
学科の集い　9：15～12:25
17：00～

国文学科　 集合場所402

総合教養学科　 集合場所302

幼児・児童教育学科 合同 202教室

内容

・学生支援ガイダンス ・履修ガイダンス

- 学生ガイドブック記載事項 - ＵＮＩＰＡの使い方
- 敷地内禁煙 - 資格等の説明。

- 学則処分に関して ※教職課程は除く

[カンニング問題を中心とした内容]

- 学生カード記入・健康診断について

履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

履修指導（学生ガイドブック持参のこと）
（火 ） 　204教室　　13:05～16:30

約100名

履修指導（学生ガイドブック持参のこと） 教職希望者　説明会

　402教室　　9:15～12:25 　402教室　　13:05～16:30 履修指導終了後

履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

　203教室　　9:15～12:25 　203教室　　13:05～16:30 Ｘ線検査　3講時目　30分程度

履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

　204教室　　9:15～12:25 　204教室　　13:05～16:30

　203教室　　13:05～16:30 Ｘ線検査　3講時目　30分程度

（水）
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国文学科 1年生
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※注意
学科の集いの中で、下記
の内容を盛り込んでくださ
い。
学生支援ガイダンスは、学
科の学生支援委員が行っ
てください。

ア．大学等奨学生採用候補者
(1年生のみ)　211教室

イ．在学採用
（新規希望者　1・2年生）

211教室

オ
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ン
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ー

シ

ョ
ン

※高校時に奨学金の申込み
をし、日本学生支援機構から
「決定通知」を受け取っている

学生

　

※高校時に予約をしていなくて、新
規に奨学金の貸与を希望する新入
生並びに2年生から奨学金を希望

する学生総合教養学科 1年生

幼児保育コース 1年生

児童教育コース 1年生

国文学科 2年生 12:25～13:05
　402教室　　13:05～16:30

総合教養学科 2年生
　302教室　　13:05～16:30

4/21
幼児保育コース 2年生

　203教室　　13:05～16:30

児童教育コース 2年生

オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ

ョ
ン

国文学科 1年生 X線・身長・体重・血圧確認　(時間・場所調整)

昼
休
み

健康診断説明。
13：05～ 内科検診

総合教養学科 1年生
履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

幼児保育コース 1年生
履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

児童教育コース 1年生
履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

国文学科2年生 X線・身長・体重・血圧確認　(時間・場所調整)

総合教養学科2年生 12:25～13:05

4/22
幼児保育コース2年生 授業有

授業　※教室調整中

児童教育コース2年生
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履修指導（学生ガイドブック持参のこと） 履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

　402教室　　9:15～12:25 　402教室　　13:05～16:30
約100名

履修指導（学生ガイドブック持参のこと） 履修指導（学生ガイドブック持参のこと）
　203教室　　9:15～12:25 　203教室　　13:05～16:30
履修指導（学生ガイドブック持参のこと）
　204教室　　9:15～12:25

4/23

（木）

身長・体重・血圧確認

予定9：15～ (時間調整)

履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

　402教室　　13:05～16:15

履修指導（学生ガイドブック持参のこと）

　402教室　　9:15～12:25

身長・体重・血圧確認　

予定9：15～ (時間調整)

身長・体重・血圧確認　 100名程度
(時間調整)

4/24 幼児・児童教育学科　1・2年
2年就職希望者

（金） 教職希望者【国文・総合】

※時間調整中

（土 ）

国文学科 1年生

昼
休
み

総合教養学科 1年生 X線・身長・体重・血圧確認　(時間・場所調整)
健康診断説明。

13：05～ 内科検診

幼児保育コース 1年生

児童教育コース 1年生
X線検査
時間調整中

国文学科2年生

総合教養学科2年生 X線・身長・体重・血圧確認　(時間・場所調整) 12:25～13:05

幼児保育コース2年生 2講　授業有 授業有

児童教育コース2年生
身長・体重・血圧確認
予定10：00　(時間調整)

X線検査
時間調整中

国文学科 1年生

昼
休
み

総合教養学科 1年生

幼児保育コース 1年生 2講　授業有 健康診断説明。
13：05～ 内科検診

児童教育コース 1年生
健康診断説明。

13：05～ 内科検診 対象者

国文学科2年生
健康診断説明。

13：05～ 内科検診

総合教養学科2年生 12:25～13:05
健康診断説明。

13：05～ 内科検診

幼児保育コース2年生

幼児保育コース2年生
健康診断説明。

13：05～ 内科検診

児童教育コース2年生
健康診断説明。

13：05～ 内科検診

児童教育コース2年生

国文学科 1年生

通常授業

総合教養学科 1年生

幼児保育コース 1年生

児童教育コース 1年生

国文学科2年生

総合教養学科2年生

4/25

メモ 
感染予防のため、4/24(金)国文学科と 

総合教養学科の履修指導時間を変更 

しました。 また、教室確保のため 

履修指導に関しては 

〇国文学科・総合教養学科 402教室のみ 

〇幼児保育コース 203教室 

〇児童教育コース 204教室 

  とさせていただきます。 
 


