 　４月１５日（水）９：００～午前中（終了次第解散） シスメックスホール

２年 ４月　３日（金）９：３０～ 大講義室・A講義室

３年 ４月　３日（金）１６：００～ 大講義室・A講義室

４年 ４月　３日（金）１４：００～ 大講義室・A講義室

５年 　４月　６日（月）予定 シスメックスホール

６年 　４月　６日（月）予定 シスメックスホール

　　　　保健学科看護学専攻 ４月１３日（月）１３：００～ 保健学科学舎　　　　Ｄ２０１教室

　　　　保健学科検査技術科学専攻 ４月１３日（月）１３：３０～ 保健学科学舎　　　　Ｆ２０５教室

　　　　保健学科理学療法学専攻 ４月１３日（月）１４：００～ 保健学科学舎　　　　Ｄ１０２教室

　　　　保健学科作業療法学専攻 ４月１３日（月）１４：３０～ 保健学科学舎　　　　Ｆ１０６教室

※保健学科の専攻別親睦会は中止します

工学部  建築学科 　４月１４日（火）１０：００～

　　　　市民工学科 　４月１４日（火）１４：００～

　　　　電気電子工学科 　４月１５日（水）１０：００～

　　　　機械工学科 　４月１５日（水）１４：００～

　　　　応用化学科 　４月１６日（木）１４：００～

　　　　情報知能工学科 　４月１６日（木）１０：００～

農学部 ４月１４日（火）

　食料環境システム学科
（生産環境工学・食料環境経済学コース）

　　１０：００～

　資源生命科学科
（応用動物学・応用植物学コース）

　　１２：００～

　生命機能科学科
（応用生命化学・応用機能生物学コース）

　　１４：００～

※上記各ガイダンス終了後、コース毎のガ
イダンスも実施します

　４月１６日（木）９：００～

別　途　通　知

　 工学部学舎　　　　 ＬＲ５０１

　農学部学舎　　　　　Ｃ１０１教室

海事科学部   ４月１５日（水）１０：００～
  海事科学部学舎　　　２３０４教室
 　　  〃             ４３０１教室

令和２年度神戸大学 学部別新入生ガイダンス日程表
 次のとおり新入生ガイダンスを行いますので，開始３０分前までには集合してください。

国際人間科学部

法学部 　法学部学舎　　　　　　２６３教室

経済学部
  六甲台本館　　　　　　２３２教室

　　　　　　　　　　　　※1年生を4グループに分けて、同じ内容で4回実施します。



◎学　部（編入学）
学　　　部 日　　　　　程 場　　　　　所

文学部 ４月 ３日（金）１４：００～ 文学部Ｂ棟　　　　　　３３１教室

全体ガイダンス

４月１３日（月）１０：００～

（終了後学科別ガイダンス）

法学部 ４月１４日（火）１５：００～ 法学部学舎　　　　　　１６１教室

経済学部 ４月１５日（水）１０：００～ 六甲台本館　　　　　　２３０教室

経営学部 ４月  １日（水）１０：３０～ 六甲台本館　　　　　　３０６教室

理学部 ４月１６日（木）１４：００～ 理学部学舎　　Ｚ２０１・Ｚ２０２

医学部　医学科 ４月  ３日（金）　９：３０～   大講義室・Ａ講義室

工学部　建築学科 工学部学舎　　　　　　ＬＲ３０４

　　　　市民工学科 　　〃　　　　　　　Ｃ１－３０１

　　　　電気電子工学科 　　〃　　　　　　　Ｃ２－３０１

　　　　機械工学科 　　〃　　　　　　　Ｃ４－４０１

　　　　応用化学科 　　〃　　　　　　　Ｃ３－２０３

　　　　情報知能工学科 　　〃　　　　　　　　ＬＲ４０３

農学部 ４月１４日（火）

　食料環境システム学科
（生産環境工学・食料環境経済学コース）

　１０：００～

　資源生命科学科
（応用動物学・応用植物学コース）

　１２：００～

　生命機能科学科
（応用生命化学・応用機能生物学コース）

　１４：００～

※上記各ガイダンス終了後、コース毎のガ
イダンスも実施します

海事科学部 ４月１５日（水）１４：００～ 総合学術交流棟　　　梅木Ｎホール

国際人間科学部 鶴２キャンパス学舎　　Ｆ２５７教室

４月１３日（月）１０：００～

　農学部学舎　　　　　Ｃ１０１教室



研　究　科 日　　　　　程 場　　　　　所
人文学研究科 ４月１５日（水）１０：００～ 文学部Ｂ棟　　　　１３２教室
国際文化学研究科 ４月１５日（水）１４：００～ 国際文化学研究科学舎　Ｆ３０１教室
人間発達環境学研究科 ４月１４日（火）１４：３０～ 人間発達環境学研究科学舎Ｂ２０２教室
　人間発達専攻 人間発達環境学研究科学舎
　　１年履修コース ヒューマンコミュニティ創成研究センター

法学研究科 ４月　２日（木）別途通知
４月１４日（火）既修者   ９：３０～
４月１４日（火）未修者 １３：００～

経済学研究科
　総合コース
　うち社会人学生 ４月１１日（土）１０：３０～ 六甲台本館　　　　　　　３２４教室

経営学研究科
　本科履修コース ４月１３日（月）１４：００～ 六甲台本館　　　　　　　２０６教室
  ＭＢＡ ４月　４日（土）　８：５０～ 六甲台本館　　　　　　　１０２教室
理学研究科　数学専攻 理学部学舎　　　　Ｙ２０２
　　　　　　物理学専攻 　　〃　　　　　　Ｙ２０３
　　　　　　化学専攻 　　〃　　　　　　Ｙ１０１
　　　　　　生物学専攻 　　〃　　　　　　Ｙ１０３
　　　　　　惑星学専攻 　　〃　　　　　　Ｙ２０１
医学研究科 ４月　３日（金）１４：００～ 医学部基礎棟　　　第二講堂
保健学研究科 ４月　３日（金）１７：００～ 保健学科学舎　　　　　Ｄ２０１教室
工学研究科
　建築学専攻 　４月　６日（月）１０：００～ 工学部学舎　　　　　　　ＬＲ２０１
　市民工学専攻 　４月　６日（月）１４：００～ 　　〃　　　　　　　　　ＬＲ２０１
　電気電子工学専攻 　４月　６日（月）１４：００～ 　　〃　　　　　　　　Ｃ３－３０２
　機械工学専攻 　４月　６日（月）１０：００～ 　　〃　　　　　　　　Ｃ３－３０２
　応用化学専攻 　４月　６日（月）１０：００～ 　　〃　　　　　　　　　ＬＲ５０１

４月　６日（月）１４：００～ 工学部学舎　　　　　　　ＬＲ５０１

農学研究科 ４月１５日（水）
　食料共生システム学専攻
（生産環境工学・食料環境経済学講座）

　１０：００～

　資源生命科学専攻
（応用動物学・応用植物学講座）

　１２：００～

　生命機能科学専攻
（応用生命化学・応用機能生物学講座）

　１４：００～

※上記各ガイダンス終了後、講座毎のガイ
ダンスも実施します

海事科学研究科 ４月１５日（水）１３：３０～ 総合学術交流棟　　　　梅木Ｙホール
国際協力研究科 ４月　２日（木）１０：００～ フロンティア館プレゼンテーションホール

全体ガイダンス（午前）
４月２０日（月）別途通知 自然科学総合研究棟１号館２０４会議室

　分野別ガイダンス
各分野にて調整中。別途通知   別途通知

研　究　科 日　　　　　程 場　　　　　所
人文学研究科 ４月１５日（水）１５：００～ 文学部Ｂ棟　　　　１３２教室
国際文化学研究科 ４月１５日（水）１４：００～ 国際文化学研究科学舎　Ｆ３０１教室
人間発達環境学研究科 ４月１３日（月）１３：３０～ 人間発達環境学研究科学舎　Ａ２２０（大会議室）

法学研究科 ４月　２日（木）別途通知 　法学部学舎
経済学研究科
　編入学
　うち社会人学生 ４月１１日（土）１０：３０～ 六甲台本館　　　　　　　３２４教室
経営学研究科
　本科履修コース ４月１３日（月）１４：００～ 六甲台本館　　　　　　　２０６教室
　SESAMIプログラム履修コース ４月　１日（水）１３：３０～ 六甲台本館　　　　　　　２０８教室
理学研究科　数学専攻 理学部学舎　　　Ｙ２０２
　　　　　　物理学専攻 　　〃　　　　　Ｙ２０３
　　　　　　化学専攻 　　〃　　　　　Ｙ１０１
　　　　　　生物学専攻 　　〃　　　　　Ｙ１０３
　　　　　　惑星学専攻 　　〃　　　　　Ｙ２０１
医学研究科 ４月　３日（金）１８：００～ 医学部臨床研究棟　大講義室・Ａ講義室

４月　３日（金）１７：００～ 保健学科学舎　　　　　Ｄ２０１教室

工学研究科（全専攻） 実施なし 指導教員によるガイダンス
システム情報学研究科（全専攻） ４月　６日（月）１６：００～ 工学部学舎　　　　　　　ＬＲ２０４
農学研究科 ４月１５日（水）
　食料共生システム学専攻
（生産環境工学・食料環境経済学講座）

　１０：００～

　資源生命科学専攻
（応用動物学・応用植物学講座）

　１２：００～

　生命機能科学専攻
（応用生命化学・応用機能生物学講座）

　１４：００～

※上記各ガイダンス終了後、講座毎のガイ
ダンスも実施します
海事科学研究科 ４月１５日（水）１３：３０～ 総合学術交流棟　　　梅木Ｙホール
国際協力研究科 ４月　２日（木）１０：００～ フロンティア館プレゼンテーションホール

科学技術イノベーション研究科 初回授業時に実施予定 別途通知

　４月１６日（木）１３：００～

保健学研究科   保健学研究科は４月６日（月）から授業を開始します。
  新入生ガイダンスは予定通り実施します（１８時からの情報交換会は中止します）。

　農学部学舎　　　　　Ｃ１０１教室

令和２年度神戸大学 研究科別新入生ガイダンス日程表
 次のとおり新入生ガイダンスを行いますので，開始３０分前までには集合してください。

システム情報学研究科（全専攻） ※全専攻ガイダンス終了後、引き続き、計算科学専攻インテンシブコースの
  追加説明あり

　農学部学舎　　　　　Ｃ１０１教室

科学技術イノベーション研究科

◎大学院（博士・博士後期課程）

　４月１６日（木）１３：００～ 　六甲台本館　　　　　　　２３２教室

　法学部学舎
　実務法律専攻(法科大学院)

　４月１６日（木）１３：００～、１５：００～ 　六甲台本館　　　　　　　２３２教室

　　　　　　　　　　　　　　　※2グループに分けて、同じ内容で２回実施します。

　４月１６日（木）１３：００～

◎大学院（修士・博士前期課程）

４月１４日（火）１７：００～


