2020 年 3 月 25 日
大学院
在学生・新入生の皆さん
南山大学

【大学院】2020 年度授業開始日程等について
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、大学院の授業開始日程等を下
記のとおりといたします。
記
研究科

新入生ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

授業開始日

履修登録変更期間

国際地域文化研究科
法学研究科
理工学研究科
法務研究科

3 月 31 日（火） 4 月 4 日（土）

4 月 4 日（土）
～10 日（金）

人間文化研究科
社会科学研究科

4 月 20 日（月） 4 月 24 日（金）

4 月 24 日（金）
～30 日（木）

【留意事項】
・新入生ｶﾞｲﾀﾞﾝｽの詳細は、次頁以降の「新入生行事日程」を参照してください。
・4 月 4 日（土）からの授業は、研究科によってはインターネット等を利用した
遠隔授業で行う場合があります。
※なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長引く場合には、上記の対応に
ついて変更の可能性があります。その場合には、本学 Web ページでお知らせ
いたします。
以上
感染症対策には、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に咳エチケットや手洗いなどの
実施が重要です。厚生労働省 Web ページ等を参考に感染症対策を講じて頂き、以下の症状
がある場合は、「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている。
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
厚生労働省 Web ページ
帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19kikokusyasessyokusya.html
新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf
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2020 年度 大学院学生新入生行事日程【理工学／国際地域文化／法学／法務】
3 月 31 日（火）
【 】のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ+数字は教室名を表す

研究科
専攻
便覧・時間割
の配付

■必須

南山大学

□任意参加

理工学
システム数理
ソフトウェア工学
機械電子制御工学

国際地域文化

法学

法務

国際地域文化

法律学

法務

専攻別ガイダンスで配付

専攻別ガイダンスで配付

9：00～17：00【教務課ロビー（Ｃ棟３階）】
専攻別ガイダンスは実施しません

専攻別
ガイダンス
31 日（火）

■9：30～【A31】※法科大学院棟 法務・法学合同ガイダンス

■10：30～【L910】
※新入生ガイダンス資料を
https://www-p.st.nanzan-u.ac.jp/guidance/Guidanc
ed-graduate-2020.pdf
(AXIA のアカウントで認証後、閲覧できます)
に掲載します。
これらの資料を読んで、入学後の勉強・研究活動の準
備をしてください。
また、理工学研究科事務室から送信する E-mail を参照
し Q1 の開講科目等を確認してください。

■終了後～【A32】
専攻別ガイダンス

■終了後～【A31】
専攻別ガイダンス

■終了後～
指導教員との面談

■13：00～
指導教員との個別面談

履修登録期間： 3 月 31 日(火)～4 月 2 日(木)12：59 まで／登録変更期間：4 日(土)～10 日(金)
履修登録期間中のシステム利用可能時間および登録方法の詳細については、教務課 Web ページを必ず確認してください。
13：00～13：30 ■教務ガイダンス 他【B44】
14：00～14：50 ■AXIA 利用ガイダンス★（全員出席）＊AXIA（アクシア）：学内情報ネットワークシステム【B11】
■15：10～【A32】
PC ガイダンス
※各自 PC を持参してください。
10：00～16：30 ■入学に必要な各種書類の回収

□通学証明書(ＪＲ･名鉄･近鉄通学定期用)発行【学生課(Ｃ棟 2 階)】

1 日（水）
2 日（木）
3 日（金）
4 日（土）

備考

2020 年度

授業開始

＊インターネット等を利用した遠隔授業により実施する場合があります。

（1）窓口事務取扱時間は、平日 9：00 から 17：00 までです。経理課のみ月、水、金曜日の 10：30 から 14：00 までです。
（2）教員免許状(専修免許状のみ)取得希望者は教務課資格窓口に申し出て所定の手続きを行ってください。
（3）留学に関する相談は、国際センター事務室（R 棟地上階）に来室してください。
（4）学生番号発表以降の諸手続きには必ず学生番号を使用してください。
（5）通学定期券購入用通学証明書について： 市営地下鉄の他社連絡定期券または ＪＲ・名鉄・近鉄等の通学定期券を購入するために必要な通学証明書の交付は、3 月 31 日（火） 10：00～16：30 学生課にて行
います。発行には 3cm×3cm の証明写真が必要です。
（6）学生証は授業開始後、学生課（平日 9：00～17：00）または夜間窓口（4 月 6 日以降：平日 17：00～21：00、4 月 24 日以降は平日 22：00 まで開室）で受け取ってください。
（7）「在学証明書｣は、Ｃ棟 3 階設置の証明書自動発行機で発行することができます。発行開始日については、別途お知らせします。
※法学・法務合同ガイダンスには、ハラスメント防止についてのガイダンスを含みます。
★AXIA 利用ガイダンス時に学内 PC・ネットワーク等の利用に必要なアカウントを発行します。 履修登録・登録変更の際に必要となりますので、必ず出席してください。

（2020.3.25）
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2020 年度 大学院学生新入生行事日程 【人間文化／社会科学】
4 月 20 日（月）
【 】のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ+数字は教室名を表す

■必須

南山大学

□任意参加

研究科
専攻

人間文化
宗教思想
ｷﾘｽﾄ教思想

人類学

社会科学

教育ファシリテーション

便覧・時間割
の配付

専攻別
ガイダンス

言語科学

経済学

経営学

総合政策学

9：00～17：00【教務課ロビー（Ｃ棟３階）】

■11：00～
【第 1 研究室棟
6 階会議室】

■10：00～
【第 1 研究室棟 4 階
会議室（415）】

■18：40～
【D61】

20 日（月）

■11：00～
【L12】
または 18：00～
【L12】なお、18 時出席希
望者は 4/19 までに
aoyagi@nanzan-u.ac.jp
に要連絡

■10：20～【J54】社会科学研究科全体ガイダンス
■10：40～【J54】
専攻ガイダンス
11：15～
指導教員との登録面談

■10：40～【J51】
専攻ガイダンス
終了後～
指導教員との登録面談

■10：40～【Q501】
専攻ガイダンス
終了後～
指導教員との登録面談

履修登録期間： 4 月 20 日(月)～4 月 23 日(木)12：59 まで／登録変更期間：24 日(金)～30 日(木)
履修登録期間中のシステム利用可能時間および登録方法の詳細については、教務課 Web ページを必ず確認してください。
13：00～14：05 ■教務ガイダンス

他【S65】

15：30～16：00 ■AXIA 利用ガイダンス★（全員出席）＊AXIA（アクシア）：学内情報ネットワークシステム【B11】
10：00～16：30 ■入学に必要な各種書類の回収および学生証配付【学生課(Ｃ棟 2 階)】
□通学証明書(ＪＲ･名鉄･近鉄通学定期用)発行【S 棟 3 階エントランス】
21 日（火）
22 日（水）
23 日（木）
24 日（金）

備考

2020 年度

授業開始

（1）窓口事務取扱時間は、平日 9：00 から 17：00 までです。経理課のみ月、水、金曜日の 10：30 から 14：00 までです。
なお、ガイダンス期間中(4/20～4/23)、次の日程において教務課窓口は閉室しているので注意してください。 ＊4 月 21 日（火）11 時 30 分以降、4 月 22 日（水）13 時以降、 4 月 23 日（木）終日
（2）教員免許状(専修免許状のみ)取得希望者は教務課資格窓口に申し出て所定の手続きを行ってください。
（3）留学に関する相談は、国際センター事務室（R 棟地上階）に来室してください。
（4）学生番号発表以降の諸手続きには必ず学生番号を使用してください。
（5）通学定期券購入用通学証明書について： 市営地下鉄の他社連絡定期券または ＪＲ・名鉄・近鉄等の通学定期券を購入するために必要な通学証明書の交付は、4 月 20 日（月）10：00～16：30 S 棟 3 階エン
トランスにて行います。発行には 3cm×3cm の証明写真が必要です。
（6）4 月 20 日（月）に学生証を受け取れなかった場合は、学生課（平日 9：00～17：00）または夜間窓口（4 月 6 日以降：平日 17：00～21：00、4 月 24 日以降は平日 22：00 まで開室）で受け取ってください。
（7）「在学証明書｣は、Ｃ棟 3 階設置の証明書自動発行機で発行することができます。発行開始日については、別途お知らせします。
★AXIA 利用ガイダンス時に学内 PC・ネットワーク等の利用に必要なアカウントを発行します。 履修登録・登録変更の際に必要となりますので、必ず出席してください。

（2020.3.25）
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