
月日（曜日） 時　　間 行　　　事 場　　所　　等

４月３日（金） 9:00 ～ 17：00 教養教育ガイダンス資料，問診票の配付 　弘前大学文京町キャンパス(弘前市文京町1番地)　　総合教育棟　玄関ホール(正門側)

　全学部新入生対象

9:00 ～ 9:45 日本学生支援機構　「予約採用者(貸与のみ対象)」手続説明会

　人文社会科学部 　総合教育棟301講義室

10:15 ～ 11:00 日本学生支援機構　「予約採用者(貸与のみ対象)」手続説明会

　教育学部 　総合教育棟301講義室

11:30 ～ 12:15
日本学生支援機構　「予約採用者(貸与のみ対象)」手続説明会

　医学部 　総合教育棟301講義室

14:00 ～ 14:45 日本学生支援機構　「予約採用者(貸与のみ対象)」手続説明会

　理工学部 　総合教育棟301講義室

15:15 ～ 16:00 日本学生支援機構　「予約採用者(貸与のみ対象)」手続説明会

　農学生命科学部 　総合教育棟301講義室

16:30 ～ 17:15 日本学生支援機構「予約採用者(給付のみ、給付・貸与両方対象)」手続説明会

　全学部 　総合教育棟301講義室

４月４日（土） 英語プレイスメントテストは中止します。

４月６日（月） 9:00 ～ 17：00 学生証，HiroinID通知カード，在学証明書の配付 　弘前大学文京町キャンパス(弘前市文京町1番地)　　総合教育棟　玄関ホール(正門側)

　全学部新入生対象(各学部の情報システム利用ガイダンス開始前に受領してください。)

9:30 ～ 10:30 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　医学部 　総合教育棟401講義室

11:00 ～ 12:00 情報システム利用ガイダンス

　人文社会科学部 　文化創生課程（20H1001～1060） → 情報基盤センター 1階 第1実習室

　社会経営課程（20H2001～2080） → 情報基盤センター 2階 第2実習室

11:00 ～ 12:00 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　理工学部 　総合教育棟401講義室

12:30 ～ 13:30 情報システム利用ガイダンス

　人文社会科学部 　文化創生課程（20H1061～） → 情報基盤センター 1階 第1実習室

　社会経営課程（20H2081～） → 情報基盤センター 2階 第2実習室

13:00 ～ 14:00 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　農学生命科学部 　総合教育棟401講義室

14:30 ～ 15:30 情報システム利用ガイダンス

　教育学部 　初等中等教育専攻（20P1101～1160） → 情報基盤センター 1階 第1実習室

　初等中等教育専攻（20P1201～） → 情報基盤センター 2階 第2実習室

　初等中等教育専攻（20P1161～），特別支援教育専攻，養護教諭養成課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 → 情報基盤センター 3階 第3実習室

14:30 ～ 15:30 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　人文社会科学部 　総合教育棟401講義室

16:00 ～ 17:00 情報システム利用ガイダンス

　農学生命科学部 　生物学科，地域環境工学科 → 情報基盤センター 1階 第1実習室

　分子生命科学科，国際園芸農学科(20A4001～4030） → 情報基盤センター 2階 第2実習室

　食料資源学科，国際園芸農学科（20A4031～） → 情報基盤センター 3階 第3実習室

16:00～17:00 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　教育学部 　総合教育棟401講義室

４月７日（火）  9:00 ～ 10:00 情報システム利用ガイダンス

　医学部／医学科 　医学科(20M1001～1060)　→ 情報基盤センター 1階 第1実習室

9:00 ～ 9:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　人文社会科学部 　総合教育棟401講義室

10:00 ～ 10:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(貸与のみ対象)

　人文社会科学部 　総合教育棟301講義室

10:00 ～ 11:00 情報システム利用ガイダンス 医学部

　医学部／保健学科 　保健学科 看護学専攻(20M2101～2140) → 情報基盤センター 1階 第1実習室

　保健学科 看護学専攻(20M2141～) → 情報基盤センター 2階 第2実習室

　医学部／医学科 　医学科(20M1061～)　→ 情報基盤センター 3階 第3実習室

11:00 ～ 11:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　教育学部 　総合教育棟306講義室

11:00 ～ 11:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　農学生命科学部 　総合教育棟201講義室

11:30 ～ 12:30 情報システム利用ガイダンス 医学部

　医学部／保健学科 　保健学科 検査技術科学専攻 → 情報基盤センター 1階 第1実習室

　保健学科 理学療法学専攻，作業療法学専攻 → 情報基盤センター 2階 第2実習室

　医学部／保健学科／心理支援科学科 　保健学科 放射線技術科学専攻，心理支援科学科 → 情報基盤センター 3階 第3実習室

13:00 ～ 14:00 情報システム利用ガイダンス 理工学部

　理工学部　数物科学科，物質創成化学科 　数物科学科　→ 情報基盤センター 2階 第2実習室

　物質創成化学科　→ 情報基盤センター 3階 第3実習室

13:00 ～ 13:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(貸与のみ対象)

　教育学部 　総合教育棟406講義室

13:00 ～ 13:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(貸与のみ対象)

　農学生命科学部 　総合教育棟101講義室

14:30 ～ 15:30 情報システム利用ガイダンス

　理工学部　地球環境防災学科，電子情報工学科 　地球環境防災学科　→ 情報基盤センター 2階 第2実習室

　 　電子情報工学科　→ 情報基盤センター 3階 第3実習室

16:00 ～ 17:00 情報システム利用ガイダンス

　理工学部　機械科学科，自然エネルギー学科 　機械科学科　→ 情報基盤センター 2階 第2実習室

　 　自然エネルギー学科　→ 情報基盤センター 3階 第3実習室

令和2年4月3日から4月22日までのガイダンス等の実施について（学部新入生用）



月日（曜日） 時　　間 行　　　事 場　　所　　等

４月８日（水） 人文社会科学部

 9:30 ～ 11:00 　教養教育ガイダンス 　文化創生課程(20H1001～20H1060) 　→　総合教育棟　1階　101講義室

11:00 ～ 12:30 　専門教育ガイダンス 　文化創生課程(20H1061～) 　→　総合教育棟　2階　201講義室

13:30 ～ 15:30 　教科書購入等説明会 　社会経営課程(20H2001～20H2060) 　→　総合教育棟　3階　301講義室

　社会経営課程(20H2061～20H2130) 　→　総合教育棟　4階　401講義室

　社会経営課程(20H2131～)　→　総合教育棟　3階　306講義室

9:00 ～ 9:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　理工学部 　総合教育棟　4階　406講義室

10:00 ～ 10:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(貸与のみ対象)

　理工学部 　総合教育棟　4階　406講義室

13:00 ～ 13:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(給付のみ、給付・貸与両方対象)

　医学部 　総合教育棟　4階　406講義室

14:00 ～ 14:45 日本学生支援機構　「在学採用」募集説明会(貸与のみ対象)

　医学部 　総合教育棟　4階　406講義室

４月９日（木） 教育学部

 8:30 ～ 10:00 　教養教育ガイダンス 　初等中等教育専攻小学校コース　→　総合教育棟　1階　101講義室

　初等中等教育専攻中学校コース，特別支援教育専攻，養護教諭養成課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　総合教育棟　2階　201講義室

10:00 ～ 11:15 　専門教育ガイダンス（全体） 　初等中等教育専攻小学校コース　→　総合教育棟　1階　101講義室

　初等中等教育専攻中学校コース，特別支援教育専攻，養護教諭養成課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　総合教育棟　2階　201講義室

11:25 ～ 12:15 　専門教育ガイダンス（課程別） 　初等中等教育専攻小学校コース　→　総合教育棟　1階　101講義室

　初等中等教育専攻中学校コース，特別支援教育専攻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　総合教育棟　2階　201講義室

　養護教諭養成課程　→　総合教育棟　3階　301講義室

13:30 ～ 14:00 　専門教育ガイダンス（課程・専攻・コース・専修別） 　初等中等教育専攻小学校コース　→　総合教育棟　1階　101講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　国語専修　→　総合教育棟　2階　203講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　社会専修　→　総合教育棟　2階　205講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　数学専修　→　総合教育棟　2階　206講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　理科専修　→　総合教育棟　2階　207講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　音楽専修　→　総合教育棟　2階　208講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　美術専修　→　総合教育棟　3階　302講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　保健体育専修　→　総合教育棟　3階　303講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　技術専修　→　総合教育棟　3階　304講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　家庭科専修　→　総合教育棟　3階　305講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　英語専修　→　総合教育棟　3階　306講義室

　特別支援教育専攻　→　総合教育棟　3階　309講義室

　養護教諭養成課程　→　総合教育棟　2階　201講義室

14:10 ～ 14:40 　専門教育ガイダンス 　初等中等教育専攻小学校コース　→　総合教育棟　1階　101講義室

　（小学校・幼稚園・特別支援学校教員免許取得希望者） 　初等中等教育専攻中学校コース，特別支援教育専攻，養護教諭養成課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　総合教育棟　2階　201講義室

14:50 ～ 15:20 　専門教育ガイダンス 　中高（国語）　→　総合教育棟　2階　203講義室

　（中学校・高等学校・養護教諭教員免許取得希望者） 　中（社会），高（地歴，公民）　→　　総合教育棟　2階　205講義室

　中高（数学）　→　総合教育棟　2階　206講義室

　中高（理科）　→　　総合教育棟　2階　207講義室

　中高（音楽）　→　総合教育棟　2階　208講義室

　中高（美術）　→　総合教育棟　3階　302講義室

　中高（保健体育）　→　総合教育棟　3階　303講義室

　中（技術），高（工業）　→　総合教育棟　3階　304講義室

　中高（家庭）　→　総合教育棟　3階　305講義室

　中高（英語）　→　総合教育棟　3階　306講義室

　中高（保健），養護教諭　→　総合教育棟　2階　201講義室

15:30 ～ 17:30 　教科書購入等説明会 　初等中等教育専攻小学校コース　→　総合教育棟　1階　101講義室

　初等中等教育専攻中学校コース，特別支援教育専攻，養護教諭養成課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　総合教育棟　2階　201講義室

17:30 ～ 19:30 　履修相談 　初等中等教育専攻小学校コース　→　総合教育棟　1階　101講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　国語専修　→　総合教育棟　2階　203講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　社会専修　→　総合教育棟　2階　205講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　数学専修　→　総合教育棟　2階　206講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　理科専修　→　総合教育棟　2階　207講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　音楽専修　→　総合教育棟　2階　208講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　美術専修　→　総合教育棟　3階　302講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　保健体育専修　→　総合教育棟　3階　303講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　技術専修　→　総合教育棟　3階　304講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　家庭科専修　→　総合教育棟　3階　305講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　英語専修　→　総合教育棟　3階　306講義室

　特別支援教育専攻　→　総合教育棟　3階　309講義室

　養護教諭養成課程　→　総合教育棟　2階　201講義室

　教育科学サブコース　→　総合教育棟　3階　310講義室

　発達心理サブコース　→　総合教育棟　3階　313講義室

　幼児教育サブコース　→　総合教育棟　1階　101講義室

 9:00 ～ 12:00 人文社会科学部文化創生課程　　履修登録 学内無線ＬＡＮ（個人端末）

　個人端末を所有している学生は，学内の無線ＬＡＮでのみ登録できます。

　個人端末を所有していない学生は，以下の部屋で登録できます。

　　　→ 情報基盤センター 1階 第1実習室，2階 第2実習室，3階 第3実習室



月日（曜日） 時　　間 行　　　事 場　　所　　等

10:00 ～ 17:00 人文社会科学部　　履修相談 　文化創生課程　→　総合教育棟　3階　319講義室

　社会経営課程　→　総合教育棟　4階　419講義室

 14:00 ～ 17:00 人文社会科学部社会経営課程　　履修登録 学内無線ＬＡＮ（個人端末）

　個人端末を所有している学生は，学内の無線ＬＡＮでのみ登録できます。

　個人端末を所有していない学生は，以下の部屋で登録できます。

　　　→ 情報基盤センター 1階 第1実習室，2階 第2実習室，3階 第3実習室

４月１０日（金） 医学部／医学科

 8:30 ～ 10:00 　教養教育ガイダンス 　総合教育棟　4階　401講義室

10:00 ～ 12:30 　専門教育ガイダンス

13:30 ～ 15:30 　教科書購入等説明会

15:30 ～ 17:30 　履修相談

 9:00 ～ 12:00 教育学部　　履修登録 学内無線ＬＡＮ（個人端末）

　個人端末を所有している学生は，学内の無線ＬＡＮでのみ登録できます。

　個人端末を所有していない学生は，以下の部屋で登録できます。

　　　→ 情報基盤センター 1階 第1実習室，2階 第2実習室，3階 第3実習室

10:00 ～ 12:00 人文社会科学部　　履修相談 　文化創生課程　→　総合教育棟　3階　319講義室

　社会経営課程　→　総合教育棟　4階　419講義室

４月１３日（月） 医学部／保健学科／心理支援科学科

 8:30 ～ 10:00 　教養教育ガイダンス 　保健学科　理学療法学専攻　→　総合教育棟　1階　101講義室

10:00 ～ 12:30 　専門教育ガイダンス 　保健学科　検査技術科学専攻　→　総合教育棟　2階　201講義室

13:30 ～ 15:30 　教科書購入等説明会 　保健学科　放射線技術科学専攻　→　総合教育棟　3階　301講義室

15:30 ～ 17:30 　履修相談 　保健学科　看護学専攻　→　総合教育棟　4階　401講義室

　保健学科　作業療法学専攻　→　総合教育棟　3階　306講義室

　心理支援科学科　→　総合教育棟　4階　406講義室

 9:00 ～ 12:00 医学部／医学科　　履修登録 学内無線ＬＡＮ（個人端末）

　個人端末を所有している学生は，学内の無線ＬＡＮでのみ登録できます。

　個人端末を所有していない学生は，以下の部屋で登録できます。

　　　→ 情報基盤センター 1階 第1実習室，2階 第2実習室，3階 第3実習室

9:00 ～ 12:00 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出　(貸与のみ対象) 　学籍番号により，受付時間を設定する。

13:00 ～ 16:00 　人文社会科学部 　　(詳細は，４月３日の説明会で対象者に配付する資料に記載)

４月１４日（火） 理工学部

 8:30 ～ 10:00 　教養教育ガイダンス 　数物科学科・物質創成化学科　→　総合教育棟　4階　401講義室

　地球環境防災学科・電子情報工学科　→　総合教育棟　2階　201講義室

　機械科学科・自然エネルギー学科　→　総合教育棟　3階　301講義室

10:00 ～ 12:30 　専門教育ガイダンス 　数物科学科　→　総合教育棟　4階　401講義室

　物質創成化学科　→　総合教育棟　3階　306講義室

　地球環境防災学科　→　総合教育棟　2階　201講義室

　電子情報工学科　→　総合教育棟　1階　101講義室

　機械科学科　→　総合教育棟　3階　301講義室

　自然エネルギー学科　→　総合教育棟　4階　406講義室

13:30 ～ 15:30 　教科書購入等説明会 　教養教育ガイダンスと同じ場所

15:30 ～ 17:30 　履修相談 　数物科学科・物質創成化学科　→　総合教育棟　4階　406講義室

　地球環境防災学科・電子情報工学科　→　総合教育棟　3階　305講義室

　機械科学科・自然エネルギー学科　→　総合教育棟　3階　306講義室

 9:00 ～ 12:00 医学部／保健学科／心理支援科学科　　履修登録 学内無線ＬＡＮ（個人端末）

　個人端末を所有している学生は，学内の無線ＬＡＮでのみ登録できます。

　個人端末を所有していない学生は，以下の部屋で登録できます。

　保健学科　放射線技術科学専攻，作業療法学専攻　→ 情報基盤センター 1階 第1実習室

　保健学科　看護学専攻　→ 情報基盤センター 2階 第2実習室

　保健学科　検査技術科学専攻，理学療法学専攻，心理支援科学科　→ 情報基盤センター 3階 第3実習室

9:00 ～ 12:00 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出　(貸与のみ対象) 　学籍番号により，受付時間を設定する。

13:00 ～ 16:00 　教育学部 　　(詳細は，４月３日の説明会で対象者に配付する資料に記載)

４月１５日（水） 農学生命科学部

 8:30 ～ 10:00 　教養教育ガイダンス 　生物学科　→　総合教育棟　1階　101講義室

10:00 ～ 12:30 　専門教育ガイダンス 　食料資源学科　→　総合教育棟　2階　201講義室

13:30 ～ 15:30 　教科書購入等説明会 　分子生命科学科　→　総合教育棟　3階　301講義室

15:30 ～ 17:30 　履修相談 　国際園芸農学科　→　総合教育棟　4階　401講義室

　地域環境工学科　→　総合教育棟　3階　306講義室

 9:00 ～ 12:00 理工学部　地球環境防災学科，数物科学科，機械科学科　　履修登録 学内無線ＬＡＮ（個人端末）

　個人端末を所有している学生は，学内の無線ＬＡＮでのみ登録できます。

　個人端末を所有していない学生は，以下の部屋で登録できます。

　数物科学科　→ 情報基盤センター 1階 第1実習室

　機械科学科　→ 情報基盤センター 2階 第2実習室

　地球環境防災学科　→ 情報基盤センター 3階 第3実習室

9:00 ～ 12:00 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出　(貸与のみ対象) 　学籍番号により，受付時間を設定する。

13:00 ～ 16:00 　医学部 　　(詳細は，４月３日の説明会で対象者に配付する資料に記載)

 14:00 ～ 17:00 理工学部　電子情報工学科，物質創成化学科，自然エネルギー学科 学内無線ＬＡＮ（個人端末）

　履修登録 　個人端末を所有している学生は，学内の無線ＬＡＮでのみ登録できます。

　個人端末を所有していない学生は，以下の部屋で登録できます。

　物質創成化学科　→ 情報基盤センター 1階 第1実習室

　電子情報工学科　→ 情報基盤センター 2階 第2実習室

　自然エネルギー学科→ 情報基盤センター 3階 第3実習室

４月１６日（木）  9:00 ～ 12:00 農学生命科学部　　履修登録 学内無線ＬＡＮ（個人端末）

　個人端末を所有している学生は，学内の無線ＬＡＮでのみ登録できます。

　個人端末を所有していない学生は，以下の部屋で登録できます。

　　　→ 情報基盤センター 1階 第1実習室，2階 第2実習室，3階 第3実習室

9:00 ～ 12:00 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出　(貸与のみ対象) 　　学籍番号により，受付時間を設定する。

13:00 ～ 16:00 　理工学部 　　(詳細は，４月３日の説明会で対象者に配付する資料に記載)

４月１７日（金） 9:00 ～ 12:00 日本学生支援機構　「予約採用者」必要書類提出　(貸与のみ対象) 　　学籍番号により，受付時間を設定する。

13:00 ～ 16:00 　農学生命科学部 　　(詳細は，４月３日の説明会で対象者に配付する資料に記載)



月日（曜日） 時　　間 行　　　事 場　　所　　等

４月２０日（月） 9:00 ～ 11:00 教育学部教育実習等ガイダンス 　初等中等教育専攻小学校コース　→　　教育学部　1階　一階大教室

　教育学部 　初等中等教育専攻中学校コース，特別支援教育専攻，養護教諭養成課程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　教育学部　2階　二階大教室

４月２０日（月） 13:00 ～ 13:45 学芸員資格取得ガイダンス／学籍番号の末尾の数字が奇数の学生 　学芸員資格取得希望者対象（医学部を除く） → 総合教育棟 4階 401講義室

13:45 ～ 14:30 学芸員資格取得ガイダンス／学籍番号の末尾の数字が偶数の学生 　学芸員資格取得希望者対象（医学部を除く） → 総合教育棟 4階 401講義室

15:00 ～ 16:00 教職ガイダンス 教育学部以外の教員免許状取得希望者対象

　人文社会科学部 　(保健･理工･農生の学生は学生証とともに配付された教員免許取得の資料を持参すること）

　理工学部 　人文社会科学部 → 総合教育棟 2階 201講義室

　医学部保健学科，農学生命科学部 　理工学部 → 総合教育棟 4階 401講義室

　医学部保健学科，農学生命科学部 → 総合教育棟 3階 301講義室

15:10 ～ 16:10 教育学部クラスアワー 　初等中等教育専攻小学校コース　→　総合教育棟　1階　101講義室

　教育学部 　初等中等教育専攻中学校コース　国語，社会科，音楽，美術，保健体育専修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　総合教育棟　3階　309講義室

　初等中等教育専攻中学校コース　数学，理科，技術，家庭科，英語専修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　総合教育棟　3階　310講義室

　特別支援教育専攻　→　総合教育棟　3階　302講義室

　養護教諭養成課程　→　総合教育棟　3階　303講義室

４月２１日（火）  8:30 ～ 10:30 履修登録確認表配布　人文社会科学部，教育学部，医学部医学科 　人文社会科学部　→　総合教育棟　1階　101講義室

　　学籍番号の末尾の数字が奇数の学生 　教育学部　→　総合教育棟　2階　201講義室

　医学部医学科　→　総合教育棟　3階　301講義室

10:30 ～ 12:30 履修登録確認表配布　人文社会科学部，教育学部，医学部医学科 　人文社会科学部　→　総合教育棟　1階　101講義室

　　学籍番号の末尾の数字が偶数の学生 　教育学部　→　総合教育棟　2階　201講義室

　医学部医学科　→　総合教育棟　3階　301講義室

４月２２日（水）  8:30 ～ 10:30 履修登録確認表配布　医学部保健学科/心理支援科学科，理工学部， 　医学部保健学科/心理支援科学科　→　総合教育棟　1階　101講義室

　　　　　　　　　　農学生命科学部 　理工学部　→　総合教育棟　2階　201講義室

　　学籍番号の末尾の数字が奇数の学生 　農学生命科学部　→　総合教育棟　3階　301講義室

10:30 ～ 12:30 履修登録確認表配布　医学部保健学科/心理支援科学科，理工学部， 　医学部保健学科/心理支援科学科　→　総合教育棟　1階　101講義室

　　　　　　　　　　農学生命科学部 　理工学部　→　総合教育棟　2階　201講義室

　　学籍番号の末尾の数字が偶数の学生 　農学生命科学部　→　総合教育棟　3階　301講義室

４月２３日（木） 8:40 ～ 授業開始


