
文京学院大学 入学予定の皆さんへ                                     令和 3 年 3 月吉日  

 

                                                              文京学院大学 

 学生部長 飯島 史朗 

大学生活のスタートにあたって 

 

合格おめでとうございます。合格を心よりお祝い申し上げます。 

本郷キャンパスはアクセスのよい都市型のキャンパスで、学習やサークル活動等の学生活を送るのに大変適した

環境です。 

入学直後には、皆さんが大学生活に溶け込める機会としてガイダンスや新入生特別研修、初年次セミナーなどが

あります。学生間だけでなく教員との交流が行われ、友達作りのチャンスにもなります。部・同好会の先輩たちも

皆さんと一緒に活動できることを今から楽しみにしています。 

在学生、教職員一同皆さんとともに楽しく充実した４年間を過ごしたく、ご入学を心よりお待ちしています。 

 

 

 

入学式、ガイダンスに関するご案内 

 

 

 入学式について  

４月 1日（木）に本郷キャンパスにて入学式を挙行いたします。 

詳細については別紙「入学式のご案内」をご参照ください。 

 

 

 ガイダンスについて  

４月１日（木）～４月６日（火）がガイダンス期間となります。この期間には、履修や学内システム等、 

大学生活を始めるにあたり、必要な内容を説明いたします。必ず参加してください。ガイダンスの日程は、別紙「ガ

イダンス日程表」をご確認ください。 

 

 

 ガイダンス期間における昼食について  

昼食をとる場合は学食（B’s Dining）を利用できます。ご自身のガイダンス日程を確認し、昼食をとる必要があ

る場合は、各自ご用意の上、学生食堂でお摂りください。 

※食事の際は複数名ではなく必ず 1 名で黙食をお願いします。マスクを外した状態での会話は厳禁とします。 

 

 

 新入生特別研修について  

経営学部では４月６日（火）に新入生特別研修を行います。先生方や諸先輩からの話や質疑応答を通して、本学

で学ぶことの意義や方法についての理解を深め、充実した学生生活を築くためのヒントをできるだけたくさん持

ち帰ってください。詳細につきましては、学部で行われる「学修ガイダンス」内にてお伝えします。 

※外国語学部の特別研修はオンライン英会話等の内容を予定しています。詳細は別途ご案内します。 

 

 



 健康診断について  

毎年４月に全学年を対象に実施しています。学生の定期健康診断は、学校保健安全法で義務づけられていますの

で必ず受診し、後日結果を受け取ってください。 

健康診断に関する詳細は 4/1 にお配りする資料をご参照ください。 

［実施日］ 経営学部・外国語学部１年生：４月 10日（土） 

 

 奨学金について  

「日本学生支援機構奨学金」、「国の高等教育の修学支援新制度」に関する説明会を実施します。 

高校在籍時に申込手続きを行っている学生は「予約採用説明会」、大学入学後に新たに申込をされる方は 

「在学採用説明会」へご参加ください。上記奨学金の申し込まない学生は参加する必要はありません。説明会の日

程等詳細につきましては、別紙「在学採用/予約採用説明会のご案内」をご参照ください。 

 

 授業について  

４月７日（水）より授業期間となります。授業の受け方や履修登録については、ガイダンス期間内に行う履修ガイダ

ンスにて説明します。 

 

 教科書販売について  

4/7（水）より Web 販売いたします。購入方法等は入学後に学内ポータルサイト（B’s Link）よりご案内します。 

 

 プレイスメントテスト（ELCA）について  

新学期クラス分けのための英語テスト「ELCA」の受験が必要です。詳細は別紙「受験のしおり」をご参照のうえ、

必ず全員受験をお願いします。このテストは授業の成績には一切影響ありません。みなさんの現在の英語スキル

を測り、適切なクラス分けをすることが目的ですので、必ず自分の力で受験してください。 

 

 

コロナ禍における対応に関するご案内 

 

 

 rc.bgu（特設サイト）について  

本学では、遠隔授業（オンライン授業）関連情報サイト「rc.bgu」にて情報の集約を行っています。コロナ禍に

おける各種指針や、オンライン授業の受け方、健康観察チェックシート等、必要な情報の集約を行っています。

閲覧開始日以降、各自ご参照ください。（現在更新中のものもございます） 

（rc.bgu ＵＲＬ） https://www.rc.bgu.ac.jp/ 

（閲覧開始日）     2021年 3月 15日(月)～ 

 

 

 健康観察チェックシートについて  

本学では、来校前２週間の「健康観察チェックシート」（別紙）をお願いしております。４月１日（木）から登校が

始まるため、３月１９日（金）から「健康観察チェックシート」の記入をお願いします。学校へ来校する際は、必ずご持

参ください。また、１枚分のみ同封しておりますので、それ以降の分は、各自「rc.bgu」特設サイトよりダウンロード

し、出力の上、記入をお願いします。 

（書類格納場所） rc.bgu特設サイト 

 

文京学院大学 〒113-8668 東京都文京区向丘 1-19-1 TEL:03-3814-1661(代) 
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令和 3年 3月吉日 

外国語学部・経営学部 

入学予定者 保護者 各位 

文京学院大学 

学長 櫻井 隆 

 

令和 3年度 入学式のご案内 

 

謹啓 

時下益々御清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、さまざまなニュース等で報道されているとおり、新型コロナウイルスの感染拡大が、

いまだ収束を見せておりません。このような状況に鑑み、本学では皆様の感染防止と学内外へ

の感染被害抑止を最優先として、学部ごと新入生のみでの入学式を下記のとおり挙行いたしま

す。 

新入生とご家族の皆様にとって、入学式は人生の節目となる大事な行事でありますが、健

康・安全への配慮の観点から、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。ご父母の皆様は

会場にご来場できませんが、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策として、ご理解い

ただけますと幸いです。 

なお、式典の内容につきましては、インターネットにてライブ配信を行いますので、後述【式

典ライブ視聴方法】をご参照の上、ご覧くださいますようご案内いたします。 

敬具 

 

 

 入学式（式典）  

 

日時：令和３年４月１日（木） 10時 30分開式  （外国語学部・外国語学研究科） 

令和３年４月１日（木） 14時 00分開式  （経営学部・経営学研究科） 

 

会場：文京学院大学 本郷キャンパス（仁愛ホール） 

 

※保護者の皆様のご来校はできません。そのため、式典の様子をインターネットにて 

ライブ配信を行います。視聴方法につきましては、次頁をご参照ください。 
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 式典ライブ視聴方法  

下記の QRコードより YouTube Live配信ページにアクセスの上、ご視聴ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

外国語学部・外国語学研究科 入学式 

https://youtu.be/SQG26iMhZAs 

経営学部・経営学研究科 入学式 

https://youtu.be/Wb414mEAdS8 



2021.3.15

学部・学年 内　　容 場所 配　布　物

－ 外１年生 プレイスメントテスト（ELPA） オンライン

9:30-10:00
外１年生

3年編入転学
学生証交付・資料配布 ホワイエ

 Campus Map、ガイダンス等日程、TOEIC案
内、個人カード、学年名簿、履修要項、時間
割（編入転学は3年生時間割）、第二外国語
科目履修案内、学生証と出席管理システム
について、休講・補講情報照会、履修登録の
手続きについて、健康診断案内、奨学金説
明会案内、オクレンジャー登録案内、てっぺ
ん冊子、Campus Guide案内 etc

10:30-11:00 外新入生 入学式 仁愛ホール  式次第、学規、文京新聞

11:10-12:30
外1年生

3年編入転学

事務ガイダンス
①課外活動・部活紹介②留学③情セ④コンテンツ
⑤キャリア委員会紹介⑥新・文明紹介⑦五街道紹
介

仁愛ホール

別紙参照 外1年生 奨学金・新規申請者 説明会 別紙参照

13:10-14:30
外1年生

（オンライン未
受験者のみ）

プレイスメントテスト（ELPA） S0504またはS0502

15:00-16:00
外1年生

（希望者のみ）
教職ガイダンス S0402

別紙参照 外・経１年生 奨学金説明会（予約） 別紙参照

別紙参照 外・経１年生 奨学金説明会（新規） 別紙参照

10:50-12:00
 外・経GCI

1年生
 GCIガイダンス S0504

 履修ガイダンス ※4月1日に配布された資料一式持参
すること
大学院紹介（仮題）

最長16:20まで 外１年生  時間割作成指導 グループ・GCI別教室

別紙参照
外・経
１年生

奨学金説明会（予約） 別紙参照

4月7日 （水） 　前期授業開始
4月8日 （木） 授業
4月9日 （金） 授業

10:30- 外1年生 男子健康診断 メセナ（体育館）
14:30- 外1年生 女子健康診断 メセナ（体育館）

※学部・学年欄：「外」外国語学部・「経」経営学部

※内容欄：健康診断のご案内は4月1日に配布します。奨学金説明会については、別紙ご参照ください。

後日実施予定
全学年 DPチェックガイダンス

外１年生 アセスメントテスト：PROGテスト

外１年生 アセスメントテスト： SPIテスト

外１年生 新入生特別研修（TGG）

外１年生 TOEIC S＆Wテスト

外1年生 アセスメントテスト：TOEICテスト

※場所については、4月1日に配布されるキャンパスマップでご確認いただけます。

4月1日 （木）

■  2021年度　外国語学部　ガイダンス日程表  ■　
新1年生

日　　時

3月下旬

4月10日 （土）

4月2日 （金）
4月3日 （土）

4月5日 （月）

13:10 外１年生
グループ別教室
※4月1日に提示



【保護者様用】 

 2021 年度 外国語学部 学年暦  

2021 年度、外国語学部授業日程及び試験日は下記のとおりです。 

赤字のイベントは全学年の保護者様が参加可能です。 

★印は保護者様用に開催いたします。詳細は開催日時が近づきましたらご案内させていただきます。 

［2021 年］  

4 月 １日（木）     入学式 

4 月 ７日（水）     前期授業開始 

4 月 2４日（土）     月曜振替授業 

5 月 ８日（土）     火曜振替授業 

６月 ２６日（土）     ★３年生保護者会（仮） 

 てっぺんフォーラム 

7 月 ３日（土）     ★1 年生保護者会（仮） 

7 月 22 日（木）     前期授業最終日 

7 月 23.26.27.28 日   TOEIC テスト 

9 月 10 日（金）     前期成績発表 

9 月 1７日（金）     後期授業開始 

9 月２０日（月）敬老の日 授業実施 

10 月 ９日(土)・1０日(日) 文京祭 

10 月 23 日（土）     創立記念日 

10 月 3０日（土）     金曜振替授業 

12 月 2３日（木）     年内授業最終日 

［202２年］  

1 月１１日（火）     授業再開 

1 月２１日（金）     後期授業最終日 

 1 月 24.25.26.27 日   TOEIC テスト 

1 月 26 日（水）     定期試験 

1 月 27 日（木）     定期試験 

2 月 1４日（月）     後期成績発表 

３月 13 日（日）     学位記授与式 

 

 

 

 

 

上記の他、「授業公開」を行う予定です。例年 11 月頃、学内で実施しておりますが 2020 年度

はオンデマンド配信にて行いました。2021 年度の実施形態は現時点では未定です。 

 

 以上 

「てっぺんフォーラム」は、ある目標を

達成した学生や、目標に向かって努力し

ている学生を表彰し、その活動について

発表してもらう会です。1 年生の初年次

授業の一部として組み込まれています。 

例年、２年生以上が受賞者として選ば

れ、学業だけでなく委員会活動やボラン

ティア活動などバラエティ豊かな活動に

ついてプレゼンテーションが行われま

す。 

 

※例年は保護者様もご入場いただいてお

りますが、オンライン配信の場合、学生

のみの閲覧となる可能がございます。ご

了承ください。 

「公開授業」は、大学の授業を保護者の皆

様にご覧いただくために開催いたします。

学生の様子をご覧いただく良い機会です。 



 

 

 

 

 



2021年度日本学生支援機構奨学金

修学支援新制度（給付奨学金及び授業料減免）
貸与型奨学金（第一種・第二種）

（新入生対象）予約採用説明会のご案内

新入生用
予約

◆新入生は対面での開催となります◆

以下の通り、2021年度奨学金予約採用説明会を開催します。

※こちらは2021年度において１年生の方へのご案内です。2～4年生は別途案内をご確認ください。

■予約採用とは……
高校在籍時に奨学金を申し込んでおり、「採用候補者」として認定を受けて

いる方の採用です。対象者は日本学生支援機構から「令和3年度大学等奨学生
採用決定通知」を受け取っています。

【当日お越しいただく際の注意事項】
・説明会開始の５分前には入室し、着席しているようにしてください。
・感染症防止のためマスクを着用し、座席は隣の方とひとつ分空けてお座りください。
・当日体調が悪かったり、熱がある場合は無理に出席せず、学生支援グループまでご相談ください。

奨学金を希望する方は説明会参加が必須条件です。希望者は時間や場所、持ち物をよく確認の上、
都合のつく時間の説明会にご参加ください。

説明会には「令和３年度大学等奨学生決定通知」ほか、日本学生支援機構から
郵送された書類一式をお持ちください！

日時 場所 注意事項

2021年4月2日(金)

13:30-14:30

本郷キャンパス

(仁愛ホール)

2021年4月3日(土)

10:00-11:00

ふじみ野キャンパス

(W302 講堂)

2021年4月5日(月)

12:00-13:00

ふじみ野キャンパス

(W302 講堂)

2021年4月5日(月)

16:30-17:30

本郷キャンパス

(コンソナホール)

■対象：新一年生

■持ち物：候補者決定通知（ほ

か、日本学生支援機構からの書類

一式）、学生証(受け取り前の場合

は不要)、筆記用具

■入退室は原則不可　遅刻厳禁

■内容はすべて同様となります。

■ご自身の所属でないキャンパス

で行う説明会でも参加可能です。

※高校在籍時に奨学金を申し込んでいない方でも、大学入学後に申し込むことが
できます。詳細は「在学採用説明会のご案内（裏面）」をご覧ください。

奨学金に関する問合せ先 文京学院大学 学生支援グループ

本郷キャンパス ：電話 03-5684-4811（直通）受付時間 月～金 8時45分～17時00分

学生支援G Instagram 学生支援G Twitter本学HP 2021奨学金採用情報



2021年度日本学生支援機構奨学金

修学支援新制度（給付奨学金及び授業料減免）
貸与型奨学金（第一種・第二種）

（新入生対象）在学採用説明会のご案内

新入生用
在学

◆新入生は対面での開催となります◆

以下の通り、2021年度奨学金在学採用説明会を開催します。

貸与奨学金 在学採用
～新規で貸与奨学金を申し込みたい方はこちら～

修学支援新制度 在学採用
～新規で修学支援新制度（給付奨学金及び授業料減免）を申し込みたい方はこちら～

※こちらは2021年度において１年生の方へのご案内です。2～4年生は別途案内をご確認ください。

【当日お越しいただく際の注意事項】
・説明会開始の５分前には入室し、着席しているようにしてください。
・感染症防止のためマスクを着用し、座席は隣の方とひとつ分空けてお座りください。
・当日体調が悪かったり、熱がある場合は無理に出席せず、学生支援グループまでご相談ください。

■在学採用とは……
大学へ進学してから、新規で奨学金を申し込む方の採用です。高校時に予約

していなくても、指定の説明会に参加することで申請を行うことができます。

修学支援と貸与をどちらも申し込みたい方は、
両方の説明会に参加する必要がありますのでご注意ください！

奨学金を希望する方は説明会参加が必須条件です。希望者は時間や場所、持ち物をよく確認の上、
都合のつく時間の説明会にご参加ください。

日時 場所 注意事項

2021年4月1日(木)

16:10-17:10
本郷キャンパス(仁愛ホール)

2021年4月3日(土)

16:00-17:00
本郷キャンパス(コンソナホール)

2021年4月2日(金)

13:00-14:00
ふじみ野キャンパス(W302 講堂)

2021年4月2日(金)

17:00-18:00
ふじみ野キャンパス(W302 講堂)

2021年4月3日(土)

12:00-13:00
ふじみ野キャンパス(W302 講堂)

■対象：新一年生

■持ち物：学生証(受け取り前の場

合は不要)、筆記用具

■入退室は原則不可　遅刻厳禁

■内容はすべて同様となります。

■ご自身の所属でないキャンパス

で行う説明会でも参加可能です。

日時 場所 注意事項

2021年4月1日(木)

13:00-14:00
本郷キャンパス(コンソナホール)

2021年4月3日(土)

11:00-12:00
本郷キャンパス(コンソナホール)

2021年4月2日(金)

12:00-13:00
ふじみ野キャンパス(W302 講堂)

2021年4月2日(金)

16:00-17:00
ふじみ野キャンパス(W302 講堂)

2021年4月3日(土)

11:00-12:00
ふじみ野キャンパス(W302 講堂)

■対象：新一年生

■持ち物：学生証(受け取り前の場

合は不要)、筆記用具

■入退室は原則不可　遅刻厳禁

■内容はすべて同様となります。

■ご自身の所属でないキャンパス

で行う説明会でも参加可能です。



□外国語学部 　□国際ビジネス　　□国際教養

□経営学部 　□マネジメント　　　□ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ

□人間学部 　□コミ社　　□児童　　□福祉　　□心理

□保健医療技術学部 　□理学　　□作業　　□臨床検査　　□看護

注）該当項目に☑をすること

健康観察チェックシート

学籍番号

所
属

氏　名

学年 □1年　□2年　□3年　□4年

平熱

月／日
（曜日）

体温（℃）

普段にはない強い症状がある場合に✔をつけてください。

咳 喉の痛み
普段ない

鼻水
強い

倦怠感

＜授業開始２週間前から記載＞

明らかな
味覚障
害・嗅覚

障害

発熱 出席可否
備考

(外出の状況・同居
家族の体調不良など）

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜

／
(     ）

朝

夜


	入学生への案内文_本郷0313.docx.pdf
	【外経保護者】入学式案内_20210310.docx
	外国語学部_新入生送付資料
	
	日程表_1年生用


	文京学院大学（2021年度外国語+経営GCI）受験のしおり.doc
	【QR付】2021年度奨学金案内(新入生_紙両面印刷)
	健康観察チェックシート（全学部案）0315



