別紙

令和３年度

大学院新入生オリエンテーション実施日程等について
※対面での開催の場合は、開始時刻までに、指定の会場に直接集合してください。
2021年3月31日（水）現在

教 育 組 織 名

人文社会ビジネス科学学術院
人文社会科学研究群（全体）

日 時

4/5（月）

建

物

名

室 名

備考

オンラインにより実施（オンデマンド配信）

詳細は別途ご案内します。

詳細は別途ご案内します。

問合せ先
（メールアドレスは「◆」を「@」に置き換
えて送信してください。）

人文学学位プログラム
哲学・思想サブプログラム

4/6（火） 14:00～

オンラインにより実施（リアルタイム配信、録画視聴可）

歴史・人類学サブプログラム

4/6（火） 10：00～

人文社会学系棟A棟

文学サブプログラム

4/6（火） 10:00～11:30

オンラインにより実施（ライブ配信）

言語学サブプログラム

4/6（火） 10:00～12:00

人文社会学系棟A棟

人社A101

現代文化学サブプログラム

4/6（火） 15：00～

人文社会学系棟

A520

英語教育学サブプログラム

4/6（火） 10:00～11:30

人文社会科学系棟

A520

国際公共政策学位プログラム

4/6（火） 9:30～11:30

3K棟

318

国際日本研究学位プログラム

4/6 (火) 15:00～16:30

オンラインにより実施（リアルタイム配信、録画視聴可）

理工情報生命学術院
数理物質科学研究群（全体）

数学学位プログラム

物理学学位プログラム

A722
参加方法は別途ご案内します。
人文社会エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-7294,4029
コロナ禍の状況によりオンラインとなるこ
とがあります。その際は別途ご案内しま
※オンラインによりオリエンテーション
す。
を実施する場合の資料配布方法は別
対面実施（状況によりハイフレックス式実
途ご案内します。
施）
詳細は別途連絡
対面及びオンライン併用
Meetにて配信予定。
事前質問受付あり。
オンデマンド形式
manabaコース「【数理物質科学研究群】
2021年4月新入生オリエンテーション」に
て受講してください。

2021年4月5日（月）～
※オンラインにて開催

2021年4月6日（火）13:30～15:00 自然学系棟D棟

【博士前期課程】
2021年4月6日(火) 3回に分けて
実施
①10:00-11:00
②11:00-12:00
③13:00-14:00
※詳細は物理学学位プログラム 自然系学系棟B棟
HPをみること

D509

参加できない新入生に
は資料を郵送

118

オンサイト形式（オンサイトを希望しない
場合は同日の15時以降オンラインで説明
を実施する。オンデマンドでも情報を提供
する）

https://grad.physics.tsukuba.ac.j
p/
【博士後期課程】
2021年4月6日(火)14:00-15:00

新入生オリエンテーションがオンライ
ンで開催される場合の学生証・統一
認証初期パスワードカード配布方法
については、数理物質科学研究群HP
（https://grad.pas.tsukuba.ac.jp/）
にて確認してください。

2021年4月5日（月）～
※オンラインにて開催

オンデマンド形式

電子・物理工学サブプログラム

2021年4月6日(火) 10:00～
※オンラインにて開催

ライブ形式
(録画してアップロード)

物性・分子工学サブプログラム

2021年4月5日（月）～
※オンラインにて開催

manabaにて掲示

化学学位プログラム

応用理工学学位プログラム

NIMS連係物質・材料工学サブプログラム（及び
物質・材料研究機構
2021年4月6日（火）9：30～11：30
物質・材料工学クラス）
千現地区研究本館
国際マテリアルズイノベーション学位プログラム

総合研究棟B棟

112

※状況によりオンライン開催

―

―

―

―

社会工学学位プログラム（前期・後期）

4/6（火）10：00～

オンライン実施

―

オリエンテーションはオンライン（録画有）
で実施します。詳細は指導教員から連絡
します。

サービス工学学位プログラム

4/6（火）10：00～

オンライン実施

―

オリエンテーションはオンライン（録画有）
で実施します。詳細は指導教員から連絡
します。

4月5日(月)16:30～（全体）
リスク・レジリエンス工学学位プログラム（前期・後期） 4月6日(火) 9:30～（社会人学生 総合研究棟Ｂ
以外）

情報理工学位プログラム（前期・後期）

3月中 学生証，統一認証アカウ
ント等の大学での受け取りにつ
いて事前調査
4/5 (月) 13:00〜 学生証、統一
認証アカウント等の配布
(3A304）
オンライン実施
15:30～ 入学式
4/6 (火) 13:00〜15:00 オンライ
ン授業に備えた準備（接続テスト
や個別相談等）
4/7（水） 9:30～：オリエンテー
ション(オンライン)

入学手続き時に統一認証初期パス
ワードカードの郵送受取を申請してい
る者（返信用封筒提出者）へは、4/1
（木）以降に発送します。

第一会議室

2021年4月5日（月）15:00～

理工情報生命学術院
システム情報工学研究群（全体）

数理物質エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-4030,5623

SB0110公開講義室

―

システム情報エリア支援室
大学院教務担当
ハイブリッド形式にて実施します。オンラ
E-mail: sysinfo.kyomu◆
インでの受講方法は個別連絡ならびに学
sie.tsukuba.ac.jp
位ＰのWebサイトに掲載します。
（メールアドレスは「◆」を「@」に置き
換えて送信してください。）

4月7日（水）のオリエンテーションは「オン
ライン」で実施します。学生証等の配布や
オンラインでの受講方法等については、3
月中に情報理工学位P
のWEBサイトで周知しますので確認してく
ださい。
URL:
https://www.cs.tsukuba.ac.jp/index.html
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教 育 組 織 名

日 時

建

物

知能機能システム学位プログラム（前期・後期）

3月：資料配布方法希望調査(郵
送/指導教員経由)
4月2日（金）～3日（土）：郵送希
望者への発送
オンライン実施
4月4日(日）：電子資料公開
4月5日（月）：指導教員経由の資
料配付
4月5日（月）～7日（水）：オリエン
テーション期間(オンデマンド)

構造エネルギー工学学位プログラム（前期・後期）

4月5日（月）学生証，統一認証
カードの受け取り（指導教員経
由．または専攻事務室で）
4月6日（火）16:30～（博士後期
課程学生および社会人学生の
み）
4月7日（水）10:00～（社会人学
生を除く博士前期課程学生）

エンパワーメント情報学プログラム

ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム

4/6（火）10:00～12：00

4/5（月）17:00～

名

オンライン実施

オンライン実施

室 名

備考

問合せ先
（メールアドレスは「◆」を「@」に置き換
えて送信してください。）

―

―

―

システム情報エリア支援室
大学院教務担当
4月6日（火），7日（水）のオリエンテーショ
E-mail: sysinfo.kyomu◆
ンは「オンライン」で実施します。
sie.tsukuba.ac.jp
オンラインでの受講方法等については、3 （メールアドレスは「◆」を「@」に置き
月中に学位PのWEBサイトで周知します
換えて送信してください。）
ので確認してください。
URL: http://www.eme.tsukuba.ac.jp/

オンラインでの受講方法等については、3
月中に学位PのWEBサイトで周知します
ので確認してください。
URL：
https://www.emp.tsukuba.ac.jp/news

別途ご案内致します。

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
T-LSI事務室
よりオンラインに変更になる際は追って
℡：029-853-3662
TLSIのHPまたはメールにて通知いたしま
mail:life-innov◆un.tsukuba.ac.jp
すのでご確認ください。
HP:https://tlsi.tsukuba.ac.jp/
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
い際は、3/15までにlife-innov◆
換えて送信してください。）
un.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換え
て送信してください。）

総合A棟

110
107
108

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインと対面と併用に開催の可能
性もあります。HP
（https://www.mbs.life.tsukuba.ac.jp）にて
通知いたしますのでご確認ください。
対面での来学が難しい場合は、seibutsusenkou-jimu◆us.tsukuba.ac.jpまでご相談
ください。（メールアドレスの「◆」を「@」に
置き換えて送信してください。）

オンライン

受講の仕方についてはmanabaに掲載し
ますので詳細確認してください。
来学が難しい場合はnogakuin◆
un.tsukuba.ac.jpまでご相談ください。（メー
ルアドレスの「◆」を「@」に置き換えて送
信してください。

生農F106

対面での実施を予定していますが、新型
コロナウィルス感染症の拡大状況によっ
てはオンラインに変更することがありま
す。その際は追ってメールにて通知いた
します。なお、対面での来学が難しい場
合は、3/22(月）までに学位プログラム
リーダー（ishii.atsushi.fu◆u.tsukuba.ac.jp)
までご相談ください。（メールアドレスの
「◆」を「@」に置き換えて送信してくださ
い。）

理工情報生命学術院
生命地球科学研究群（全体）

生物学学位プログラム(前期・後期）

生物資源科学学位プログラム（全員）

生物資源科学学位プログラム
(国際農業科学プログラム（JICA）、
ﾎﾞﾙﾄﾞｰ大学、国立台湾大学、ﾕﾀ州立大学との
ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加希望学生への説明）

4月5日（月）10:00～

4/5（月）10:00～

4/6（火）10:00～

オンライン

生物農林学系棟F棟

生命環境エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-7808,4570
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教 育 組 織 名

農学学位プログラム

生命農学学位プログラム

生命産業科学学位プログラム

日 時

4/5（月） 16：30～

4/5（月） 16：30～

4/5（月）16:30～

建

物

名

生物農林学系棟A棟

生物農林学系棟A棟

生物農林学系棟Ｇ棟

室 名

備考

生農A106

対面での実施を予定していますが、新型
コロナウィルス感染症の拡大状況によっ
てはオンラインに変更することがありま
す。その際は追って
HP(https://manaba.tsukuba.ac.jp/ct/cour
se_1863265)またはメールにて通知いたし
ます。なお、対面での来学が難しい場合
は、3/22(月）までに学位プログラムリー
ダー（enomae.toshiharu.fw◆
u.tsukuba.ac.jp)までご相談ください。（メー
ルアドレスの「◆」を「@」に置き換えて送
信してください。）

生農A106

対面での実施を予定していますが、新型
コロナウィルス感染症の拡大状況によっ
てはオンラインに変更することがありま
す。その際は追ってメールにて通知いた
します。なお、対面での来学が難しい場
合は、3/22(月）までに学位プログラム
リーダー（tanimoto.keiji.gn◆
u.tsukuba.ac.jp）までご相談ください。（メー
ルアドレスの「◆」を「@」に置き換えて送
信してください。）

生農Ｇ502

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
なお、やむを得ず対面での来学が難しい
際は、3/15（月）までに指導教員または、
bioindustrial-adm◆un.tsukuba.ac.jp
までご連絡ください。（メールアドレスの
「◆」を「@」に置き換えて送信してくださ
い。）

問合せ先
（メールアドレスは「◆」を「@」に置き換
えて送信してください。）

生命環境エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-7808,4570

地球科学学位プログラム（前期・後期）
地球環境科学領域

4月6日（火）10：00～

総合研究棟A棟

110(公開講義室）予定

新入生のオリエンテーションは対面での
開催を予定しています。新型コロナウィル
ス感染症の拡大状況によりオンラインに
変更になる際は追ってHP
（http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/index.h
tml）にて通知いたしますのでご確認くださ
い。
対面での来学が難しい場合は3/26（金）
までに学位プログラムリーダー(mkureha
◆geoenv.tsukuba.ac.jp)までご相談くださ
い。（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
換えて送信してください。

新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HP
(https://www.geol.tsukuba.ac.jp)にて通知
いたしますのでご確認ください。対面での
来学が難しい場合は、3/26（金）までに
yagi-y◆geol.tsukuba.ac.jp宛までご相談く
ださい。（メールアドレスの「◆」を「@」に置
き換えて送信してください。

地球科学学位プログラム（前期・後期）
地球進化科学領域

4月6日（火）10：00～

1G棟

1G406

環境科学学位プログラム(前期）

4/6（火） 8：30～

理科系棟

C103

環境学学位プログラム（後期）

4/5（月） 15：30～

理科系棟

C103

地球科学学位プログラム（後期）
地球進化科学領域
(中国地質大学とのダブルディグリープログラム）

新入生のオリエンテーションは対面での
開催を予定しています。
茨城県の新型コロナウィルス感染症の拡
大状況によりオンラインに変更になる際
はメールまたはプログラムのHPにてお知
らせします。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、3/29(月）までにoffice◆
envr.tsukuba.ac.jp宛メールして下さい。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換え
て下さい。）
http://www2.envr.tsukuba.ac.jp/jpn/
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教 育 組 織 名

日 時

建

物

名

山岳科学学位プログラム

4月5日（月）10:30～

環境防災研究棟

ライフイノベーション（食料革新）
学位プログラム

4/5（月）17:00～

別途ご案内致します。

ライフイノベーション（環境制御）
学位プログラム

4/5（月）17:00～

別途ご案内致します。

ライフイノベーション（生体分子材料）
学位プログラム

4/5（月）17:00～

別途ご案内致します。

室 名

203室

4月6日（火）8:45～

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
メールにて通知いたしますのでご確認くだ
さい。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、4/2（金）までにoffice_sangaku◆
envr.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてくださ
い。（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
換えて送信してください。）

問合せ先
（メールアドレスは「◆」を「@」に置き換
えて送信してください。）

生命環境エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-7808,4570

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
T-LSI事務室
よりオンラインに変更になる際は追って
℡：029-853-3662
TLSIのHPまたはメールにて通知いたしま
mail:life-innov◆un.tsukuba.ac.jp
すのでご確認ください。
HP:https://tlsi.tsukuba.ac.jp/
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
い際は、3/15までにlife-innov◆
換えて送信してください。）
un.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換え
て送信してください。）

日本語での参加者
C103

理工情報生命学術院
国際連携持続環境科学専攻

備考

理科系棟

英語での参加者
B107

オリエンテーションは、対面での実施を予
定しています。新型コロナウィルス感染症
の拡大状況によりオンラインに変更にな
る際は追ってメールにて通知いたします
のでご確認ください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、4/2（金）までにjmses◆
outlook.comまで連絡をしてください。（メー
ルアドレスの「◆」を「@」に置き換えて送
信してください。）

生命環境エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-7808,4570

人間総合科学学術院
人間総合科学研究群（全体）

教育学学位プログラム
国際教育サブプログラム

教育学学位プログラム
次世代学校教育創生サブプログラム

教育学学位プログラム
教育基礎科学サブプログラム

教育学学位プログラム（博士後期課程）

4/5(月)15:00～
4/6(火)10:00～

4/5(月)15:00～

4/5(月)15:00～

4/5(月)15:00～

4月5日
〇全体会(15:00～)
8B210大講義室(2階)
〇領域別の会(15:15～)
8B209
文科系修士棟（8B棟）
4月6日
国際バカロレア教員資格
（IBEC）に関する説明会
(10:00～)
8B209

文科系修士棟（8B棟）

人間系学系B棟

人間系学系B棟

〇全体会(15:00～)
8B210大講義室(2階)
〇領域別の会(16:45～)
学校教育領域
8B204
国語教育領域
8B406
社会科教育領域 8B407
数学教育領域
8B408
理科教育領域
8B409

大会議室(B523/524)

小会議室（B520）

4月5日のオリエンテーションは、全体会の
後に領域ごとに部屋を分かれての実施を
予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる場合は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。対面での来学が難しい方
には、オンラインでの配信を予定していま
すので3月29日（月）までにasakura◆
human.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてくださ
い。（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
換えて送信してください。）
4月5日のオリエンテーションは、全体会の
後に領域ごとに部屋を分かれたうえで実
施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる場合は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。対面での来学が難しい方
には、オンラインでの配信を予定していま
すので3月29日（月）までにasakura◆
human.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてくださ
い。（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
換えて送信してください。）
4月5日のオリエンテーションは、対面での実
施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況により
オンラインに変更になる場合は追ってHPまた
はメールにて通知いたしますのでご確認くだ
さい。やむを得ず対面での来学が難しい方に
は、オンラインでの配信を予定していますの
で3月29日（月）までにasakura◆
human.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換えて送
信してください。）
4月5日のオリエンテーションは、対面での実
施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況により
オンラインに変更になる場合は追ってHPまた
はメールにて通知いたしますのでご確認くだ
さい。やむを得ず対面での来学が難しい方に
は、オンラインでの配信を予定していますの
で3月29日（月）までにasakura◆
human.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換えて送
信してください。）

人間エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-5606,5609

別紙

教 育 組 織 名

心理学学位プログラム

障害科学学位プログラム

日 時

前期課程：4月6日(火)13:00～
後期課程：4月6日(火)13:00～

建

物

名

オンライン実施

前期課程：4/5（月）14:30〜16:00
人間系学系棟B棟
後期課程：4/5（月）11:00〜11:30

室 名

オンライン実施

B２２５

備考

オリエンテーションはオンラインで実施し
ます。
統一認証ID等必要物の配付を事前に行
います。詳細は3月下旬に心理学学位プ
ログラムHPでお知らせします。
http://www.human.tsukuba.ac.jp/psychol
ogy/
(HP下部のWhat's Newに情報を掲示しま
す）

オリエンテーションはオンラインで実施しま
す。 詳細は、4月5日（月）に配布するオリエ
ンテーション資料を確認してください。来学が
難しい場合には、3月29日（月）までに
dsdc#human.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてくだ
さい。（メールアドレスの「#」を「@」に置き換え
て送信してください。）
新型コロナウィルス感染症の拡大状況による
変更はHPにて通知いたします
（http://www.human.tsukuba.ac.jp/ids/）。

ニューロサイエンス学位プログラム

4/5（月）15：00～

総合研究棟D棟

Ｄ１１６

4月5日のオリエンテーションは、対面で実
施します。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HP（https://www.neurosci.tsukuba.ac.jp）
にて通知いたします。
メールでの連絡はしませんので、各自、
HPで確認してください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、3月29日（月）までに
neuro_adm#un.tsukuba.ac.jpまで連絡をし
てください。
（メールアドレスの「#」を「@」に置き換えて
送信してください。）

ヒューマン・ケア科学学位プログラム

4/6（火）～
（オンライン実施）

ビデオ視聴による受講

オンライン

詳細は学位プログラムホームページ
（https://hcph.tsukuba.ac.jp/）に掲載しま
す。

オンライン

詳細は学位プログラムホームページ
（https://hcph.tsukuba.ac.jp/）に掲載しま
す。

4月5日のオリエンテーションは、大学で対
面での実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は、HPにて
通知いたしますのでご確認ください。
(https://sportsmed.taiiku.tsukuba.ac.jp/)
なお、やむを得ず、来学しての対面が難
しい場合は、3月29日（月）までにkoho.spmed.dc◆ml.taiiku.tsukuba.ac.jpまで連絡
をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換え
て送信してください。）

パブリックヘルス学位プログラム

4/6（火）～
（オンライン実施）

ビデオ視聴による受講

スポーツ医学学位プログラム

4/5（月 ）14：30～15：30

総合研究棟D棟

Ｄ１１５

フロンティア医科学学位プログラム

４月６日（火）10:00～11:30

臨床講義室

A

公衆衛生学学位プログラム

４月６日（火）10:00～11:30

臨床講義室

B

看護科学学位プログラム

４月６日（火）14:00～

共同利用棟B

２階講義室1

医学学位プログラム

４月５日（月）16:00～18:00

臨床講義室

A

体育学学位プログラム

スポーツ・オリンピック学学位プログラム

4/5（月）15:00～
4/6（火）オンライン

５C棟

５Ｃ２１３

問合せ先
（メールアドレスは「◆」を「@」に置き換
えて送信してください。）

オリエンテーションは、対面での実施を予
定しています。来学が難しい際は、3/30
までに右記までご連絡ください。
実施方法が変更となる場合は
HP(https://www.md.tsukuba.ac.jp/gradme
d/)にてお知らせいたします。

4月6日のオンラインオリエンテーションへ
の参加方法は、4月5日の対面オリエン
テーション時にお知らせいたします。
実施方法が変更になる場合はHPにて通
知いたしますのでご確認ください。
https://m-pehss.taiiku.tsukuba.ac.jp/
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い場合は3月31日（水）までにtgtaiikugaku#un.tsukuba.ac.jpまで連絡をし
てください。
（メールアドレスの「#」を「@」に置き換えて
送信してください。）

人間エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-5606,5609

体育芸術エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-2575,2997

医学医療エリア支援室
大学院教務担当
email：iga-in◆un.tsukuba.ac.jp
※◆を@に置き換えて送信ください

体育芸術エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-2575,2997

別紙

教 育 組 織 名

体育科学学位プログラム

コーチング学学位プログラム

芸術学学位プログラム

デザイン学学位プログラム

世界遺産学学位プログラム

情報学学位プログラム

日 時

4/5（月）15：00～

4/5（月）15：00～

4/5（月）15：30～

4/5（月）15：00～

4/5（月）15:00～

建

物

名

５C棟

５C棟

５C棟

５Ｃ棟

人文社会学系棟

室 名

５Ｃ１０８

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、3月15日（月）までに
fujii.norihisa.ff◆u.tsukuba.ac.jpまで連絡を
してください。（メールアドレスの「◆」を
「@」に置き換えて送信してください。）

５Ｃ１０５

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、4月1日（木）までにaida.hiroshi.ge
◆u.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換え
て送信してください。）

５Ｃ４１６

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、3月31日(水)までに
art_design_adm◆un.tsukuba.ac.jpまで連
絡をしてください。（メールアドレスの「◆」
を「@」に置き換えて送信してください。）

５Ｃ３０１

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、4月1日(木)までにart_design_adm
◆un.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてくださ
い。（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
換えて送信してください。）

B２１８

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。新型コロナウィル
ス感染症の拡大状況によりオンラインに
変更になる際は追ってHPまたはメールに
て通知いたしますのでご確認ください。な
お、やむを得ず、対面での来学が難しい
際は、4月1日（木）までにoffice◆
heritage.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてくだ
さい。（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
換えて送信してください。）

令和3年4月5日（月）9：30－11：30オンライン(Zoom)により実施 -

ヒューマンバイオロジー学位プログラム

4/5（月）10:00～

総合研究棟A棟

ライフイノベーション（病態機構）
学位プログラム

4/5（月）17:00～

別途ご案内致します。

ライフイノベーション（創薬開発）
学位プログラム

4/5（月）17:00～

別途ご案内致します。

備考

706

７A208をオンライン参加用として開放しま
す。Zoomのミーティング情報等詳細は後
日連絡します。

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い学生へはオンラインでの配信も予定し
ておりますので3/19までにsigma◆
un.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換え
て送信してください。）

問合せ先
（メールアドレスは「◆」を「@」に置き換
えて送信してください。）

体育芸術エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-2575,2997

図書館情報エリア支援室
大学院教務
℡：029-859-1120,1121
email:tosyoss-daigakuin◆
un.tsukuba.ac.jp
（メールアドレスは「◆」を「@」に置き
換えて送信してください。）

グローバル教育院事務室
℡：029-853-7085

4月5日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
T-LSI事務室
よりオンラインに変更になる際は追って
℡：029-853-3662
TLSIのHPまたはメールにて通知いたしま
mail:life-innov◆un.tsukuba.ac.jp
すのでご確認ください。
HP:https://tlsi.tsukuba.ac.jp/
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
い際は、3/15までにlife-innov◆
換えて送信してください。）
un.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換え
て送信してください。）

別紙

教 育 組 織 名

人間総合科学学術院
スポーツ国際開発学共同専攻

日 時

4/6（火）16:30～

建

GSI棟

物

名

室 名

GSI３０１

備考

問合せ先
（メールアドレスは「◆」を「@」に置き換
えて送信してください。）

4月6日(火）のオリエンテーションは、対面
での実施を予定しています。鹿屋体育大
学と遠隔接続をして実施します。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、3月31日（水）までにjdp-tsukubakanoya◆un.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてく
ださい。（メールアドレスの「◆」を「@」に置
き換えて送信してください。）
体育芸術エリア支援室
大学院教務担当
℡：029-853-2575, 5834

人間総合科学学術院
大学体育スポーツ高度化共同専攻

グローバル教育院
ヒューマニクス学位プログラム

4/5（月）16：00～

4/6（火）14:00～

GSI３０１

4月5日(月）のオリエンテーションは、対面
での実施を予定しています。鹿屋体育大
学と遠隔接続をして実施します。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い際は、3月31日（水）までにjdp-tsukubakanoya◆un.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてく
ださい。（メールアドレスの「◆」を「@」に置
き換えて送信してください。）

国際統合睡眠医科学研究機構
1階講堂

4月6日のオリエンテーションは、対面での
実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況に
よりオンラインに変更になる際は追って
HPまたはメールにて通知いたしますので
ご確認ください。
なお、やむを得ず、対面での来学が難し
い学生へはオンラインでの配信も予定し
ておりますので3/19までにhumanics◆
un.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換え
て送信してください。）

GSI棟

グローバル教育院事務室
℡：029-853-7085

東京キャンパス

人文社会ビジネス科学学術院（ビジネス科学研究群の
令和3年4月3日（土）
各学位プログラム、法曹専攻、国際経営プロフェッショ
16:00～18:00
ナル専攻）

文京校舎

・全体ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
・学位P・専攻別ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
https://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/
実施方法等は別途東京ｷｬﾝ
ﾊﾟｽHPでお知らせ
社会人大学院等支援室
教務担当
℡：03-3942-6918
businessentrance◆un.tsukuba.ac.jp
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き
換えて送信してください。）

人間総合科学学術院人間総合科学研究群（カウンセリ
ング学位プログラム、カウンセリング科学学位プログラ 令和3年4月3日（土）
ム、リハビリテーション科学学位プログラム、スポーツ 14:00～15:45
ウエルネス学学位プログラム）

文京校舎

・全体ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
・学位P・専攻別ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
https://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/
実施方法等は別途東京ｷｬﾝ
ﾊﾟｽHPでお知らせ

