
日付 数学類 物理学類 化学類

13:00～14:00　資料配付　［1D204] 
14:15～17:00　数学類､地球学類
　　　　　　　　　　合同説明会
（全体ガイダンス、共通体育ガイダンスを含む）

9:15～11:45
英語プレイスメントテスト

9:15～11:45
英語プレイスメントテスト

9:15～11:45
英語プレイスメントテスト

13:00　集合[1E401]

13:10　学類長挨拶
　　　  クラス担任紹介等
　　　  新入生自己紹介
　　　　数学類カリキュラム説明
　　　（学類長、ｶﾘｷｭﾗﾑ委員長）

15:15　クラス別オリエンテーション
  　　[1E棟4階]
　　　・上級生による説明
　　　　　カリキュラム講習
17:00　解散

13:00　集合[1D201]

13:10　学類長挨拶
　　　  クラス担任紹介等
　　　  新入生自己紹介
　　　　物理学類カリキュラム説明
　　　（学類長、ｶﾘｷｭﾗﾑ委員長）

15:15　クラス別オリエンテーション
  　　[1D201]
　　　・上級生による説明
　　　　　カリキュラム講習
17:00　解散

13:00　集合[1D204]

13:10　学類長挨拶
　　　  クラス担任紹介等
　　　  新入生自己紹介
　　　　化学類カリキュラム説明
　　　（学類長、ｶﾘｷｭﾗﾑ委員長）

15:15　クラス別オリエンテーション
  　　[1D204]
　　　・上級生による説明
　　　　　カリキュラム講習
17:00　解散

4月7日（金）

【スケジュール及び会場は4月5日の資料配布時
にお知らせします。】
　　
　　
　　上級生による説明
　　　　　各委員会委員選出　等
　　TWINS 講習
  　　・TWINS 操作説明
　　　・履修登録の説明
　　　・メールの転送設定説明
　　　・Web掲示板の説明　等

【スケジュール及び会場は4月5日の資料配布
時にお知らせします。】
　　
　　
　　上級生による説明
　　　　　各委員会委員選出　等
　　TWINS 講習
  　　・TWINS 操作説明
　　　・履修登録の説明
　　　・メールの転送設定説明
　　　・Web掲示板の説明　等

【スケジュール及び会場は4月5日の資料配布
時にお知らせします。】
　　
　　
　　上級生による説明
　　　　　各委員会委員選出　等
　　TWINS 講習
  　　・TWINS 操作説明
　　　・履修登録の説明
　　　・メールの転送設定説明
　　　・Web掲示板の説明　等

【予備日】
4月10日（月）

【予備日】
4月11日（火）

【予備日】
4月12日（水）

備考

対象

受付時間

注意事項

・上記指定日時内の希望の時間を保健管理センターのホームページにて予約してください。予約優先となります。
・指定日時に受診できない場合は健康診断実施期間のいずれかで予約してください。
・予約の入力フォームは学内専用（学内LAN環境限定）ページとなります。予約が取れない場合は、予約枠の空いている時間帯に直接お越しく
ださい。
・対象者が多数となるため、キャンセル・変更の対応はできません。予約後に都合が合わなくなった場合も予約枠の空いている時間帯にお越しくだ
さい。
・受付場所や持ち物、留意事項等は保健管理センターホームページを確認してください。
令和5年度　学生定期健康診断について　：　https://www.hokekan.tsukuba.ac.jp/medical_exam/schedule/healthcheckapr/
(保健管理センター　:　https://www.hokekan.tsukuba.ac.jp/)

令和5年度　理工学群 新入生オリエンテーション等日程（1年次入学者）

4月5日（水）

入学式　［大学会館講堂]
8:50～　入場開始
9:30～9:55　式典

13:00～14:00　資料配付　［1H201] 
14:15～17:00　物理学類、化学類合同説明会
　　　　　　（全体ガイダンス、共通体育ガイダンスを含む）

4月6日（木）

【健康診断】

4月5日～7日のオリエンテーションは対面での実施を予定しています。
オンラインに変更になる場合には、HP等にて通知しますので、ご確認ください。
やむを得ず、来学が難しい場合には3月25日までにsuuri-madoguchi🔸🔸un.tsukuba.ac.jpまで連絡してください。
（メールアドレスの「🔸🔸」を「＠」も置き換えて送信してください。）

学群生（1年次）

4月13日（木） 9：00～10：30　　4月14日（金） 9：00～10：30　　4月17日（月）13：00～14：30
4月18日（火）13：00～14：30　　4月19日（水） 9：00～10：30　　4月19日（水）13：00～14：30



日付 応用理工学類 工学システム学類 社会工学類

［3A402]　
10:30～11:30　受付・資料配布
[3A402]
11:30～12:30
学類ガイダンス
　・学類長挨拶
　・共通体育ガイダンス(11:40～12:05)
　・カリキュラムおよび履修申請の概要説明
　・クラス担任紹介

13:00～15:00
上級生による学類説明会
　・自己紹介等
　・各種委員の説明、選出
　・学生生活の説明
　・学内見学
　・上級生による履修申請説明・補助 

15:15～16:15
上級生による履修相談
（任意参加）

[3A312]
15:15～16:15
教職説明会
（任意参加）

 [3A204]
10:30～12:00 
学生証・資料配付
（1年次入学者・編入学者合同）

　（３班に分けて配布）
　　10:30-11:00　外国人留学生，　
　　　　　　　　　　および　名字　あ行〜か行 
　　11:00-11:30　名字 さ行〜な行
　　11:30-12:00　名字 は行〜わ行

13:00～17:00
学類オリエンテーション I
　・オリエンテーション概要説明
　・学類長挨拶
　・クラス担任紹介
　・カリキュラムの説明
　(履修要覧・履修の手引きの説明，主専攻
　 振り分けについて，時間割の作成を含む）

                      [休憩]

　・Twins/manaba/計算機室等の説明
　・上級生からの工シス学類・学生生活等の
　 紹介
　・質疑応答
　・連絡，その他

［3B303］
10:30～11:30 
　受付(学生証・クラス名簿配布)
　※1年次入学者・編入学者合同

13:00
　クラス名簿にしたがって教室に集合
　1組　［3B202]
　2組　［3B203]
　3組　［3B302]
　4組　［3B402]
　編入学生[3B204]
13:00～14：15
　　学類ガイダンス①
　　・学類長挨拶，カリキュラム説明（LIVE配信）
14:15～14:40
　　・共通体育ガイダンス

14:40～14:55
　休憩

14:55～17:25
　学類ガイダンス②
　・学生組織説明
　・クラス別オリエンテーション
　(自己紹介，クラス代表・委員等の選出，上級生による相談
　質疑応答，写真撮影)

9:15～11:45
英語プレイスメントテスト

9:15～11:45
英語プレイスメントテスト

9:15～11:45
英語プレイスメントテスト

各自、
・全体ガイダンス映像視聴【オンライン（オンデマンド）】
・履修計画準備等

［3A207］
［3A209］
［3L201］
［3L202］
13:00-17:30
学類オリエンテーション II（クラス別で実施）
　・学類計算機室／TWINS　実習
　・クラス担任、学生TAとの懇談
　・各委員の選出、その他

帰宅後、各自、
　・全体ガイダン映像視聴
　　【オンライン（オンデマンド）】

各自で以下をmanabaで視聴
・学類ガイダンス③（オンデマンド配信）
　(就職について，大学院について，同窓会・倉谷賞について，学　　
生生活について，建築士について)
・全体ガイダンス（オンデマンド配信）

各自、履修計画準備等

4月7日（金）

[3A402]
時間未定（4月5日に周知します）
上級生による履修相談及び、懇談会等
（任意参加）

 [3A204]
9:30-9:50　　共通体育ガイダンス
10:00-12:15 学類オリエンテーションⅢ
　・主専攻分野の紹介
　・教育点検改善の仕組み説明
　・学生生活指導
　・オンライン授業受講に関わる各種システム
　　について

（午後に履修計画等の相談窓口（オンライン）を開設予定）

各自、履修計画準備等

【予備日】
4月10日（月）

【予備日】
4月11日（火）

【予備日】
4月12日（水）

備考

4月5日のオリエンテーションは、対面での実施を予定しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大状況によりオンラインに変更にな
る際は、追って本学類HP等にて通知いたしますのご確認ください。
やむを得ず、対面でのオリエンテーションに参加が難しい際は、3月
25日（金）までに、inform@oyoriko.tsukuba.ac.jp 
に連絡をしてください。

4月5日〜7日のオリエンテーションは、対面での実施を予定してい
ます。やむを得ず、来学が難しい際は、3/27までに
orientation2023◆esys.tsukuba.ac.jpまで連絡をしてください。
（メールアドレスの「◆」を「@」に置き換えて送信してください。）ま
た、新型コロナウィルス感染症の拡大状況によりオンラインに変更
になる際は追って工学システム学類のHPにて通知いたしますの
で、HPを確認しておいてください。

状況が変化した場合は社会工学類HPでお知らせします。
やむを得ず、対面でのオリエンテーションに参加が難しい際には、
3月29日までにshako-jimu@sk.tsukuba.ac.jpの問い合せ先にご連
絡ください。

対象

受付時間

注意事項

4月13日（木） 9：00～10：30　　4月14日（金） 9：00～10：30　　4月17日（月）13：00～14：30
4月18日（火）13：00～14：30　　4月19日（水） 9：00～10：30　　4月19日（水）13：00～14：30

・上記指定日時内の希望の時間を保健管理センターのホームページにて予約してください。予約優先となります。
・指定日時に受診できない場合は健康診断実施期間のいずれかで予約してください。
・予約の入力フォームは学内専用（学内LAN環境限定）ページとなります。予約が取れない場合は、予約枠の空いている時間帯に直接お越しください。
・対象者が多数となるため、キャンセル・変更の対応はできません。予約後に都合が合わなくなった場合も予約枠の空いている時間帯にお越しください。
・受付場所や持ち物、留意事項等は保健管理センターホームページを確認してください。
令和5年度　学生定期健康診断について　：　https://www.hokekan.tsukuba.ac.jp/medical_exam/schedule/healthcheckapr/
(保健管理センター　:　https://www.hokekan.tsukuba.ac.jp/)

令和5年度　理工学群 新入生オリエンテーション等日程（1年次入学者）

4月5日（水）

入学式　［大学会館講堂]
8:50～　入場開始
9:30～9:55　式典

4月6日（木）

【健康診断】
学群生（1年次）


	理工（数物化）
	理工（応工社）

