
 

２０２２年度  工学部新入生 新年度予定表 
※下記以外にコースから別途指示がある場合には、その指示に従ってください。 

月日 対象者 場所 行事予定 及び 時刻 備考 

4/6 

（水） 

機械コース全学生 ８号館３階 

８３３教室 
【集合時刻】 ９：３０ 
９：３０～９：５０ 

 学生証・アカウント配付 

９：５０～11：00 

 教育研究情報課ガイダンス 

  アカウント設定・BYOD 

１１：００～１１：５０ 
 学生課ガイダンス 
  学生生活・奨学金等 

１４：３０～１７：００ 
新入生基礎調査 

 

【機械・電気電子・化学・材料】 

１２：００～１３：００ 

 教務・履修ガイダンス 

【情報】 

１３：１０～１４：１０ 

 教務・履修ガイダンス 

◎充電したノートＰＣを

必ず持参してくださ

い！ 

毎年、電源が切れてし

まう学生が散見されま

す。必ず電源コードも

持参してください。 

電気電子コース全学生 ９号館１階 

９１４教室 

情報コース全学生 ７号館１階 

７１２教室 

化学・材料コース全学

生 

９号館１階 

９１４教室 

建築コース 1 
（苗字が 

あ～た行から始まる学

生） 

９号館２階 

９２３教室 
【集合時刻】 １３：１０ 
１３：１０～１３：３０ 

 学生証・アカウント配付 

１３：３０～1４：４0 
 教育研究情報課ガイダンス 
  アカウント設定・BYOD 

１４：４０～１５：３０ 
 学生課ガイダンス 
  学生生活・奨学金等 

１５：４０～１６：４０ 

 教務・履修ガイダンス 

建築コース 2 
(苗字が 

な～わ行から始まる学

生) 

９号館２階 

９２４教室 

4/7 

（木） 

機械コース全学生 本館 1 階 

０１１教室 

０１２教室 

９：００～ 
健康診断（女子） 

９：４０～ 
健康診断（男子） 

◎健康診断を受ける

前に本冊子にある【健

康 診 断 受 診 上 の 注

意】を確認してから受

診してください 

◎充電したノートＰＣを

必ず持参してくださ

い！ 

毎年、電源が切れてし

まう学生が散見されま

す。必ず電源コードも

持参してください。 

８号館３階 

 ８３３教室 
１０：２０～１１：２０ 

コースガイダンス 

電気電子コース全学生 本館 1 階 

０１１教室 

０１２教室 

９：００～ 
健康診断（女子） 

１０：００～ 
健康診断（男子） 

９号館１階 

 ９１４教室 
１１：００～１２：００ 

コースガイダンス 

情報コース全学生 本館 1 階 

０１１教室 

０１２教室 

９：００～ 
健康診断（女子） 

７号館１階 

 ７１２教室 
９：５０～１０：５０ 

コースガイダンス 

本館 1 階 

０１１教室 

０１２教室 

１０：５０～ 
健康診断（男子） 

化学・材料コース全学

生 

本館 1 階 

０１１教室 

０１２教室 

１２：５０～ 
 健康診断（男子） 

１４：３０～ 
 健康診断（女子） 

１１号館 2 階 

 １１２２教室 
１５：００～１６：００ 
 コースガイダンス 

 
 



 

月日 対象者 場所 行事予定 及び 時刻 備考 

4/7 

（木） 

建築コース 1 
（苗字が 

あ～た行から始まる学

生） 

 

９号館２階 

 ９２３教室 
９：３０～１２：００ 
 新入生基礎調査 

◎健康診断を受ける

前に本冊子にある【健

康 診 断 受 診 上 の 注

意】を確認してから受

診してください 

◎充電したノートＰＣを

必ず持参してくださ

い！ 

毎年、電源が切れてし

まう学生が散見されま

す。必ず電源コードも

持参してください。 

本館 1 階 

 ０１１教室 

 ０１２教室 

１４：１０～ 
 健康診断（女子） 

９号館２階 

 ９２３教室 
１５：００～１６：００ 
 コースガイダンス 

本館 1 階 

 ０１１教室 

 ０１２教室 

１６：００～ 
 健康診断（男子） 

建築コース 2 
(苗字が 

な～わ行から始まる学

生)  

 

本館 1 階 

 ０１１教室 

 ０１２教室 

９：００～ 
 健康診断（女子） 

９号館２階 

 ９２４教室 
９：３０～１２：００ 
 新入生基礎調査 

９号館２階 

 ９２４教室 
１５：００～１６：００ 
 コースガイダンス 

本館 1 階 

 ０１１教室 

 ０１２教室 

１６：００～ 
 健康診断（男子） 

外国人留学生 ５号館１階 

 ５１２教室 

１２：１０～１２：４０ 

 留学生ガイダンス 

※外国人留学生のみが対象です。外国

人留学生は必ず参加してください。 

全コースの教職課程の

履修を希望する学生 

１１号館１階 

 １１１１教室 

１３：２０～１４：１０ 

 教職課程ガイダンス 

※教職課程の履修を希望する学生は

必ず参加してください。欠席すると教職

課程は履修できません。 

4/8 

(金) 

機械コース全学生 ※詳細は別途案内し

ます。 
９：３０～１５：００ 
 新入生オリエンテーション 

※新入生オリエンテーションは体育

館で実施します。必ず屋内シューズ

を持参してください。 

電気電子コース全学生 ※詳細は別途案内し

ます。 
１０：３０～１６：００ 
 新入生オリエンテーション 

※新入生オリエンテーションは体育

館で実施します。必ず屋内シューズ

を持参してください。 

※クラブ・サークル紹介のスケジュ

ール詳細は別途案内します。 

情報コース 1 
（苗字が 

あ～た行から始まる学

生） 

７号館１階 

 ７１１教室 

９：５０～１０：５０ 

 就職支援課ガイダンス 

クラブ・サークル紹介 

 学生会館等 
１１：００～１３：００ 
 クラブ・サークル紹介 

※詳細は別途案内し

ます。 

１３：００～１５：００ 

 新入生オリエンテーション 

情報コース 2 
(苗字が 

な～わ行から始まる学

生) 

７号館１階 

 ７１２教室 

９：５０～１０：５０ 

 就職支援課ガイダンス 

クラブ・サークル紹介 

 学生会館等 
１１：００～１３：００ 
 クラブ・サークル紹介 

※詳細は別途案内し

ます。 

１３：００～１５：００ 

 新入生オリエンテーション 

化学・材料コース全学

生 

※詳細は別途案内し

ます。 
１０：３０～１６：００ 
 新入生オリエンテーション 

建築コース全学生 【学外】  

※詳細は別途案内し

ます。 

新入生オリエンテーション ※スケジュール詳細は別途案内し

ます。 

4/9 

(土) 

機械コース全学生 ７号館１階  

 ７１１教室 

クラブ・サークル紹介 

 学生会館等 

９：５０～１０：５０ 
 就職支援課ガイダンス 

１１：００～１３：００ 
 クラブ・サークル紹介 

※クラブ・サークル紹介のスケジュ

ール詳細は別途案内します。 

電気電子コース全学生 

 
 
 
 
 



 

月日 コース名 場所 行事予定 及び 時刻 備考 

4/9 

(土) 

 

情報コース 1 
（苗字が 

あ～た行から始まる学

生） 

※詳細は別途案内し

ます。 

９：３０～１２：００ 

 新入生オリエンテーション 

※新入生オリエンテーションは体育

館で実施します。必ず屋内シューズ

を持参してください。 

※クラブ・サークル紹介のスケジュ

ール詳細は別途案内します。 

クラブ・サークル紹介 

 学生会館等 
１２：００～１３：００ 
 クラブ・サークル紹介 

情報コース 2 
(苗字が 

な～わ行から始まる学

生) 

クラブ・サークル紹介 

 学生会館等 
１２：００～１３：００ 
 クラブ・サークル紹介 

※新入生オリエンテーションは体育

館で実施します。必ず屋内シューズ

を持参してください。 

※クラブ・サークル紹介のスケジュ

ール詳細は別途案内します。 

※詳細は別途案内し

ます。 

１３：３０～１６：００ 

 新入生オリエンテーション 

化学・材料コース全学

生 

７号館１階  

 ７１１教室 

クラブ・サークル紹介 

 学生会館等 

９：５０～１０：５０ 
 就職支援課ガイダンス 

１１：００～１３：００ 
 クラブ・サークル紹介 

※クラブ・サークル紹介のスケジュ

ール詳細は別途案内します。 

建築コース全学生 
 

７号館１階  

 ７１２教室 

クラブ・サークル紹介 

 学生会館等 

９：５０～１０：５０ 
 就職支援課ガイダンス 

１１：００～１３：００ 
 クラブ・サークル紹介 

※クラブ・サークル紹介のスケジュ

ール詳細は別途案内します。 

 
４月１１日（月） 授業開始 
 

 

履修登録期間 

４月８日（金） ～ ４月 11 日（月） 第 1 回抽選＆履修登録期間 

４月 13 日（水）・４月 14 日（木） 第 2 回抽選＆履修登録期間 

４月 16 日（土）・４月 17 日（日） 最終抽選＆履修登録期間 

 

 

○ガイダンスを欠席したときは 

４月６日(水)のガイダンスを欠席した学生は、本館 1 階の教務課窓口で配付資料を受け取ってください。 
 

定期健康診断 

【健康診断受診上の注意】 

◎集合場所：集合時間の 5 分前には本館 1 階 011 教室前の廊下に集合してください 

 ※受診時間を守り，分散受診にご協力ください。 

・当日に発熱や風邪症状のある学生は受診を控え，健康管理センター（046-242-9504）に連絡してください。 

・会場内では必ずマスクを着用，私語厳禁，人との間隔を空けて並んでください。 

・健康診断前と終了後に必ず手洗いをし，健康診断中は適宜手指消毒をしてください。 

・混雑を避けるため着脱しやすい服装で，アクセサリー類はあらかじめ外してきてください。 

・胸部Ｘ線撮影はＴシャツ一枚で撮影します。必ず無地のＴシャツを用意してください（ボタン・飾り・ワンポイントは不可）。また，

髪の長い学生は束ねるゴムを持参してください。 

・検尿を行うので，健康診断の前に甘い飲み物を飲まないようにしてください。 

・学生証，筆記用具を持参してください。 

・受診できない場合はあらかじめ健康管理センターに相談してください。 

・大学で受診しない場合は，健康管理センターで所定の用紙を受け取り，自己負担にて医療機関で受診し，結果を提出し

てください。その場合には学内での健康診断書の発行はできません。 

・健康診断を受診しなかった学生，結果に異常所見にあった学生は保証人に連絡します。 

・健康診断結果は全員に配布します。必ず健康管理センターで受け取ってください。配布時期については別途コウゲイ.net

でお知らせします。 



4/7（木）

集合時間 厚木キャンパス※括弧内の数字は学籍番号です。

9:00
1年機械女子，電気電子女子，情報女子，建築女子(な～
わ)

9:40 1年機械男子

10:00 1年電気電子男子

10:50 1年情報男子(2213001～2213010)

11:00 1年情報男子(2213011～2213070)

11:20 1年情報男子(2213071～2213120)

11:40 1年情報男子(2213121以降)

昼休み

12:50 1年化学・材料男子

14:10 1年建築女子(あ～た)

16:00 1年建築男子(2215001～2215070)

16:20 1年建築男子(2215071～2215140)

16:40 1年建築男子(2215141以降)

17:00 終了

場所：本館１階０１１・０１２教室

2022年度 学生定期健康診断タイムスケジュール

※
受
診
時
間
の
５
分
前
に
は
集
合
す
る
こ
と
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