
2023年 3月 3日 

帝塚山学院大学 

2023年度新入生ガイダンスについて 

●新入生ガイダンスについて 

本学では 4 月に行う新入生ガイダンスを「全員が笑顔で卒業するための第一歩」と位置づけています。ガイダンス期間中は各日にテーマを設け、スムーズに 

大学生活へ移行が出来るよう様々なアクティビティを用意していますので、必ず全ての日程に参加してください。詳しい日程は、次ページ以降を確認してくだ

さい。 

 

●大学直通バス・路線バスについて 

大学最寄バス停は、大学直通バス・路線バスともに、「はるみ小学校前」バス停（発着）です。 

  ・バス乗車証で「泉ヶ丘駅」「金剛駅」の両方の駅から、大学直通バス（系統 271 272 277）を利用することができます。 

※バス乗車証の引き換えを受けるまでは、「振込通知書（B）（バス定期引換証）」を乗務員に提示して大学直通バスに乗車することができます。 

※バス乗車証は必ず 4月３日（月）までに引き換えを済ませてください。 

  ・バス乗車証により、次の路線バスを利用することができます。（路線バスは「振込通知書（B）（バス定期引換証）」では乗車することができません。） 

   ア）泉ヶ丘駅←→はるみ小学校前（系統 217 222 226） 

   イ）金剛駅前←→はるみ小学校前（系統 222） 

   ウ）金剛駅前←→桃山学院教育大学前（系統 250）  

※ウ）は、7：00～9：30と 16：00～18：00の時間帯での乗車・下車はできません。この時間帯に利用する場合は、別途運賃の支払いが必要です。 

・バス乗車証をお持ちでない場合も、運賃を支払うことで大学直通バスを利用することができます。 

・ガイダンス期間中の大学直通バス時刻表は、3月下旬までに帝塚山学院大学ホームページ（https://www.tezuka-gu.ac.jp/）「重要なお知らせ」内、 

「2023年度授業・学生生活等に関するお知らせ（まとめ）」にて公開します。                    

                                              

●その他 

・新型コロナウイルスその他の事情により、予定に大幅な変更が生じた場合は、大学ホームページ「重要なお知らせ」でお知らせします。 

・学内はマスク着用を推奨しています。また、手指の消毒・手洗いを心掛けてください。室内は窓や扉を開け換気を行いますので、温度調節のしやすい服装で 

登校してください。 

・4/1（土）より食堂の営業があります。4/1（土）と 4/3（月）に各教室で食堂の限定チケット（1,000円：ランチ 2食分とポテト 1食分がセットになっています） 

を販売します。なお、食堂は混雑が予想されます。ご自身で昼食をご持参いただくことも可能です。 

・春学期の授業は 4/12（水）より開始します。 

【お問い合わせ先】 不明点、不安な点は遠慮なく事務局まで問い合わせてください。 

 帝塚山学院大学 事務局 TEL：072-296-1331（事務取扱時間：月～金 9時～16時 50分） 

  入学式、バス乗車証、学生証、奨学金に関すること：学生支援センター 学生生活課（自動アナウンス番号 1）    E-mail：gakusei@tezukayama.ac.jp 

  プレイスメントテスト、新入生ガイダンス、授業に関すること：教学企画センター 教学課（自動アナウンス番号 2） E-mail：kyomu@tezukayama.ac.jp 

  ※E-mailでのお問い合わせの場合、3月末までは「受験番号」「氏名」を、4月以降は「学籍番号」「氏名」を明記の上、お問い合わせください。 

  ※4月より「学生支援センター 学生生活課」は「学生センター 学生課」に、「教学企画センター 教学課」は「教学センター 教学課」に組織変更いたします。 

【大学までのアクセス】 

 



2023年 3月 3日 

2023年度新入生ガイダンス日程 
 

●4/1（土）【Intake Day】大学生としての生活をスタートさせる 1日 

日時 実施内容 教室 

4/1 

（土） 

9時～ 
・入室開始（9時 15分までに入室してください） 

 ※学科別の教室へ直接入室してください。 
リベラルアーツ学科（L）  本館 5階M511 

心理学科（H）        別館 3階 A335 

食物栄養学科 

管理栄養士課程（N）  別館 4階 A433 

健康実践栄養士課程（NP） 別館 4階 A431 

9時 20分～ 

12時 50分 

※適宜休憩をとります 

・スタートアッププログラム 

 ①配布物の確認 

 ②提出物の回収（卒業証明書／学生カード／保健室健康調査票） 

 ③新入生ガイダンスについて 

 ④連絡事項 

・各種システム紹介 

 ・昼休み  

13時 30分（予定）～ 

14時 30分 
・日本学生支援機構奨学金（予約採用）説明会 該当者 別館 4階 A432 

13時（予定）～ 

16時 

・バス乗車証の引き替え 該当者 

・BYOD個別相談 希望者 
本館 1階クリエイティブコモンズ 

・バイク通学手続き、通学経路変更 該当者 本館 2階ステューデントコモンズ 

・プレイスメントテスト 未受験者 本館 4階M415（PCルーム A） 

  ▶持ち物について 

ノートパソコン／Welcome Book／「2023年度新入生ガイダンスについて」（本書類）／筆記用具（ボールペン含む）／卒業証明書 1通／学生カード／ 

保健室健康調査票／振込通知書（B）（バス定期引換証） 該当者／日本学生支援機構奨学金（予約採用）書類一式 該当者 

  ▶Webプレイスメントテスト・アンケートについて 

プレイスメントテスト・アンケート（別紙参照）は、3/26（日）までに各自で受験してください。自宅に受験環境がない場合は、4/1（土）に学内で受験してくだ

さい。学内受験にあたっての連絡事項があるため、該当する場合は 3月中に教学課まで連絡してください。 

 

●4/3（月）【Orientation Day】アクティビティを通して同級生や教職員とつながりをつくる 1日 

日時 実施内容 教室 

4/3 

（月） 

9時～ 
・入室開始（9時 15分までに入室してください） 

 ※学科別の教室へ直接入室してください。 

リベラルアーツ学科（L）  本館 5階M511 

心理学科（H）        別館 3階 A335 

食物栄養学科 

管理栄養士課程（N）  別館 4階 A433 

健康実践栄養士課程（NP） 別館 4階 A431 

9時 20分～ 

11時 35分 

※適宜休憩をとります 

・アドバイスクラスの教員、仲間を知るアクティビティ 

・大学施設紹介、部局紹介 

 ・昼休み  

12時 25分（予定）～ 

※適宜休憩をとります 

※15時頃終了予定 

・MATCH plusガイダンス 

・テヅカポートフォリオと本日の振り返り 
同上 

  ▶持ち物について 

学生証（4/1配布）／システム利用許可証（4/1配布）／ノートパソコン／Welcome Book／「2023年度新入生ガイダンスについて」（本書類）／筆記用具 

（ボールペン含む）／大学便覧・履修ガイド（4/1配布）／10のちからノート（4/1配布） 

 

●4/4（火）入学式 

日時 実施内容 場所 

4/4 

（火） 

12時 00分～ ・受付開始 
フェニーチェ堺 大ホール 

13時 30分～ ・開式 

  ▶詳細は別紙「入学式のご案内」を確認してください。 

 

●4/5（水）【Student Life Day】大学での学びと生活について知る 1日 

日時 実施内容 教室 

4/5 

（水） 

9時～ 
・入室開始（9時 15分までに入室してください） 

 ※学科別の教室へ直接入室してください。 

リベラルアーツ学科（L）  本館 5階M511 

心理学科（H）        別館 3階 A335 

食物栄養学科 

管理栄養士課程（N）  別館 4階 A433 

健康実践栄養士課程（NP） 別館 4階 A431 

9時 20分～ 

※適宜休憩をとります 

・帝塚山学院大学での学びについて 

・充実した学生生活を送るために 

 ・昼休み  

13時 20分（予定）～ 

※適宜休憩をとります 

※16時 30分頃終了予定 

・帝塚山学院大学での学生生活について 同上 

  ▶4/3（月）と同じ持ち物を持参してください。 

 



2023年 3月 3日 

●4/6（木）【Planning Day】学科・機構での学びについて知り、1年の大学生活の計画を立てる 1日 

  [リベラルアーツ学科・心理学科] 

日時 実施内容 教室 

4/6 

（木） 

9時 20分～10時 20分 
・留学説明会 希望者 

 ※開始 5分前までに教室へ入室してください。 
本館 5階M501 

10時 30分～11時 50分 
・基盤教育ガイダンス、資格課程ガイダンス 

※開始 5分前までに学科別の教室へ入室してください。 
リベラルアーツ学科（L）  本館 5階M511 

心理学科（H）        別館 3階 A335 
12時～12時 40分 ・履修登録について 

 ・昼休み  

13時 30分（予定）～ 

※適宜休憩をとります 

・学科ガイダンス、時間割作成、履修登録 

※履修登録を終えた学生より順次解散 
同上 

15時 30分～ 

※16時 30分頃終了予定 

・高等教育の修学支援新制度（4月採用希望者）説明会 

希望者 
別館 4階 A432 

16時 40分～ 

※17時 10分頃終了予定 
・小野奨学会奨学金説明会 希望者 別館 4階 A432 

  ▶4/3（月）と同じ持ち物を持参してください。 

 

  [食物栄養学科] 

日時 実施内容 教室 

4/6 

（木） 

9時 20分～10時 
・履修登録について 

 ※開始 5分前までに学科別の教室へ入室してください。 

食物栄養学科 

管理栄養士課程（N）  別館 4階 A433 

健康実践栄養士課程（NP） 別館 4階 A431 10時 10分～11時 40分 ・学科ガイダンス（資格課程の説明を含む） 

 ・昼休み  

12時 30分～13時 30分 ・基盤教育ガイダンス  

13時 40分（予定）～ 

※適宜休憩をとります 

・時間割作成、履修登録 

※履修登録を終えた学生より順次解散 
同上 

15時 30分～ 

※16時 30分頃終了予定 

・高等教育の修学支援新制度（4月採用希望者）説明会 

希望者 
別館 4階 A432 

16時 40分～ 

※17時 10分頃終了予定 
・小野奨学会奨学金説明会 希望者 別館 4階 A432 

  ▶4/3（月）と同じ持ち物を持参してください。 

  ▶食物栄養学科の学生で留学を希望する学生は、4/7（金）アドバイジング・デイの「留学なんでも相談ブース」を訪ねてください。 

 

●4/7（金）【Advising Day】不安や不明点を解消する 1日 

日時 実施内容 教室 

4/7 

（金） 
10時～16時 ・アドバイジング・デイ 希望者 各相談ブース 

  ▶詳細は裏面「アドバイジング・デイ」を確認してください。アドバイジング・デイに参加する場合は、4/3（月）と同じ持ち物を持参してください。 

 

●4/10（月） 

日時 実施内容 教室 

4/10 

（月） 

15時 30分～ 

※16時 30分頃終了予定 
・日本学生支援機構奨学金（定期採用希望者）説明会 希望者 別館 4階 A432 

 

●4/11（火）健康診断等 

日時 実施内容 教室 

4/11 

（火） 

午前 ・健康診断 体育館 

9時～12時 

13時 30分～16時 30分 
・図書館オリエンテーション 本館 2階ナレッジコモンズ 

10時～16時 ・クラブ紹介 本館 5階M501～M508 

13時～14時（予定） ・心理学科 公認心理師ガイダンス 希望者 本館 5階M511 

  ▶健康診断の詳細は、別紙「2023年度学生定期健康診断のお知らせ」で確認してください。健康診断は必ず受診してしてください。 

 

●4/12（水）春学期授業開始 

 

 

 

 



2023年 4月 7日（金）

6(水)
学期ごとのガイダンス期間に、各種面談や相談ができる
アドバイジング・デイを開催します。授業や学生生活に
関する相談や、設置されているブースに訪問することで
さまざまな情報を収集できる機会ですので、ぜひ活用
してください。 

アドバイジング・デイAdvising DayAdvising Day

学生生活をスタートさせるにあたり、先輩学生に話を聞いてみませんか？先輩と繋がりを作ることができたり、実際の経験を
踏まえた先輩学生ならではのアドバイスがもらえたりするお得な機会です。ぜひ活用してください！

大学生活かけこみ寺～先輩学生に聞いてみよう～

実施プログラム実施プログラム 教室名のMは本館、Aは別館を表しています。
配置については「時間割表」の「学舎配置図」を確認してください。

アドバイジング・デイ　インフォメーションコーナー

基盤教育なんでも相談 資格相談

先輩に聞いてみよう先輩に聞いてみよう

教職員に聞いてみよう教職員に聞いてみよう

授業・履修なんでも相談（ポータル・WebClass相談含む）

M508 M507

M501/M502

大学での授業や履修に関する心配な点や不安な点を解消した上で
授業開始の日をむかえましょう！ちょっとした質問にもお答え
しますので、お気軽にお越し下さい。

１回生では、学びの基盤である【基盤教育】の科目を多く履修
することになります。【基盤教育】について「この科目はどんな
内容なんだろう？」「自分の目標を達成するためにはどんな科目
を履修すればいいのだろう？」、そうした疑問や相談があれば
お気軽にお越し下さい。

図書館司書や博物館学芸員など、授業を通して学科横断的に取得
できる資格について相談に応じます。新入生ガイダンスで短く
紹介しますが、もっと知りたい方、疑問や相談のある方はぜひ
お越し下さい。ごく素朴な疑問でも大歓迎です。

※公認心理師や栄養士・管理栄養士など、特定の学科のみ取得できる資格に
　ついてはアドバイザーの先生に相談してみてください。

聞いてみたいこと・相談してみたいことはあるけれど、どこに行けばいいかわからない、
そんな方はまずこちらにお越し下さい。

本館1F
クリエイティブ
コモンズ

本館1F
クリエイティブ
コモンズパソコン関係なんでも相談

大学では、授業や課題などで自身のパソコンを使う機会が多くあります。
このブースでは学内での活用方法や設定に関することなど、パソコンに
関する質問全般にお答えします。不安や疑問がある方はこの機会に解消して、
授業開始前までに学内でパソコンを活用できるように準備を整えましょう。

総務部（ICT課）

就職なんでも相談（インターンシップ・オープンカンパニー含む） M506
就職活動なんてまだまだ先だと思っていませんか？実は充実した学生生活
を送ることが将来の就職活動に結び付きます。就職活動のプロである
キャリアセンターのスタッフが、そのノウハウなどを楽しくお話しします！
お気軽にお越しください。みんなを誘って多数で来ることも大歓迎です。

キャリアセンター

教学センター

基盤教育機構 基盤教育機構

本館2F
ステューデント
コモンズ
本館2F

ステューデント
コモンズ

M202
ナレッジコモンズ
ルームA

M202
ナレッジコモンズ
ルームA

学生生活なんでも相談（奨学金含む）
学生センター M203

ナレッジコモンズ
ルームB

M203
ナレッジコモンズ

ルームB

留学なんでも相談

ボランティアなんでも相談

課外活動のこと、各種学生活動のこと、学費や奨学金のこと
など、学生生活全般についてなんでも聞いてください！
疑問や不安を解消して、充実した学生生活をスタートしましょう。

本学では様々なボランティアの活動先を紹介しています。
ボランティア活動では、学内活動とはまた違った貴重な経験を
することができます。少しでも興味・関心がある方はまずは
本ブースにお気軽にお越しください。

本学では国際交流センターを設置し、韓国やカナダへの留学
プログラムを提供しています。留学に興味がある方、プログラム
内容を詳しく知りたい方はぜひ本ブースにお越しください。
留学のことを知り、学生生活の選択肢を広げましょう！

新しい環境で下宿生活をスタートさせることは、期待もあれば不安もあると思います。そんな方をサポートするために、下宿をして
いる先輩学生や同じ境遇の新入生で交流する機会を設けました。疑問点や不安点の解消や、仲間づくりができるチャンスです。
下宿生の方はぜひ参加してください！

下宿生の集い 14:00 ～ 15:00
本館2F

ステューデント
コモンズ
本館2F

ステューデント
コモンズ


