
１年 ２年 １年 ２年 ３年 ３年（編入生） ４年

9：20　着席 9：20　着席 9：20　着席

9：30　『入学式』（チャペル） 9：30　『入学式』（チャペル） 9：30　『入学式』（チャペル）

9：50　　移動・休憩 9：50　　移動・休憩 9：50　　移動・休憩

10：00　　＜各学科紹介＞ 10：00　　＜各学科紹介＞、＜アドバイザーとの顔合わせ＞ 10：00　　＜各学科紹介＞、＜アドバイザーとの顔合わせ＆ウェルカムセミナー説明会＞

・保育科（A-1-1)　　・現代ビジネス学科（A-2-1)　　・食物栄養学科（D-3-1） 　　　　　　子ども専攻・心理福祉専攻（本-3-11） 　　　　　　子ども専攻・心理福祉専攻（本-3-11）

11：10　＜無償化＞日本学生支援機構奨学金説明会□予約（Ａ-1-2)　□新規 (Ａ-2-1) 11：10　＜無償化＞日本学生支援機構奨学金説明会□予約（Ａ-1-2)　□新規 (Ａ-2-1) ※奨学金については学生支援課に問い合わせること

11：10　＜貸与型＞日本学生支援機構奨学金説明会□予約（Ａ-1-1)　□新規 (Ａ-2-1) 11：10　＜貸与型＞日本学生支援機構奨学金説明会□予約（Ａ-1-1)　□新規 (Ａ-2-1) ※パソコン講習会は3/27(金)午前実施

8：50　＜教育課程ガイダンスⅠ＞ 9:00　＜教育課程ガイダンス＞

             ・保育科（A-1-1）　　・現代ビジネス学科（Ｂ-2-4) 　・子ども専攻（本-4-4）

             ・食物栄養学科（Ｄ-3-1）　　   ・心理福祉専攻（本-3-2）

＜意識調査アンケート（入試部）＞配付 ＜持参物＞ □履修要覧  □成績通知表

10：00　＜学生生活ガイダンス＞

10：30 ＜パソコン講習会＞ 10:30　＜教育課程ガイダンス＞ ＜配付＞ □学生証用シール  □住所等確認票

　　　　　　・保育科（D-5-1、D-5-2、D-5-3）　・現代ビジネス学科（B-3-1） 　　　　　・子ども専攻（本-4-1） 　　　 　 　　□学生定期健康診断票　□健康状態確認票　

　　　　　  ・食物栄養学科（本-3-1）　　 　　　　　・心理福祉専攻（本-4-5）  　　  　　 　 □検尿容器　□時間割表　

　＜意識調査アンケート（入試部）＞配付

10：50　＜子ども専攻　資格ガイダンス＞ 10：50　＜子ども専攻　資格ガイダンス＞

　　　　　　保育士・幼稚園教諭（本-4-4） 　　　　　　保育士・幼稚園教諭（本-4-4）

　　＜心理福祉専攻　キャリア支援ガイダンス＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本-3-2）

13：00　＜学生生活ガイダンス＞ 13：00＜パソコン講習会＞ 13：00　＜教育課程ガイダンス＞

             ・保育科（A-1-1）　　・現代ビジネス学科（Ｂ-2-4)  　　　 ・子ども専攻（本-3-1） 　　　　　　・心理福祉専攻（本-4-3）

             ・食物栄養学科（Ｄ-3-1）　　 　　　　・心理福祉専攻（D‐5-3） 　　　　　　・子ども専攻（本-4-1） 
＜配付＞ □住所等確認票　　□学生定期健康診断票　 □健康状態確認票　□心身の健康
カード

＜持参物＞ □履修要覧  □成績通知表

　　　　　　 □麻しん・風しん予防接種確認票　　□検尿容器 14：30＜学生生活ガイダンス＞（本-3-11）

　 ＜配付＞ □住所等確認票　　□学生定期健康診断票　 □健康状態確認票

　　　　　　　□心身の健康カード　□麻しん・風しん予防接種確認票　　□検尿容器

14：30 ＜キャリアガイダンス＞ 14：00　＜学生生活ガイダンス＞

             ・保育科（A-1-1）　　 ・現代ビジネス学科（A-2-1) 　　　　　　・心理福祉専攻（本-4-3） 

             ・食物栄養学科（Ｄ-3-1）　　 　         　・子ども専攻（本-4-1）

＜配付＞ □学生証用シール  □住所等確認票

　　　　　　  □学生定期健康診断票　□健康状態確認票

　　　　 　　　　　　  □検尿容器　□時間割表

8：50　＜教育課程ガイダンスⅡ＞ 9：00～10：00　＜履修登録ガイダンス＞ 9:00～10:00 ＜Web履修登録＞

             ・保育科（A-1-1）　　・現代ビジネス学科（Ｂ-2-4) 　　　　　　　　　　　・子ども専攻（本-4-1）　 　　　　　　　　　　　・子ども専攻　　（本-3-1）

             ・食物栄養学科（Ｄ-3-1）　　 　　　　　　　　　　　・心理福祉専攻（本-4-5） 　　　　　　　　　　　・心理福祉専攻 （D-5-2、5-3）

10:30 ＜無償化・貸与型＞（予約）
　　日本学生支援機構「採用候補者」進学届提出　インターネット入力

10：30  ＜教育課程ガイダンス＞
　　　　　　　・保育科（本-3-11）　　・現代ビジネス科（Ｂ-2-3)

10:30～11:30　キャリア支援ガイダンス
　　　　　　　・子ども専攻（本-4-1）　　　・心理福祉専攻（本-4-5）

　　　 　（受付：D-3-1・入力：D-5-1・D-5-2・D-5-3・本-3-1) 　　　　　　　　・食物栄養学科（A-2-1）　

＜持参物＞ □履修要覧  □成績通知表

13：00～14：30　＜教育課程ガイダンスⅢ＞ 13:00　＜学生生活ガイダンス＞

             ・保育科（A-1-1）　　・現代ビジネス学科（Ｂ-2-4)  ・保育科（本-3-11）　・現代ビジネス学科（B-2-3）

             ・食物栄養学科（Ｄ-3-1）　　 　　　　　　　　　　　・食物栄養学科（A-2-1）

＜配付＞ □学生証用シール  □住所等確認票　 □学生定期健康診断票

14：30～15:30　＜Web履修登録＞ 　　　　　　　□健康状態確認票  □検尿容器　  □時間割表　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：30～15：00 資格等ガイダンス（本-4-5）【認定心理士資格、ピアヘルパー資格、認定心理士（心理調査）】

　　 　・保育科（D-5-2、D-5-3） 　　　　 ＜キャリア支援ガイダンス＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：00～15：30 資格等ガイダンス（本-4-4）【ビジネス能力】

16：00 ＜無償化・貸与型＞（予約）
　日本学生支援機構「採用候補者」進学届提出　インターネット入力

　　　 　　（受付：D-3-1・入力：D-5-1・D-5-2・D-5-3・本-3-1)

＜定期健康診断＞　受付・計測（体育館） 8：50～9：50　＜Web履修登録＞

　胸部レントゲン検査（検診車・中庭）⇒聴力検査（D-4-1,D-4-2） 　                  　・子ども専攻（本-3-1）

　⇒結果説明・書類確認（Ｄ-3-1）⇒心身の健康カード回収（Ｄ-5-1）  　                    ・心理福祉専攻（D-5-2、5-3）

【受付時間】  保育科   A1　8：40～9：00　A2B1 9：00～9：15　B2 9：15～９：30 　

   　　　　　   現代ビジネス学科 9：30～10：00 　

      　　     食物栄養学科    10：00～10：20　 　

　(Ｄ-4-4,Ｄ-4-6：健診関係者控室・B-1-2：更衣室） 11：00～12：00　＜Web履修登録＞

      ・保育科（D-5-2、D-5-3）　・現代ビジネス学科（B-3-1） 　(Ｄ-4-4,Ｄ-4-6：健診関係者控室・B-1-2：更衣室） ※1年生のみ

      ・食物栄養学科（本-3-1）

13：00～　＜Web履修登録＞ ＜定期健康診断＞ 　受付・計測（体育館） 13:00　＜子ども専攻　写真撮影＞ 13：00～　＜Web履修登録＞　（本-3-1）

　　　　　　　・現代ビジネス学科（B-3-1） ・食物栄養学科（D-5-2、D-5-3） 　胸部レントゲン検査（検診車・中庭）⇒聴力検査（D-4-1,D-4-2） 　　　　　　（本-4-1・本-4-3）

　⇒結果説明・書類確認（Ｄ-3-1） 14:40　＜子ども専攻　写真撮影＞ 　　　　　　　　　　　　

 【受付時間】　現代ビジネス学科　 13：00～13：30 　（本-4-1・本-4-3）

　　　　　　     食物栄養学科　　　 13：30～13：50

             　 保育科　A1 　13：50～14：00 　

        A2B1　14：00～14：15  B2 14：15～14：30

　(Ｄ-4-4,Ｄ-4-6：健診関係者控室・B-1-2：更衣室）

　(Ｄ-4-4,Ｄ-4-6：健診関係者控室・B-1-2：更衣室） ※3年生のみ

14：00～16：00　＜Web履修登録＞　　　

　　　・子ども専攻　　（本-3-1）

                                                        ・心理福祉専攻（本-4-5)　

13:00～14：30　＜キャリア支援ガイダンス＞（A-1-1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00 資格等ガイダンス（本-4-5）【社会福祉士、社会福祉主事任用資格、スクールソーシャルワーカー】

  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　4年生　14：30～14：50　　　　　　 　　　   4年生　15：30～15：50 　　　

                               13：00　＜学生生活ガイダンス＞

                                                        ・心理福祉専攻（本-4-5)　

                                                        ・子ども専攻（本-4-4）

                                                                ＜配付＞ □学生証用シール  □住所等確認票

　                                                                              □学生定期健康診断票　□健康状態確認票

 　                                                                             □検尿容器　　□時間割表　

4/7
（火）

10:00～16：00　　履修登録相談（本-3-6） 10:00～16：00　　履修登録相談（本-3-6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2年生　11：00～11：20 　　　　　　　　　      2年生　11：20～11：40  　

  【受付時間】 　子ども専攻 1年生　10：20～10：40　　　　心理福祉専攻 1年生　10：40～11：00 　　　

＜定期健康診断＞　受付・計測（体育館）
午
前

　胸部レントゲン検査（検診車・中庭）⇒聴力検査（D-4-1,D-4-2）⇒結果説明・書類確認（Ｄ-3-1）⇒心身の健康カード回収（Ｄ-5-1）※

午
前

4/13（月） 授　　業　　開　　始

昼食／移動 昼食／移動

午
後

午
後

＜定期健康診断＞ 受付・計測（体育館）

  【受付時間】 　心理福祉専攻 3年生　14：50～15：10　　　　子ども専攻 3年生　15：10～15：30 　　　

胸部レントゲン検査（検診車・中庭）⇒聴力検査（D-4-1,D-4-2）⇒結果説明・書類確認（Ｄ-3-1）⇒心身の健康カード回収（Ｄ-5-1）※

午
前

昼食／移動　　（聖書讃美歌販売 11：30～13：30 本館ロビー）

昼食／移動　　（聖書讃美歌販売 11：30～13：30 本館ロビー）

午
後

午
後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：00～14：30 資格等ガイダンス（本-4-4）【社会調査士】※1・2年生のみ

                                                                  ＜持参物＞ □履修要覧  □成績通知表

                                13：30　＜教育課程ガイダンス＞

午
前

移動　　 移動　

4/6
（月）

午
前

午
前

昼食／移動　　（聖書讃美歌販売 11：30～13：30 本館ロビー）

　　　　　　・心理福祉専攻 （D-5-2、5-3）

4/3
（金）

午
前

昼食／移動　　（聖書讃美歌販売 11：30～13：30 本館ロビー）

午
後

午
後

                                              　        ・子ども専攻（本-4-4）

2020年度 入学式･オリエンテーション日程表
短　大 女　子　大

4/2
(木)

午
前


