
年次

日 学科

 月  曜日 時限 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

武道学科 Ａ：【5302教室】

Ｂ：【5302教室】

体育学科 Ｃ：【8208教室】

Ｄ：【8308教室】

Ｅ：【8401教室】

Ｆ：【9304教室】

Ｇ：【9305教室】

Ｈ：【9406教室】

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、

1日
(火)

1

2

学科オリエンテーション　（◎学科長・学科教員）

進路 （就職）支援 ガイダンス スポーツ・レクリエーション関連資格の説明会

【1114教室】

ハラスメント防止に関する指導（◎ハラスメント対策部会）

入試・広報センターからの諸説明　（◎入試・広報委員会）

4

学年オリエンテーション　【1114教室】

教育実習オリエンテーション
【1112教室】

（◎教職課程部会）

２０１４年度　新入生セミナー・オリエンテーション日程表
１年次生 ２年次生 ３年次生 ４年次生

（履修指導・健康診断問診票配付） （学長、学部長、就職部長、就職課）

3

スポーツ・レクリエーション関連資格の説明会 進路（就職）支援ガイダンス

 【1112教室】  【1114教室】

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

（◎資格担当教員・教務課） ○これからの就職活動について、他

（◎就職部長・就職課）

原付バイク安全点検

【２号館前ロータリー】

（◎交通安全部会、学生課）

【1112教室】

 ”就勝”オープニングセミナー （◎資格担当教員・教務課）

（学長講話・図書館長・室長ほか） 原付バイク安全点検

学部・図書館・学生相談室・学生ポータルサイトの案内等に関して 【２号館前ロータリー】

学生生活について　（◎学生部） （◎交通安全部会、学生課）

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】 　入試・広報センターからの諸説明（◎入試・広報委員会）

（学長講話・図書館長・研究科長・室長ほか）

　学生生活について　（◎学生部）

　ハラスメント防止に関する指導（◎ハラスメント対策部会）

　入試・広報センターからの諸説明（◎入試・広報委員会）

5

教職オリエンテーション
 【1114教室】

（◎教職課程部会）

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〕【1223教室】

スポーツ交流実習、スポーツマネジメント実習
（◎国際スポーツ文化学科）

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

（◎学科長・学科教員）　（履修指導・成績配付・健康診断問診票配付） （学長講話・図書館長・研究科長・室長ほか）

学部・図書館・学生相談室・学生ポータルサイトの案内等に関して

　学生生活について　（◎学生部）

　ハラスメント防止に関する指導（◎ハラスメント対策部会）

2日
(水)

1

スポーツ・レクリエーション関連資格の説明会

【1222教室】 （◎学科長・学科教員）　（履修指導・成績配付・健康診断問診票配付）

（◎資格担当教員・教務課）

2

学年オリエンテーション　【1114教室】

3

学年オリエンテーション　【1114教室】 教職オリエンテーション（教職実践演習）（◎教職課程部会）

【1112教室、1321教室、1421教室、1423教室、1521教室、1523教室】

学部・図書館・学生相談室・学生ポータルサイトの案内等に関して ※教職実践演習履修者は担当教員、教室を
事前に掲示で確認すること。

教職オリエンテーション

実習科目に関する説明

（◎学科長）

Ａクラス 【1222教室】 Ｅクラス 【8401教室】

Ｂクラス 【1223教室】 Ｆクラス 【9304教室】

Ｃクラス 【8208教室】 Ｇクラス 【9305教室】

Ｄクラス 【8308教室】 Ｈクラス 【9406教室】

新入生セミナー

Ａクラス

【1323教室】

新入生セミナー

4月

留年生オリエンテーション
【1321教室】（◎教務課）

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

3日
(木)

日本学生支援機構奨学金大学等予約採用候補者説明会
【1114教室】　（◎学生課）　10：00～

入学式

4 【1114教室】
（◎教職課程部会）

【1112教室】

5

演習未決定者オリエンテーション
【1221教室】（◎教務課）

【1322・1521・1523教室】

新入生セミナー

ＩＤ・パスワー
ド認証登録

ＩＤ・パスワード
認証登録

Ｅクラス・Ｆクラス・Ｇクラス・Ｈクラス

学生生活について（◎学生課）

ハラスメント防止に関する指導（◎ハラスメント対策部会）

【1114教室】

2

新入生セミナー 新入生セミナー

介護等体験オリエンテーション

【1112教室】

４日
(金)

1

　新入生セミナー：クラスごとに次の教室に集合してください。

Ｃ：Ｄクラス

Ｂクラス

【1323教室】

　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 【1222教室】

　国際スポーツ文化学科 【1223教室】

　　メディカルチェック事前調査（◎研究支援センター）

Ａクラス 【1222教室】 Ｅクラス 【8401教室】

3 （◎各担当教員）ＩＤ・パスワー
ド認証登録

ＩＤ・パスワード
認証登録

Ｅ：Ｆクラス

5日
(土)

6日
(日)

履修申告用紙（マークシート）提出  　　14：50集合

Ａクラス・Ｂクラス・Ｃクラス・Ｄクラス

ＩＤ・パスワード
認証登録

学生生活について（◎学生課）

ハラスメント防止に関する指導（◎ハラスメント対策部会）

【1114教室】

【1322・1521・1523教室】

4

新入生セミナー 新入生セミナー

Ｇ:【1322・1323教室】

Ｈ:【1521・1523教室】

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）　【1114教室】　（◎学生課）

　　クラスごとに次の教室に集合してください。

  　教職課程、各種資格取得に関する説明

健康管理ノート作成 （◎健康管理部会）

7日
(月)

1
　新入生セミナー

交通安全教室（◎学生部）
9：10　日本武道館研修センターに集合（雨天時：1114教室に集合）

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】

2

3

　新入生セミナー　（◎学科長・クラス担任）

Ａクラス 【1222教室】 Ｅクラス 【8401教室】

Ｂクラス 【1223教室】 Ｆクラス 【9304教室】

Ｃクラス 【8208教室】 Ｇクラス 【9305教室】

Ｄクラス 【8308教室】 Ｈクラス 【9406教室】

4

  　健康管理ノート作成 （◎健康管理部会）

　  健康管理問診票記入 (◎健康管理部会）

　　学生データ登録用紙回収（◎学生課）

5 教職オリエンテーション　【1114教室】　（◎教職課程部会）



年次

日 学科

 月  曜日 時限 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

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、

１年次生 ２年次生 ３年次生 ４年次生

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

Ａクラス Ｂクラス

【9号館ｱﾘｰﾅ】 【9208教室】

Ｃクラス Ｄクラス

【9号館ｱﾘｰﾅ】 【9208教室】

8日
(火)

1

新入生セミナー 新入生セミナー

Ａクラス・Ｂクラス 体育学科

救急処置法講座 履修に関する説明

【8208教室】 【1112教室】

2

（講座終了後移動）

4

CPR・AED実習

CPR・AED実習 履修に関する説明 新入生セミナー

Ｃ:【1322・1323教室】 体育学科

Ｄ:【1521・1523教室】 履修に関する説明

【1112教室】

3

新入生セミナー 履修に関する説明

【8208教室】

新入生セミナー

Ｃクラス・Ｄクラス Ｅ:【1322・1323教室】 体育学科

救急処置法講座 Ｆ:【1521・1523教室】 履修に関する説明

【1112教室】

（講座終了後移動）

履修に関する説明

新入生セミナー Ｇ:【1322・1323教室】

Ｈ:【1521・1523教室】

武道学科

5

履修に関する説明

【1112教室】

履修に関する説明

Ａ:【1322教室】

Ｂ:【1323教室】

定期健康診断　【２号館】　（◎健康管理部会）

Ｅクラス Ｆクラス

【9号館ｱﾘｰﾅ】 【9208教室】

Ｇクラス Ｈクラス

【9号館ｱﾘｰﾅ】 【9208教室】

定期健康診断　【２号館】　（◎健康管理部会）
4月

 ３年次生　男子　　112001～112200　  9：30集合

Ｃ:【1322・1323教室】 救急処置法講座  ３年次生　男子　　112201～112400　10：00集合

Ｄ:【1521・1523教室】 【8208教室】 【8308教室】  ３年次生　男子　　112401～　　 　　10：30集合

9日
(水)

1

新入生セミナー 新入生セミナー 新入生セミナー

履修登録 Ｅクラス・Ｆクラス トレーニング室
利用ガイダンス・登録

（講座終了後移動）  ３年次生　女子　　　　　　　　  　　11：00集合

CPR・AED実習

2

新入生セミナー 新入生セミナー

Ｇ:【1322・1323教室】

【8308教室】 Ｈ:【1521・1523教室】

3

新入生セミナー 新入生セミナー 新入生セミナー 定期健康診断　【２号館】　（◎健康管理部会）

トレーニング室
利用ガイダンス・登録

履修登録 Ｇクラス・Ｈクラス ２年次生　女子　　　　　　　13：30集合

Ｅ:【1322・1323教室】 救急処置法講座

Ａ:【1322教室】

トレーニング室
利用ガイダンス・登録

履修登録

  留年生、研究生、科目等履修生 、大学院生  11：00集合

　※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。

1

 ４年次生　女 子　　　　　　　　　　　　　 9：30集合

 ４年次生　男 子　 111001～111200　　  　 10：00集合

 ４年次生　男 子　 111201～111400　　　　10：30集合

 ４年次生　男 子　 111401～　　　　　 　　11：00集合

Ｂ:【1323教室】 【8308教室】

【8308教室】 Ｆ:【1521・1523教室】 【8208教室】

4

（講座終了後移動）

新入生セミナー 新入生セミナー CPR・AED実習

履修登録 トレーニング室
利用ガイダンス・登録

身体測定　【健康管理室】　（◎健康管理部会）

　　ＩＢＵＡＴ　（◎入試・広報委員会）

新入生セミナーと同じクラスごとの教室に集合

定期健康診断　【２号館】　（◎健康管理部会）

　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 【1222教室】

　国際スポーツ文化学科 【1223教室】 　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 【1222教室】

　国際スポーツ文化学科 【1223教室】

勝浦での生活について（防犯・ゴミ分別収集・住民登録・原付バイク標識・他）【1114教室】  ２年次生　男子　113001～113200　　　　　14：00集合

 （◎学生課・勝浦警察署・勝浦市役所・ＮＨＫ千葉放送局）  ２年次生　男子　113201～113400　　　　　14：30集合 　13：50集合

2

　新入生セミナー

　定期健康診断が終了した学生から順次測定すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（場所：健康管理室）

　履修申告確認表配付
緊急事態への対応  別科生　　　　　　　　　　　　　　　  　　14：00集合

4

クラブ案内・勧誘　　　【1114教室】　（◎学生委員会）

5

3

　13：10集合

新入生セミナー
　履修申告確認表配付

 ２年次生　男子　113401～　　　　　 　　　15：00集合

1
●定期健康診断　【２号館】　（◎健康管理部会） ●メディカルチェック【3号館体育館】（◎研究支援センター）

学籍番号順で行動（クラス別ではない） 学籍番号順で行動（クラス別ではない）

10日
(木)

女子 全員  9：30集合

男子 114001～114200 10：00集合

男子 114201～114400 10：30集合

男子 114401～ 11：00集合

11日
(金)

学籍番号順で行動（クラス別ではない） 学籍番号順で行動（クラス別ではない）

2

３号館

3

4
健康診断が終了した学生から順次メディカルチェックへ移動してください。


