
平成30年度前期オリエンテーション（１～３年生）
H30.3.27

4/3

(火）
　　13:30～ 場所：Ｋ１１７　新入生関係オリエンテーション打ち合わせ　（参加者：学生サポーター、１年生クラスアドバイザー、キャリアセンター）

 時　　　間 活動 場　　所 司会 担当者  時　　　間 活動 場所 司会 担当者  時　　　間 活動 場所 司会 担当者

9:30～12:30 1　アイスブレーキング

       9:30～  9:35 　　1）クラス担任紹介 生産：K117

       9:35～10:30　 　　2）同級生と仲間に！　 環境：K126

     10:30～10:40 　　　　 　　休　　　憩 食品：K129

     10:40～12:30 　　3）キャンパスツアーと昼食 学内

13:00～13:30 ２　入学時キャリケン 澤田

13:30～13:50 ３　県大クイズ　　　　　　　　 学生リーダー（金平、宮前）

13:50～14:40 ４　サークル等紹介　　　　　　　　　　　　　　　 学生自治会（中島）

14:00～15:00

12:40～16:00

9:30～12:10 １　大学と大学生活

       9:30～10:00 　 1）概要（大学の組織） 学生部長（榎本）

     10:00～11:30 　 2）学生生活全般　　　　　　　　  学生部委員会 10:30～10:40

（途中に休憩10分）
（榎本、片山、百瀬） 10:40～11:00 保健室お知らせ 保健室（坂上）

11:00～11:15 今後の進路について キャリアセンター（新村）

     11:30～11:50 　 3）保健関係　　　　　　　　　　　　　　　　　  保健室（坂上） 11:15～11:35 ゲノム分析実験の履修 資源研（中谷内）

     11:50～12:10 　 4)　進路状況と留学 キャリアセンター（新村） 11:35～11:55 農場実習の履修 農場（高居・福岡）

13:00～14:00 安全講習会 一恩・楠部・西本

14:00～14:15 教務お知らせ 教務学生課（松下）

14:15～14:30 ハラスメント防止 ハラスメント防止委員(新村)

14:30～14:40

14:40～15:40
留学・学外活動報告（大

西、向、ガクトラボ）
キャリアセンター（新村）

15:40～16:00 教職課程について 教職担当（石倉）

9:00～10:30 １　履修ガイダンス　　　　　
生産：K127

        9:00～9:30 　 1）概要（教務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  教務学生課（松下） 環境：K128

　      9:30～10:15  　2）教養教育ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ　　　　　  教養教育センター長(宮口) 食品：K129

 　   10:15～10:30    3）教職ガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教職担当（石倉） 10:30～10:40

10:30～10:45 10:40～11:00 保健室お知らせ 保健室（坂上）

10:45～12:10 ２　履修ガイダンス(専門)　　　　　　　　　　　　　　生産：K127

　 ・学科長挨拶 環境：K128

 　・専門科目、研究室紹介など 食品：K129

13:00～14:30 ２年次キャリケン K219

14:30～14:40

14:40～15:00 教務お知らせ 教務学生課（松下）

15:00～16:00
留学・学外活動報告 (大

西、品川、向、ガクトラボ）
キャリアセンター（新村）

15:00～15:10
４　アンケート記入
(オリエンテーションと健康調査）

各学科で集め、保健室へ 16:00～16:20 教職課程について 教職担当（石倉）

１年生 ２年生 ３年生

4/4

(水)

クラスアドバイザー・学生サポーター

学生サポーター

Ｋ219 新村

4/5

(木)

入　　学　　式

健康診断
（健康診断票・健診票の配布と説明は12時40分からK219で→新村）

健康診断
（健康診断票・健診票の配布と説明は12時40分からK117で→坂上）

4/6

(金)

澤田

9:00～10:30 学科別オリエンテーション

生：K127

環：K128

食：K129

13:00～16:00
健康診断

（健康診断票・健診票・受診票の配布と説明は午前中に行います。）

各学科長・クラスアドバイザー

Ｋ219

キャリアセンター（山崎）

各学科長・クラスアドバイザー

休　　憩

休　憩

E403 柳井

学科別オリエンテーション

K219 新村

休　　憩

K219 澤田

4/9

(月)

Ｋ219 澤田
9:00～10:30

13:00～15:00 ３　履修計画作成 生産：K127

環境：K128

食品：K129

クラスアド

バイザー

学科長・各学科教務委員

K219 新村

休　憩

澤田

休 憩

E403 新村

学科長・各学科教員
11:00～12:10 就職ガイダンス



平成30年度前期オリエンテーション（４年生、編入生、大学院生）
H30.3.27

  13:30～

 時　　　間 活動 場所 司会 担当者  時　　　間 活動 場　　所 司会 担当者  時　　　間 活動 場所 司会 担当者

9:30～12:30 1　アイスブレーキング

      　9:30～9:35 　　1）クラス担任紹介 生産：K117

        9:35～10:30　   　　2）同級生と仲間に！　 環境：K126

　    10:30～10:40 　　　　    休　　　憩 食品：K129

 　   10:40～12:30 　　3）キャンパスツアーと昼食

13:00～13:30 ２　入学時キャリケン 澤田

13:30～13:50 ３　県大クイズ　　　　　　　　 学生リーダー（金平、宮前）

13:50～14:40 ４　サークル等紹介　　　　　　　　　　　　　　　 学生自治会（中島弘人）

4/5

(木)
14:00～15:00

9:30～12:10 １　大学と大学生活　　　

   　   9:30～10:00 　 1）概要（大学の組織） 学生部長（榎本）

      10:00～11:30 　 2）学生生活全般1　　　　　　　　　　　　　　　　  学生部委員会

（途中に休憩10分） （榎本、片山、百瀬）

 　  11:30～11:50 　 3）保健関係　　　　　　　　　　　　　　　　　  保健室（坂上）

 　  11:50～12:10 　 4)　進路状況と留学 キャリアセンター（新村）

12:10～12:40

13:00～14:00 安全講習会 一恩・楠部・西本

14:00～14:15 教務お知らせ 教務学生課（松下）

14:15～14:30 ハラスメント防止 ハラスメント防止委員(新村)

14:30～16:00

9:00～10:30 １　履修ガイダンス　　　　　 9:00～9:30 大学概要 学長補佐（関根）

      　9:00～9:30 　 1）概要（教務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  教務学生課（松下） 9:30～9:50 TA RA説明 榎本学生部長

   　   9:30～10:15  　2）教養教育ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ　　　　　  教養教育センター長(宮口) 9:50～10:00 教務お知らせ 教務学生課（松下）

　　  10:15～10:30    3）教職ガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教職担当（石倉） 10:00～10:20 保健室お知らせ 保健室（坂上）

午前中 10:30～10:45 10:20～10:30 ハラスメント防止 ハラスメント防止委員(新村)

10:45～12:10 ２　履修ガイダンス(専門)　　　　　　　　　　　　　　生産：K127 10:30～10:40 就職ガイダンス キャリアセンター（山崎）

　・学科長挨拶 環境：K128

　・専門科目、研究室紹介など
食品：K129

13:00～13:15 教務お知らせ 教務学生課（松下）

13:15～13:30 ハラスメント防止 E403 新村 ハラスメント防止委員(新村)

13:30～13:50 保健室お知らせ 保健室（坂上） 午後 各研究室でオリエンテーション

15:00～15:10
４　アンケート記入
(オリエンテーションと健康調査）

４年生

場所：Ｋ１１７　新入生関係オリエンテーション打ち合わせ　               （参

加者：学生サポーター、１年生クラスアドバイザー、キャリアセンター）

4/6

(金)

4/9

(月)

各研究室でオリエンテーション

4/4

(水)

13:00～16:00
健康診断

（健康診断票・健診票の配布と説明は12時40分からK117で→新村）

13:00～15:00

クラスアドバイザー・学生サポーター

【注意】4月4日全日、6日午前、9日午前は1年生のオリエンテーションに参加してください。4月6日午

後は3年生のオリエンテーションに2時半まで参加した後、健康診断を受けて下さい。

学内

Ｋ219 新村

各学科

教務委員

編入生は、履修科目・時間割について、

教務学生課で最終確認してください。アン

ケートは各学科教務委員が集めて、保健

室へ

３　履修計画作成

健康診断
（健康診断票・健診票・受診票の配布と説明は12時40分からK117で→坂上）

編入生 院生（修士１・２年合同）

新村

休憩

学科長、各学科教員

昼　　休　　み

K219

Ｋ219
澤田

Ｋ219 澤田

健康診断

（健康診断票・健診票・受診票の配布と説明は

午前中に行います。）

入　　学　　式

E304

入　　学　　式

柳井


