
２０１４年度  文学部・短期大学部
在学生・文学部第３学年編入学生オリエンテーションについて
【文学部第３学年編入学生の方へ】
＊３／３１（月）の「指導教員決定及びゼミ懇談会」に、必ず出席してください。
　なお、学生証などは、４／１（火）の「登録書類配付および説明会」にて配付します。          
＊４／２（水）の「履修登録説明会」では、受講する科目の履修方法のほか、「学生向け情報提供システム」を
利用した「Ｗｅｂ聴講登録」の手順についても説明しますので、必ず出席してください。          
＊OUNET（大谷大学ネットワーク）を初めて使う場合は、４／３（木）１３：００～の「ＯＵＮＥＴ利用説明会」に必
ず出席してください（過去にＯＵＮＥＴアカウントを取得していた人は、説明会会場にてアカウントを受け取っ
てください）。
＊健康診断の受付時間は４／５（土）女性１１：００～１１：３０、男性１５：００～１５：３０です。
　博綜館１階保健室前（４／１（火）に配付する学生手帳参照）で受付をします。

【在学生の方へ】
＊「健康診断」を必ず受診してください。
　学年別・学科別で時間帯が異なります。以下の日程を確認してください（受付は講堂棟ホワイエ）。

＊３／２8（金）の「成績配付・登録書類配付」には、学生証の呈示が必要です。必ず持参してください。その
際に2014年度用の『在籍確認シール』を交付します。受取後、直ちに貼り替えて、学生証の有効期限を
更新してください。
＊「Ｗｅｂ聴講登録説明会」では、「学生向け情報提供システム」を利用した「Ｗｅｂ聴講登録」の手順につい
て説明しますので、希望者は出席してください。

【文学部第３学年編入学生・在学生共通】
＊会場・時間の変更は博綜館ピロティ（正門付近）・至誠館前に掲示でお知らせします。必ず事前に確認して
から出席してください。          
＊『指導教員提出用カード』は登録書類配付時に配付します。各自の「クラス別懇談会」または「ゼミ懇談
会」で提出してください。なお、文学部第４学年の学生は初回授業時に実施される「ゼミ懇談会」で、短期
大学部第２学年の学生は初回授業時に必ず提出してください。
　＜ゼミの変更が必要な場合は、必ずオリエンテーション期間中に希望するゼミ教員と相談してください。＞
＊授業は、４／７（月）の１時限（９：００）からです。          
＊Ｗｅｂ聴講登録期間・・・　　　　　　　　　　　　：「学生向け情報提供システム」からアクセスして登録
＊教　科　書　販　売・・・４／２（水）～４／１８（金）：販売場所（響流館１階ギャラリー ９：００～１７：００）
＊若葉祭は４／５（土）に開催します。
＊オリエンテーションについての質問等は、学生支援課（TEL.075－411－8119）まで問い合わせてください。

※裏面のオリエンテーション日程表にて、日時・会場を確認してください。

大谷大学・大谷大学短期大学部

日　程 受付時間 対　象　者 日　程 受付時間 対　象　者

３月２８日（金）

9：30～10：00 9：30～10：00

文４［社会・歴史］

３月３１日（月）
文2［文］

文2［教育］

10：00～10：30

文３［国際・人文］

文2［国際］

11：00～11：30

10：30～11：00

文2 ［歴史］13：00～13：30 文３［哲・社会］

13：30～14：00

文４［真宗・仏教・哲］

文３［真宗・仏教］

文4［人文・教育］

文2［真宗・仏教］

文2［哲・社会］

14：00～14：30

10：00～10：30

12：30～13：00

10：30～11：00

13：00～13：30

13：30～14：00

14：00～14：30

短２・文2［人文］

14：30～15：00

文３［歴史・文］

文４［文・国際］

文3［教育］15：00～15：30 ２０１3年度以前入学の短１・文１

在学生：３/２８（金）～４/４（金）
新編入学生：４/１（火）～４/４（金）



２０１４年度　文学部・短期大学部　在学生・文学部第３学年編入学生オリエンテーション日程表

※健康診断の受診日時については、裏面参照のこと。

※→希望者のみ出席
対象 文・短第１学年 文　学　部　　第２学年 文　学　部　　第３学年 文　学　部　　第４学年 短期大学部　　第２学年日 時 （2013年度以前入学者）

３

月

28

日

（金）

9：00 コース決定及びクラス別懇談会
　［真・仏・哲・社］

10：00 （9：00～10：30） 成績配付　　　【1307教室】

成績配付　　　　【1307教室】
登録書類配付　　【1101教室】

（10：00～16：00）
　　　　　　　　　　　　　　 

成績配付　　　【1307教室】
登録書類配付　【1101教室】
（10：00～16：00）

就職ガイダンス【2301教室】
（13：00～14：30）

成績配付　　　【1307教室】
登録書類配付　【各研究室】
（10：00～16：00）

【ピロティ・至誠館前に会場掲示】登録書類配付　【1101教室】
『指導教員提出用カード』提出（10：00～16：00）

10：30

11：00 進路就職ガイダンス（11：00～12：30）
［真・仏・哲・社・歴・文］
【講堂】

12：00

12：30
13：00 コース決定及びクラス別懇談会 進路就職ガイダンス〔国・人・教〕

（13：00～14：30）
【講堂】

　［歴・文］

（13：00～14：30）
14：00 書類配付
（14：00～15：00）
　　【J104教室】

【ピロティ・至誠館前に会場掲示】

『指導教員提出用カード』提出
14：30
15：00

コース決定及びクラス別懇談会［国・人・教］
（15：00～16：30）

【ピロティ・至誠館前に会場掲示】16：00
『指導教員提出用カード』提出

16：30

17：00 ※Web聴講登録説明会　　　　　　　　　　　　　（17：00～18：00）　　　　　　　　　　　　　　　　　　【2301教室】

18：00 ※【教育・心理学科のみ】　　　認定心理士説明会　　（18：00～18：30）　　【5203教室】

３

月

31

日

（月）

9：00 指導教員決定及びゼミ懇談会［真・仏・哲・社］
（9：00～10：30）

【ピロティ・至誠館前に会場掲示】
10：00 『指導教員提出用カード』提出
10：30 所属学科ガイダンス・クラス

別懇談会（10：30～12：00）
仏教科【1111教室】
幼児教育保育科【1214教室】

11：00 進路就職ガイダンス［真・仏・哲・社・歴・文］
（11：00～12：30）　【講　　　堂】

12：00
12：30

13：00 指導教員決定及びゼミ懇談会［歴・文］ 進路就職ガイダンス［国・人・教］
（13：00～14：30）

（13：00～14：30） 【講堂】

14：00 【ピロティ・至誠館前に会場掲示】
『指導教員提出用カード』提出

14：30

15：00 指導教員決定及びゼミ懇談会［国・人・教］
15：30 （15：00～16：30） ※博物館学課程説明会

［今年度学外実習参加予定者］
（15：30～16：30）　【J104教室】

16：00 【ピロティ・至誠館前に会場掲示】
『指導教員提出用カード』提出

16：30
16：45 ※初等科・中等科教職課程説明会　（16：45～19：45）　【講堂】　＊2014年度編入学生は除く

４

月

１

日

（火）

9：30 ※教職課程介護等体験説明会（9：30～10：00） 【4101教室】
10：00
10：30 入 学 式［真・仏・哲] （10：30～11：15）

【講　　堂】
11：15
13：00 入 学 式［社・歴・文] （13：00～13：45）

【講　　堂】
14：00 登録書類配付および説明会（14：00～15：30）

【J102教室】
15：30 入 学 式［国・人・教] （15：30～16：15）

【講　　堂】
16：30 就職ガイダンス（16：30～18：00）【2301教室】

４

月

２

日

（水）

9：00 　　　　　　　　　　　　　　　　　※社会教育課程説明会　　　　　　　　　（9：00～9：30）　　　　　　　　　　　  【1214教室】
9：30 キャリア支援説明会　　　　　　　　　　　　　　　　　※図書館学課程説明会　　　　　　　　　（9：30～10：00）　　　　　　　　　　　【1214教室】 ※図書館学課程説明会（9：30～10：00）【1214教室】
10：00（9：45～10：30）【講堂】 ※図書館学課程説明会（10：00～10：30）【1214教室】
10：30
11：00 編入学生のみ

履修登録説明会　　　（11：00～13：00）　　　　　　　　　　　【講　　堂】
11：30
12：30
13：00      　　　　　　　　　　　　外国人留学生説明会　　［外国人留学生は必ず出席のこと］　　（13：00～14：30）　　　　　　【2101教室】
14：30 　　　　　　　　　　　　　※初級スポーツ指導員資格説明会　　　　　　　　（14：30～15：30）　　　　　　　　　　　【2201教室】
15：30
17：00 ※編入学生のみ　教職課程（中学校・高等学校）ガイダンス（17：00～19：00）【講堂】

４

月

３

日

（木）

9：00 ※国際交流科目説明会【語学研修（英語、中国語、韓国・朝鮮語）・文化研修（インド、ドイツ）】　　　（9：00～10：00）　　　　【1214教室】
10：30
11：00 ※真宗大谷派教師課程説明会　　　（11：00～12：00）　　　【2301教室】
12：00
12：30
13：00 編入学生のみ　OUNET（大谷大学ネットワーク）利用説明会

（13：00～13：50）【講堂】
14：00 ※奨学金制度（全般）説明会／日本学生支援機構奨学金出願説明会（14：00～15：00）　　【1214教室】
15：00 ※大学コンソーシアム京都　単位互換授業説明会（15：00～16：00）　【1113教室】
16：00 ※学生会クラブ紹介　（16：00～18：00）　【講堂】

４

月

４

日

（金）

11：30 編入学生のみ
真宗本廟参拝（11：30～13：30）（詳細は、4/1に配付する「しおり」参照）
参拝後は現地解散。ただし、教職課程介護等体験事前指導に出席する学生は、
指定するバスで大学へ移動

13：30
14：00 ※真宗大谷派教師課程説明会

（14：00～14：30）　【J101教室】
14：30 ※教職課程介護等体験事前指導　〔今年度介護等体験参加予定者〕

　（14：30～16：30）　【2301教室】

18：00 ※博物館学課程説明会［今年度学外実習参加予定者を除く］　　　（18：00～18：30）　　　　【2301教室】

在学生のみ

対象 文・短第１学年 文　学　部　　第２学年 文　学　部　　第３学年 文　学　部　　第４学年 短期大学部　　第２学年日 時 （2013年度以前入学者） 在学生・編入学生

対象 文・短第１学年 文　学　部　　第２学年 文　学　部　　第３学年 文　学　部　　第４学年 短期大学部　　第２学年日 時 （2013年度以前入学者） 編入学生のみ

対象 文・短第１学年 文　学　部　　第２学年 文　学　部　　第３学年 文　学　部　　第４学年 短期大学部　　第２学年日 時 （2013年度以前入学者） 在学生・編入学生

対象 文・短第１学年 文　学　部　　第２学年 文　学　部　　第３学年 文　学　部　　第４学年 短期大学部　　第２学年日 時 （2013年度以前入学者） 在学生・編入学生

対象 文・短第１学年 文　学　部　　第２学年 文　学　部　　第３学年 文　学　部　　第４学年 短期大学部　　第２学年日 時 （2013年度以前入学者） 在学生・編入学生

※障がい学生サポーター募集説明会　　　　　　（10：30～11：00）　　　　　　　　【J103教室】
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