
 

 

 
 

 

2023 年度オリエンテーション日程（新入生用） 

 

 

 

 

 
  



2023/0３/14 現在 

2023 年度オリエンテーション日程 （新入生用） 

２０２３（令和５）年度 入学者の学籍番号の見方   

この郵便物内書類「新入生オリエンテーシ

ョン等について」の 

「宛名の右下に記載された７桁の数」が、

あなたの 学籍番号 です。 

学科 学籍番号  

商 学 科 ２ ２ ３ １ ０ ０ １  

観光マネジメント学科 ２ ２ ３ ２ ０ ０ １  

経 営 情 報 学 科 ２ ２ ３ ３ ０ ０ １  

 （入学年度） （学科） （個人番号）  

 

・学籍番号は皆さんが在学している間、あらゆる場面で使用する個人番号ですので忘れないようにしてください。 

・商大情報システム利用に関する説明会など、学籍番号で指定されている催しへは、指定時間を守って参加してください。 

・オリエンテーションには「ノート PC」「学生便覧」「筆記用具」を持参してください。学生証、通学証明書は、 

３月３１日（金）の「学生証交付」の時間に配付します。 

 

 
３月２７日（月） 
対象年次 時間 場所 対象者・事項  

新入生 
（商 学） 

9:00～11:00 

７１３ 
学生生活スタート準備オリエンテーション 
 商学科【2231001～2231048】 

記念品配布 
PC設定 
システム説明 

７２１ 
学生生活スタート準備オリエンテーション 
商学科【2231049～2231096】 

７２２ 
学生生活スタート準備オリエンテーション 
商学科【2231097～2231144】 

７２３ 
学生生活スタート準備オリエンテーション 
商学科【2231145～2231192】 

新入生 
（留学生） 

11:00～12:00 ２２３ 
留学生オリエンテーション 
（新入生・該当在学生） 

 

新入生 
（商 学） 

12:30～14:30 

１３１ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

商学科【2231001～2231028】 

履修説明 
学生生活説明 
社会力演習説明 
その他 

１３２ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

商学科【2231029～2231056】 

１３３ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

商学科【2231057～2231084】 

２３２ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

商学科【2231085～2231111】 

２３３ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

商学科【2231112～2231138】 

２３４ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

商学科【2231139～2231165】 

２３６ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

商学科【2231166～2231192】 

新入生 
（観 光） 
（スポーツ） 

（情 報） 

12:30～14:30 

７１３ 
学生生活スタート準備オリエンテーション 
観光マネジメント学科【2232001～2232033】 

記念品配布 
PC設定 
システム説明 

７２１ 
学生生活スタート準備オリエンテーション 
観光マネジメント学科【2232034～2232065】 

７２２ 
学生生活スタート準備オリエンテーション 
スポーツマネジメントコース【全員】 

７２３ 
学生生活スタート準備オリエンテーション 
情報マネジメントコース【全員】 



新入生 
（観 光） 
（スポーツ） 

（情 報） 

15:00～17:00 

２２３ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

【2232001～2232027】 

履修説明 
学生生活説明 
社会力演習説明 
その他 

２２４ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

【2232028～2232054】 

２２６ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

 【2232055～2232065】 
【2233001～2233015】 

２２９ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

【2233016～2233041】 

３２１ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

【2233042～2233058】 
【2233101～2233108】 

３２２ 
学生生活・履修説明オリエンテーション 

【2233109～2233134】 

     

 

 

３月２８日（火） 

 
 

対象年次 時間 場所 対象者・事項  

新入生 
（全学科） 

（集合：9:00） 
9:30～12:30 

713 商学科【2231001～2231048】 

英語力テスト 

※筆記用具持参 

 

9時から説明を 

開始します。 

721 商学科【2231049～2231096】 

722 商学科【2231097～2231144】 

723 商学科【2231145～2231192】 

131 観光マネジメント学科【全員】 

132 スポーツマネジメントコース【全員】 

133 情報マネジメントコース【全員】 

新入生 
（全学科） 

13:30～15:30 後日指定 

ウェルゼミ 
入学前課題を題材にしながら、自らが大学でどのように学んでいきたい

のかを先生と考えます。 

３月27日（月）のガイダンス時に、集合教室などの詳細をお知らせいた

します。※この日は読んだ本を持参してください 

新入生 
（全学科） 

15:45～16:45 132 
日本学生支援機構奨学金 予約採用説明会 
＜修学支援新制度に関する予約採用説明会＞ 

※大学入学前に予約している学生が対象 

 
 
 
３月３１日（金） 
対象年次 時間 場所 対象者・事項  

新入生 
（商 学） 

9:00～10:00 
7 号館 
ホール 

学生証の交付、通学証明書及び検診キットの配布 
（商学科の学生対象） 



新入生 
（商 学） 

10:00～12:30 

713 商学科【2231001～2231048】 

新入生歓迎会 

課外活動紹介 

先輩なんでも相談 

721 商学科【2231049～2231096】 

722 商学科【2231097～2231144】 

723 商学科【2231145～2231192】 

新入生 
（全学科） 
希望者のみ 

12:30～13:30 132 

日本学生支援機構奨学金 新規採用説明会 
＜修学支援新制度に関する新規採用説明会＞ 

※日本学生支援機構奨学金の新規利用と修学支援新制度の新規利用を希望す

る学生は必ず参加してください 

新入生 
（観 光） 
（スポーツ） 

（情 報） 

12:30～13:30 
7 号館 
ホール 

学生証の交付、通学証明書及び検診キットの配布 
（観光マネジメント学科、経営情報学科の学生対象） 

新入生 
（観 光） 
（スポーツ） 

（情 報） 

13:30～16:00 

713 
観光マネジメント学科 
【2232001～2232033】 

新入生歓迎会 

課外活動紹介 

先輩なんでも相談 

721 
観光マネジメント学科 
【2232034～2232065】 

722 スポーツマネジメントコース【全員】 

723 情報マネジメントコース【全員】 

     

 
 
４月３日（月） 

入学式 13:00～14:30 
神奈川県民 
ホール 

入学式（新入生・編入生） 
受付：12:30 開式 13:00 

※保証人やご親族に限り、2名のみ入場可能となります。 

（つるみキャンパスでの事務取扱は終日休止となります） 

 
 
 

    

４月４日（火）    

対象年次 時間 場所 対象者・事項  

3 年次 
（健康診断） 

9:00～9:25 

531 
受付は 

1 号館 2 階 

男子【観光M 学科 全員】 

健康診断 
9:25～9:50 男子【スポM コース 全員】 

9:50～10:15 男子【情報M コース 全員】 

10:30～10:55 女子【観光M 学科、経営情報学科 全員】 

全学生 11:00～11:45 ２２４ 
特待生・同窓会奨学生 認定式 
※表彰に該当する学生は大学から連絡します 

 

3 年次 11:45～13:00 １３２ 
キャリア支援オリエンテーション 
（教務事項・学生生活事項の伝達含む） 

※対象：全学科 
 



3 年次 
（健康診断） 

13:00～13:25 

531 
受付は 

1 号館 2 階 

女子【商学科 全員】 

健康診断 

13:40～14:05 男子【商学科 2211001～2211051】 

14:05～14:30 男子【商学科 2211054～2211096】 

14:30～14:55 男子【商学科 2211098～2211154】 

14:55～15:20 男子【商学科 2211155～2213015】 

３年次 
（観光） 

13:30～15:00 １３１ 観光マネジメント学科オリエンテーション  

3 年次 
（商学） 

16:00～17:00 ２３１ 
教職課程オリエンテーション 
※教職課程履修者のみ 

 

全学年 11:00～14:30 正門他 
「キャンパスマナーアップ商大」キャンペーン 
※鶴見区と合同キャンペーン 

※編入生のオリエンテーションについては最終頁を参照してください。 
 

 

 

4月５日（水） 

 

 

 

対象年次 時間 場所 対象者・事項  

新入生 
（健康診断） 

9:20～9:40 

531 
受付は 

1 号館 2 階 

男子【観光M 学科 全員】 

健康診断 
9:40～10:00 男子【スポーツM コース 全員】 

10:00～10:20 男子【情報M コース 全員】 

10:35～10:50 女子【観光M 学科、経営情報学科 全員】 

全学年 11:30～12:30 １３３ 資格取得講座説明会  

新入生 11:15～12:50 
3 号館 
カフェ 

女子学生対象ガイダンス 
 

「ゆるふわサロン」 
女子学生企画による先輩学生とのフリートーク、 

学生生活のお役立ち情報など 
 

【事前申込みQR】  

 

          

新入生 
（健康診断） 

13:00～13:20 

531 
受付は 

1 号館 2 階 

女子【商学科 全員】 

健康診断 

13:35～13:55 男子【商学科 2231001～2231050】 

13:55～14:15 男子【商学科 2231051～2231099】 

14:15～14:35 男子【商学科 2231100～2231146】 

14:35～15:05 男子【商学科 2231147～2231192】 

 
 



 
4月６日（木） 

   

対象年次 時間 場所 対象者・事項  

新入生 9:30～11:30 

２２３ 社会力演習 9クラス 

クラス交流会 

履修ガイダンス 

２２４ 社会力演習 ２クラス 

２２９ 社会力演習 ３クラス 

２３４ 社会力演習 １クラス 

７２４ 社会力演習 ５クラス 

３１１ 社会力演習 7クラス 

３１２ 社会力演習 11クラス 

全学年 12:00～13:00 １３１ 資格取得講座説明会  

新入生 14:30～16:30 

２２３ 社会力演習 6クラス 

クラス交流会 

履修ガイダンス 

２２４ 社会力演習 4クラス 

２２９ 社会力演習 10クラス 

２３４ 社会力演習 13クラス 

３１１ 社会力演習 8クラス 

３１２ 社会力演習 12クラス 

全学年 11:00～14:30 
正門他 

（１２２） 
「キャンパスマナーアップ商大」キャンペーン 
※鶴見区と合同キャンペーン 

 
※オリエンテーション期間中は学生食堂とカフェの営業を休止しております。 

4月 10日（月）から営業を再開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

授業や履修に関する予定 

新年度の日程等、最新の情報については「学内掲示版」と「商大Ｗｅｂ情報

システム」で必ず確認をしてください 

４月４日（火）～４月６日（木） 履修申請（Web 申請）期間 

「商大Web情報システム」で、春学期に履修する科目を登録します。 
履修申請期間中は、自由に履修変更を行うことができます。 
なお、初回の講義から出席の確認を行うほか、履修希望者が多数の場合や、定員が決め

られている科目については、抽選を行うことがありますので、履修を希望する授業には、
必ず「授業開始日」から出席してください。 

４月７日（金） ２３１教室 

 １３時 00分～１４時 00分 
編入生オリエンテーション 

単位認定に関する説明を行います。 
健康診断と進路に関する説明は 3年次オリエンテーションへ参加してください。 

４月１０日（月） 春学期 授業開始 

４月 11日（火）～12日（水） 

１２時 20分～ 229講義室 
国際交流に関する説明会 

国際交流に関する次の事項について説明会を開催します。 

●海外研修を含む授業（異文化と国際理解A・B・C・D）について 

●留学生との交流イベントについて 

●バディ―制度（日本人学生向け説明会、2021年度より新設）について 

●その他 

４月 1２日（水）～４月 13日（木） 
履修修正（Web 修正）期間 

履修申請の誤りや受講許可が受けられなかった場合等は、履修を改めて申請しなければ
なりません。該当する学生は、この期間内に「商大Web情報システム」を使用して履修修
正を行ってください。 
また、修正期間以降の変更は一切認められませんので、自分の授業時間割に間違いがな

いかを「商大Web情報システム」から必ず確認してください。 
 
※「履修エラー」や「受講許可」を受けていない科目の履修は、履修修正期間以降に 

自動的に削除されます。 

４月１８日（火） 開学記念日（通常授業となります） 

 
〇次の科目は、履修にあたり以下の通り説明会が開催されますので、履修希望者は必ず参加してください。 
 
■「NPO インターンシップ（長期・短期）」合同説明会 
 【1 回目】4月 1３日（木）12 時 30 分～13時 00分 ２３１教室 
 【2 回目】4月２０日（木）12時 30 分～13時 00分 【オンライン】 

      https://zoom.us/j/92063397254 

      パスコード: 096685 

※詳細は Classroom に掲載されています。 

     クラスコード: ax2oxji 

       https://classroom.google.com/c/NTkzNzkxNjA2MTAy?cjc=ax2oxji 
 
 
■「ボランティア活動演習」説明会 
 【1 回目】4月 11 日（火）12 時 30 分～13時 00分 ２３１教室 
 【2 回目】4月１８日（火）12時 30 分～13時 00分 【オンライン】 
      https://zoom.us/j/92233499378 

      パスコード: 978555 

※詳細は Classroom に掲載されています。 

     クラスコード: xqmibtt 

      https://classroom.google.com/c/NTkzNzg0NzAyODg1?cjc=xqmibtt 
 

https://zoom.us/j/92063397254
https://classroom.google.com/c/NTkzNzkxNjA2MTAy?cjc=ax2oxji
https://zoom.us/j/92233499378
https://classroom.google.com/c/NTkzNzg0NzAyODg1?cjc=xqmibtt

