
在学生

1年

経済・経営
1年

地域創造
1年

経済・経営
2～4年

地域創造
1～4年

K-CIP
(A・Bコース)

教職課程

経済・経営
1～4年

地域創造
1～4年

 

     

経済・経営
1年

地域創造
1年

2～4年

  

4/11（月） 両学部 授　業　開　始

　 ●教科書販売 　　：4月11日（月）～4月22日（金）土日を除く毎日10時～16時まで　自由ケ丘会館ブックセンター (2～4年生用の教科書一覧は、ブックセンターに設置するとともに大学ホームページにおいても公開)
　　　　　　　　　　  ※ただし、日本スポーツ協会、健康・体力づくり事業財団のテキスト購入は、教務課で申込用紙を受け取りのうえ申込むこと　【用紙配布期間】4月11日（月）～4月20日（水）　【申込期限】4月20日(水)　16時
　 ●Web履修修正期間：4月19日(火) 9：00 ～ 4月20日（水）16：00
 　●Web履修削除期間：5月9日（月）～5月10日（火）［予定］

〔健康診断〕経済学部2年生
 14:00～16:30  自由ケ丘会館4F

両学部

技能特待生更新基準説

明会(両学部1年生)

深耕館S101

学力特待生更新基準説

明会（両学部1年生)

深耕館S101

卒業アルバム写真撮影（4年生・秋季留学生3年生）　 10:00～15:00　深耕館S220

4/8(金)

経
済
学
部

経済・経営学科1年生　PROGテスト
10:00～11:30　学思館141、142

経済・経営学科1年生 ジェイ・サープ
13:00～14:00　学思館141、142

地域創造学科1年生　PROGテスト
10:45～12:15　深耕館S313

地域創造学科1年生 ジェイ・サープ
13:00～14:00　深耕館S313

〔健康診断〕経済学部4年生、短期留学生
 9:00～11:00  自由ケ丘会館4F

〔健康診断〕経済学部3年生
 11:00～13:00  自由ケ丘会館4F

スポーツ学部1年生 ジェイ・サープ
13:00～14:00　学思館141、142

〔健康診断〕スポーツ学部3年生、4年生
14:00～16:30  自由ケ丘会館4F

大学院
〔健康診断〕大学院生

 9:00～11:00  自由ケ丘会館4F

両学部 卒業アルバム写真撮影（4年生・秋季留学生3年生）　13:00～16:00　深耕館S220

4/7（木）

経済学部
〔健康診断〕経済学部1年生

 9:00～11:00  自由ケ丘会館4F

編入生
留学生

編入生・新入短留生オリエンテーション(教務関係)
9:00～12:00  深耕館S210

スポーツ学部
1～4年

スポーツ学部1年生　PROGテスト
9:00～10:30　学思館141、142

〔健康診断〕スポーツ学部1年生、2年生
 11:00～13:00  自由ケ丘会館4F

スポーツ学部2年生 履修相談
11:00～13:00 スポーツ学部A館A301

スポーツ学部3年生 履修相談
13:00～15:00 スポーツ学部A館A301

スポーツ学部4年生 履修相談
15:00～17:00 スポーツ学部A館A301

両学部

【総合共通科目】　個別履修相談会
10：00～16:00　（※12:00-13:00は対応出来ません)　深耕館S407

  Ｗｅｂ履修登録 　【学内から登録】 9:00～17:00　深耕館S333、S354、S364、S424、S432 　【学外から登録】4月4日（月）9:00～4月6日（水）17:00 　［この間を通じて登録可能］

4/6（水）

経
済
学
部

経済・経営学科1年生 履修相談
9:00～11:00 深耕館S408(第4会議室)

経済・経営学科2年生 履修相談
11:00～13:00 深耕館S408(第4会議室)

経済・経営学科3年生 履修相談
13:00～15:00 深耕館S408(第4会議室)

経済・経営学科4年生 履修相談
15:00～17:00 深耕館S408(第4会議室)

地域創造学科1～4年生 履修相談
11:00～12:00　深耕館S313

地域創造学科1～4年生 履修相談
15:00～16:00　深耕館S313

スポーツ学部
1～4年

スポーツ学部1年生 履修相談
9:00～11:00 スポーツ学部A館A301

事前事後指導4年生
15:00～16:30 深耕館 S101

4年生小免
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

深耕館S101

福岡市学生サポーター説
明会（教職3～4年）

深耕館S101

【総合共通科目】　個別履修相談会
10：00～16:00　(※12:00-13:00は対応出来ません)　　 深耕館S407

  Ｗｅｂ履修登録 　【学内から登録】 9:00～17:00　深耕館S333、S354、S364、S424、S432 　【学外から登録】4月4日（月）9:00～4月6日（水）17:00 　［この間を通じて登録可能］

K-CIP
(Cコース)

K-CIP(Cコース)2・3・4年生　教科書販売
12：30～14：00 深耕館S214

教職課程
K-CIP(Cコース)
2年生ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

10:30～11:10
自由ケ丘会館4F

教職課程
K-CIP(Cコース)
3年生ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

12:30～13:10
自由ケ丘会館4F

教職課程1年生
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（希望者）

9:00～9:50 学思館141、134

小免2年生
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

11:20～11:50深耕館S426

小免3年生
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

自由ケ丘会館4F

　【学外から登録】4月4日（月）9:00～4月6日（水）17:00 　［この間を通じて登録可能］

4/5(火）

経
済
学
部

経済・経営学科4年生 ガイダンス
9:00～10:30　学思館142

経済・経営学科3年生 ガイダンス
10:30～12:00　学思館141、142

経済・経営学科2年生 ガイダンス
13:00～14:30　学思館141、142

地域創造学科1年生 オリエンテーション・履修登録
9:00～11:00　深耕館S313、学思館123

地域創造学科3年生 ガイダンス
11:30～13:15　深耕館S313

地域創造学科2年生 ガイダンス
13:30～15:05　深耕館S313

地域創造学科4年生 ガイダンス
15:30～16:45　深耕館S313

4/4（月）

両学部  Ｗｅｂ履修登録

スポーツ学部
2～4年

スポーツ学部4年生 ガイダンス
9：00～10：30　スポーツB館 B404

スポーツ学部3年生　ガイダンス
10：30～12：00　スポーツ学部B館 B404

スポーツ学部2年生　学部ガイダンス
13：00～14：30　スポーツ学部B館 B404

両
学
部

K-CIP3年生（A･Bｺｰｽ)
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

9:00～9:50　深耕館S101

K-CIP1年生(A・B・C)
説明会

経済･経営､ｽﾎﾟｰﾂ
10：05～10:40深耕館 S101

K-CIP4年生(A・B)
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

10:50～11:20 深耕館S101

K-CIP1年生(A・B)
説明会(地域)

11：30～12:00深耕館 S101

K-CIP2年生(A・B)
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

12:15～12:45 深耕館S101

教職課程
4年生ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

14:00～15:00 深耕館S101

経済・経営学科1年生 履修登録
16:00～18:00 深耕館S354、S364、S333、S424、S432

地域創造学科1年生 オリエンテーション
10:20～11:20 学思館134

地域創造学科1年生 新入生研修(仲間づくり）
11:30～13:00　指定の教室

スポーツ学部
1年

プレイスメントテスト(英)＆英語履修の説明
スポーツ学部1年生

9:00～10:00 深耕館S210、S313、S421

スポーツ学部1年生 新入生研修(仲間づくり）・オリエンテーション・履修登録
10：30～12：30　第2体育館・深耕館S101、S333、S354、S364、S424、S432

スポーツ学部1年生 新入生研修(仲間づくり）・オリエンテーション・履修登録
13:30～15:30 第2体育館・深耕館S101、S333、S354、S364、S424、S432

大学院
大学院生オリエンテーション

12:10～13:00
経済：深耕館S313、スポーツ：B館B202

キャリア支援課
新入生対象留学生ガイダンス

13:00～13:50 深耕館 S201

経
済
学
部

プレイスメントテスト(英)＆英語履修の説明
経済学部1年生

9:00～10:00 学思館141、142、134

経済・経営学科1年生 新入生研修（仲間づくり）
10:30～12:00 深耕館　指定の各教室

経済・経営学科1年生 オリエンテーション
13:00～16:00　学思館141、142

新修外国語
希望調査
記念館

編入生
留学生

編入生ゼミ希望調査
13:10～13:50 深耕館S202 日本語テスト

（1年生留学生・編入留学生、新入短留生＋希望者）
14:00～15:40 深耕館S201

日本語クラス
発表

16:00～16:20
深耕館S201

(日本語初級者のみ)
共通教育支援室受講登録
16:20～17:00　深耕館S201

キャリア支援課
新入生対象留学生ガイダンス

13:00～13:50 深耕館 S201

スポーツ学部
1年

4/2（土）

経
済
学
部

転部・転科ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
15:00～15:30深耕館S214

入学式受付
9：00～10：15

学生証の配付および資料配布
記念館

入学式
10:30～11:00

記念館

キャリア支
援課説明

学部長挨拶
教員紹介
記念館

14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:3011:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30日付   対象 9:00 9:30 10:00 10:30

令和4年度　前期　オリエンテーション・ガイダンス日程表　

経済学部 スポーツ学部 大学院 両学部 履修登録期間

17:00 17:30


