2019年 3月～5月 行事予定〔西宮キャンパス〕
※ 新学年で表示しています。
月日
行
事
3月6日
(水) ○奨学金説明会(学部在学生)
3月7日
(木) ○2018年度後期 成績発表
○シラバス公開
○奨学金説明会(学部在学生)
3月14日 (木) ○履修要項/履修ガイドブック電子データ公開
3月25日 (月) ☆ 学 位 記 授 与 式
○学位記配付
3月26日 (火) ○履修指導ガイダンス･履修関係書類配付
○卒業資格未修得者学生証交換(4年次)
○公認心理師資格に関するガイダンス(2年次以上)
3月27日 (水) ○教職課程履修者登録ガイダンス(2年次)
○公認心理師資格に関するガイダンス(2年次以上)
3月28日 (木) ○教育実習本登録説明会(4年次)
○学校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等ガイダンス(3･4年次)
○教育実習予備登録説明会(3年次)
4月1日
(月) ☆ 入 学 宣 誓 式
○学生証･通学証明書交付(1年次)
○履修関係書類･学生生活ガイダンス資料配付
○父母の会新入会員歓迎会
○CUBEオリエンテーション(CUBE入校式)
4月2日
4月3日

(火) ○(CUBE)新入生履修指導
○クラス分けテスト(英語・数学的論理思考)
(水) ○(学部新入生対象)奨学金説明会
○定期健康診断

4月4日

(木)

4月5日
4月10日

(金)
(水)

4月15日
4月16日
4月17日

(月)
(火)
(水)

4月19日
4月21日

(金)
(日)

4月24日
5月15日

(水)
(水)

5月25日

(土)

○教職課程ガイダンス(1年次)
○公認心理師資格に関するガイダンス(新入生対象)
○ジェネリックスキル測定(1年次)
○介護等体験事前指導
○指導主任面接･メディアセンターガイダンス
○学生生活ガイダンス(1年次)
☆ 2019年度 授 業 開 始
☆ 学園創立100周年記念音楽祭
○一般交換留学生 Welcome day
○(CUBE)留学説明会
☆ KONANサーティフィケイト認定証授与式
○KONANサーティフィケイト分野別説明会
○KONANサーティフィケイト分野別説明会
○短期留学体験プログラム説明会(ｴﾘｱｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ)
○(地域連携ｾﾝﾀｰ)ボランティアガイダンス
☆ 学園創立記念日
☆ 学園創立100周年記念式典･祝賀会
○(CUBE)IELTS & 認定校留学説明会
○協定校別留学募集説明会
〔交換留学:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/語学ﾌﾟﾗｽ交換留学:ｶﾅﾀﾞ･ｲｷﾞﾘｽ〕
☆ 教育懇談会(予定)

内
全学部2･3･4〔新規希望者〕

容
14:00～15:30

全学部
全学部2･3･4〔新規希望者〕
全学部

-

ｷｬﾝﾊﾟｽ
岡本 [ 1-32]

場所

※MyKONANで確認

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造4
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造2･3･4
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造4〔対象者〕
全学部2･3･4
全学部2〔教職課程履修者〕
全学部2･3･4
全学部4〔教職課程履修者〕
全学部3･4〔教職課程履修者〕
全学部3〔教職課程履修者〕
第1部：マネジメント創造1

10:00～11:30
10:00～
授与式終了後
9:00～16:00
9:00～17:00
16:00～17:00
14:30～16:00
16:00～17:00
10:30～11:30
13:00～14:30
14:40～15:40
10:30～

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造1

入学式終了後

西宮

[201/301]

保護者

入学式終了後

岡本

[iCommons地下1階iStage]

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造1

13:00～

西宮

[5階アトリウム]

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造1
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造1
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造(男子)1
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造(女子)1
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造(男子)1
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造(女子)1
全学部1〔希望者〕
全学部1〔希望者〕
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造1
全学部3･4〔教職課程履修者〕
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造1
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造1
全学部〔希望者〕
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造〔留学希望者〕
全学部〔希望者〕
全学部〔希望者〕
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造〔希望者〕
全学部〔希望者〕
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造〔留学希望者〕

9:00～10:30
西宮 [201]
10:30～15:00
西宮 [201/301]
14:30～16:10
岡本 [ 8-13]
10:30～12:10
岡本 [ 1-42]
9:00～11:30
岡本 [講堂兼体育館]
13:00～15:30
16:20～17:20
岡本 [ 1-42]
16:20～17:00
岡本 [ 8-12]
9:00～11:00
西宮 [201]
13:00～16:00
岡本 [ 1-33]
11:00～14:00
西宮 [301]
14:00～16:30
西宮 [201]
18:00～(予定) [兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ]
12:20～12:50
岡本 [2号館 Global Zone Porte]
12:50～13:50
西宮 [201]
12:15～13:00
岡本 [iCommons1階 Agora]
12:15～13:00
岡本 [iCommons1階 Agora]
12:15～13:00
岡本 [iCommons1階 Agora]
12:20～12:50
西宮 [201]
12:20～12:50
岡本 [ 1-21]
[神戸ポートピアホテル]
11:00～
13:00～13:30
西宮 [301]

全学部･(※ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造は同時配信)

12:20～12:50

西宮

[301]

保護者

-

岡本

-

第1部：マネジメント創造4

岡本 [ 1-32]
※教務部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認
岡本 [講堂兼体育館]
西宮
西宮
西宮
岡本 [ 8-12]
岡本 [ 1-32]
岡本 [ 8-12]
岡本 [ 1-31]
岡本 [ 1-31]
岡本 [ 1-32]
岡本 [講堂兼体育館]

