
変更履歴

変更日 資料 学部 変更点

3月25日 令和３年度　群馬大学オリエンテーション等日程 医学科 生物学プレイスメントテストの時間変更 　12:20～13:20　→12:00～13:20

医学科 4月6日教務関係オリエンテ－ションの時間　12:00～13:00　→11:30～12:30

理工学部 4月6日類別ガイダンスにて注意事項追加

全学部 全学共通資料　補足追加

保健学科 4月7日学科オリエンテーションの時間　9:30～9:55　→　9:30～10:00

保健学科 4月7日学科オリエンテーションの時間　13:00～13:25　→　13:00～13:30

情報学部 4月6日新入生との懇談会 11:30～15:00　→新入生オリエンテーション　11:30～13:00

情報学部 4月7日学部別オリエンテーションの日程　→4月6日 11:30～13:00に変更

3月25日 学生証等配付のご案内 医学科 時間変更　11:20～12:20　→12:00～12:20

医学科 全学認証アカウント配付に関する補足追加　4月5日に配付変更

3月29日 令和３年度　群馬大学オリエンテーション等日程 医学科 生物学プレイスメントテストの時間変更 　12:00～13:20　→12:20～13:20

4月1日 令和３年度　群馬大学オリエンテーション等日程 外国人留学生 国際センター講義室→オンライン開催に変更（詳細は各学部担当者に確認してください）



◇生物学プレイスメントテスト　４月１日（木）

学部 時間 事項 場所
医学部
医学科

12:20～13:20 生物学プレイスメントテスト
昭和キャンパス
基礎大講堂

◇学生証等の配付　４月１日（木）・２日（金）・５日（月）

学部 時間 事項 担当

　医学部
　医学科・
　保健学科

4月2日(金)
14:00～15:30

令和３年度防犯対策等に関する講話会 オンライン開催
（同封の資料参照）

医学部
医学科

4月2日(金)
16:00～

運動部会・文化部会からのお知らせ オンライン開催
（同封の資料参照）

◇全学共通資料　４月２日（金）からＨＰに掲載予定

学部 時間 事項 場所

全学部

◇入 学 式 等　４月６日（火）

学部 時間 事項 担当

10:00～10:25 入学式 事務局他

13:30～14:00 学部オリエンテーション 学部長他

14:10～14:40 専攻別オリエンテーション 学部長他

10:00～10:25 入学式 事務局他

11:30～13:00 新入生オリエンテーション 学部長他

10:00～10:25 入学式 事務局他

11:30～12:30 教務関係オリエンテーション 学部長他

医学部
保健学科

10:00～10:25 入学式 事務局他

13:00～13:25 入学式 事務局他

学部別オリエンテーション

類別ガイダンス

外国人
留学生

15:30～17:00 日本語授業履修について 国際センター教員他

担当

医学部
医学科

基礎講義棟２階　基礎大講堂

情報学部

別紙「学生証等配付のご案内」参照

学務部教務課

前橋市関根町８００番地
ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ
（群馬県総合スポーツセンター）

共同教育
学部

昭和地区事務部学務課

上級生他

資料等を本学ＨＰの新入生用サイトへに掲載予定
※資料は、学生証配付時のものと同じになります

令和３年度　群馬大学オリエンテーション等日程

全学部 学務部教務課

場所

担当

昭和地区事務部学務課

理工学部
13:45～17:00
（途中休憩時間あ

り）

学部長、教務
委員長他

場所

前橋市関根町８００番地
ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ
（群馬県総合スポーツセンター）

※理工学部の学部別オリエンテーション及び類別ガイダンス等の詳細は，理工学部
ＨＰにて随時お知らせしますのでご確認ください。
※電子・機械類の学生は，類別ガイダンス会場入場の際に必要となりますので必ず
スリッパをご持参ください。

ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ
、ＡＬＳＯＫぐんま武道館（群馬
県総合スポーツセンター）

６号館  Ｃ２０４他

前橋市関根町８００番地
ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ
（群馬県総合スポーツセンター

６号館  Ｃ２０４他

２号館　ＧＢ１５５

前橋市関根町８００番地
ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ
（群馬県総合スポーツセンター

前橋市関根町８００番地
ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ
（群馬県総合スポーツセンター）

 国際センター講義室
 （大学会館２Ｆ）
オンライン開催に変更
※詳細は各学部に確認



◇学部別オリエンテーション　４月７日（水） 

学部 時間 事項 場所

 9:00～10:00
 10:00～11:00

 専門教育について (２部制)  ２号館　ＧＢ１５５

 10:00～11:00
 11:00～12:00

 メンター別懇談会 (２部制)  10号館　各教室

9:30～10:00 学科オリエンテーション
昭和キャンパス
保健学科西棟３階
大講義室

10:00～11:00
専攻別オリエンテーション
看護学専攻

昭和キャンパス

13:00～13:30 学科オリエンテーション
昭和キャンパス
保健学科西棟３階
大講義室

13:30～14:30

専攻別オリエンテーション
検査技術科学専攻
理学療法学専攻
作業療法学専攻

昭和キャンパス

※医学科は４月１日(木)、共同教育学部、理工学部は４月６日(火)入学式終了後に実施予定。

 ◇クラブ・サークル紹介　４月９日（金）

学部 時間 事項 場所

全学生
開始は教務システム

にて周知予定 クラブ･サークル紹介
オンライン（群大
公式YOUTUBEチャ
ンネルを利用予定

医学部
保健学科 学科長他

専攻主任他

 情報学部

昭和キャンパス
基礎講義棟２階
基礎大講堂医学部

医学科

基礎講義棟２階
基礎大講堂

4月5日（月）
15:10～16:00

解剖セット・白衣販売

4月1日（木）
13:30-14:30

教養教育及び
教務システムについて

4月1日（木）
14:40-16:10

専門教育ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

担当

クラブ･サークル協議会

 情報学部教務委員長他

 各メンター

医学科教務部会
各学科担当教員

各学科担当教員
生協職員

学科長他

専攻主任他

担当



学生証配布・学部別オリエンテーション会場・交通案内

◯学生証等配付（全学部 ※医学科以外）

【荒牧キャンパス】 群馬県前橋市荒牧町４－２

【会 場】 ２号館

【交通手段】 ＪＲ前橋駅北口・渋川駅から 関越交通バスに乗車

●JR前橋駅北口2番乗り場(関越交通バス)
群馬大学荒牧経由 渋川駅行
群馬大学荒牧経由 渋川市内循環渋川駅行
群馬大学荒牧経由 小児医療センター行
｢群馬大学荒牧｣下車(所要時間約２８分)

渋川駅行
渋川市内循環渋川駅行
小児医療センター行
｢前橋自動車教習所前｣下車(所要時間約２５分+徒歩１０分)

●JR渋川駅前(関越交通バス)
群馬大学荒牧経由 前橋駅行
渋川市内循環群馬大学荒牧経由前橋駅行
｢群馬大学荒牧｣下車(所要時間約２８分)

前橋駅行
渋川市内循環前橋駅行
｢前橋自動車教習所前｣下車(所要時間約２５分+徒歩１０分)

※ JR群馬総社駅からは，公共交通機関がありませんので，注意してください。
※ JR新前橋駅からは，荒牧キャンパスを経由するバスはありませんので，注意してください。
※ 公共交通機関の運行状況は必ず最新の情報を確認してください。

学生証等配付会場

群馬大学 至沼田･渋川
荒 牧

群 馬 国 前橋駅から約８㎞ バスで約３０分
大 学 前橋自動車 道

教習所前 17 至赤城山
号

群馬
国道50号 至桐生

県庁

国道17号

至高崎 前橋駅

ＪＲ両毛線



◯学部別オリエンテーション 共同教育学部・情報学部

【荒牧キャンパス】 群馬県前橋市荒牧町４－２

【会 場】 １号館、２号館、３号館、６号館、１０号館 他

【交通手段】 ＪＲ前橋駅北口・渋川駅から 関越交通バスに乗車

●JR前橋駅北口2番乗り場(関越交通バス)
群馬大学荒牧経由 渋川駅行
群馬大学荒牧経由 渋川市内循環渋川駅行
群馬大学荒牧経由 小児医療センター行
｢群馬大学荒牧｣下車(所要時間約２８分)

渋川駅行
渋川市内循環渋川駅行
小児医療センター行
｢前橋自動車教習所前｣下車(所要時間約２５分+徒歩１０分)

●JR渋川駅前(関越交通バス)
群馬大学荒牧経由 前橋駅行
渋川市内循環群馬大学荒牧経由前橋駅行
｢群馬大学荒牧｣下車(所要時間約２８分)

前橋駅行
渋川市内循環前橋駅行
｢前橋自動車教習所前｣下車(所要時間約２５分+徒歩１０分)

※ JR群馬総社駅からは，公共交通機関がありませんので，注意してください。
※ JR新前橋駅からは，荒牧キャンパスを経由するバスはありませんので，注意してください。
※ 公共交通機関の運行状況は必ず最新の情報を確認してください。

◯学部別オリエンテーション（医学部医学科、保健学科）

【昭和キャンパス】 群馬県前橋市昭和町３－３９－２２

【交通手段】 ＪＲ前橋駅北口・渋川駅から 関越交通バスに乗車

●JR前橋駅北口2番乗り場(関越交通バス)
群大病院行
群大病院経由群馬大学荒牧行（南橘団地経由含む）
｢群大病院｣下車(所要時間約１５分)

渋川駅行(群馬大学荒牧経由含む)
渋川市内循環渋川駅行(群馬大学荒牧経由)
小児医療センター行(群馬大学荒牧経由含む)
｢群大病院入口｣下車(所要時間約１３分+徒歩６分)

●JR渋川駅前(関越交通バス)
前橋駅行（渋川市内循環、群馬大学荒牧経由含む）
｢群大病院入口｣下車(所要時間約３０分+徒歩６分)

※ JR群馬総社駅からは，公共交通機関がありませんので，注意してください。
※ JR新前橋駅からは，昭和キャンパスを経由するバスはありませんので，注意してください。
※ 公共交通機関の運行状況は必ず最新の情報を確認してください。



◯学部別オリエンテーション・類別ガイダンス 理工学部

※入学式終了後に実施します。

【会 場】 ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ及びALSOKぐんま武道館（群馬県総合スポーツセンター）
所在地：群馬県前橋市関根町８００番地





  

 

 

学生証等配付のご案内 

 

１. 学生証、全学認証アカウント、全学オリエンテーション資料の配付    

学生証等の配付・場所時間は以下のとおりです。 

建物の場所については、別紙「群馬大学荒牧地区団地配置図」を参照してください。 

※資料等の配付のみになります。各開始時間は混雑が予想されますので、時間の範囲で取

りに来ていただけますよう、お願いいたします。 

 

4 月 1 日（木） 

 

※医学科は、全学認証アカウントを４月５日の医学部医学科新入生研修（ゆうすげ）の

時に配付いたします。 

 

4 月 2 日（金） 

 

   

 

 

 

 

 

４月 5 日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※理工学部は、３密回避のため、名字が①あ～さ行 ②た～わ行と時間を分けており

ます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

２．配付物  

① 学生証 

② 全学認証アカウント(配付後は、まず教務システムにログインをお願いします。) 

③ 全学オリエンテーション資料 

（問い合わせ先） 

群馬大学 学務部 総務係 

TEL：０２７－２２０－７１２５ 

学 部 配付場所 時 間 

医学部 医学科 昭和キャンパス 

基礎講義棟２階 基礎大講堂 

12:00 ～ 12:20 

学 部 配付場所 時 間 

医学部 保健学科 ２号館(１階)GB155 教室 10:30 ～ 12:00 

理工学部 物質・環境類① ※あ～さ ２号館(１階)GB155 教室 13:30 ～ 15:00 

理工学部 物質・環境類② ※た～わ ２号館(１階)GB155 教室 15:15 ～ 17:15 

学 部 配付場所 時 間 

理工学部 電子・機械類① ※あ～さ ２号館（１階）GB155 教室 8:45 ～ 10:15 

理工学部 電子・機械類② ※た～わ ２号館（１階）GB155 教室 10:30 ～ 12:00 

情報学部 ２号館（１階）GB155 教室 13:30 ～ 15:00 

共同教育学部 

(国語、社会、英語、数学、理科) 

２号館（１階）GB155 教室 15:15 ～ 16:15 

共同教育学部 

(技術、音楽、美術、家政、保健体育、 

教育、教育心理、特別支援教育) 

 

２号館（１階）GB155 教室 

 

16:15 ～ 17:15 



11号館駐車場
（次世代モビリティ
社会実装研究センター）

職員宿舎

テニスコート

課外活動施設

陸上競技場

情報基盤部門荒牧ｾﾝﾀｰ
10号館

ラグビー・サッカーコート

総合ｾﾝﾀｰ

課外活動施設

テニスコート

野球場

体育管理施設

車庫

ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ室

（中央図書館）

総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ

倉庫 （射場）

（的場）

第二体育館

合宿研修施設

弓道場

基幹棟

武道場

守衛所

６号館

１号館

第一体育館

電話交換棟

２号館

３号館

８号館

健康支援

総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ

７号館

テニス

コート

４号館

ﾚｽﾄﾊｳｽ

本部管理棟

大学会館

５号館

荒牧地区環境美化室

プール

９号館

南門

馬術部

駐車場

駐車場

駐車場

広
瀬
川

駐車場

農業実習地
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飛
石
稲
荷
線

松　林

雑木林

正門

5 0 m

1 0 0 m

1 5 0 m
0
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至国道17号→

群馬大学荒牧団地配置図

Ｎ

食 堂

ogawa-n
テキストボックス
 　※ 2号館（１階）←  GB１５５教室

ogawa-n
テキストボックス
※ 学生証・全学認証アカウント・　全学オリエンテーション資料の　配布場所 を表示しています。（医学科は除く）


