
開講式
10 00~11.00(;聿体育館)
学生証交付等事務ガイダンス
11 30~12:40 (津:39-308)
応用分子化学科が行'ンス
コースの授業内容・登録方法の説明

(コース事前希望調査書回収)
13:30~15:006聿:39-308)

コース選択・学外オリエンテーション1こついて
15:10~16:10C聿:39-308)

4/1(金)

1年

平成28年度応用分子化学科ガイダンス日程表

プレースメントテスト
9:35~14'10

理科(物理.化学),英語,
(津田沼校舎37号館)
※教室は別途案内

4/2(土)

国際化学技術者ユース総合・教科がイダンス
13 00~14 306聿 39-303)
成績通知書,その他配付資料
【キャンパスガイド・学習の手引・

ボートフォリオを持参のこと】
国際化学技術者コース個人面談・履修相
談
15

4/3 (日)

2年

00~17:006聿 39-303・304)

数学

コース選択面談

10:00~17:00(津:37-604'605)

4/4 (月)

学カテスト
9:35~14:10

物理学・化学,英語,数学(微分積分
学.線形代数学)
(津田沼校舎39号館)
※教室は別途案内

国際化学技術者コース総合・教科がイダンス

13:00~14.306聿 39-403)

成績通知書,その他配付資料
【キャンパスガイド・学習の手引・

ポートフォリオを持参のこと】
大学院進学説明会
4:30~15:00(津:39-403)
国際化学技術者ユース個人面談・履修相

15

コース選択面談

30~12:00(津:37-604・605)
※コース未決定者のみ

3年

開

4/5 (火)

教職ガイダンス
15 '00~16 00 (津 37-404)

00~17:006聿'39-403・404)

国際化学技術者コース個人面談・履修相

00~12:00(津:37-302)10

控室(津:37-301)
物質デザイン・生命化学コース総合・教科
がイダンス

13:00~14:30(津:37-304)

成績通知書,その他配付資料
【キャンパスガイド・学習の手引を持

参のこと】
2年次ゼミが行、ンス(物質デザイン・生命
化学コース)

14:30~15:00(津:37-304)
物質デザイン・生命化学コース履修相談
(指定者)
15 00~17:00 (津 37-304)

4年

教科ガイダンス
10:00~12:00(^)
【キャンパスガイド・新入生のための

教科ガイダンス資料・時間割表を持参
のこと】
履修相談

13:00~15:00(^)
教職ガイダンス
13'00~15:00(^)
JAB圧コースガイダンス

1530~17:00(^)
GI0-BEガイダンス

15:30~16:30(^)
事案継承者・企業家育成プログラムガ
イダンス
巧:30~16:30(^)

始

教職ガイダンス
16:00~17'00(津:37-304)

4/6 (フK)

物質デザイン・生命化学ユース総合・教科
がイダンス

10:00~11:30(津:37-404)
成績通知書,その他配付資料
{キャンパスガイド・学習の手引を持

参のこと】
大学院進学説明会
11:30~12:00(津:37-404)
生産実習1・ 11,生産実習1(S)・ 11(S)
ガイダンス
(物質デザインコ・ス・生命化学コース・国際化
学技術者コース)
13:00~14:30C聿:37-404)
物質デザイン・生命化学コース履修相談(指
定者)
14:30~巧:30(津:37-404)

物質デザイン・生命化学コース履修相談(希
望者)
10:00~11:00

C聿:29-356 ・3釘・358.359)

履修相談
10:00~】2:00(津田沼校舎)

10EIC@ Bridge lPテスト
13:20~巧:00

(津田沼校舎37号館)
※教室は別途案内

外国人留学生ガイダンス
巧:30~16.30(津田沼校舎37号館)

4/フ(木)

教職ガイダンス
16'00~17:006聿'37-305)

4/8(金)

4/11(月)

①健康診断実施期間・場所:4月4日(月)~4月7日(木)午前11:00~午後6:00 津田沼校舎体育館

※学年・所属サークル等によって,受診・検査項目が異なります。

※期間内の内4月6日(水)~4月7日(木)の2日間は,女性医師と女子学生専用レントゲン車両を設けます。

②学割定期手続期間・場所:4月1日(金)・4月4日(月)~4月6日(水)津田沼校舎2号館食堂2F (特設会場)

※学生証裏面シールが必須です。(特設会場開設時間は掲示等で確認してください。)

※特設会場設置期間外は,津田沼校舎学生課・実籾校舎事務課の両校舎窓口で手続できます。

③バイク・自転車・登録.4月7日(木)から津田沼校舎学生課・実籾校舎事務課の両校舎窓口で手続開始します。

国際化学技術者コース総合・教科がイダンス
13:00~14:00(津'29-306)
成績通知書,その他配付資料
【キャンパスガイド・学習の手引・

ポートフォリオを持参のこと】
大学院進学説明会
14:00~14:306聿:29-306)
国際化学技術者コース履修相談
巧.00~17'00(津:29-356・357・358・359)

入学式

学生生活ガイダンス(学生課)
10 00~12.00(津:体育館)
物質デザイン・生命化学ユース履修相談(希
望者)
13:00~14:00

(津:29-356・357・358.359)

外国人留学生ガイダンス

15:30~16:30(津田沼校舎釘号館)

(日本武道館:第3部)

物質デザイン・生命化学コース総合・教
科がイ,'ンス(旧カリキュラム:応用分子
化学コースも含む)

13:00~14.30(津:37-604)
成績通知書配付
【キャンパスガイド・学習の手引を持

参のこと】
大学院進学説明会
14:30~巧:00(津:37-604)

物質デザイン・生命化学コース履修相談
15:00~17:00 (津 37-604)

外国人留学生ガイダンス
15:30~16:30(津田沼校舎37号館)

前 期 授 業

外国人留学生ガイダンス
15:30~16.30(津田沼校舎37号館)



国際化学技術者コース個人面談・履修相
談(応化担任)
13 00~16 00

6聿:29-306,29-356・357・358・359)
【キャンパスガイド・学習の手引

ポートフォリオを持参のこと】

9/14 (フk)

1年
国際化学技術者ユース総合・教科がイダンス
30~10:30(津'39-408)

成績通知書配付
【キャンパスガイド・学習の手引・

ボートフォリオを持参のこと】
国際化学技術者コース個人面談・履修相

業 開

成績通知書配付・クラス担任面接
10:00~12:00(^)
【キャンパスガイド・新入生のための

教科ガイダンス資料・時間割表持参】
履修相談
13:00~15:00(^)
教養課題研究(S)説明会
15:10~16.40(^)
GI0-BEガイダンス
15'10~16:10(^)

【後期ガイダンス】

2年

40~12:10(津.39-407・408)
物質デザイン・生命化学教科がイダンス
14:00~15:00(津:39-408)

成績通知書配付

【キャンパスガイド・学習の手引を持
参のこと】
物質デザイン・生命化学コー履修相談(指
定者)

15:00~16:00(津:39-407 ・ 408)

始

9/15 (木)

国際化学技術者コース総合・教科がイダンス
30~10 00 (津' 39-502)

成績通知書,その他配付資料
【キャンパスガイド学習の手引,

ポートフォリオを持参のこと】
国際化学技術者コース個人面談・履修相

物質デサ、イン・生命化学コース履修相談
(希望者)
10.40~12:10(津.39-408)

3年

00~12:0O C聿' 39-502 ・ 503)

9/16 (金)

物質デザイン・生命化学コース総合・教科
がイダンス
9 30~10:00 (津:39-508)

成績通知書配付

その他配付資料

【キャンパスガイド,学習の手引を持
参のこと】
物質デザイン・生命化学ユースゼミナール
配属がイダンス

10 00~10:30 (津 39-508)

生産実習1・Π,生産実習1(S)・
Π(SX物質デザイン・生命化学コース・国
際化学技術者コース)ガイダンス,事後
学習

10 30~11:30 (津:39-508)
大学院進学説明会
11 30~12:00 (津:39-508)
物質デザイン・生命化学コース履修相談(指
定者)
13 '00~14 ' 00 (津 39-502)
物質デザイン・生命化学コース履修相談(希
望者)
14:00~15:00 (津 39-502)

4年

事前にメールにて各教員にアボイント
を取り担当教員ごとが履修相談を実施
国際化学技術者コースの学生は,17時
までに応用分子化学科事務室にポート
フオリオを提出のこと

後 期 授


