
2015年度ガイダンス日程表(2015.2.18現在)変更箇所は赤色で表記
※変更が生じた場合は大学ホームページで随時更新しますので注意してください。

※新2年生へ　ガイダンスには「2014年度学生便覧」を必ず持参してください。

※新3年生へ　ガイダンスには「2013年度学生便覧」を必ず持参してください。

※新4年生へ　ガイダンスには「2012年度学生便覧」を必ず持参してください。
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4
月
8
日
　
水
曜
日

【新入学生オリエンテーション】
 英文学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝ (9:00～12:00) C302～C304  【新入学生歓迎コンサート】 12:30～ (ハンセンホール)
 日本文学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝ (9:00～12:00) C201･K201～K205  【サークル紹介】 13:30～ (大学講堂)
 音楽科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝ (9:30～12:00) 音楽館
 食品栄養学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝ (9:00～12:00) K209･K306･D102･D104 【編入学生への教職関係ガイダンス】
 生活文化ﾃ゙ｻ゙ｲﾝ学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝ (9:00～12:00) L201･L202  教職履修希望者のみ 13:00～13:30 (A503)
 児童教育学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝ (9:00～12:00) C503･C504

【 健 康 診 断 (大学体育館) 】　　　　　　　　　　　　（受付時間） 【 健 康 診 断 (大学体育館) 】　　　　　　　　　　　　　　（受付時間）

 発達臨床学科2年/国際文化学科2年/
 心理行動科学科2年/児童教育学科2年

（ 9:00～10:00）
 英文学科2年/日本文学科2年/
 音楽科2年/食品栄養学科2年

（12:30～13:30）

 人間文化学科2年/生活文化デザイン学科2年  音楽科3年/発達臨床学科3年/国際文化学科3年

10:30～12:00（C202）
【 健 康 診 断 (大学体育館) 】　　　　　　　　　　　　（受付時間） 【 健 康 診 断 (大学体育館) 】　　　　　　　　　　　　　　（受付時間）

 人間文化学科1年/国際文化学科1年  生活文化デザイン学科1年
 発達臨床学科1年/心理行動科学科1年/児童教育学科1年  食品栄養学科1年/大学院1年
 英文学科3年/食品栄養学科3年/心理行動科学科3年  日本文学科1年

 国際文化学科 4年
 児童教育学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝ(12:00～15:30) C504

 心理行動科学科 4年
 児童教育学科 4年
【教職・介護等体験第二次説明会】
 E・J・C・M・L・I3年
　(中学校教員免許取得希望者のみ)

 X4年(小学校教員免許取得希望者のみ)
 食品栄養学科 4年

【新入学生オリエンテーション】
9:00～10:20（C202）  人間文化学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝｷｬﾝﾌ゚(学外･秋保ﾘｿ゙ ﾄーﾎﾃﾙｸﾚｾﾝﾄ)

 生活文化デザイン学科 4年  発達臨床学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝｷｬﾝﾌ゚(学外･たかみや瑠璃倶楽ﾘｿ゙ ﾄー)

 発達臨床学科 4年 C308
(C301.302)

 国際文化学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝｷｬﾝﾌ゚(学外･秋保グランドホテル)
 心理行動科学科ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝｷｬﾝﾌ゚(学外･秋保温泉岩沼屋)

【司書教諭ガイダンス】
  英文学科 1年　9:00～10:20(C303) 日本文学科 4年  　E･J2年　13:30～14:00  E･J･M・L・X3･4年
【教職・介護等体験第二次説明会】  人間文化学科 4年  　E･J3･4年　14:10～14:30 　14:30～14:50　

 食品栄養学科4年/生活文化デザイン学科4年  発達臨床学科4年/国際文化学科4年/
 心理行動科学科4年/児童教育学科4年/大学院2年

（13:30～14:30）

4
月
7
日
　
火
曜
日

【学芸員ｶ゙ｲﾀ゙ﾝｽ】(編入学生を含む） 【新入学生ガイダンス】 【新入学生ガイダンスおよび資格関係ガイダンス】
 J･C･M･L･I 3･4年  9:00～10:20(C201) 10:30～11:30（大学講堂） 　 生活文化デザイン学科 1年　 12:30～17:00(L201)
 J･C･M･L･I  2年 10:45～11:30(C201)  (宗教センター･YWCAガイダンス)
【転学科生ｵﾘｴﾝﾃーｼｮﾝ】 【4年生ガイダンス】 【実技担当者との打ち合わせ】 【礼拝奏楽者ガイダンス】
 日本文学科 10:40～12:00(A304)  10:30～12:00(Dのみ9:30～11:00) 音楽科全学年12:00～(教室ﾊﾝｾﾝﾎーﾙ前掲示)　  音楽科 4年　14:30～（礼拝堂）
【英文学科Placement Test２】  英文学科 4年 【司書ガイダンス】

 音楽科 4年 【学芸員ガイダンス】
  J･C･M･L･I 1年 (大学講堂)
　新入学生ガイダンス終了後

【 健 康 診 断 (大学体育館) 】　　　　　　　　　　　　（受付時間） 【 健 康 診 断 (大学体育館) 】　　　　　　　　　　　　　　（受付時間）

 英文学科4年/日本文学科4年/
 人間文化学科4年/音楽科4年

（ 8:30～ 9:30）
 日本文学科3年/人間文化学科3年/
 生活文化デザイン学科3年/児童教育学科3年

（12:30～13:30）

10:40～12:10（C202）  児童教育学科 2年  児童教育学科 3年
【在学生ガイダンス】 13:20～ 【編入学生オリエンテーション】
 音楽科 2年  国際文化学科
 音楽科 3年  　(3年生ｶ゙ｲﾀ゙ﾝｽ終了後　～17：00　)

C308
(C301.302) 児童教育学科

【教育実習第二次説明会】
 国際文化学科 2年  国際文化学科 3年

 X3年(小学校実習実施者のみ）
 4年(D・X・養護教諭除く)  心理行動科学科 2年  心理行動科学科 3年

 E･J･C･M･F･L･I･P 2年  国際文化学科  生活文化デザイン学科 2年  生活文化デザイン学科 3年

　9:00～10:30（C202）  心理行動科学科
 発達臨床学科 2年 C308

(C301.302)
 発達臨床学科 3年

 日本文学科 3年
 食品栄養学科  人間文化学科 2年  人間文化学科 3年

【教職関係ガイダンス】  生活文化デザイン学科
 食品栄養学科 2年  食品栄養学科 3年

（履修カルテ説明会含む）  発達臨床学科

  英文学科 1年　クラス担任との懇談後

【院生ガイダンス】入学式終了後

4
月
6
日
　
月
曜
日

【新入学生事務局関係ｶ゙ｲﾀ゙ﾝｽ】 【新入学生ガイダンス】 【新入学生ガイダンス】13:20～ (大学講堂)
　8:50～10:30 (大学講堂)  10:40～12:20 　(一般教育･学生生活(学生相談･健康･学生生活)･教職関係科目ｶ゙ｲﾀ゙ﾝｽ)
【編入学生ｶ゙ｲﾀ゙ﾝｽ】 8:50～10:30 英文学科 【2年生ガイダンス】 【3年生ｶ゙ｲﾀ゙ﾝｽ(編入学生を含む)】
 国際文化学科  日本文学科  13:20～14:50  15:00～16:30

 人間文化学科  英文学科 2年  英文学科 3年
 音楽科  日本文学科 2年

4
月
4
日
　
土
曜
日

【ｸﾗｽ担任との懇談】入学式終了後 【ｸﾗｽ担任との懇談】入学式終了後
 英文学科

 食品栄養学科
 日本文学科
 人間文化学科  発達臨床学科
 音楽科

 国際文化学科
 生活文化デザイン学科

 心理行動科学科
 児童教育学科
【ｸﾗｽ担任との懇談】編入学生
 国際文化学科 (C501)

【音楽基礎能力テスト】 【院生ガイダンス】入学式終了後
　音楽科 1年　クラス担任との懇談後

【英文学科Placement Test１】

【入 学 式】
14：00～

学科名[略称]

食品栄養学科[F]
発達臨床学科[D]
国際文化学科[I]
心理行動科学科[P]
児童教育学科[X]

大学院
健康栄養学研究科

【入 学 式】

10：00～

学科名[略称]

英文学科[E]
日本文学科[J]
人間文化学科[C]
音楽科[M]
生活文化デザイン学科[L]

大学院
人文科学研究科


