
学年 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 昼休み 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

3月30日

（金） 抽選結果発表
（Ａ301）

留学生ガイダンス

（Ａ305）
スポーツ実技
科目履修登録

(体育館)
（A305）

4月3日 （新館講堂） （A305） （A305）

（火）

4月4日 （新館講堂） （A305） （図書館）

（水）

4月5日

（木）

（W203）（W205）

日本学生 抽選結果発表 Ｗｅｂ履修登録　　

4月6日 支援機構 （Ａ301） （W203）（W205）

（金） 奨学金申込

説明会

※新規貸与希望
者のみ（A305）

【注意事項】
１．授業科目の予備登録について ４．学生記録簿の提出について（１年生）

　（1）提出、抽選結果発表場所：新館A３０１教室 　　・４月６日（金）までに新館２階レポートボックスへ提出。

　（2）日時：

【１年生】 【２年生】 ５．健康診断について

・履修説明、履修相談 ・履修説明、履修相談 　（1）集合場所：指定された（　）内教室へ集合

　　　　　↓ 　　　　　↓ 　（2）集合時間：午前８時４０分　※時間厳守

・履修カード提出 ・履修カード提出

　　４月６日（金）１１時まで 　　３月３０日（金）１２時まで ６．図書館オリエンテーションについて（１年生）

　　　　　↓ 　　　　　↓ 　（1）集合場所：図書館

・抽選結果発表 ・抽選結果発表 　（2）集合時間：開始時間の５分前に集合

　　４月６日（金）１２時 　　３月３０日（金）１２時３０分 　（3）日　時：４月４日（水）　

　（3）講義内容、時間割を持参すること。 　　　　　学籍番号 ・1851001～1851050→１５時

・1851051～            →１５時３０分

２．スポーツ実技科目の予備登録について 　（4）キャンパスガイドを持参すること。

　（1）場所： 体育館

　（2）日時： ７．始業礼拝について

【１年生】 【２年生】 　　・聖書、讃美歌を持参すること。

・履修説明 ・履修説明

　　　　　↓ 　　　　　↓

　　４月６日（金）１１時 　　３月３０日（金）１２時

３．履修登録（本登録）について

　（1）Ｗｅｂ履修登録（各自学内のパソコン等で履修登録を行います。）

　（2）履修登録期間：３月３０日（金）１３時～４月１３日（金）１７時

・履修申告用紙（体育館で配布）を提出 ・履修申告用紙（体育館で配布）を提出

（新館４階大会議室）

教　科　書　販　売　

（新館４階大会議室）

１年生

履　修　相　談　（A305）　


教　科　書　販　売　（新館４階大会議室）

※履修カード提出（A301）

静岡英和学院大学短期大学部

入　　学　　式

・男子から開始　※集合時間厳守

２０１８年度　オリエンテーション（前期）　　　現代コミュニケーション学科　　　　　（　）内は教室

健　康　診　断　　（N101）
現
代
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
学
科

２年生

留学生ガイダンス学科ガイダンス

教　科　書　販　売　

図書館オリエンテーション

　（新館４階大会議室）

２年生

履修説明・履修相談

教　科　書　販　売　Ｗｅｂ履修登録

２年生

２年生
※履修カード提出（A301）

ボランティアガイダンス

健　康　診　断　　（N101）

・男子から開始　※集合時間厳守

１年生

スポーツ実技
科目履修登録

(体育館)

１年生

２年生

１年生

始業礼拝（新館講堂）

※聖書、讃美歌持参のこと

１年生

履修説明

学部事務室・学務課・キャリア支援課

履修相談（A305）




学年 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 昼休み 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

3月30日

（金） クラスアワー
抽選結果発表

（A301）

１組（Ａ405）
2組（Ａ406） （A303）

スポーツ実技
科目履修登録

(体育館)

留学生ガイダン
ス（A305） （W203）（W205）

写真撮影 クラスアワー
留学生

ガイダンス

4月3日 （新館講堂） （本館玄関） （W302）
１組（Ｗ301）
2組（Ｗ302） （A305）

（火）

4月4日 （新館講堂） （図書館） （A303）

（水）

4月5日

（木）

日本学生 抽選結果発表

支援機構 （Ａ301） （W302） （W203）（W205）

4月6日 奨学金申込

（金） 説明会 　

（S203）
※新規貸与希望
者のみ（A305） （W302）

【注意事項】
１．授業科目の予備登録について ４．学生記録簿・健康状態調査の原稿の提出について（１年生）

　（1）提出、抽選結果発表場所：新館A３０１教室 　　・４月６日（金）までに新館２階レポートボックスへ提出。

　（2）日時：

【１年生】 【２年生】 ５．健康診断について

・履修説明、履修相談 ・履修説明、履修相談 　（1）集合場所：指定された（　）内教室へ集合

　　　　　↓ 　　　　　↓ 　（2）集合時間：午前８時４０分　※時間厳守

・履修カード提出 ・履修カード提出

　　４月６日（金）１１時まで 　　３月３０日（金）１２時まで ６．図書館オリエンテーションについて（１年生）

　　　　　↓ 　　　　　↓ 　（1）集合場所：図書館

・抽選結果発表 ・抽選結果発表 　（2）集合時間：開始時間の５分前に集合

　　４月６日（金）１２時 　　３月３０日（金）１２時３０分 　（3）日　時：４月４日（水）　

　（3）講義内容、時間割を持参すること。 ・１組→１３時

・２組→１３時３０分

２．スポーツ実技科目の予備登録について 　（4）キャンパスガイドを持参すること。

　（1）場所： 体育館

　（2）日時： ※食物学科１年生は、４月３日（火）入学式終了後

【１年生】 【２年生】 　クラス別に写真撮影を行ないます。

・履修説明 ・履修説明

　　　　　↓ 　　　　　↓ ７．始業礼拝について

　　・聖書、讃美歌を持参すること。

　　４月６日（金）１１時 　　３月３０日（金）１２時

３．履修登録（本登録）について

　（1）Ｗｅｂ履修登録（各自学内のパソコン等で履修登録を行います。）

　（2）締 切 日：４月１３日（金）１７時

静岡英和学院大学短期大学部

２０１８年度　オリエンテーション（前期）　　　食物学科　　　　　（　）内は教室

食
　
物
　
学
　
科

１年生

２年生
履修説明 履修相談（A303） Web履修登録

※履修カード提出（A301）

１年生
入　　学　　式 学科ガイダンス

２年生
健　康　診　断　　（N101）

・男子から開始　※集合時間厳守

１年生
学部事務室・学務課・キャリア支援課 始業礼拝（新館講堂） 図書館オリエンテーション 履修説明・履修相談

ボランティアガイダンス ※聖書、讃美歌持参のこと

２年生

１年生
健　康　診　断　　（N101） 教　科　書　販　売　

・男子から開始　※集合時間厳守 　（新館４階大会議室）

２年生
教　科　書　販　売　

（新館４階大会議室）

１年生

履　修　相　談　（A303）　　


スポーツ実技
科目履修登録

(体育館)

学 科 講 演 会 Ｗｅｂ履修登録

※履修カード提出（A301）

教　科　書　販　売　　（新館４階大会議室）

２年生

給食管理実習Ⅱ説明会 学 科 講 演 会

教　科　書　販　売　　（新館４階大会議室）

・履修申告用紙（体育館で配布）を提出 ・履修申告用紙（体育館で配布）を提出


