
９月２０日(火) 履修登録（9:00～16:30） 教室 ９月２０日(火) 履修登録（9:00～16:30） 教室

9:00～10:00 対象者 教
レイターマッチング説明会
※学群（専攻未所属）および所属専攻の変更を希望する学生
対象

次ページ参照 9:00～10:00 2 年 就 キャリアガイダンス
プレアホール
（8号館1階）

10:10～11:10 教 専攻別ガイダンス 次ページ参照 10:10～11:10 3 年 就 キャリアガイダンス
プレアホール
（8号館1階）

11:20～12:10 希望者 教 みらい志向プログラム説明会 3102教室 11:20～12:20 4 年 就 キャリアガイダンス 8301教室

13:00～13:45 就 キャリアガイダンス
※ロシア語専攻、地域共創学群対象

3101教室 13:00～14:00 2 年 教 専攻別ガイダンス 次ページ参照

13:00～13:45 就 キャリアガイダンス
※法学、スポーツ文化専攻対象

3001教室 14:10～15:10 3 年 教 専攻別ガイダンス 次ページ参照

13:55～14:40 就 キャリアガイダンス
※経済、英語、歴史文化専攻対象

3101教室 15:20～16:20 4 年 教 専攻別ガイダンス 次ページ参照

13:55～14:40 就 キャリアガイダンス
※経営、日本語・日本文化、リベラルアーツ専攻対象

3001教室

14:50～15:50 希望者 教 教員養成コース説明会 2207教室

16:00～17:00 希望者 就 公務員養成コース説明会 3101教室

９月２１日(水) 履修登録（9:00～16:30） 教室 ９月２１日(水) 履修登録（9:00～16:30） 教室

9:00～11:00 希望者 教 アクティブプログラム説明会①
※アクティブプログラム説明会①と②は内容が異なります。

3102教室 9:00～11:00 2 3 年希望者 教 アクティブプログラム説明会①
※アクティブプログラム説明会①と②は内容が異なります。

3102教室

11:10～12:10 希望者 教 交換・認定留学説明会 6102教室 11:10～12:10 2 3 4 年希望者 教 交換・認定留学説明会 6102教室

13:00～15:00 希望者 教 アクティブプログラム説明会②
※アクティブプログラム説明会①と②は内容が異なります。

3102教室 13:00～15:00 2 3 年希望者 教 アクティブプログラム説明会②
※アクティブプログラム説明会①と②は内容が異なります。

3102教室

15:10～16:10 希望者 教 日本語教師養成課程説明会 2207教室 15:10～16:10 2 3 年希望者 教 日本語教師養成課程説明会 2207教室

９月２２日(木) 履修確認・変更日（9:00～16:30） ９月２２日(木) 履修確認・変更日（9:00～16:30）

９月２３日(金) 履修確認日 ９月２３日(金) 履修確認日

９月２４日(土) 履修確認日 ９月２４日(土) 履修確認日

９月２５日(日) 履修確認日 ９月２５日(日) 履修確認日

９月２６日(月) 履修確認・変更日（9:00～16:30） ９月２６日(月) 履修確認・変更日（9:00～16:30）

９月２７日(火) 履修確認・変更日（9:00～16:30） ９月２７日(火) 履修確認・変更日（9:00～16:30）

９月２８日(水) 履修確認・変更日（9:00～16:30） ９月２８日(水) 履修確認・変更日（9:00～16:30）

９月２９日(木) 履修確認・変更日（9:00～16:30） ９月２９日(木) 履修確認・変更日（9:00～16:30）

９月３０日(金) 履修確認・変更日（9:00～16:30） 履修変更最終日 ９月３０日(金) 履修確認・変更日（9:00～16:30） 履修変更最終日

１０月１日(土) 履修確認日 １０月１日(土) 履修確認日

祝日 祝日

秋学期授業開始 秋学期授業開始

２０２２年度　秋学期ガイダンス・オリエンテーション日程表【2日間】

１年生 ２・３・４年生



レイターマッチング説明会（１年生対象）

９月２０日（火）9：00～10：00

対象学生は、地域共創学群（専攻未所属）学生と、2年次から所属専攻の変更を希望している学生です。
＊地域共創学群（専攻未所属）の学生は必ず参加してください。

＊1年次から各専攻に所属し、2年次以降も同じ専攻を希望する学生は「専攻別ガイダンス」から参加してください。

《教室》

1年次の所属 教室

地域共創学群（専攻未所属） 3101

経済学、経営学、法学、英語、ロシア語、歴

史文化、日本語・日本文化、スポーツ文化、

リベラルアーツ専攻（専攻変更希望者のみ）

3001

専攻別ガイダンス（全学年対象）

９月２０日（火）
　１年生　10：10～11：10（※２年次から所属を希望する専攻の説明会に出席してください）
　２年生　13：00～14：00
　３年生　14：10～15：10
　４年生　15：20～16：20

《教室》（教室番号が記載されている場合は対面での実施です）

専攻名 １年生 ２年生 ３年生 ４年生

経済学専攻 3101 8203 8203

地域創生専攻 ― ― ―

経営学専攻 3102 3102 実施しない 実施しない

法学専攻 8203 実施しない 実施しない 実施しない

現代政治専攻 ― ― ― 実施しない

8303
レイターマッチングで2年次

より英語専攻を希望する学生

のみ

※英語専攻所属の1年生向け

ガイダンスは実施しない

ロシア語専攻 8101

歴史文化専攻 8102 実施しない 実施しない 実施しない

8201 8201
対面参加できない場

合、遠隔(オンデマン

ド)での視聴も可

対面参加できない場

合、遠隔(オンデマン

ド)での視聴も可

中国語・中国文化専攻 ― ― ― 実施しない

異文化コミュニケーション専攻 ― ― ― 実施しない

スポーツ文化専攻 3002 3002 3002 3002

リベラルアーツ専攻 遠隔(オンデマンド) 遠隔(オンデマンド) 遠隔(オンデマンド) 遠隔(オンデマンド)

２０２２年度　秋学期ガイダンス・オリエンテーション

8203

経済、地域創生合同

8101（13:00～　2年・3年・4年合同）

新型コロナウイルスの感染状況により、ガイダンス・オリエンテーションの日時、実施方法等を変更する可

能性があります。最新の情報は、本学HPかお知らせ配信で確認してください。

日本語・日本文化専攻 遠隔(オンデマンド)遠隔(オンデマンド)

英語専攻 実施しない 実施しない 実施しない


