
【大学   新入生】

令和4年3月18日作成　　

対 象 学 生 場   所 時  間 備     考
10：20～

10：30～10：50
11：00～12：00

12：50～
13：00～14：00
14：10～14：50

＊私服着用可

対 象 学 生 場   所 時  間 内　　　　容 担  当 備     考
日本学科 8：45～9：10

国際キャリア学科 9：30～9：50
社会学科 10：00～10：20

人間福祉学科 10：30～10：50
教育学科 講堂 701
看護学科 9－121
経営学科 5－303 9：30～11：30

経営学科（企業経営専攻のみ） 13：30～13：50
経営学科（公共経営専攻のみ） 14：00～14：20

日本学科 2－205
国際キャリア学科 4－312

社会学科 5－303

人間福祉学科 4－414
大講堂 13：00～14：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【貸与奨学金】

講堂 702 14：15～15：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【給付奨学金】
大講堂 13：00～14：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【貸与奨学金】

講堂 702 14：15～15：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【給付奨学金】

＊私服着用可

対 象 学 生 場   所 時  間 内　　　　容 担  当 備     考
教育学科（保健教育コースのみ） 9：00～9：20

看護学科 10：00～10：20
9：00～11：30 ネットガイダンス 情報メディア室
11：30～12：30 教務履修ガイダンス 教務課
9：30～12：00 ネットガイダンス 情報メディア室
12：00～13：00 教務履修ガイダンス 教務課

大講堂 9：30～10：30 日本学生支援機構予約奨学金説明会【貸与奨学金】
講堂 702 10：45～11：30 日本学生支援機構予約奨学金説明会【給付奨学金】

13：00～15：30 ネットガイダンス 情報メディア室
15：30～16：30 教務履修ガイダンス 教務課
13：00～15：30 ネットガイダンス 情報メディア室
15：30～16：30 教務履修ガイダンス 教務課

大講堂 15：00～16：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【貸与奨学金】
講堂 702 16：15～17：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【給付奨学金】
大講堂 15：00～16：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【貸与奨学金】

講堂 702 16：15～17：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【給付奨学金】
教育学科（小学校教育コースのみ） 13：00～13：20
教育学科（幼児教育保育コースのみ） 13：30～13：50
教育学科（英語教育・小学校コースのみ） 13：30～13：50

＊私服着用可

対 象 学 生 場   所 時  間 内　　　　容 担  当 備     考
9：00～11：30 ネットガイダンス 情報メディア室
11：30～12：30 教務履修ガイダンス 教務課
9：00～11：30 ネットガイダンス 情報メディア室
11：30～12：30 教務履修ガイダンス 教務課
9：30～12：00 ネットガイダンス 情報メディア室
12：00～13：00 教務履修ガイダンス 教務課
12：30～15：00 ネットガイダンス 情報メディア室
15：00～16：00 教務履修ガイダンス 教務課
12：30～15：00 ネットガイダンス 情報メディア室
15：00～16：00 教務履修ガイダンス 教務課
13：00～15：30 ネットガイダンス 情報メディア室
15：30～16：30 教務履修ガイダンス 教務課

大講堂 15：00～16：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【貸与奨学金】
講堂 702 16：15～17：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【給付奨学金】
大講堂 15：00～16：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【貸与奨学金】

講堂 702 16：15～17：00 日本学生支援機構予約奨学金説明会【給付奨学金】

＊私服着用可

対 象 学 生 場   所 時  間 内　　　　容 担  当 備     考
日本学科 5－210

国際キャリア学科 2－205
社会学科 5－303
人間福祉 6－254
経営学科 5－303 2限（10:55～12:25） 大学基礎演習 学科教員

教育学科（小学校教育コースのみ） 5－303
教育学科（幼児教育保育コースのみ） 4－416
教育学科（英語教育・小学校コースのみ） 6－352
教育学科（保健教育コースのみ） 6－253

看護学科 9－121
①  9：30～11：30
②13：00～15：00

＊私服着用可

対 象 学 生 場   所 時  間 内　　　　容 担  当 備     考
全学科 4－206 ③  9：30～11：30 履修個別相談会 教務課 希望者のみ（4/6 ①・② と 4/7 ③ は同内容）

①  9：30～10：30
②13：00～14：00

※4月2日（土）「学科（学科別・クラス別）オリエンテーション」教室一覧

大学基礎演習

大学基礎演習

入学式
全体オリエンテーション

学生支援センター

健康診断

健康診断

内　　　　容
集合（受付は 9:30より開始）
全体オリエンテーション
入学式
集合（受付は 12:00より開始）

【4月6日(水)】

日本学科 5－210

人間福祉学科 5－301

日本学科

5－303教育学科（小学校教育コースのみ）

大講堂教育学科・看護学科

日本学科・国際キャリア学科・

社会学科・人間福祉学科・経営学科

【4月5日(火)】

※クラス別オリエンテーションの教室は、下記ご参照

※クラス別オリエンテーションの教室は、下記ご参照

経営学科
5－211

総合体育館 保健センター 必ず時間内に集合（受付けを済ませてください）してください

総合体育館 保健センター
必ず時間内に集合（受付けを済ませてください）して

ください
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【4月2日(土)】

【4月1日(金)】＊オフィシャル・スーツ着用日

【4月4日(月)】

大講堂

総合体育館

総合体育館 保健センター

学科教員

13：00～15：00 学科教員

健康診断

学科（学科別・クラス別）オリエンテーション

健康診断

学科（学科別・クラス別）オリエンテーション

混雑緩和のため、時間に余裕をもって受付を済ませて

ください。なお、学科により受付の場所が異なります。

キャンパス内の案内表示に従って、お進みください。

オフィシャル・スーツを着用してください。

高校在学時の予約奨学生が対象です

5－303

国際キャリア学科 5－301

社会学科

学生支援センター 高校在学時の予約奨学生が対象です

教育学科

看護学科
学生支援センター

必ず時間内に集合（受付けを済ませてください）して

ください

必ず時間内に集合（受付けを済ませてください）してください

高校在学時の予約奨学生が対象です

保健センター

9：00～11：00

高校在学時の予約奨学生が対象です
人間福祉学科

1限（  9:10～10:40）

3限（13:15～14:45）

看護学科 5－210

国際キャリア学科

学生支援センター
社会学科

教育学科（保健教育コースのみ） 5－210

教育学科（幼児教育保育コースのみ） 5－301

5－302教育学科（英語教育・小学校コースのみ）

（注）病気、障害等のため学生生活に不安を抱えておられることがありましたら、まずは学生支援センター（TEL.072-956-9956)にご相談ください。

教職教育推進センター

【4月7日(木)】

希望者のみ（4/7 ①・②は同内容）

学科教員

学科教員

希望者のみ（4/6 ①・② と 4/7 ③ は同内容）

5－303
日本学科・国際キャリア学科・

社会学科・人間福祉学科・看護学科

全学科 4－206 教務課履修個別相談会

教職ガイダンス

学科（専攻・コース） クラス 学科別教室 学科（専攻・コース） クラス 学科別教室 学科（専攻・コース） クラス 学科別教室

基01・基02 基01 基01

基03・基04 基02 基02

基01 基03 基03

基02 基04 基04

基03 基05 基01

基04 基06 基02

基01 基01 基03

基02 基02 基04

基03 基03 基05

基04 基01 基06

基05 基02 基07

基06 基01 基08

基01 基02 基09

基02 基01

基03 基02

基03

基04

クラス別教室

4A-260

4A-261

4A-262

4A-263

4-212

4-213

4-214

4-215

4-206

4-207

4-208

クラス別教室

講堂701

4-312

4-314

4-316

4-307

4-308

4-309

4-412

4‐414

講堂701

4-209

4A-2594-416

クラス別教室

2-205

2-209

4-316

4-412

4-206

4-207

4-208

4A-261

4-209
社会学科

人間福祉学科

5-303

4-414

教育学科（英語教育・小学校コース）

教育学科（保健教育コース）

4-312

4-314

4A-260

4‐408

4‐409

講堂701

講堂701

教育学科（小学校教育コース）

教育学科（幼児教育保育コース）

9-121 9-121

国際キャリア学科 4-312

4‐406

4‐407

5‐303
経営学科

（公共経営専攻

看護学科

経営学科

（企業経営専攻）
5‐303

2-205日本学科

4‐414


