
現在

※日程が、一部変更になることもあるので、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ時に再確認する事。

１年次
・編入

２～４年次 1年次

 9:15～ 9:15～ 9:15～ 9：00～11：15  8：50～10：30
資料配布開始 初登校（資料配布・確認） 初登校（資料配布・確認） 奨学金（日本学生支援機構） 心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科
 大学全学部 B402  (9：45～11：45)  (9：45～11：45) 予約採用候補者手続説明会 漢検模擬試験 A305

 短大部生活創造学科 C講堂 大学事務と学生支援・図書館 大学事務と学生支援・図書館 文学部 図4AB

（WEB履修登録・事前登録説明含む） （WEB履修登録・事前登録説明含む） 8：50～11：50 経済学部 C講堂  9：30～11：00  9：00～ 9：30
 10：00～11：30 下記学科のみ （編入学生も対象） 下記学科のみ （編入学生も対象） ＴＯＥＦＬ 社会福祉学部 A305 ☆ 〔編入学生〕 私費外国人留学生（大学院生・学部学生等）説明会

☆履修の方法について  心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 A503  大学英文学科　　　 A305 　大学英文学科 図4AB 短期大学部 図4AB 学科長面接 （奨学金・在留手続他） A401

 〔２年次〕  福祉心理学科　 A403  経済学科　　　 図4AB (単位認定案調整）

 心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 A503  福祉計画・福祉臨床学科　 C講堂  10：00～11：30  経営情報学科　 A403 11：00～12：00 9：00～10：00   12：30～14：30  大学英文学科　　　 A501 10：00～12：30
 経済学科　　　 図4AB  短期大学部 図4AB ☆履修の方法について  経済法学科 A503 外国語 ｢海外事情｣ 英語ﾌﾟﾚｰｽﾒﾝﾄ・ﾃｽﾄ 北星ﾋﾟｱ･ｻﾎﾟｰﾀｰ（在学生）  心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 A500 ＴＯＥＦＬ
 経済法学科 A305  〔３年次〕 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ zoom   短大部生活創造学科 C400 による説明会  経済学科　　　 A506 　短大部英文学科 図4AB

 福祉計画学科　 A403  大学英文学科　　　 zoom 　大学２年次以上  大学英文学科　　　 A403  経営情報学科　 A507

 福祉臨床学科　 C 400 10：00～12：00  心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 B402  福祉計画学科　 A508 10：00～11：30
 福祉心理学科　 C 700  10：30～12：00  13：00～15：30  13：00～14：30 宿オリ代替プログラム  経済学科　　　 図4AB  福祉心理学科　 A509

　短大部生活創造学科 C講堂 ☆履修の方法について ☆学科課程・ 海外短期研修（A)・（B)  短大部英文学科　集合 A305  経営情報学科　 C400  教育支援課担当者 A504  福祉計画学科　
(学生生活実態調査15分含む)  〔４年次・留年〕 　    履修の方法について 海外プロジェクト研修Ⅰ・Ⅱ （A館6階・B館5階使用）  経済法学科 A503 集合A503

 経済法学科 A 305  大学英文学科　　　 A305  ガイダンス  福祉計画学科　 A603  11：30～12：30  ( ｸﾞﾙｰﾌﾟ分け教室：A・B館5階)

11：30～12：30  経済学科　　　 図4AB  （英文･心コミ学科専門教育科目） 10：20～12：20  福祉臨床学科　 C700 生涯スポーツⅠ・Ⅱ
精神保健福祉援助実習  13：00～15：30  13：00～14：30  経営情報学科　 A403 　心コミ学科2年次以上 C700 クラスミーティング  福祉心理学科 C502 クラス分け 全学科３・４年次 10：00～12：00

履修希望者ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ ☆学科課程・ ☆履修の方法について  経済法学科 A503  短大部生活創造学科  短大部英文学科 A305 A 401

（対象：２年次） C 400    履修の方法について  〔２年次〕 13：00～15：00 集合C400（C館4・5階使用）  短大部生活創造学科 C500  福祉臨床学科　

 心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 A503  大学英文学科　　　 zoom  〔編入学生〕 A403

11：45～13：15  福祉計画学科 C700 (学生生活実態調査15分含む)    単位認定等説明会 13：00～14：30  14：45～15：45
教職課程 ２年次ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ  福祉臨床学科　 C講堂 15：50～17：20 ＜奨学金説明含む＞ 経済数学ｱﾁｰﾌﾞﾒﾝﾄﾃｽﾄ 午前の部 学生相談センター関係講演会 10：50～12：20
（12：40～障害児教育  福祉心理学科　 A403  14：30～16：00 経済数学ｱﾁｰﾌﾞﾒﾝﾄﾃｽﾄ (教育支援課) A 401  1年次経済学科生全員　　　 図4AB 開場10：00 ｶﾙﾄ･ﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ被害防止講演会 Overseas English Studies Ⅰ・Ⅱ

実習ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ） C500  短大部英文学科 図4AB 教職課程 ４年次ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ  1年次経済学科生全員　　　 図4AB 開式11：00  大学全学部 A305 Overseas English ExperienceⅠ・Ⅱ・Ⅲ
 短大部生活創造学科 A 603 教職実践演習公開抽選 C 400  13：00～16：00  短期大学部 A305 海外短期英語研修(B)(C）・海外短期研修ガイダンス(C）（D）

 12:45～ 午後の部 〔英文･心コミ学科１～３年次学生〕 zoom

資料配布開始   15：00～16：00  16：20～17：50 開場14：00
 短大部英文学科 C講堂  15：30～16：00 留年者の履修等について ☆履修の方法について 集合C700 開式15：00 16：00～17：00 12：30～13：30

☆大学院  大学対象  〔４年次〕 教職課程 １年次ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 派遣留学希望者のための説明会
13：30～15：00    履修の方法について （教育支援課） A401  大学英文学科　　　 zoom 13：00～15：50 C400 B402

☆履修の方法について 社会福祉学研究科 大学英文学科面接
 〔２年次〕 臨床心理学専攻 C701 集合B402 12：30～13：30
　短大部英文学科 C講堂 文学研究科 C703 スポーツ指導者資格取得説明会
 〔３年次〕 経済学研究科 zoom   大学全学年（希望者のみ） A501

 心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 A503

 経済学科　　　 図4AB  15：40～16：10 12：30～15：50
 経済法学科 A305 海外プログラム説明会 北星ﾋﾟｱ･ｻﾎﾟｰﾀｰ(在学生)に

 福祉計画学科　 A403  短大部英文学科 図4AB よる履修相談会
 福祉臨床学科　 C 400 １年次全学科対象：希望者のみ

 福祉心理学科　 C 700  16：00～16：30  16：20～17：50 13：00～17：00 C400 ,C700,C500,C502
(学生生活実態調査15分含む) ☆大学院 ☆履修の方法について 宿オリ代替プログラム
上記に引き続き　～19：30    履修の方法について  〔４年次・留年〕 　 福祉心理学科 13：30～15：35
心ｺﾐ学科 ３年次 社会福祉学研究科  心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 A503 集合C400（C館4・5階使用） 奨学金（日本学生支援機構）
プロジェクト実習説明会 社会福祉学専攻 C702  経済学科　　　 A305 新規採用申込手続説明会

Ｃ401,C402,C403,A400,A404  福祉計画学科　 C700 ※予約採用に係る説明会ではありません。
 福祉臨床学科　 C講堂 予約採用者は4/6(火)9：00からの説明会に参加してください。

15：00～15:30  福祉心理学科　 A403 　文学部 図4AB

精神保健福祉援助実習 (学生生活実態調査15分含む) 　経済学部 C講堂

履修希望者ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 　社会福祉学部 A305

（対象：３年次） C400 　短期大学部 図4AB

15:15～16:30 16：00～16：50
教職課程 ３年次ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 　　学生生活関係講演会

C500 　　①薬物乱用防止講演会（25分）

　　②禁煙啓発講演会（25分）

16:35～17:35 　大学全学部 A305

教職課程  <3年次以上> 　短期大学部 A305

介護等体験説明会 C500

2021/3/25

２０２１年度 オリエンテーション日程　
３／３１（水） ４／１（木） ４／２（金） ４／３（土） ４／５（月） ４／６（火） ４／７（水） ４／８（木）

２～４年次
（編入）

２～４年次（編入） １年次 ２～４年次（編入） １年次 ２～４年次（編入） １年次

学科新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
 心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

２～４年次
（編入）

１年次 ２～４年次（編入） １年次 ２～４年次（編入）
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式
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学科新入生ｸﾞﾙｰﾌﾟｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
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短大生はアミかけ部分を見ること
　（入学式、定期健康診断、履修登録期間、前期授業開始日は大
学・短期大学部共通）

※定期健康診断（体育館）

B600, B601, B602, B603, B604, 

B605, B608,B610

※Basic Speaking クラス振り分け

テスト実施教室B402, B405

※定期健康診断

（体育館）

定期健康診断について
学科・学年・男女別に、４/3(土)・４/５(月)・４/６(火)・

5/1(土) の中で、受診日・受診時間を指定しています。

詳細は、オリエンテーション資料に同封している「2021年度 健

康診断受診について」を必ず確認の上、指定された日時に受診して

ください。

 大学２年次以上（2021年度編入学生含む）

 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ『資料』配布会場
 開場時間　３月３１日 (水)　9：15～16：00 

 開場時間　４月１日 (木)　9：30～17：00

  大学全学部：Ｂ402教室 ＜4/2以降は教育支援課で配布＞

 短大２年次 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ『資料』
　３月３１日 (水)オリエンテーション会場(Ｃ館講堂)で配布

  短大英文学科：オリエンテーション終了後はA館6階「英文学科資料室」で配布

  生活創造学科：オリエンテーション終了後はA館6階「建築資料室」で配布

A500,A504、A506,A507、

A508、A509、B504

（詳細一覧は当日配布）

【対象者】

①１年次で、日本学生支援機構奨学金を

新たに希望する学生(予約採用候補者以

外)、または予約採用候補者だが違う種別

の奨学金(第一種・第二種・給付)との併用

または移行を希望する学生。

②２年次以上で、日本学生支援機構奨学

金を新たに希望する学生、または現在貸与

中だが違う種別の奨学金(第一種・第二

種・給付)との併用または移行を希望する

学生(注：継続説明会ではありません)。

　　　Ｃ講堂は、Ｃ館1階の「50周年記念ホール」となります。

注3）再入学、除籍からの復学者は、該当年次のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ等に出席すること。

注4）2021編入学生は、編入学生用と該当年次のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ等に出席すること。

注1）会場教室は、別冊子の「Campus Guide」で確認すること。

注2）図4AB教室、図4A教室、図4B教室は、図書館棟4階にあります。

オンデマンド(4/1or2に受験)

(大学)英語ﾌﾟﾚｰｽﾒﾝﾄ・ﾃｽﾄ１年生

(編入学生も含む)

選択外国語英語履修者のみ

心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

社会福祉学部全学科

オンデマンド(4/2or3に受験)

(大学)英語ﾌﾟﾚｰｽﾒﾝﾄ・ﾃｽﾄ１年生

(編入学生も含む)

選択外国語英語履修者のみ

経済学部全学科

オンデマンド実施プログラムについて
・【大学１年生(編入学生も含む)・選択外国語英語履修者のみ】

英語ﾌﾟﾚｰｽﾒﾝﾄ・ﾃｽﾄ受験必須：オリエンテーション資料に同封している

「選択外国語一覧」で自分の外国語を確認のうえ、該当者は手順書に

沿って期限内に各自受験してください。

・【経営情報学科】2～4年次
予め視聴期間については、moodleのオリエンテーション用の特設ペー

ジ(３月末公開)で確認してください。

Zoom実施プログラムについて
その他、各プログラムごとにZoomのIDや視聴方法等は、プログラムの前

日までにmoodleのオリエンテーション用の特設ページ(３月末公開)に掲

載予定です。

使用教室A

館・C館７階、

A503、A603

（詳細は当

日お知らせ）

心コミ１年次：A503に集合後

C500,C502,C501,A501,A503,

A703,A705にグループ分け

使用教室

A605、A607、

B501、B502、

B503、B504、

B505、B507

（詳細は当

日お知らせ）

事前登録日程（大学、短大） 　注）詳細はオリエンテーション資料に封入する『2021年度「事前(抽選)登録」が必要な科目一覧』で確認すること。

登録方法　※注） 入力開始・調査票配布 １次締切 １次発表 ２次締切 ２次発表 ３次締切 ３次発表 備　考

 ① Web＜②以外の全科目＞ 4/1（木）17：15～ 4/5（月）10：00
4/6（火）9：00

（発表後２次入力開始）
4/6（火）17：00 4/7（水）12：00 － －

履修相談［実施場所：体育館１階　体育教員］
4/1（木）13：00～16：30（随時）、4/2（金)13：00～16：30（随時）
4/6（火）9：30～11：00（随時）

 ② Web
＜『大学英文学科　学科専門教育科目「コース専門科目」
（３・４年次対象）』＞

4/1（木）17：15～ 4/5（月）10：00
4/6（火）9：00

（発表後２次入力開始）
4/6（火）15：00

4/7（水）9：00
（発表後３次入力開始）

4/7（水）12：00 4/7（水）16：00

 ③ 希望調査票
教育支援課配付トレー
（Ａ館１階）

4/5（月）16：00 4/7（水）10：00 － － － －

資料の受け取りについて
対面でのオリエンテーションが無い場合

も、資料は全員3/31・4/1の資料配布時

間内に必ず受け取ってください。

4/3(土)の13時～に変更


