
※平成30年3月19日一部教室変更版 平成30年度修学指導日程 諏訪東京理科大学

※健康診断の受付は7号館１階のアセンブリホールで行います。
※健康診断受診時には必ず、学生証を持参すること。
※「留学生ガイダンス」は授業期間中に実施します。
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情報応用工学科 機械電気工学科
機械工学科

（原級生含む）
電気電子工学科

コンピュータ
メディア工学科

経営情報学科
機械工学科

（原級生含む）
電気電子工学科

コンピュータ
メディア工学科

経営情報学科 機械工学科
（KS原級生含む）

電気電子工学科
（DS原級生含む）

コンピュータ
メディア工学科

経営情報学科 1年 2年 3年（博士のみ）

健康診断（男子）※前半

9:10～9:30
受付アセンブリホール
対象：S115002～S115024、原級生

健康診断（男子）※後半

9:30～9:50
受付アセンブリホール

S115025～S115047、原級生

修学ガイダンス 健康診断（男子）※前半

11：00～12：00 9:50～10:10
458教室 受付アセンブリホール

対象：S215001～S215029、原級生

健康診断（男子）※後半

10:10～10:30
受付アセンブリホール
対象：S215030～S215053、原級生

修学ガイダンス 健康診断（男子）※前半 修学ガイダンス
11:00～12:00 10:30～11:00 11:00～11:45
448教室　※未配属者対象 受付アセンブリホール 431教室

対象：S315001～S315036、原級生

健康診断（男子）※後半 修学ガイダンス（原級生対象）

11:00～11:30 11:45～12:15
受付アセンブリホール 431教室
対象：S315037～S315481、原級生

健康診断（女子）
13:00～13:30
受付アセンブリホール

14:00～15:00 健康診断（男子）※前半

修学ガイダンス 14:00～14:30
441教室 受付アセンブリホール

対象：H115001～H115022、原級生

健康診断（男子）※後半 健康診断（男子）
14:30～15:00 14:30～15:00
受付アセンブリホール 受付アセンブリホール
対象：H115025～H115351、原級生

進路ガイダンス
15:20～17:00
621教室
修士2年生、博士2年生以上

健康診断（男子）※前半

9:00～9:30
受付アセンブリホール

対象：S116001～S116035

健康診断（男子）※後半

9:30～10:00
受付アセンブリホール
対象：S116036～S116071、原級生

修学ガイダンス 健康診断（男子）※前半

11:00～12:00 10:00～10:20
458教室 受付アセンブリホール

対象：S216001～S216028

健康診断（男子）※後半 修学ガイダンス
10:20～10:40 9:30～10:30
受付アセンブリホール 431教室
対象：S216029～S216054

修学ガイダンス 健康診断（男子）※前半

11:10～12:10 10:40～11:10
448教室 受付アセンブリホール

対象：H116001～H116030

11:00～12:00 健康診断（男子）※後半

修学ガイダンス 11:10～11:40
441教室 受付アセンブリホール

対象：H116031～H116481

健康診断（男子）※前半

14:00～14:30
受付アセンブリホール

対象：S316001～S316039

健康診断（男子）※後半

14:30～15:00
受付アセンブリホール

対象：S316040～S316481

4
月
3
日

(

火

)

AM

PM

健康診断（女子）
13:00～13:30
受付アセンブリホール

進路ガイダンス（3年生対象）
15:20～17:00
621教室

備考

4
月
2
日

(

月

)

AM

PM

健康診断（女子）
13:00～13:30
受付アセンブリホール

進路ガイダンス（4年生対象）
15:20～17:00
621教室

学部１年 学部２年 学部３年 学部４年 大学院（修士＆博士）
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情報応用工学科 機械電気工学科
機械工学科

（原級生含む）
電気電子工学科

コンピュータ
メディア工学科

経営情報学科
機械工学科

（原級生含む）
電気電子工学科

コンピュータ
メディア工学科

経営情報学科 機械工学科
（KS原級生含む）

電気電子工学科
（DS原級生含む）

コンピュータ
メディア工学科

経営情報学科 1年 2年 3年（博士のみ）
備考

学部１年 学部２年 学部３年 学部４年 大学院（修士＆博士）

・入学関係書類受付 ・初年次導入教育第1回 健康診断（男子）※前半 機械工学実験２ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

9:00～10:40 9:00～10:40 9:00～9:45 9:00-10:40
621教室 111教室 受付アセンブリホール 458教室

対象：H117001～H117058

・初年次導入教育第1回 ・初年次導入教育第2回 健康診断（男子）※後半 個人面談
10:50～12:30 10:50～12:30 9:45～10:30 10:50～12:30
621教室 111教室 受付アセンブリホール 各教員研究室

対象：H117059～H117116

健康診断（男子）※前半 修学ガイダンス
10:30～11:00 11:00～12:00
受付アセンブリホール 431教室
対象：S117001～S117043

健康診断（男子）※後半 修学ガイダンス
11:00～11:30 11:00～12:00
受付アセンブリホール 448教室
対象：S117044～S117085、原級生

・初年次導入教育第2回 ・入学関係書類受付 ・入学関係書類受付
13:20～15:00 13:20～15:00 及び修学ガイダンス
621教室 111教室 14:00～15:00

457教室
修学ガイダンス 健康診断（男子）※前半 ・共通・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ教育ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

14:00～15:00 14:00～14:30 15:10～15:30
621教室 458教室 受付アセンブリホール 621教室※希望者のみ

対象：S217001～S217038

個別面談 健康診断（男子）※後半 修学ガイダンス ・事務ガイダンス
15:10-16:50 14:30～15:00 13:50～14:50 15:40～16:50
各教員研究室 受付アセンブリホール 441教室 621教室※希望者のみ

対象：S217039～S217074

健康診断（男子）※前半

15:00～15:45
受付アセンブリホール

対象：S317001～S317047

健康診断（男子）※後半

15:45～16:30
受付アセンブリホール

対象：S317048～S317093

健康診断（男子） ・初年次導入教育第3～4回

9:00～12:00 9:00～12:00
受付アセンブリホール 111教室

健康診断（女子）
13:00～13:40
受付アセンブリホール

・初年次導入教育第3～4回 健康診断（男子） 健康診断（男子）
14:00～17:00 14:00～17:00 14:30～15:00
111教室 受付アセンブリホール 受付アセンブリホール

・履修説明会
15:30～16:00
457教室
※博士1年生のみ

・初年次導入教育第6～7回 ・初年次導入教育第8～9回

9:00～12:30 9:00～12:30
111教室 大アリーナ

・初年次導入教育第8～9回 ・初年次導入教育第6～7回

13:20～16:50 13:20～16:50
大アリーナ 111教室

14:00～15:10（大アリーナ）
18年度生全員対象（保証人含む）

4
月
7
日

(

土

)

AM

PM

受付アセンブリホール 受付アセンブリホール 受付アセンブリホール

4
月
6
日

(

金

)

AM

PM

・入学式
13:00～13:45（大アリーナ）
18年度生全員対象

PM

健康診断（女子） 健康診断（女子）　※2年次転学部・転学科、編入学、再入学者対象 健康診断（女子）　※3年次転学部・転学科、編入学、再入学者対象
13:00～13:40

4
月
5
日

(

木

)

・初年次導入教育第5回

受付アセンブリホール 受付アセンブリホール

13:00～13:40

・中途入学者ガイダンス　※2年次転学部・転学科、編入学、再入学者対象

11:00～11:30

13:00～13:40

・中途入学者健康診断（男子）　※2年次転学部・転学科、編入学、再入学者対象 ・中途入学者健康診断（男子）　※3年次転学部・転学科、編入学、再入学者対象

・事務ガイダンス（学生生活、奨学金、修学等）

15:40～16:50
621教室

・中途入学者ガイダンス　※3年次転学部・転学科、編入学、再入学者対象
10:00～11:00 10:00～11:00
2号館事務室 2号館事務室

11:00～11:30

4
月
4
日

(

水

)

AM

PM

健康診断（女子）
13:00～13:40
受付アセンブリホール

・共通・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ教育ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
15:10～15:30
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1．学生証更新について

　　2年生以上の学生は、現在使用している学生証の更新手続きが必要です。（更新を行っていない学生証は無効です。）更新は、健康診断終了後に行います。健康診断を受診していない学生へは学生証の更新を行いません。

　　また、「履修の手引」等、新年度の諸手続に必要な書類は、学生証更新後に配付します。

2．健康診断について

　　疾病の早期発見と予防、健康な学園生活を送るため年1回定期健康診断を実施しています。自分の健康管理のためにも必ず受けてください。

　　検査項目は下記のとおりです。2年生以上の胸部エックス線は任意ですが、結核が増加していますので集団生活を送るため全員の受診をおすすめします。また、就職・進学等に必要な健康診断証明書を発行するためには胸部エックス線の受診が必要になります。

　　【検査項目】　胸部エックス線・尿検査・身長・体重・視力・聴力・血圧測定・内科検診

　　【受付時間】　混雑を避ける為、受付時間は学科、学籍番号で分けて行います。

　　【注意事項】　

　　①　めがね、コンタクトレンズ使用者は必ず装着して受診してください。

　　②　尿検査は受付後、採尿を行いますので、採尿できるよう排尿の調節をしてください。前日及び当日の朝はビタミン剤、風邪薬等の使用は避けてください。

　　③　胸部エックス線撮影のため、ネックレス、ボタン、金属のついた服は避けて、検診の受けやすいTシャツ・トレーナー等を着用してください。　

　　④　受付等が混雑する場合がありますので時間に余裕を持って受診してください。

　　＊しかるべき理由（就職活動等）により、定められた日時の健康診断を欠席する場合は、事前に2号館事務室に報告し、他の日時に受診してください。

　　＊実施期間中に受診できない場合は、外部の医療機関で健康診断を受け（費用は自己負担）、4月27日(金)（土、日、祝日除）までに保健室へ提出してください。医療機関及び受診項目については保健室にて紹介していますのでご利用ください。

　　【健康診断書の発行】

　　＊この健康診断を受診することにより、就職や進学に必要な健康診断証明書が発行されます。(提出先指定の様式がある場合は保健室に相談してください。)

　　＊発行日は4月下旬を予定しています。詳しい日程は別途掲示します。

　　＊自動発行機による証明書発行が可能になるまで、手書きによる健康診断証明書もできませんので注意してください。

　　＊自動発行機による発行は、全項目を受診し、異常がない場合になります。その他は手書き発行になります。

3．履修申告について

　　改めて昨年度までの単位修得状況を確認してから履修申告を行ってください。

4．通学バスパスポートについて

　　平成29年度通学バスパスポート（紫色）の有効期限は平成30年3月31日(土)までとなり、4月1日以降利用できなくなります。

　　次年度の通学バスパスポートの申請については、次のとおりとなります。

　　注1：上記期間は、移行期間として、パスポートの代わりに学生証を呈示することで通学バスを無料で利用できます。

　　注2：通学バスパスポートの申請受付は随時行いますが、できる限り上記移行期間内に申請を行ってください。

　　注3：平成30年度のパスポート更新申請時には、平成29年度のパスポートが必要となりますので、紛失しないようにしてください。

5．平成29年度学位記授与式及び平成30年度入学式当日の第1駐車場の利用禁止について

　　以下の日時は第1駐車場を来場者用駐車場としますので在学生は利用することが出来ません。第1駐車場利用許可者は第2、5駐車場を利用してください。

6．その他 　

　　上記日程は変更される場合があるので、掲示等をよく確認してください。

申請期間：平成30年4月2日（月）～随時（※土日祝日を除く窓口取扱時間内）
移行期間：平成30年4月2日（月）～平成30年4月20日（金）（※土日祝日を除く窓口取扱時間内）
金 額：※金額を変更する予定です。後日、別の掲示にて周知します。
手続方法：2号館事務室窓口にて「通学バスパスポート発行申請書」に平成29年度のパスポートを添付の上、申請してください。

利用禁止日時：平成30年3月23日（金）（平成29年度学位記授与式）
平成30年4月6日（金）（平成30年度入学式）
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