
年次

日 学科

月 曜日 時限

学科オリエンテーション

　武道学科　　                   　１１１２教室 

　体育学科　　                 　　５３０２教室

　スポーツトレーナー学科　　  　　８３０８教室

　国際スポーツ文化学科　　 　　　８２０８教室

学年オリエンテーション　【１１１４教室】 学科オリエンテーション

　武道学科　　                    　１１１２教室 

　体育学科　                  　　　５３０２教室

　学生生活について　（◎学生委員会） 　スポーツトレーナー学科　　  　　８３０８教室

  学生相談室アンケート  （◎学生相談部会） 　国際スポーツ文化学科　　 　　　８２０８教室

２日 　入試・広報センターからの諸説明 （◎入試・広報委員会）

（月） 学科オリエンテーション 学年オリエンテーション　【１１１４教室】

　武道学科　　　　　　　　　　　　　　１１１２教室 

　体育学科　　　　　　　　　　　　　　５３０２教室 　　案内等に関して

　スポーツトレーナー学科　　  　　８３０８教室   学生生活について　（◎学生委員会）

　国際スポーツ文化学科　　 　　　８２０８教室   学生相談室アンケート  （◎学生相談部会）

　入試・広報センターからの諸説明 （◎入試・広報委員会）

学年オリエンテーション　【１１１４教室】

  　案内等に関して

　学生生活について　（◎学生委員会）

  学生相談室アンケート  （◎学生相談部会）

　入試・広報センターからの諸説明 （◎入試・広報委員会）

３日
（火）

　内容
　　資料配付

　　チューター紹介

  　健康管理ノート作成（◎健康管理部会）

　　学生相談室アンケート（◎学生相談部会）

　　施設について

４日  　 授業科目の履修について

（水） 　　履修申告の手続きについて

  　奨学金について

　ＩＢＵＡＴ　（◎入試・広報委員会）

　　学籍番号　１１２００１～１１２３００　　５３０２教室

IDとパスワード認証登録   【１３２２教室（情報処理教室）、１３２３教室】

　学生データ登録用紙配付

　武道学科　　　                 ９３０４教室・９３０５教室

　体育学科　　                   ８２０８教室・８３０８教室

５日 　スポーツトレーナー学科　　　 　　１２２２教室

（木） 　国際スポーツ文化学科　　　　　　１２２３教室

定期健康診断　【２号館】　（◎健康管理部会）

 学籍番号

 ３年次生　全女子                                        　１３：３０集合

 ３年次生　男　子    １１０００１～１１０２００          １４：００集合 　　　　　             　　事前に掲示で確認すること。

 ３年次生　男　子  　１１０２０１～１１０４００          1４：３０集合

 ３年次生　男　子  　１１０４０１～　　　       　   　　1５：００集合

  別 科 生　　　　                               　 　  　　１５：００集合

定期健康診断　【２号館】　（◎健康管理部会）

 学籍番号

  　メディカルチェック事前調査（◎研究支援センター）  ４年次生　全女子　　    　                              　９：３０集合

　　学生指導記録記入回収  ４年次生　男　子   　１０９００１～１０９２００    　 １０：００集合

　武道学科　　　                 ９３０４教室・９３０５教室  ４年次生　男　子 　　１０９２０１～１０９４００     　１０：３０集合

　体育学科　　                   ８２０８教室・８３０８教室  ４年次生　男　子 　　１０９４０１～　 　　　 　     　１１：００集合

　スポーツトレーナー学科　　　 　　１２２２教室

  国際スポーツ文化学科　　　　　　１２２３教室 　　　　　　11：30～  留年生、科目等履修生　                                １１：００集合

 大学院生　　　　　　　　                               　  １１：００集合

６日
（金）

定期健康診断　【２号館】　（◎健康管理部会）

 学籍番号 身体測定　【健康管理室】　（◎健康管理部会）

  ２年次生　全女子　　　　　 　　　　 　　　　　　　１３：３０集合　　　　

ハラスメントに関する指導　　【１１１４教室】　　（◎ハラスメント対策部会）   ２年次生　男　子　１１１００１～１１１２００    　１４：００集合

  ２年次生　男　子  １１１２０１～１１１４００　  　１４：３０集合

  ２年次生　男　子　１１１４０１～　　  　　 　 　　１５：００集合

定期健康診断　【２号館】　（◎健康管理部会）

 学籍番号

 １年次生　全女子　　　　　          　　　　　　　 　９：３０集合

 １年次生　男　子　１１２００１～１１２２００　    １０：００集合

 １年次生　男　子   １１２２０１～１１２４００　  　１０：３０集合

 １年次生　男  子   １１２４０１～　　　  　　　　　１１：００集合

７日
（土）
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3
メディカルチェック　【３号館体育館】　　（◎研究支援センター）

　健康診断が終了した学生から順次メディカルチェックを行うこと。

4
トレーニング室利用登録ほか　【９号館ＦＴルーム】

　健康診断・メディカルチェックが終了した学生から順次行うこと。

　定期健康診断が終了した学生から順次測定すること。

4
IDとパスワード認証登録   【１３２２教室（情報処理教室）、１３２３教室】
　　　　　　　　　　　　詳細は別途配付資料に記載

　※　裸眼を測定するため、メガネ・コンタクトレンズの容器を持ってくること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（場所：健康管理室）

5

3

         　

ゴミの分別収集方法の説明、住民登録等・勝浦での生活について　【１１１４教室】

 （◎学生課・市役所清掃センター・市役所市民課・勝浦警察署）

　　※学生データ登録用紙回収（学生課）

1 交換留学に関する説明会　　〔全学科の２～３年次生で交換留学に関心のある学生対象〕　　（◎国際室）　　　【１２２１教室】

学科オリエンテーション　（◎学科長・学科教員）

　（履修に関する諸説明・チューターによる履修相談）

2

　教職オリエンテーション　【１１１４教室】　（◎教職課程部会）　
ハラスメントに関する指導 【８４０１教室（830８教室）】

（◎ハラスメント対策部会）

5
     クラブ案内・勧誘　　　【１１１４教室】　（◎学生委員会）

「幼稚園・小学校教諭免許取得プログラム」に関する説明会 　   　　  【１１１２教室】
 〔全学科の２～４年次生で幼稚園・小学校教諭免許取得に関心のある学生対象〕　　　（◎教職課程部会）

6
IDとパスワード認証登録   【１３２２教室（情報処理教室）、１３２３教室】

詳細は別途配付資料に記載

4
　交通安全指導等　「１１１４教室」　（◎交通安全部会）

介護等体験オリエンテーション 【１１１２教室】

（◎各担当教員）

3
トレーニング室利用ガイダンス　【１１１４教室】　(◎課外活動支援部会）

スポーツ・レクリエーション関連資格の説明会 教職オリエンテーション  （総合教育演習）（◎教職課程部会）

【８４０１教室】 【１２２２教室、１２２３教室、１４２１教室、１４２３教室】

学生生活について　【１１１４教室】　（◎学生委員会） （◎資格担当教員・教務課） ※総合教育演習履修者は担当教員、教室を

　学生生活全般、アルコール問題等について

2

進路 （就職）支援 ガイダンス                 【１１１４教室】

                    ”就勝”オープニングセミナー

                        （学長、学部長、就職部長、就職課）

ハラスメントに関する指導　（ １１：５０～ ）　【１１１４教室】

（◎ハラスメント対策部会）

6 詳細は別途配付資料に記載

1

学科オリエンテーション　＜◎学科長・学科教員＞

（履修に関する諸説明）

  授業科目の履修に関する説明

  教職課程、各種資格取得に関する説明

5

日本学生支援機構奨学金出願希望者説明会（1～４年次生及び編入生の希望者のみ）　【１１１４教室】　（◎学生課）１６：３０ ～１８：００

日本学生支援機構奨学金予約者説明会　（事前予約学生のみ）
　　【８４０１教室】　（◎学生課）１６：３０ ～１８：００ 学生証用写真撮影　（未撮影者、留年生）　【１２２１教室】　（◎学生課）

１６：３０ ～１８：００
留学生オリエンテーション　（１年次生のみ）　　【１２２３教室】  (◎教務委員会）

4
スポーツ・レクリエーション関連資格の説明会  【１１１２教室】

（◎資格担当教員・教務課）

　　　　　　　　　１１２３０１～　　　　　　　　８４０１教室

ハラスメントに関する指導　（ １１：５０～ ）　【１１１４教室】
（◎ハラスメント対策部会）

3  　 スポーツ・レクリエーション関連資格の説明

  　入試・広報センターからの諸説明

　　　　体育学科　　　                　８２０８教室・８３０８教室

　　　　スポーツトレーナー学科　　 　１２２２教室

　　　　国際スポーツ文化学科　　　　１２２３教室

2

進路（就職）支援ガイダンス  【１１１４教室】

編入学生オリエンテーション　【１３２１教室】
履修相談ほか　　（◎教務課）

　　　　　　　　　　　　○これからの就職活動について、他

（◎就職部長・就職課）

入学式

1

学科オリエンテーション　（◎学科長・学科教員） スポーツ・レクリエーション関連資格の説明会
【１１１４教室】

　　学科ごとに次の教室に集合してください。 （◎資格担当教員・教務課）

　　　　武道学科　　                　　９３０４教室・９３０５教室

5

教職オリエンテーション 【１１１４教室】 国際スポーツ文化学科「実習科目」に関する説明会　　　　〔全学科の３・４年次生対象〕　　　　【１１１２教室】
スポーツ交流実習、スポーツマネジメント実習、学校体育マネジメント実習

（◎国際スポーツ文化学科）
（◎教職課程部会）

科目等履修生・研究生・復学生オリエンテーション【１２２２教室】  （◎教務課） １６：３０～

4

（学長講話・図書館長・室長ほか）

   学部・図書館・健康管理室・学生相談室・学生ポータルサイトの 教職オリエンテーション【５３０２教室】 留年生オリエンテーション【１３２１教室】

（◎教職課程部会） （◎教務課）

（学長講話・図書館長・研究科長・室長ほか）

詳細は別途配付資料に記載    学部・図書館・大学院・健康管理室・学生相談室・学生ポータルサイトの

演習未決定者オリエンテーション　　【１２２１教室】

　　　（◎教務課）　

 　案内等に関して

3

編入生IDとパスワード認証登録

（◎学科長・学科教員）　（履修指導・成績配付等） 【図書館内パソコンルーム】

1
教育実習オリエンテーション【１１１４教室】

（◎教職課程部会）

（◎学科長・学科教員）　（履修指導・成績配付等）

2

（学長講話・図書館長・研究科長・室長ほか） （◎学科長・学科教員）　（履修指導・成績配付等）

  学部・図書館・大学院・健康管理室・ 学生相談室・学生ポータルサイトの

武道学科、　体育学科、 武道学科、　体育学科、 武道学科、　体育学科、 武道学科、　体育学科、

スポーツトレーナー学科、　国際スポーツ文化学科 スポーツトレーナー学科、　国際スポーツ文化学科 スポーツトレーナー学科、　国際スポーツ文化学科 スポーツトレーナー学科、　国際スポーツ文化学科

２０１２年度オリエンテーション日程　〔全学共通〕
１年次生 ２年次生 ３年次生 ４年次生
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