
学長

副学長（研究・交流担当）

副学長（教学担当）

佐藤　光史　教授

鷹野　一朗　教授

渡部　隆史　教授

学長補佐（学生支援・就職担当）

学長補佐（大学院担当）

学長補佐（アドミッション担当）

遠藤　和義　教授

今村　保忠　教授

橋本　成広　教授

終了時間※教室
機械工学専攻
化学応用学専攻
電気・電子工学専攻
情報学専攻
建築学専攻

システムデザイン専攻

15：30
12：00
15：30
15：30
12：00
12：00

1N-401
1W-213
1W-212
1E-202
1W-211
1E-203

学科学部

先進工学部

工　学　部

建 築 学 部

情 報 学 部

12：00

15：30

生命化学科
応用化学科
環境化学科
応用物理学科
機械理工学科
先進工学部総合

1N-214
1N-217
1N-216
15-101
15-202
1E-205
1W-026
1N-029
1N-028
1W-027

1N-338

1N-338

機械工学科
機械システム工学科
電気電子工学科
工学部総合
まちづくり学科
建築学科

建築デザイン学科
建築学部総合
情報通信工学科
コンピュータ科学科
情報デザイン学科
システム数理学科
情報学部総合

15：30

12：00

※学科により異なる場合があります。

専攻 終了時間※教室

本学を知る機会として、是非ご父母の皆様も一緒にご参加ください。

入学式ガイダンス入学式ガイダンス

キャンパスマップ

入学式当日のイベント

課外活動・Activity Guide

日　時 ： 2017年4月1日（土）
　　　　　　〔午前の部〕　10時00分～
　　　　　　〔午後の部〕　13時30分～
場　所 : 八王子キャンパス　体育館

1. 希望の光りさしいでて　理想を胸に抱くとき
　若人われらいそしめる　科学の園はここにあり
　ああ　わが工学院　その名よ永遠に光りあれ

2. 青春を歌うこの窓に　はるかに仰ぐ富士の嶺
　築地の泉わきいでて　伝統の旗ひるがえる
　ああ　わが工学院　その名よ永遠に誇りあれ

3. 真理の道をきわめつつ　四海の友と進むとき
　心ひとつに助け合い　ゆるがぬ平和うちたてん
　ああ　わが工学院　その名よ永遠に栄えあれ

工学院大学歌

１．開式の辞
２．学長式辞
３．理事長祝辞
４．教員役職者紹介

５．在学生歓迎の辞
６．卒業生祝辞
７．大学歌斉唱
８．閉式の辞

式次第 : 

作詞 ： 小川　泰行　　作曲 ： 津川　主一　◆キャンパス見学ツアー
　　1回目 : 13：30～14：00
　　2回目 : 16：00～16：30
　　〔集合場所〕18号館1階クリエーションラボ

　◆記念撮影スポット
　　 9：00～16：00
　　〔場所〕キャンパスマップ参照

　◆ハイブリッド留学プログラム説明会
　　1回目 : 13：00～13：45
　　2回目 : 16：00～16：45
　　〔場所〕15-208教室

　◆記念品販売（オリジナルグッズ）
　　13：00～17：00
　　〔場所〕18号館1階生協売店・2階ステラ（食堂）前

体育会広報誌 JORUN（如蘭）
工学院大学体育会公式ガイドブックです。
体育会各クラブの情報を掲載しています。

文化会広報誌 激躍
工学院大学文化会活動報告誌です。
文化会各クラブの情報を掲載しています。

Activity Guide
委員会、クラブ活動、学生プロジェクト等、
課外活動のご案内です。

入学式

ガイダンス

オリエンテーションプログラム

先進工学部長

工学部長

建築学部長

情報学部長

本田　　徹　教授

鈴木　健司　教授

野澤　　康　教授

管村　　昇　教授

入学式当日のイベントは5ページ目をご確認下さい。

2017年度

 入 学 式
2017年度

 入 学 式

先進
工学部

工学部

建築
学部

情報
学部

大学院 機械工学専攻、化学応用学専攻、電気・電子工学専攻、
情報学専攻、建築学専攻、システムデザイン専攻

情報通信工学科、コンピュータ科学科、
情報デザイン学科、システム数理学科、情報学部総合

まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科、
建築学部総合

機械工学科、機械システム工学科、電気電子工学科、
工学部総合

生命化学科、応用化学科、環境化学科、応用物理学科、
機械理工学科、先進工学部総合

工学院大学 学部・学科

工学院大学 大学院

新宿キャンパス

１号館
創立125周年記念総合教育棟
教室／研究室／実験室／カフェテリア室／
学生センター／学生ラウンジ／事務室／
学生相談室／健康相談室／会議室

２号館
テクノ・クリエーション・センター（TECC）／教室／
情報学部研究室／実験室／CNC工作室／
図書館・ラーニングコモンズ／事務室／学習支援センター

３号館
教室／絵画室／製図室／設計室／
建築学部研究室

４号館（あどらぼ）
教室／先進工学部研究室／実験室

５号館
化学系学科・電気系学科・情報学部研究室／
実験室／多目的室

６号館
機械系学科実験室

７号館
化学系学科研究室

８号館
機械系学科／実験室

９号館
建築学部・情報学部音響測定室、残響室

10号館
電気基礎実習室、研究室

11号館
都市減災研究センター（UDM）／建築学部大型実験室／
建築学部実験室・研究室

12号館
化学系学科研究室・実験室

13号館（AMC棟）
研究室／実験室

14号館
ソーラービークル研究センター（SV）

15号館（C3（Cキューブ））
情報処理演習室／学生ラウンジ／教室

16号館（MBSC棟&CORC棟）
機能表面研究センター（FMS）／
産学共同研究センター（CORC）／研究室／実験室

17号館（工房・化学実験棟）
化学系学科研究室・実験室／夢づくり工房／
生体分子システムセンター（BMSC）

18号館（スチューデントセンター）
食堂・売店／就職支援センター／いぶきホール

19号館（ものづくり支援センター「ふらっと」）

A
B
C
D

バス停「工学院大学」H
警備室G

F

バス停「工学院大学西」I
バス停「工学院大学犬目校舎」J

学生部室棟

セミナーハウス松風舎

ボクシング場

いぶきドミトリー

E 弓道場

体育館
アリーナ／柔道場／剣道場

夢づくり工房ANNEX

犬目第２校舎

犬目第１校舎犬目キャンパス

八王子キャンパス

J

駐輪場

A

E
B

F

C D

H

G

I

北門

1号館 創立125周年総合教育棟

オリエンテーションプログラム（大学院）
定期健康診断

1階 アトリウム 18号館 1階 いぶきホール

4/6
（木）

4/5
（水）

新宿キャンパス（受付時間） 八王子キャンパス（受付時間）

［男子］  16：30～17：00

［女子］  11：30～12：00

4/11
（火）

工学院大学　おめでとう

このプログラムはオンラインでも見られます

新入生向け専用ページ開設

工学院大学　課外活動

［男子］  10：00～11：30, 14:15～16:30

［女子］  13：00～13：45

5

会議室／校友会事務局

学部サテライト事務室27(教育推進機構)／研究室

研究室／大学院生室／学習ラウンジ

学部サテライト事務室25（建築学部）
研究室／大学院生室／学習ラウンジ

研究室／大学院生室

学部サテライト事務室23（情報学部）
／研究室／学習ラウンジ

研究室／大学院生室

測定室／大学院生室／学習ラウンジ／会議室

研究室／測定室／学習ラウンジ／会議室

学部サテライト事務室19（先進工学部）／研究室
／演習室／実験室／大学院生室／学習ラウンジ

研究室／学習ラウンジ

学部サテライト事務室17（工学部）／
研究室／大学院生室／学習ラウンジ
研究室／情報処理演習室／
3Dデザインセンター／学習ラウンジ

研究室

情報処理演習室／情報科学研究教育センター／事務室

法人事務室

大学事務室

教室／CAD室／製図室／学習支援センター

建築設計室

教室

教室／女子学生控室

教室

教室

大学院教室

就職支援センター／学生ホール

アドミッションセンター／教室／
学生相談室／健康相談室

体育室

設備センター

学習支援センター／
ラーニングコモンズ SAN-F／
図書館／AVライブラリー

工学院大学孔子学院／事務室

ラーニングコモンズ B-ICHI

教員役職者一覧



オリエンテーションプログラム（学部生） 4月3日（月）　　　 習熟度調査の集合場所（建築学部・情報学部）
建築学部・情報学部の学生は、学籍番号により教室が異なりますので、以下の表で該当する教室を確認のうえ、入室してください。

建築学部・情報学部の学生は、学籍番号により教室が異なりますので、以下の表で該当する教室を確認のうえ、入室してください。

その他のオリエンテーション（対象者のみ参加）

4/5（水）／教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション

4/5（水）／日本学生支援機構奨学金　予約採用者対象説明会

4/6（木）／日本学生支援機構奨学金　新規申込希望者対象説明会

学籍番号下3桁
教室

001～050
1E-206教室

051～100
1E-203教室

101～150
1E-202教室

151～220
15-204教室

221～290
15-206教室

291～
15-208教室

建築
学部

学籍番号下3桁
教室

001～075
1W-211教室

076～150
1W-212教室

151～230
1N-401教室

231～
1N-335教室

情報
学部

学籍番号下3桁
教室

001～180
3-103教室

181～
3-105教室

建築
学部

学籍番号下3桁
教室

001～075
1W-211教室

076～150
1W-212教室

151～230
1N-401教室

231～
1N-335教室

情報
学部

4月5日（水）　　　 ランチ交流会・新入生歓迎会教室企画の集合場所（建築学部・情報学部）

〔会場〕18号館1階 いぶきホール

〔会場〕1W-026教室

〔会場〕1W-026教室

先進工学部学部・学科

日程

建築学部 情報学部
生命化学科 応用化学科 環境化学科

集合時間　9：10集合時間　9：10

集合時間　9：10 集合時間　9：10

集合時間　9：10

集合時間　9：10

総  合応用物理学科 機械理工学科 総  合

1N-216教室 15-101教室 15-202教室 15-101教室 1W-026教室 1N-029教室 1N-028教室 1N-028教室

1W-026教室 1N-029教室 1N-028教室 1N-028教室

1W-026教室 1N-029教室 1N-028教室 1N-028教室

1N-214教室 1N-217教室 1N-216教室 15-206教室

9：10～14：15
習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学）

15-204教室 15-206教室

1N-214教室 1N-217教室 1N-216教室 15-206教室 15-204教室 15-206教室

9：10～15：00

＊集合場所は右ページを参照してください。 教室は学籍番号により異なります教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。
教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00 9：00～17：00

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会　等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

奨学金予約採用者対象説明会
14：00～15：00／16：00～17：00 14：00～15：00／16：00～17：00 14：00～15：00／16：00～17：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。
奨学金予約採用者対象説明会
1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

奨学金予約採用者対象説明会
1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

奨学金新規申込希望者対象説明会
15：00～16：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

4/3
（月）

4/4
（火）

4/5
（水）

4/6
（木）

奨学金新規申込希望者対象説明会
11：00～12：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

個人面談
14：30～16：30

1Ｎ-216教室

学生生活・授業準備オリエンテーション
9：20～11：00 体育館

学生生活・授業準備オリエンテーション
9：20～11：00 体育館 9：20～11：00 体育館

学生生活・授業準備オリエンテーション

習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学） 習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学・国語）
9：10～14：15
習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学）

建築学科 総  合

1N-214教室 1N-217教室

建築デザイン
学 科

まちづくり
学 科

コンピュータ
科 学 科

情報デザイン
学 科

情報通信工
学 科

システム数理
学 科

●希望者のみ参加

●対象者のみ参加

●対象者のみ参加

●対象者のみ参加

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

奨学金新規申込希望者対象説明会
15：00～16：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

●対象者のみ参加

●対象者のみ参加●対象者のみ参加 ●対象者のみ参加

●希望者のみ参加

教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。

●希望者のみ参加

ランチ交流会11：30～12：30

新入生歓迎会教室企画12：30～13：30

ランチ交流会11：30～12：30 ランチ交流会11：30～12：30 ランチ交流会11：30～12：30

新入生歓迎会教室企画12：30～13：30 新入生歓迎会教室企画12：30～13：30 新入生歓迎会教室企画12：30～13：30

［女子］12：30～受付

［男子］ 9：45～受付
男子／9：45～10：00に受付を済ませ、受診する。

定期健康診断 体育館 定期健康診断 体育館

女子／12：30～12：50に受付を済ませ、受診する。
［女子］12：30～受付

［男子］ 9：10～受付
男子／9：10～9：25に受付を済ませ、受診する。

女子／12：30～12：50に受付を済ませ、受診する。

工学部

集合時間　9：10

集合時間　9：10

9：10～14：15

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

14：00～15：00／16：00～17：00
奨学金予約採用者対象説明会
1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

奨学金新規申込希望者対象説明会
11：00～12：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

学生生活・授業準備オリエンテーション
9：20～11：00 体育館

総  合

●対象者のみ参加

●希望者のみ参加

 教職課程登録オリエンテーション　 ：   9：30～10:30
 学芸員課程登録オリエンテーション ： 10:40～11:10
＊教職・学芸員の希望者は必ずご参加ください。

1回目 ： 14：00～15：00　　〔対象〕応用化学科/応用物理学科/先進工学部総合/工学部/建築学部
2回目 ： 16：00～17：00　　〔対象〕生命化学科/環境化学科/機械理工学科/情報学部
＊高校在学中に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている方はご参加ください。

1回目 ： 11：00～12：00　　〔対象〕先進工学部/工学部
2回目 ： 15：00～16：00　　〔対象〕建築学部/情報学部
＊日本学生支援機構奨学金の新規申込を検討している方はご参加ください。

［女子］12：30～受付［男子］14：55～受付
男子／14：55～15：10に受付
　　　を済ませ、受診する。

女子／12：30～12：50に受付
　　　を済ませ、受診する。

［女子］12：30～受付［男子］14：25～受付
男子／14：25～14：40に受付
　　　を済ませ、受診する。

定期健康診断 体育館

［女子］12：30～受付

［男子］13：50～受付
男子／13：50～14：05に受付を済ませ、受診する。

女子／12：30～12：50に受付を済ませ、受診する。

定期健康診断 体育館

女子／12：30～12：50に受付
　　　を済ませ、受診する。

生命化学科・応用物理学科・機械理工学科 応用化学科・環境化学科・総合

機械工学科 電 気 電 子
工 学 科

機械システム
工 学 科

4月4日（火）　　　 学部・学科別プログラム
学　部

先進工学部

工　学　部

建 築 学 部

情 報 学 部

学　部

12：30～16：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-214教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-217教室

12：30～14：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-216教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕15-202教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1E-205教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1W-026教室

学　科

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕15-101教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕17号館地下1階学生ホール

生命化学科

応用化学科

環境化学科

応用物理学科

機械理工学科

総合

時間・集合場所学　科

12：30～15：30　学部オリエンテーション
〔集合場所〕1N-338教室

時間・集合場所

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-029教室

機械工学科

電気電子工学科

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕17号館地下1階学生ホール総合

機械システム工学科

＊実施内容は変更になる場合があります。

まちづくり学科

建築学科

建築デザイン学科

総合

12：30～15：30　学部オリエンテーション
〔集合場所〕3-103教室

12：30～15：30　学部オリエンテーション
〔集合場所〕3-105教室

学籍番号下3桁
001～150

学籍番号下3桁
151～

2 3 4



オリエンテーションプログラム（学部生） 4月3日（月）　　　 習熟度調査の集合場所（建築学部・情報学部）
建築学部・情報学部の学生は、学籍番号により教室が異なりますので、以下の表で該当する教室を確認のうえ、入室してください。

建築学部・情報学部の学生は、学籍番号により教室が異なりますので、以下の表で該当する教室を確認のうえ、入室してください。

その他のオリエンテーション（対象者のみ参加）

4/5（水）／教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション

4/5（水）／日本学生支援機構奨学金　予約採用者対象説明会

4/6（木）／日本学生支援機構奨学金　新規申込希望者対象説明会

学籍番号下3桁
教室

001～050
1E-206教室

051～100
1E-203教室

101～150
1E-202教室

151～220
15-204教室

221～290
15-206教室

291～
15-208教室

建築
学部

学籍番号下3桁
教室

001～075
1W-211教室

076～150
1W-212教室

151～230
1N-401教室

231～
1N-335教室

情報
学部

学籍番号下3桁
教室

001～180
3-103教室

181～
3-105教室

建築
学部

学籍番号下3桁
教室

001～075
1W-211教室

076～150
1W-212教室

151～230
1N-401教室

231～
1N-335教室

情報
学部

4月5日（水）　　　 ランチ交流会・新入生歓迎会教室企画の集合場所（建築学部・情報学部）

〔会場〕18号館1階 いぶきホール

〔会場〕1W-026教室

〔会場〕1W-026教室

先進工学部学部・学科

日程

建築学部 情報学部
生命化学科 応用化学科 環境化学科

集合時間　9：10集合時間　9：10

集合時間　9：10 集合時間　9：10

集合時間　9：10

集合時間　9：10

総  合応用物理学科 機械理工学科 総  合

1N-216教室 15-101教室 15-202教室 15-101教室 1W-026教室 1N-029教室 1N-028教室 1N-028教室

1W-026教室 1N-029教室 1N-028教室 1N-028教室

1W-026教室 1N-029教室 1N-028教室 1N-028教室

1N-214教室 1N-217教室 1N-216教室 15-206教室

9：10～14：15
習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学）

15-204教室 15-206教室

1N-214教室 1N-217教室 1N-216教室 15-206教室 15-204教室 15-206教室

9：10～15：00

＊集合場所は右ページを参照してください。 教室は学籍番号により異なります教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。
教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00 9：00～17：00

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会　等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

奨学金予約採用者対象説明会
14：00～15：00／16：00～17：00 14：00～15：00／16：00～17：00 14：00～15：00／16：00～17：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。
奨学金予約採用者対象説明会
1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

奨学金予約採用者対象説明会
1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

奨学金新規申込希望者対象説明会
15：00～16：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

4/3
（月）

4/4
（火）

4/5
（水）

4/6
（木）

奨学金新規申込希望者対象説明会
11：00～12：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

個人面談
14：30～16：30

1Ｎ-216教室

学生生活・授業準備オリエンテーション
9：20～11：00 体育館

学生生活・授業準備オリエンテーション
9：20～11：00 体育館 9：20～11：00 体育館

学生生活・授業準備オリエンテーション

習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学） 習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学・国語）
9：10～14：15
習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学）

建築学科 総  合

1N-214教室 1N-217教室

建築デザイン
学 科

まちづくり
学 科

コンピュータ
科 学 科

情報デザイン
学 科

情報通信工
学 科

システム数理
学 科

●希望者のみ参加

●対象者のみ参加

●対象者のみ参加

●対象者のみ参加

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

奨学金新規申込希望者対象説明会
15：00～16：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

●対象者のみ参加

●対象者のみ参加●対象者のみ参加 ●対象者のみ参加

●希望者のみ参加

教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。

●希望者のみ参加

ランチ交流会11：30～12：30

新入生歓迎会教室企画12：30～13：30

ランチ交流会11：30～12：30 ランチ交流会11：30～12：30 ランチ交流会11：30～12：30

新入生歓迎会教室企画12：30～13：30 新入生歓迎会教室企画12：30～13：30 新入生歓迎会教室企画12：30～13：30

［女子］12：30～受付

［男子］ 9：45～受付
男子／9：45～10：00に受付を済ませ、受診する。

定期健康診断 体育館 定期健康診断 体育館

女子／12：30～12：50に受付を済ませ、受診する。
［女子］12：30～受付

［男子］ 9：10～受付
男子／9：10～9：25に受付を済ませ、受診する。

女子／12：30～12：50に受付を済ませ、受診する。

工学部

集合時間　9：10

集合時間　9：10

9：10～14：15

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

14：00～15：00／16：00～17：00
奨学金予約採用者対象説明会
1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

奨学金新規申込希望者対象説明会
11：00～12：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

学生生活・授業準備オリエンテーション
9：20～11：00 体育館

総  合

●対象者のみ参加

●希望者のみ参加

 教職課程登録オリエンテーション　 ：   9：30～10:30
 学芸員課程登録オリエンテーション ： 10:40～11:10
＊教職・学芸員の希望者は必ずご参加ください。

1回目 ： 14：00～15：00　　〔対象〕応用化学科/応用物理学科/先進工学部総合/工学部/建築学部
2回目 ： 16：00～17：00　　〔対象〕生命化学科/環境化学科/機械理工学科/情報学部
＊高校在学中に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている方はご参加ください。

1回目 ： 11：00～12：00　　〔対象〕先進工学部/工学部
2回目 ： 15：00～16：00　　〔対象〕建築学部/情報学部
＊日本学生支援機構奨学金の新規申込を検討している方はご参加ください。

［女子］12：30～受付［男子］14：55～受付
男子／14：55～15：10に受付
　　　を済ませ、受診する。

女子／12：30～12：50に受付
　　　を済ませ、受診する。

［女子］12：30～受付［男子］14：25～受付
男子／14：25～14：40に受付
　　　を済ませ、受診する。

定期健康診断 体育館

［女子］12：30～受付

［男子］13：50～受付
男子／13：50～14：05に受付を済ませ、受診する。

女子／12：30～12：50に受付を済ませ、受診する。

定期健康診断 体育館

女子／12：30～12：50に受付
　　　を済ませ、受診する。

生命化学科・応用物理学科・機械理工学科 応用化学科・環境化学科・総合

機械工学科 電 気 電 子
工 学 科

機械システム
工 学 科

4月4日（火）　　　 学部・学科別プログラム
学　部

先進工学部

工　学　部

建 築 学 部

情 報 学 部

学　部

12：30～16：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-214教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-217教室

12：30～14：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-216教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕15-202教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1E-205教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1W-026教室

学　科

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕15-101教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕17号館地下1階学生ホール

生命化学科

応用化学科

環境化学科

応用物理学科

機械理工学科

総合

時間・集合場所学　科

12：30～15：30　学部オリエンテーション
〔集合場所〕1N-338教室

時間・集合場所

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-029教室

機械工学科

電気電子工学科

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕17号館地下1階学生ホール総合

機械システム工学科

＊実施内容は変更になる場合があります。

まちづくり学科

建築学科

建築デザイン学科

総合

12：30～15：30　学部オリエンテーション
〔集合場所〕3-103教室

12：30～15：30　学部オリエンテーション
〔集合場所〕3-105教室

学籍番号下3桁
001～150

学籍番号下3桁
151～

2 3 4



オリエンテーションプログラム（学部生） 4月3日（月）　　　 習熟度調査の集合場所（建築学部・情報学部）
建築学部・情報学部の学生は、学籍番号により教室が異なりますので、以下の表で該当する教室を確認のうえ、入室してください。

建築学部・情報学部の学生は、学籍番号により教室が異なりますので、以下の表で該当する教室を確認のうえ、入室してください。

その他のオリエンテーション（対象者のみ参加）

4/5（水）／教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション

4/5（水）／日本学生支援機構奨学金　予約採用者対象説明会

4/6（木）／日本学生支援機構奨学金　新規申込希望者対象説明会

学籍番号下3桁
教室

001～050
1E-206教室

051～100
1E-203教室

101～150
1E-202教室

151～220
15-204教室

221～290
15-206教室

291～
15-208教室

建築
学部

学籍番号下3桁
教室

001～075
1W-211教室

076～150
1W-212教室

151～230
1N-401教室

231～
1N-335教室

情報
学部

学籍番号下3桁
教室

001～180
3-103教室

181～
3-105教室

建築
学部

学籍番号下3桁
教室

001～075
1W-211教室

076～150
1W-212教室

151～230
1N-401教室

231～
1N-335教室

情報
学部

4月5日（水）　　　 ランチ交流会・新入生歓迎会教室企画の集合場所（建築学部・情報学部）

〔会場〕18号館1階 いぶきホール

〔会場〕1W-026教室

〔会場〕1W-026教室

先進工学部学部・学科

日程

建築学部 情報学部
生命化学科 応用化学科 環境化学科

集合時間　9：10集合時間　9：10

集合時間　9：10 集合時間　9：10

集合時間　9：10

集合時間　9：10

総  合応用物理学科 機械理工学科 総  合

1N-216教室 15-101教室 15-202教室 15-101教室 1W-026教室 1N-029教室 1N-028教室 1N-028教室

1W-026教室 1N-029教室 1N-028教室 1N-028教室

1W-026教室 1N-029教室 1N-028教室 1N-028教室

1N-214教室 1N-217教室 1N-216教室 15-206教室

9：10～14：15
習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学）

15-204教室 15-206教室

1N-214教室 1N-217教室 1N-216教室 15-206教室 15-204教室 15-206教室

9：10～15：00

＊集合場所は右ページを参照してください。 教室は学籍番号により異なります教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

教室は学籍番号により異なります ＊集合場所は右ページを参照してください。

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。
教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00 9：00～17：00

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会　等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

奨学金予約採用者対象説明会
14：00～15：00／16：00～17：00 14：00～15：00／16：00～17：00 14：00～15：00／16：00～17：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。
奨学金予約採用者対象説明会
1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

奨学金予約採用者対象説明会
1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

奨学金新規申込希望者対象説明会
15：00～16：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

4/3
（月）

4/4
（火）

4/5
（水）

4/6
（木）

奨学金新規申込希望者対象説明会
11：00～12：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

個人面談
14：30～16：30

1Ｎ-216教室

学生生活・授業準備オリエンテーション
9：20～11：00 体育館

学生生活・授業準備オリエンテーション
9：20～11：00 体育館 9：20～11：00 体育館

学生生活・授業準備オリエンテーション

習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学） 習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学・国語）
9：10～14：15
習熟度調査（科目 ： 英語・数学・物理・化学）

建築学科 総  合

1N-214教室 1N-217教室

建築デザイン
学 科

まちづくり
学 科

コンピュータ
科 学 科

情報デザイン
学 科

情報通信工
学 科

システム数理
学 科

●希望者のみ参加

●対象者のみ参加

●対象者のみ参加

●対象者のみ参加

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

奨学金新規申込希望者対象説明会
15：00～16：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

●対象者のみ参加

●対象者のみ参加●対象者のみ参加 ●対象者のみ参加

●希望者のみ参加

教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。

●希望者のみ参加

ランチ交流会11：30～12：30

新入生歓迎会教室企画12：30～13：30

ランチ交流会11：30～12：30 ランチ交流会11：30～12：30 ランチ交流会11：30～12：30

新入生歓迎会教室企画12：30～13：30 新入生歓迎会教室企画12：30～13：30 新入生歓迎会教室企画12：30～13：30

［女子］12：30～受付

［男子］ 9：45～受付
男子／9：45～10：00に受付を済ませ、受診する。

定期健康診断 体育館 定期健康診断 体育館

女子／12：30～12：50に受付を済ませ、受診する。
［女子］12：30～受付

［男子］ 9：10～受付
男子／9：10～9：25に受付を済ませ、受診する。

女子／12：30～12：50に受付を済ませ、受診する。

工学部

集合時間　9：10

集合時間　9：10

9：10～14：15

学部・学科別プログラム
＊詳細は右ページを参照してください。

教職課程・学芸員課程登録オリエンテーション
9：30～11：10

いぶきホール ＊詳細は右ページを参照してください。

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会／親睦会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

新入生歓迎行事
9：00～17：00

新入生歓迎行事
9：00～17：00

学生団体（委員会・クラブ・学生プロジェクト等）の紹介・説明会 等
※詳細は新入生歓迎会パンフレットを参照してください。

14：00～15：00／16：00～17：00
奨学金予約採用者対象説明会
1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

奨学金新規申込希望者対象説明会
11：00～12：00

1W-026教室 ＊詳細は右ページを参照してください。

学生生活・授業準備オリエンテーション
9：20～11：00 体育館

総  合

●対象者のみ参加

●希望者のみ参加

 教職課程登録オリエンテーション　 ：   9：30～10:30
 学芸員課程登録オリエンテーション ： 10:40～11:10
＊教職・学芸員の希望者は必ずご参加ください。

1回目 ： 14：00～15：00　　〔対象〕応用化学科/応用物理学科/先進工学部総合/工学部/建築学部
2回目 ： 16：00～17：00　　〔対象〕生命化学科/環境化学科/機械理工学科/情報学部
＊高校在学中に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている方はご参加ください。

1回目 ： 11：00～12：00　　〔対象〕先進工学部/工学部
2回目 ： 15：00～16：00　　〔対象〕建築学部/情報学部
＊日本学生支援機構奨学金の新規申込を検討している方はご参加ください。

［女子］12：30～受付［男子］14：55～受付
男子／14：55～15：10に受付
　　　を済ませ、受診する。

女子／12：30～12：50に受付
　　　を済ませ、受診する。

［女子］12：30～受付［男子］14：25～受付
男子／14：25～14：40に受付
　　　を済ませ、受診する。

定期健康診断 体育館

［女子］12：30～受付

［男子］13：50～受付
男子／13：50～14：05に受付を済ませ、受診する。

女子／12：30～12：50に受付を済ませ、受診する。

定期健康診断 体育館

女子／12：30～12：50に受付
　　　を済ませ、受診する。

生命化学科・応用物理学科・機械理工学科 応用化学科・環境化学科・総合

機械工学科 電 気 電 子
工 学 科

機械システム
工 学 科

4月4日（火）　　　 学部・学科別プログラム
学　部

先進工学部

工　学　部

建 築 学 部

情 報 学 部

学　部

12：30～16：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-214教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-217教室

12：30～14：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-216教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕15-202教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1E-205教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1W-026教室

学　科

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕15-101教室

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕17号館地下1階学生ホール

生命化学科

応用化学科

環境化学科

応用物理学科

機械理工学科

総合

時間・集合場所学　科

12：30～15：30　学部オリエンテーション
〔集合場所〕1N-338教室

時間・集合場所

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕1N-029教室

機械工学科

電気電子工学科

12：30～15：30　学科オリエンテーション
〔集合場所〕17号館地下1階学生ホール総合

機械システム工学科

＊実施内容は変更になる場合があります。

まちづくり学科

建築学科

建築デザイン学科

総合

12：30～15：30　学部オリエンテーション
〔集合場所〕3-103教室

12：30～15：30　学部オリエンテーション
〔集合場所〕3-105教室

学籍番号下3桁
001～150

学籍番号下3桁
151～

2 3 4



学長

副学長（研究・交流担当）

副学長（教学担当）

佐藤　光史　教授

鷹野　一朗　教授

渡部　隆史　教授

学長補佐（学生支援・就職担当）

学長補佐（大学院担当）

学長補佐（アドミッション担当）

遠藤　和義　教授

今村　保忠　教授

橋本　成広　教授

終了時間※教室
機械工学専攻
化学応用学専攻
電気・電子工学専攻
情報学専攻
建築学専攻

システムデザイン専攻

15：30
12：00
15：30
15：30
12：00
12：00

1N-401
1W-213
1W-212
1E-202
1W-211
1E-203

学科学部

先進工学部

工　学　部

建 築 学 部

情 報 学 部

12：00

15：30

生命化学科
応用化学科
環境化学科
応用物理学科
機械理工学科
先進工学部総合

1N-214
1N-217
1N-216
15-101
15-202
1E-205
1W-026
1N-029
1N-028
1W-027

1N-338

1N-338

機械工学科
機械システム工学科
電気電子工学科
工学部総合
まちづくり学科
建築学科

建築デザイン学科
建築学部総合
情報通信工学科
コンピュータ科学科
情報デザイン学科
システム数理学科
情報学部総合

15：30

12：00

※学科により異なる場合があります。

専攻 終了時間※教室

本学を知る機会として、是非ご父母の皆様も一緒にご参加ください。

入学式ガイダンス入学式ガイダンス

キャンパスマップ

入学式当日のイベント

課外活動・Activity Guide

日　時 ： 2017年4月1日（土）
　　　　　　〔午前の部〕　10時00分～
　　　　　　〔午後の部〕　13時30分～
場　所 : 八王子キャンパス　体育館

1. 希望の光りさしいでて　理想を胸に抱くとき
　若人われらいそしめる　科学の園はここにあり
　ああ　わが工学院　その名よ永遠に光りあれ

2. 青春を歌うこの窓に　はるかに仰ぐ富士の嶺
　築地の泉わきいでて　伝統の旗ひるがえる
　ああ　わが工学院　その名よ永遠に誇りあれ

3. 真理の道をきわめつつ　四海の友と進むとき
　心ひとつに助け合い　ゆるがぬ平和うちたてん
　ああ　わが工学院　その名よ永遠に栄えあれ

工学院大学歌

１．開式の辞
２．学長式辞
３．理事長祝辞
４．教員役職者紹介

５．在学生歓迎の辞
６．卒業生祝辞
７．大学歌斉唱
８．閉式の辞

式次第 : 

作詞 ： 小川　泰行　　作曲 ： 津川　主一　◆キャンパス見学ツアー
　　1回目 : 13：30～14：00
　　2回目 : 16：00～16：30
　　〔集合場所〕18号館1階クリエーションラボ

　◆記念撮影スポット
　　 9：00～16：00
　　〔場所〕キャンパスマップ参照

　◆ハイブリッド留学プログラム説明会
　　1回目 : 13：00～13：45
　　2回目 : 16：00～16：45
　　〔場所〕15-208教室

　◆記念品販売（オリジナルグッズ）
　　13：00～17：00
　　〔場所〕18号館1階生協売店・2階ステラ（食堂）前

体育会広報誌 JORUN（如蘭）
工学院大学体育会公式ガイドブックです。
体育会各クラブの情報を掲載しています。

文化会広報誌 激躍
工学院大学文化会活動報告誌です。
文化会各クラブの情報を掲載しています。

Activity Guide
委員会、クラブ活動、学生プロジェクト等、
課外活動のご案内です。

入学式

ガイダンス

オリエンテーションプログラム

先進工学部長

工学部長

建築学部長

情報学部長

本田　　徹　教授

鈴木　健司　教授

野澤　　康　教授

管村　　昇　教授

入学式当日のイベントは5ページ目をご確認下さい。

2017年度

 入 学 式
2017年度

 入 学 式

先進
工学部

工学部

建築
学部

情報
学部

大学院 機械工学専攻、化学応用学専攻、電気・電子工学専攻、
情報学専攻、建築学専攻、システムデザイン専攻

情報通信工学科、コンピュータ科学科、
情報デザイン学科、システム数理学科、情報学部総合

まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科、
建築学部総合

機械工学科、機械システム工学科、電気電子工学科、
工学部総合

生命化学科、応用化学科、環境化学科、応用物理学科、
機械理工学科、先進工学部総合

工学院大学 学部・学科

工学院大学 大学院

新宿キャンパス

１号館
創立125周年記念総合教育棟
教室／研究室／実験室／カフェテリア室／
学生センター／学生ラウンジ／事務室／
学生相談室／健康相談室／会議室

２号館
テクノ・クリエーション・センター（TECC）／教室／
情報学部研究室／実験室／CNC工作室／
図書館・ラーニングコモンズ／事務室／学習支援センター

３号館
教室／絵画室／製図室／設計室／
建築学部研究室

４号館（あどらぼ）
教室／先進工学部研究室／実験室

５号館
化学系学科・電気系学科・情報学部研究室／
実験室／多目的室

６号館
機械系学科実験室

７号館
化学系学科研究室

８号館
機械系学科／実験室

９号館
建築学部・情報学部音響測定室、残響室

10号館
電気基礎実習室、研究室

11号館
都市減災研究センター（UDM）／建築学部大型実験室／
建築学部実験室・研究室

12号館
化学系学科研究室・実験室

13号館（AMC棟）
研究室／実験室

14号館
ソーラービークル研究センター（SV）

15号館（C3（Cキューブ））
情報処理演習室／学生ラウンジ／教室

16号館（MBSC棟&CORC棟）
機能表面研究センター（FMS）／
産学共同研究センター（CORC）／研究室／実験室

17号館（工房・化学実験棟）
化学系学科研究室・実験室／夢づくり工房／
生体分子システムセンター（BMSC）

18号館（スチューデントセンター）
食堂・売店／就職支援センター／いぶきホール

19号館（ものづくり支援センター「ふらっと」）

A
B
C
D

バス停「工学院大学」H
警備室G

F

バス停「工学院大学西」I
バス停「工学院大学犬目校舎」J

学生部室棟

セミナーハウス松風舎

ボクシング場

いぶきドミトリー

E 弓道場

体育館
アリーナ／柔道場／剣道場

夢づくり工房ANNEX

犬目第２校舎

犬目第１校舎犬目キャンパス

八王子キャンパス

J

駐輪場

A

E
B

F

C D

H

G

I

北門

1号館 創立125周年総合教育棟

オリエンテーションプログラム（大学院）
定期健康診断

1階 アトリウム 18号館 1階 いぶきホール

4/6
（木）

4/5
（水）

新宿キャンパス（受付時間） 八王子キャンパス（受付時間）

［男子］  16：30～17：00

［女子］  11：30～12：00

4/11
（火）

工学院大学　おめでとう

このプログラムはオンラインでも見られます

新入生向け専用ページ開設

工学院大学　課外活動

［男子］  10：00～11：30, 14:15～16:30

［女子］  13：00～13：45

5

会議室／校友会事務局

学部サテライト事務室27(教育推進機構)／研究室

研究室／大学院生室／学習ラウンジ

学部サテライト事務室25（建築学部）
研究室／大学院生室／学習ラウンジ

研究室／大学院生室

学部サテライト事務室23（情報学部）
／研究室／学習ラウンジ

研究室／大学院生室

測定室／大学院生室／学習ラウンジ／会議室

研究室／測定室／学習ラウンジ／会議室

学部サテライト事務室19（先進工学部）／研究室
／演習室／実験室／大学院生室／学習ラウンジ

研究室／学習ラウンジ

学部サテライト事務室17（工学部）／
研究室／大学院生室／学習ラウンジ
研究室／情報処理演習室／
3Dデザインセンター／学習ラウンジ

研究室

情報処理演習室／情報科学研究教育センター／事務室

法人事務室

大学事務室

教室／CAD室／製図室／学習支援センター

建築設計室

教室

教室／女子学生控室

教室

教室

大学院教室

就職支援センター／学生ホール

アドミッションセンター／教室／
学生相談室／健康相談室

体育室

設備センター

学習支援センター／
ラーニングコモンズ SAN-F／
図書館／AVライブラリー

工学院大学孔子学院／事務室

ラーニングコモンズ B-ICHI

教員役職者一覧



学長

副学長（研究・交流担当）

副学長（教学担当）

佐藤　光史　教授

鷹野　一朗　教授

渡部　隆史　教授

学長補佐（学生支援・就職担当）

学長補佐（大学院担当）

学長補佐（アドミッション担当）

遠藤　和義　教授

今村　保忠　教授

橋本　成広　教授

終了時間※教室
機械工学専攻
化学応用学専攻
電気・電子工学専攻
情報学専攻
建築学専攻

システムデザイン専攻

15：30
12：00
15：30
15：30
12：00
12：00

1N-401
1W-213
1W-212
1E-202
1W-211
1E-203

学科学部

先進工学部

工　学　部

建 築 学 部

情 報 学 部

12：00

15：30

生命化学科
応用化学科
環境化学科
応用物理学科
機械理工学科
先進工学部総合

1N-214
1N-217
1N-216
15-101
15-202
1E-205
1W-026
1N-029
1N-028
1W-027

1N-338

1N-338

機械工学科
機械システム工学科
電気電子工学科
工学部総合
まちづくり学科
建築学科

建築デザイン学科
建築学部総合
情報通信工学科
コンピュータ科学科
情報デザイン学科
システム数理学科
情報学部総合

15：30

12：00

※学科により異なる場合があります。

専攻 終了時間※教室

本学を知る機会として、是非ご父母の皆様も一緒にご参加ください。

入学式ガイダンス入学式ガイダンス

キャンパスマップ

入学式当日のイベント

課外活動・Activity Guide

日　時 ： 2017年4月1日（土）
　　　　　　〔午前の部〕　10時00分～
　　　　　　〔午後の部〕　13時30分～
場　所 : 八王子キャンパス　体育館

1. 希望の光りさしいでて　理想を胸に抱くとき
　若人われらいそしめる　科学の園はここにあり
　ああ　わが工学院　その名よ永遠に光りあれ

2. 青春を歌うこの窓に　はるかに仰ぐ富士の嶺
　築地の泉わきいでて　伝統の旗ひるがえる
　ああ　わが工学院　その名よ永遠に誇りあれ

3. 真理の道をきわめつつ　四海の友と進むとき
　心ひとつに助け合い　ゆるがぬ平和うちたてん
　ああ　わが工学院　その名よ永遠に栄えあれ

工学院大学歌

１．開式の辞
２．学長式辞
３．理事長祝辞
４．教員役職者紹介

５．在学生歓迎の辞
６．卒業生祝辞
７．大学歌斉唱
８．閉式の辞

式次第 : 

作詞 ： 小川　泰行　　作曲 ： 津川　主一　◆キャンパス見学ツアー
　　1回目 : 13：30～14：00
　　2回目 : 16：00～16：30
　　〔集合場所〕18号館1階クリエーションラボ

　◆記念撮影スポット
　　 9：00～16：00
　　〔場所〕キャンパスマップ参照

　◆ハイブリッド留学プログラム説明会
　　1回目 : 13：00～13：45
　　2回目 : 16：00～16：45
　　〔場所〕15-208教室

　◆記念品販売（オリジナルグッズ）
　　13：00～17：00
　　〔場所〕18号館1階生協売店・2階ステラ（食堂）前

体育会広報誌 JORUN（如蘭）
工学院大学体育会公式ガイドブックです。
体育会各クラブの情報を掲載しています。

文化会広報誌 激躍
工学院大学文化会活動報告誌です。
文化会各クラブの情報を掲載しています。

Activity Guide
委員会、クラブ活動、学生プロジェクト等、
課外活動のご案内です。

入学式

ガイダンス

オリエンテーションプログラム

先進工学部長

工学部長

建築学部長

情報学部長

本田　　徹　教授

鈴木　健司　教授

野澤　　康　教授

管村　　昇　教授

入学式当日のイベントは5ページ目をご確認下さい。

2017年度

 入 学 式
2017年度

 入 学 式

先進
工学部

工学部

建築
学部

情報
学部

大学院 機械工学専攻、化学応用学専攻、電気・電子工学専攻、
情報学専攻、建築学専攻、システムデザイン専攻

情報通信工学科、コンピュータ科学科、
情報デザイン学科、システム数理学科、情報学部総合

まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科、
建築学部総合

機械工学科、機械システム工学科、電気電子工学科、
工学部総合

生命化学科、応用化学科、環境化学科、応用物理学科、
機械理工学科、先進工学部総合

工学院大学 学部・学科

工学院大学 大学院

新宿キャンパス

１号館
創立125周年記念総合教育棟
教室／研究室／実験室／カフェテリア室／
学生センター／学生ラウンジ／事務室／
学生相談室／健康相談室／会議室

２号館
テクノ・クリエーション・センター（TECC）／教室／
情報学部研究室／実験室／CNC工作室／
図書館・ラーニングコモンズ／事務室／学習支援センター

３号館
教室／絵画室／製図室／設計室／
建築学部研究室

４号館（あどらぼ）
教室／先進工学部研究室／実験室

５号館
化学系学科・電気系学科・情報学部研究室／
実験室／多目的室

６号館
機械系学科実験室

７号館
化学系学科研究室

８号館
機械系学科／実験室

９号館
建築学部・情報学部音響測定室、残響室

10号館
電気基礎実習室、研究室

11号館
都市減災研究センター（UDM）／建築学部大型実験室／
建築学部実験室・研究室

12号館
化学系学科研究室・実験室

13号館（AMC棟）
研究室／実験室

14号館
ソーラービークル研究センター（SV）

15号館（C3（Cキューブ））
情報処理演習室／学生ラウンジ／教室

16号館（MBSC棟&CORC棟）
機能表面研究センター（FMS）／
産学共同研究センター（CORC）／研究室／実験室

17号館（工房・化学実験棟）
化学系学科研究室・実験室／夢づくり工房／
生体分子システムセンター（BMSC）

18号館（スチューデントセンター）
食堂・売店／就職支援センター／いぶきホール

19号館（ものづくり支援センター「ふらっと」）

A
B
C
D

バス停「工学院大学」H
警備室G

F

バス停「工学院大学西」I
バス停「工学院大学犬目校舎」J

学生部室棟

セミナーハウス松風舎

ボクシング場

いぶきドミトリー

E 弓道場

体育館
アリーナ／柔道場／剣道場

夢づくり工房ANNEX

犬目第２校舎

犬目第１校舎犬目キャンパス

八王子キャンパス

J

駐輪場

A

E
B

F

C D

H

G

I

北門

1号館 創立125周年総合教育棟

オリエンテーションプログラム（大学院）
定期健康診断

1階 アトリウム 18号館 1階 いぶきホール

4/6
（木）

4/5
（水）

新宿キャンパス（受付時間） 八王子キャンパス（受付時間）

［男子］  16：30～17：00

［女子］  11：30～12：00

4/11
（火）

工学院大学　おめでとう

このプログラムはオンラインでも見られます

新入生向け専用ページ開設

工学院大学　課外活動

［男子］  10：00～11：30, 14:15～16:30

［女子］  13：00～13：45

5

会議室／校友会事務局

学部サテライト事務室27(教育推進機構)／研究室

研究室／大学院生室／学習ラウンジ

学部サテライト事務室25（建築学部）
研究室／大学院生室／学習ラウンジ

研究室／大学院生室

学部サテライト事務室23（情報学部）
／研究室／学習ラウンジ

研究室／大学院生室

測定室／大学院生室／学習ラウンジ／会議室

研究室／測定室／学習ラウンジ／会議室

学部サテライト事務室19（先進工学部）／研究室
／演習室／実験室／大学院生室／学習ラウンジ

研究室／学習ラウンジ

学部サテライト事務室17（工学部）／
研究室／大学院生室／学習ラウンジ
研究室／情報処理演習室／
3Dデザインセンター／学習ラウンジ

研究室

情報処理演習室／情報科学研究教育センター／事務室

法人事務室

大学事務室

教室／CAD室／製図室／学習支援センター

建築設計室

教室

教室／女子学生控室

教室

教室

大学院教室

就職支援センター／学生ホール

アドミッションセンター／教室／
学生相談室／健康相談室

体育室

設備センター

学習支援センター／
ラーニングコモンズ SAN-F／
図書館／AVライブラリー

工学院大学孔子学院／事務室

ラーニングコモンズ B-ICHI

教員役職者一覧


