
令和3年4月7日　各研究科等の行事予定一覧

研究科等
開始予定

時間
場所

家族等の
参加可否

行事名 詳細（URLがあればリンク） 問い合わせ先（教務担当掛）

文学研究科 16:00 本部構内　文学部校舎２階　第３講義室 不可 文学研究科新入生ガイダンス 文学研究科第二教務掛　075-753-2710

教育学研究科 - - - - - -

16:30 本部構内　法経本館 教室 不可

法学研究科
法政理論専攻ガイダンス
（修士課程入学者及び博士
後期課程進学・編入学生）

法学研究科大学院掛
075-753-3220

16:00 本部構内　法経本館 教室 不可
法学研究科法曹養成専攻（法科
大学院）入学式

法学研究科法科大学院掛
075-753-3125

経済学研究科 10:30 本部構内　法経東館２階　法経第三教室 不可 新入生ガイダンス オンラインで実施する可能性あり
経済学研究科教務掛
075-753-3493

理学研究科
数学・数理解析専攻数学系

16:00 理学研究科3号館　110　・127講演室 否
「修士ガイダンス」
修士新１回生

数学教室
075-753-3700

理学研究科
数学・数理解析専攻数理解析系

16:00
北部構内
数理解析研究所　420号室

否
「大学院生等ガイダンス」
修士新１回生・博士新１回生（博
士進学者は除く）

数理解析研究所総務掛
075-753-7202

理学研究科
物理学・宇宙物理学専攻
物理学第一分野

10:00 オンライン 否
「ガイダンス」
修士新１回生

http://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/
物理学・宇宙物理学専攻
物理学第一分野事務室
075-753-3801

理学研究科
物理学・宇宙物理学専攻
物理学第二分野

9:30
北部構内
理学研究科セミナーハウス・大セミナー
室

否
「ガイダンス」
修士新１回生

http://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/
物理学・宇宙物理学専攻
物理学第二分野事務室
075-753-3820

理学研究科
物理学・宇宙物理学専攻
宇宙物理学分野

10:00 理学研究科４号館　５０４号室会議室 否
「ガイダンス」
修士新１回生・博士新１回生（博
士進学者は除く）

物理学・宇宙物理学専攻
宇宙物理学分野事務室
075-753-3890

理学研究科
地球惑星科学専攻

9:00
北部構内
理学６号館　401号室

否

「地球惑星科学専攻全体ガイダン
ス」
（地球物理学分野）修士新１回生
（地質学鉱物学分野）修士新１回
生・博士新１回生
※専攻全体ガイダンス終了後は、
各分野ガイダンス

<地球惑星科学専攻>
地球物理学分野事務室
075-753-3950
地質学鉱物学分野事務室
075-753-4150

理学研究科
化学専攻

16:00 オンライン（Zoom） 否
「化学専攻ガイダンス」
修士新１回生・博士編入１回生
（博士進学者は除く）

化学専攻事務室
075-753-3961

理学研究科
生物科学専攻

 4/6
14:00

北部構内
理学研究科 6号館　4階401号室

否

「生物科学専攻 新入生のガイダ
ンス」
修士新１回生・博士編入１回生
（博士進学者は除く）

生物科学専攻事務室
075-753-4070

医学研究科
（人間健康科学系専攻以外）

- - 不可 新入生ガイダンス 対象者に通知 医学研究科大学院教務掛 075-753-4306

医学研究科人間健康科学系専
攻（修士課程・博士後期課程）

未定
（入学式と
別日で実
施予定）

未定 不可 新入生ガイダンス メール・掲示等で周知予定 人間健康教務掛　075-753-9313

薬学研究科 - - - - - -

工学研究科　材料工学専攻 10:00 オンラインで実施 不可
新入生ガイダンス
（修士）

詳細は別途通知します。
工学研究科Ｃクラスター教務掛
075-383-3521

工学研究科
　材料化学専攻

10:00 桂Ａｸﾗｽﾀｰ　Ａ２棟３０２講義室 不可
新入生ガイダンス
（修士）

詳細は入学予定者サイトをご確認く
ださい。

工学研究科　Ａクラスター教務掛
075-383-2077

工学研究科
　分子工学専攻

- - - - 開催中止となりました。
工学研究科　Ａクラスター教務掛
075-383-2077

工学研究科
　高分子化学専攻

16:30 オンラインで実施 不可
新入生ガイダンス
（修士）

詳細は別途通知します。
工学研究科　Ａクラスター教務掛
075-383-2077

工学研究科
　合成・生物化学専攻

10:00 桂Ａｸﾗｽﾀｰ　Ａ２棟３０８講義室 不可
新入生ガイダンス
（修士・博士）

詳細は入学予定者サイトをご確認く
ださい。

工学研究科　Ａクラスター教務掛
075-383-2077

農学研究科
農学専攻

9:30
北部構内　農学部総合館　1階　W106講
義室（対面実施の予定だが、状況によっ
てオンライン実施へ変更の可能性あり）

不可
農学研究科農学専攻
大学院新入生ガイダンス

農学専攻事務室
075-753-6040

農学研究科
森林科学専攻

9:30
北部構内　農学部総合館　4階　W422講
義室（対面実施の予定だが、状況によっ
てオンライン実施へ変更の可能性あり）

不可
農学研究科森林科学専攻
大学院新入生ガイダンス

森林科学専攻事務室
075-753-6230

農学研究科
応用生命科学専攻

9:30
北部構内　農学部総合館　3階　W314講
義室（対面実施の予定だが、状況によっ
てオンライン実施へ変更の可能性あり）

不可
農学研究科応用生命科学専攻
大学院新入生ガイダンス

応用生命科学専攻事務室
075-753-6260

農学研究科
応用生物科学専攻

9:30
北部構内　農学部総合館  2階　W214講
義室（対面実施の予定だが、状況によっ
てオンライン実施へ変更の可能性あり）

不可
農学研究科応用生物科学専攻
大学院新入生ガイダンス

応用生物科学専攻事務室
075-753-6210

農学研究科
地域環境科学専攻

10:00
北部構内　農学部総合館　3階　W322講
義室（対面実施の予定だが、状況によっ
てオンライン実施へ変更の可能性あり）

不可
農学研究科地域環境科学専攻
大学院新入生ガイダンス

地域環境科学専攻事務室
075-753-6150

農学研究科
生物資源経済学専攻

9:30
北部構内　農学部総合館　4階　W406講
義室（対面実施の予定だが、状況によっ
てオンライン実施へ変更の可能性あり）

不可
農学研究科生物資源経済学専攻
大学院新入生ガイダンス

生物資源経済学専攻事務室
075-753-6290

農学研究科
食品生物科学専攻

9:30
北部構内　農学部総合館　3階　W306講
義室（対面実施の予定だが、状況によっ
てオンライン実施へ変更の可能性あり）

不可
農学研究科食品生物科学専攻
大学院新入生ガイダンス

食品生物科学専攻事務室
075-753-6260

人間・環境学研究科
10:00
15:30

吉田南構内
　人間・環境学研究科棟地階大講義室

不可 新入生オリエンテーション
人間・環境学研究科大学院掛
075-753-2951

エネルギー科学研究科 未定 未定 未定
エネルギー科学研究科新入生ガ
イダンス

対象者に通知
エネルギー科学研究科教務掛
075-753-9212

アジア・アフリカ地域研究研究科 15:30 稲盛財団記念館3階　大会議室 不可 新入生オリエンテーション
アジア・アフリカ地域研究研究科教務掛
075-753-7374

情報学研究科 該当者には追ってメール等で通知します 不可
情報学研究科
専攻別ガイダンス

http://www.i.kyoto-u.ac.jp/ 情報学研究科教務掛　075-753-4894

生命科学研究科 未定 未定

総合生存学館 - - - - - -

地球環境学舎
4/6（火）

14:00
総合研究5号館2階 大講義室、中講義室 不可 地球環境学舎入学者ガイダンス 入学予定者サイトに掲載 地球環境学堂教務掛　075-753-9167

公共政策教育部 9:00 法経本館２階　法経第六教室 不可
公共政策大学院履修指導および
入学式、入学記念懇親会

https://www.sg.kyoto-
u.ac.jp/sg/events/

公共政策大学院掛　075-753-3126

経営管理教育部 未定 未定

法学研究科


