
平成31年度前期オリエンテーション（１〜4年⽣）
H31.3.25

4/2
(火）

13:30〜15:30

 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  時　　　間 活動 場所 司会 担当者

9:30〜  9:35 クラス担任紹介 ⽣産：K117
9:35〜10:30　 同級⽣と仲間に！　 環境：K126
10:30〜10:40 　　　　 　　休　　　憩 食品：K129
10:40〜12:30 キャンパスツアーと昼食 学内
13:00〜13:30 入学時キャリケン Ｋ219 澤田
13:30〜16:00 サークル等紹介　　　　　　　　　　　　　　　講義室、ホール 自治会（井原）

 9:00〜10:00 履修ガイダンス（全般） 教務委員⻑（松本）
コース⻑（村上）

10:00〜10:15 教養教育ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ　　　　　  教養センター⻑(澤田)

10:15〜10:30 教職ガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教職担当 10:30〜10:40

10:40〜10:55 今後の進路について 山崎

10:30〜10:45 10:55〜11:15 ゲノム分析実験の履修 中谷内 10:45〜11:05 健康診断票配布 坂上

10:45〜12:10 学科ガイダンス(専門)　　　　　　　　　　　　　　⽣産：K127 学科⻑ 11:15〜11:35 農場実習の履修 農場⻑（橋谷田） 11:05〜11:15 相談窓口について 新村

・学科紹介 環境：K128 学科⻑ 各学科教員 11:35〜11:45 相談窓口について 新村 11:15〜12:00 留学・学外活動報告 新村・吉原

・専門科目、研究室紹介 食品：K129 11:45〜12:05 保健室お知らせ 坂上 12:00〜12:15 教務お知らせ 松下

(11:50〜12:10) ・コース紹介 村上,松本,瀧本,⼩林 12:05〜12:15 健康診断票配布 坂上

12:50〜14:30 ３年次キャリケン K219 森丈 マイナビ
14:30〜14:40

14:40〜14:50 就職支援室お知らせ 山崎
14:50〜15:00 教務お知らせ 松下

教務（吉原） 15:00〜15:30 学科別オリエンテーション
（環境はなし）

⽣産（K219）
環境なし
食品(K117)

各学科 各学科

10:00〜11:00

11:00〜13:00

 9:00〜  9:30 教務お知らせ　　　　　　　　  教務学⽣課（松下） 8:50〜10:00 安全講習会 ⼀恩、楠部、⻄本

 9:30〜  9:45 新⽣活を送る上での注意 学⽣部⻑（瀧本） 10:00〜10:10 相談窓口について 新村

 9:45〜  9:55 相談窓口について 新村 10:10〜10:30 健康診断票配布 坂上

 9:55〜 10:05 休憩 10:30〜10:40

10:05〜11:10 かしこい消費者塾 消費⽣活センター 10:40〜11:40 留学・学外活動報告 新村・吉原

11:10〜11:50 学外活動報告 新村・吉原 11:40〜12:00 教職課程について★ 石倉

11:50〜12:10 健康診断票配布
オリエンテーションアンケ―ト

坂上
吉原

13:00〜13:20 教務お知らせ 松下 13:00〜14:30 北陸農政局⻑講話 E403 森丈 キャリアセンター

13:20〜14:30 ２年次キャリケン 澤田

14:30〜14:40

14:40〜15:40 留学・学外活動報告 新村・吉原
15:40〜16:00 教職課程について★ 教職担当

★教職関係は関係する学⽣のみ参加

オリエンテーションは全員、参加必須です。
自分の学年のスケジュールに参加してください。

健康診断
（健康診断票の配布と説明は午前中に⾏います。）

野々市市役所出張窓口（住⺠票等）

森丈

森丈

高原
K219

休　　憩

E403

E403

健康診断
（健康診断票の配布と説明は午前中に⾏います。）

休　憩

K219

K219

4/8
(月)

澤田

13:00〜16:00 健康診断
（健康診断票の配布と説明は午前中に⾏います。）

Ｋ219

弘中

弘中

4/3
(水)

4/4
(木)

13:00〜15:00
⽣産：K127
環境：K128
食品：K129

履修計画作成

4/5
(⾦)

入　　学　　式

Ｋ219

弘中

クラスアド
バイザー

学科⻑
クラスアドバイザー

教務委員 健康診断
（健康診断票の配布と説明は午前中に⾏います。）

澤田 9:00〜10:30

澤田

休 憩

⽣：K127
環：K128
食：K129

休　憩

E403

各学科⻑
クラスアドバイザー

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、森丈、弘中、髙原、山下、新村、吉原）

9:00〜10:30 学科別オリエンテーション

１年⽣ ２年⽣ ３年⽣

各研究室でオリエンテーション

クラスアドバイザー
キャリア委員(H31)

学⽣サポーター

15:00〜15:30 アンケート記入
(健康康調査、広報関係）

森丈

休憩

K219

※注意※

講習会に参加しない場
合、実験を履修するこ
とができません



平成31年度前期オリエンテーション（編⼊⽣、⼤学院⽣）
H31.3.25

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

9:30〜  9:35 クラス担任紹介 ⽣産：K117
9:35〜10:30　 同級⽣と仲間に！　 環境：K126
10:30〜10:40 　　　　 　　休　　　憩 食品：K129
10:40〜12:30 キャンパスツアーと昼食 学内
13:00〜13:30 ⼊学時キャリケン Ｋ219 澤田
13:30〜16:00 サークル等紹介　　　　　　　　　　　　　　　講義室、体育館 学⽣自治会（井原）

 9:00〜10:00 履修ガイダンス（全般） 教務委員⻑（松本）

10:00〜10:15 教養教育ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ　　　　　  教養センター⻑(澤田)

10:15〜10:30 教職ガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教職担当

10:30〜10:45

10:45〜12:10 学科ガイダンス(専門)　　　　　　　　　　　　　　⽣産：K127 学科⻑

・学紹介 環境：K128 各学科教員

・専門科目、研究室紹介 食品：K129

(11:50〜12:10) ・コース紹介 村上、松本、瀧本・⼩林

15:00〜15:30 学科別オリエンテーション 各学科教員

15:30〜16:00 アンケート記入
(健康調査広報関係）

教務（吉原）

10:00〜11:00

11:00〜13:00

8:50〜10:00 安全講習会 ⼀恩、楠部、⻄本 8:50〜9:30 ⼤学概要 学⻑補佐（関根）
10:00〜10:10 相談窓口について 新村 9:30〜9:50 健康診断票配布 坂上
10:10〜10:30 健康診断票配布 坂上 9:50〜10:10 TA RA説明 瀧本
10:30〜10:40 10:10〜10:20 就職支援室お知らせ 山崎
10:40〜11:40 留学・学外活動報告 新村・吉原 10:20〜10:30 相談窓口について 新村
11:40〜12:00 教職課程について★ 石倉 10:30〜10:50 教務お知らせ 松下

10:50〜12:10

13:00〜14:30 北陸農政局講話 E403 森丈 キャリアセンター

★教職関係は関係する学⽣のみ参加

オリエンテーションは全員、参加必須です。
自分の学年のスケジュールに参加してください。

１年⽣
クラスアド
バイザー

各研究室でオリエンテーション

E403 森丈

K117 各学科

4/8 (月)

Ｋ219 澤田

休 憩

4/5 (⾦)
⼊　　　　学        式

野々市市役所出張窓口（住⺠票等）

4/4
(木)

健康診断（健康診断票の配布と説明は午前中に⾏います。）健康診断（健康診断票の配布と説明は午前中に⾏います。）

4/3
(水)

クラスアドバイザー
キャリア委員(H31)
学⽣サポーター澤田

山下

編⼊⽣ 院⽣（修⼠１・２年合同）

1年⽣の⽇程に参加：4/3(水),4/4(木)
3年⽣の⽇程に参加:4/8(月)

学科⻑
教務委員

学科⻑

13:00〜15:00 履修計画作成
⽣産：K127
環境：K128
食品：K129

休　　憩

E403 森丈

E304

※注意※

講習会に参加しない場
合、実験を履修するこ
とができません


