
新入生
オリエンテーション日程表

２０１８年４月１日（日）～４月４日（水）

１．�オリエンテーション期間中（入学式を含む）は、この日程表を確認して
出席してください。

２．�各説明会等には、開始時間までに所定の会場に集合してください。
３．�会場・時間の変更は、ホームページ、博綜館ピロティ（正門付近）・
響流館コリドール（北門付近）の掲示でお知らせします。事前に確
認のうえ出席してください。

大谷大学・大谷大学短期大学部
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2018年度　学部・短期大学部　新入生オリエンテーション日程表
＊4／１（日）の「登録書類配付および説明会」会場で、学生住所、保証人住所、学費請求先住所等の登録を行います。郵便番号・住所・
電話番号等を控えて出席してください。詳細は、本ページ下部の【全員出席のもの】登録書類配付および説明会を参照してください。
＊「入学式」、「登録書類配付および説明会」の会場は､裏表紙の＜学内建物配置図＞を参照してください。教室番号について、
「K000」は慶聞館を示します。
＊Ｗｅｂ聴講登録期間……4／１（日）～4／４（水）：「OTANI�UNIVERSITY�UNIVERSAL�PASSPORT（大谷大学ユニバーサ
ルパスポート）」からアクセスして登録
＊教 科 書 販 売……4／２（月）～4／13（金）：販売場所（慶聞館１階会議室１　9：00～17：00）
＊4／2（月）以降の各種説明会の会場は、登録書類配付および説明会で配付する「学生手帳」の「キャンパスマップ」および「施設
図」を参照してください。
＊授業開始は、4／5（木）の１時限（9:00）からです。
＊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。

【全員出席のもの】登録書類配付および説明会
　入学後に提出する書類、授業登録関係書類等を交付し、オリエンテーション期間中の諸注意を説明します。「登録書類配付および
説明会」会場で、学生現住所・保証人住所・学費請求先の住所・電話番号等の登録を行います。特に下宿の方は、下宿先の住所・
郵便番号・電話番号等を控えて出席してください。
※学生現住所�自宅・学寮・下宿先など学生本人とすぐに連絡が取れる住所。
　保証人住所��父母など学生生活における一切の責任を負う方（入学前に提出した「学籍票」（写真を貼付した書類）で保証人とし

た人物など。大学に保護者として登録する方）へ送付する書類の郵送先となる住所。
　学費請求先住所�学費の納付書の郵送先となる住所。

【全員出席のもの】英語プレイスメント（クラス分け）テスト
　第１学年の必修科目「英語」は、習熟度別のクラス編成を行っています。習熟度別のクラス編成を行うために、文学部・社会学部・教
育学部の新入生は必ず受験してください。体調不良等により、当日に受験することができない場合は、必ず下記問い合わせ先に連
絡してください。
　テスト会場は学科によって異なります。日程表（4/1分）に記載の教室を確認し、開始時間までに各自で指定の会場まで行ってくださ
い。当日は、「登録書類配付および説明会」で配付される学生証と筆記用具を持参してください。

【問い合わせ先】教務課　075-411-8117

対象 文　学　部
真宗学科、仏教学科、哲学科

文　学　部
歴史学科、文学科、国際文化学科

社　会　学　部
コミュニティデザイン学科、現代社会学科

教　育　学　部
教育学科

短期大学部
幼児教育保育科日 時

４

月

１

日

（日）

9：15 登録書類配付および説明会（9：15～10：15） 登録書類配付および説明会（9：15～10：15） 登録書類配付および説明会（9：15～10：15）
[真宗学科]【K214教室】 [教育学科]【Ｋ１０１教室】 [幼児教育保育科]【K202教室】
[仏教学科]【K307教室】
[哲学科]　【K308教室】

10：15
10：30 入学式（10：30～11：15）【講　堂】 入学式（10：30～11：15）【講　堂】 入学式（10：30～11：15）【講　堂】

11：00 登録書類配付および説明会（11：00～12：00）
11：15 [歴史学科]　【K304教室】
11：45 英語プレイスメント（クラス分け）テスト（11：45～12：30） [文学科]　　【K207教室】 英語プレイスメント（クラス分け）テスト（11：45～12：30）

【「登録書類配付および説明会」と同教室】 [国際文化学科]【K205教室】 【「登録書類配付および説明会」と同教室】
12：00
12：30
13：00 入学式（13：00～13：45）【講　堂】 登録書類配付および説明会（13：00～14：00）

[コミュニティデザイン学科]【K203教室】
[現代社会学科]【K102教室】

13：45
14：00
14：15 英語プレイスメント（クラス分け）テスト（14：15～15：00） 英語プレイスメント（クラス分け）テスト（14：15～15：00）

【「登録書類配付および説明会」と同教室】【「登録書類配付および説明会」と同教室】
15：00
15：30 入学式（15：30～16：15）【講　堂】
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対象 文　学　部
真宗学科、仏教学科、哲学科、歴史学科、文学科、国際文化学科

社　会　学　部
コミュニティデザイン学科、現代社会学科

教育学部教育学科
初等教育コース、幼児教育コース

短期大学部
幼児教育保育科日 時

４

月

2

日

（月）

9：00
クラス別懇談会（9：00～11：00）

【ホームページ・博綜館ピロティ・響流館コリドールに会場掲示】
クラス別懇談会（9：00～11：00）

【ホームページ・博綜館ピロティ・響流館コリドールに会場掲示】
クラス別懇談会（9：00～11：00）

【ホームページ・博綜館ピロティ・響流館コリドールに会場掲示】9：30 OUNET（大谷大学ネットワーク）利用者説明会
（9：30～10：50） 【講　堂】

10：00

11：00 OUNET（大谷大学ネットワーク）利用者説明会（11：00～12：20）【講　堂】OUNET（大谷大学ネットワーク）利用者説明会（11：00～12：20）【講　堂】

12：30

クラス別懇談会（12：30～14：30）
【ホームページ・博綜館ピロティ・響流館コリドールに会場掲示】

※博物館学課程説明会（12：30～13：00）【K301教室】

13：00
履修登録説明会
（13：00～14：30） 【講　堂】13：30

履修登録説明会
（13：30～15：00） 【K101教室】14：00

14：30

15：00
履修登録説明会
（15：00～16：30） 【講　堂】

教職課程ガイダンス
初等教育コース

（15：00～16：00）【K101教室】
教職課程ガイダンス
幼児教育コース

（15：00～17：00）
【K102教室】

15：30

16：00

16：30

　　　　※教職課程（中学校・高等学校）ガイダンス（16：30～18：30）　　　　　　【講　堂】
17：00

17：30

18：00

対象 文　学　部
真宗学科、仏教学科、哲学科、歴史学科、文学科、国際文化学科

社　会　学　部
コミュニティデザイン学科、現代社会学科

教育学部教育学科
初等教育コース、幼児教育コース

短期大学部
幼児教育保育科日 時

４

月

3

日

（火）

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（中国、ドイツ）】（9：00～10：00） 【K102教室】

10：00 ※奨学金制度説明会および「日本学生支援機構貸与型奨学金」新規出願説明会（10：00～11：00） 【講　堂】

11：00
履修登録説明会
（11：00～12：15） 【K203教室】11：30

※真宗大谷派教師課程説明会（11：30～12：30） 【K207教室】
12：00

12：30

13：00 キャリア支援説明会
（13：00～13：50） 【1214教室】 キャリア支援説明会

（13：00～13：50） 【1113教室】 幼稚園教諭・保育士課程説明会（13：00～14：00） 【K203教室】
13：30

14：00 キャリア支援説明会
（14：00～14：50） 【講　堂】

※真宗大谷派教師課程説明会（14：00～14：30）【K206教室】

14：30 ※図書館学課程説明会（14：30～15：00）【K206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） 【K204教室】

16：00 ※障がい学生サポーター募集説明会（16：00～16：30） 【K206教室】

16：30 ※学生会　クラブ・サークル紹介（16：30～18：00） 【講　堂】

対象 文　学　部
真宗学科、仏教学科、哲学科、歴史学科、文学科、国際文化学科

社　会　学　部
コミュニティデザイン学科、現代社会学科

教育学部教育学科
初等教育コース、幼児教育コース

短期大学部
幼児教育保育科日 時

４

月

4

日

（水）

8：45 真宗本廟参拝（8：45～10：30）　8時45分までに東本願寺の御影堂前に集合すること。
詳細は、4/1に配付する「しおり」参照。参拝後はクラスごとにバスで大学へ移動。…大学到着後は、指導教員の誘導に従い、学科別（クラス別）懇談会場へ移動。

10：30 学科別（クラス別）懇談会…�同じ学科（クラス）の教員、学生と昼食をとりながら歓談を楽しんでください。また4/2のクラス別懇談会で聞けなかったことや学科の学びについてなど質問をするチャンスです。（バス到着後～12：00）
文学部：真宗学科（K202教室）、仏教学科（K208教室）、哲学科（K209教室）、歴史学科（K207教室）、文学科（K214教室）、国際文化学科（K405教室）
社会学部：現代社会学科（K205教室）、コミュニティデザイン学科（K206教室）
教育学部：教育学科（K204教室）　　　短期大学部：幼児教育保育科（K406教室）

12：00

13：00
学生生活ガイダンス（13：00～14：30）
（学生会の概要についても説明します）【講　堂】

※学生会による
クラブボックススタンプラリー
（13：00～15：00）

【部室棟】
※学生会による

クラブボックススタンプラリー
（13：00～15：00）

【部室棟】
学生生活ガイダンス（13：00～14：30）
（学生会の概要についても説明します）【講　堂】13：30

14：00

14：30 ※学生会による
クラブボックススタンプラリー
（14：30～16：30）

【部室棟】
※学生会による

クラブボックススタンプラリー
（14：30～16：30）

【部室棟】15：00 学生生活ガイダンス（15：00～16：30）
（学生会の概要についても説明します）【講　堂】

学生生活ガイダンス（15：00～16：30）
（学生会の概要についても説明します）【講　堂】15：30

16：30 ※博物館学課程説明会（16：30～17：00） 【K101教室】

４
月
7
日
（土）

１. 若 葉 祭
２．健康診断
３．自己発見診断Ⅰ（文学部・社会学部・教育学部対象）…【2101教室】
　 ① 男性：10：00～11：30　② 女性：13：00～14：30　③ ①と②で受検できなかった学生：15：30～17：00

※→希望者のみ出席
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オリエンテーションの概要

区分 名　　　称 概　　　　　　要

全
員
出
席
の
も
の

登録書類配付および説明会 入学後に提出する書類、授業登録関係書類等を交付し、オリエンテーション期間中の
諸注意を説明します。詳細は、日程表（4/1分）の下部を参照してください。

英語プレイスメント（クラス分け）テスト 日程表（4/1分）の下部を参照してください。

クラス別懇談会
各学科の主任教員が、学科の概要説明や教員の紹介をします。その後、クラス指導教
員・副指導教員がクラス運営や時間割の組み方を説明します。なお、会場は、クラス別
にホームページ、博綜館ピロティ・響流館コリドールに掲示します。

履修登録説明会 受講する科目の登録方法などについて説明します。入学式で配付された『履修要項』
を必ず持参してください｡

ＯＵＮＥＴ利用者説明会 ＯＵＮＥＴ（オーユーネット）は、大学のコンピュータネットワークです。授業をはじめ大学生
活に必要なその利用について説明します。

真宗本廟参拝 詳細はクラス別懇談会で指導教員が説明します（4/1に配付する「しおり」を参照）。
学生生活ガイダンス 授業以外の学生生活全般について説明します。

キャリア支援説明会
今までのキャリア（経験）を振り返るとともに、今から始まる大学生生活をいかに過ごすか
を考え、目標を見つけるきっかけ作りとします。あわせてキャリアセンターが主催する各種
支援内容について説明します。

自己発見診断Ⅰ
【4月7日（土）実施】

大学生活を始めるにあたり現在の自分自身を客観的に知ることは大切なことです。その
手段として診断ツールを利用した診断（自己発見診断）を実施します。

健康診断【4月7日（土）実施】 受付は、博綜館１階保健室前（4/1に配付する学生手帳参照）です。

日
程
表
に
、※
印
が
つ
い
て
い
る
希
望
者
の
み
出
席
の
も
の

障がい学生サポーター募集説明会 本学では、障がいのある学生に対し、講義保障や学生生活に関する各種支援を行うため、
学生サポーターを募集しています。その支援内容やサポーター登録などの詳細を説明します。

真宗大谷派教師課程説明会 真宗大谷派の寺院住職となるための資格取得について説明します。

大学コンソーシアム京都
単位互換授業説明会

単位互換制度とは、他大学の科目を履修し、それを本学の単位として認定を受けることが
できる制度です。本学は､大学コンソーシアム京都に加盟し、京都地域を中心とした他大
学が提供する科目を受講することができます。ここでは、その手続き等について説明します｡

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（中国、ドイツ）】

本学では国際的な視野を深める目的で、国際交流科目を開講しています。この説明会
では、その履修手続きについて説明します。予備登録カードを配付しますので、履修を
希望する場合は必ず出席してください。

教職課程（中学校・高等学校）ガイダンス 中学校・高等学校の教員免許取得について説明します。本ガイダンス内で、学校図書
館司書教諭講習の説明も行います。希望者は必ず出席してください。

幼稚園教諭二種・保育士課程説明会 短期大学部幼児教育保育科新入生を対象に、幼稚園教諭免許（二種）・保育士資格
の取得について説明します。

教職課程（小学校）ガイダンス
教育学部教育学科初等教育コース新入生を対象に、小学校の教員免許取得につい
て説明します。本ガイダンス内で、学校図書館司書教諭講習の説明も行います。希望
者は必ず出席してください。

教職課程（幼稚園）・
保育士課程ガイダンス

教育学部教育学科幼児教育コース新入生を対象に、幼稚園教諭免許（一種）・保育
士資格の取得について説明します。本ガイダンス内で、保育心理士の説明も行いま
す。希望者は必ず出席してください。

博物館学・図書館学課程説明会

学芸員・図書館司書資格の取得について説明します。
※図書館学課程の科目履修は、第2学年からとなります。新入生で、図書館司書資格
を希望する学生は、次年度のオリエンテーション時に開催する図書館学課程説明会に
出席してください。

奨学金制度説明会および
「日本学生支援機構貸与型奨学金」
新規出願説明会

大谷大学独自の奨学金について説明します。日本学生支援機構貸与型奨学金につい
ては、「2018年度奨学金ガイドブック」の表紙を参照し、対象者は必ず出席してください。
＊説明会には奨学金ガイドブックを持参してください。

日本学生支援機構奨学金予約採用候補となっている場合は、奨学金ガイドブックに記
載している「日本学生支援機構奨学金（貸与型／給付型）予約採用候補者向け説明
会」に必ず出席し、決定通知を提出してください。無断欠席者は奨学金の貸与・給付を
受けることができません。

若　葉　祭
４月７日（土）実施

学生会が主催する新入生歓迎行事です。当日は各課外活動団体による演奏やクラブ
紹介が行われます。クラブの先輩に活動内容などを聞くチャンスです。ぜひ参加してくだ
さい。
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＜慶　聞　館＞

＜学内建物配置図＞

コ
リ
ド
ー
ル

クラス別懇談会
会場掲示

クラス別懇談会
会場掲示

学生ロビー
（愛称/ミナイール・プラザ）

歴史（4/1 11：00～）

文学（4/1 11：00～）
国際文化（4/1 11：00～）

真宗（4/1 9：15～）

駐輪場

駐
輪
場

哲学（4/1 9：15～）
仏教（4/1 9：15～）

幼児教育（4/1 9：15～）
コミュニティデザイン（4/1 13：00～）

1

現代社会（4/1 13：00～）

教育（4/1 9：15～）

文
藝
塾

Ｋ101Ｋ102

Ｋ203 Ｋ202
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健 康 診 断 は 必 ず 受 診 し て く だ さ い
健康管理の第一歩は、現在の健康状態を知ることから始まります。
健康診断の実施は、学校保健安全法によって定められているため、必ず受診してください。

〔１〕日　程

日　程 受付時間 対　象　者

４月７日（土）
午前：女性
午後：男性

 ９：３０～１０：００ 女性：短期大学部、大学院
１０：００～１０：３０ 女性：文学部［真宗、仏教、哲、歴史］
１０：３０～１１：００ 女性：文学部［文、国際文化］、教育学部
１１：００～１１：３０ 女性：社会学部、編入生、再入学、復籍
１３：００～１３：３０ 男性：文学部［真宗、仏教］
１３：３０～１４：００ 男性：文学部［哲、歴史］
１４：００～１４：３０ 男性：文学部［文、国際文化］
１４：３０～１５：００ 男性：社会学部
１５：００～１５：３０ 男性：教育学部、大学院、短期大学部、編入生、再入学、復籍

2018年度健康診断受診案内【新入生】

〔２〕受診項目
胸部レントゲン検査、身長・体重測定、視力測定、尿検査、内科診察、心電図検査

〔３〕場　所　博綜館（受付：博綜館１階保健室前）

〔４〕注意事項
①持参するもの

・健康調査票（４月１日（日）に配付します）

・メガネ・コンタクトレンズ（普段使用している人のみ）

②服装の準備
・無地のＴシャツ（着用してきてもよい）

可………無地であれば色つきでもよい。袖はあってもなくてもよい。
不可……刺繍やボタンのついているもの。プリント・ストライプ・柄もの。

・タイツやストッキングは不可（心電図で足首を出すため）
・ゴム・髪どめ（長髪の場合はアップにしてください）

【健康診断についての問い合わせ先】
　大谷大学・大谷大学短期大学部　保健室　０７５－４１１－８１２０

（開室時間　　平日　９：００～１７：００）
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