2019 年３月 29 日
学生

各位

埼 玉 学 園 大 学
教務委員長 福 島 良 一
2019 年度春期ガイダンスについて

2019 年度春期ガイダンスを下記のとおり実施します。
記
１．実施日：2019 年 4 月 3 日(水)
２．時 程
人間文化学科

心理学科

子ども発達学科

1 年次（201 教室）
1 年次（202 教室）
2 年次（305 教室）
9:00～10:00
9:00～10:00
9:00～10:00
1.学科長挨拶
1.学科長挨拶
1.履修について
2.教員紹介（自己紹介）
2.教員紹介（自己紹介）
3.授業を受ける上での注意 【教務委員】3.授業を受ける上での注意 【教務委員】2.就職について
4.教員免許について 【教 員 ・ 保 育 士 養 成 課 程 委 員】4.学生生活上の注意
【学生委員】3. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について
5.学生生活上の注意
【学生委員】5.情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ利用上の注意【情報メディアセンター委員】
6.情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ利用上の注意【情 報 メ デ ィ ア セ ン タ ー 委 員 】6.ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】
3 年次（305 教室）
7.ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について 【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】
10:20～11:20
10:10～11:10
10:10～11:10
履修登録について
履修登録について
1.履修について
2.就職について
ゼミ
教室
ゼミ
教室
ゼミ
教室
ゼミ
教室
3. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について
伊藤(栄)ゼミ
掛野ゼミ
杉山ゼミ
501
503
小玉ゼミ 301
303
西山ゼミ
小島ゼミ
藤枝ゼミ
4 年次（405 教室）
湯浅ゼミ
福島ゼミ

502

山部ゼミ
森田ゼミ

504

小山ゼミ
古澤ゼミ

302

佐々木ゼミ
藤原ゼミ

304

経済経営学科

1 年次（405 教室）
9:00～10:30
1.学部長・学科長挨拶
【学科長、教務委員】
2.履修登録について
【教務委員】
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】 3.教員免許について 【教員・保育士養成課程委員】
【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】4.学生生活上の注意
【学生委員】
5.情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ利用上の注意【情報メディアセンター委員】
6.ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】
10:40～11:10
履修登録について
【学科長、教務委員】

ゼミ
教室
ゼミ
教室
箕輪ゼミ 406 広瀬ゼミ 402
【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】
】 相沢ゼミ 407 文 ゼミ 403
李 ゼミ 408 伊藤(孝)ゼミ 404
一戸ゼミ 409 吉田ゼミ 412
大塚ゼミ 410 大江ゼミ 308
【学科長、教務委員】
奥山ゼミ 411 柴田ゼミ 309
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】
張 ゼミ 401 薄井ゼミ 310
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】

11:40～12:40
1.履修について
2.就職について
3. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について 【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】

1 年次（405 教室）
2 年次（306 教室）
2 年次（202 教室）
13:30～14:30
11:30～12:30
11:30～12:30
1.学科長挨拶
【学科長、教務委員】1.履修について
【学科長、教務委員】
1.履修について
2.教員紹介（自己紹介）
【教員・保育士養成課程委員】2.就職について
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】
3.授業を受ける上での注意 【教務委員】2.教員免許について
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】 3. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について 【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】 4.学生生活上の注意
【学生委員】3.就職について
5.情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ利用上の注意【情報メディアセンター委員】4. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について
【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】
6.ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】
3 年次（201 教室）
3 年次（306 教室）
3 年次（202 教室）
14:40～15:40
教職課程(幼・小)、保育士養成課程説明 【教員・保育士養成課程委員】13:30～14:30
13:30～14:30
13:30～14:30
1.履修について
【学科長、教務委員】 1.履修について
【学科長、教務委員】 16:00～17:00
1.履修について
履修登録について
2.就職について
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】
2.就職について
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】
2.就職について
ゼミ
教室
ゼミ
教室 3. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について
3. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について 【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】3. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について 【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】
2 年次（201 教室）
11:30～12:30
1.履修について
2.教員免許について
3.就職について
4.ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について

4 年次（201 教室）
15:00～16:00
1.履修について
【学科長、教務委員】
2.就職について
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】
3. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について 【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】

梅澤ゼミ
野瀬ゼミ

401

吉野ゼミ
高橋ゼミ

403

三浦ゼミ
長友ゼミ

402

杉浦ゼミ
馬場ゼミ

404

浦野ゼミ
増南ゼミ

412

【学科長、教務委員】
【教員・保育士養成課程委員】
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】
【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】

【学科長、教務委員】
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】
【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】

4 年次（202 教室）
15:00～16:00
1.履修について
【学科長、教務委員】
2.就職について
【ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員】
3. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ講座について 【ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ委員】

12:40～13:10（507 教室）
教職課程(中・高)説明【教員・保育士養成課程委員】
教職課程に関する履修の概要や必要な事務手続きについて説明し、理解を図る。
12:40～13:00（302 教室）
過年度生対象履修登録説明【教務委員長、教務課長】
13:00～13:30（302 教室）
編入学生対象履修登録説明【教務委員長、教務課長】

以上

