
 

 

2023 年度 学部新入生 

オリエンテーション日程表 
 

２０２３年４月１日（土）～４月５日（水） 

 

 

 

 

 

 

１．オリエンテーション期間中（入学宣誓式を含む）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・時間の変更がある場合は、大学ホームページ及び学生支援 

システム「ＯＴＡＮＩ ＵＮＩＰＡ（大谷ユニパ）」に掲載します。 

事前に確認のうえ出席してください。 

 

４．体調不良や健康に不安がある場合には、学生支援課（Tel.075-411-8119）

に事前連絡し、登校を控えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊

＊

＊ 聴講登録期間・・・4/1（土）～4/5（水）　：　「OTANI UNIPA（学生支援システム）」にアクセスし履修登録してください。

＊ 教科書販売期間・・・4/3（月）～4/21（金）　：　教科書等販売サイト「onSMaRT」にアクセスし申し込んでください。  受取会場 ： ２号館１階２１０２教室

＊ 4/3（月）以降の各種説明会の会場は、「登録書類配付及び説明会」で配付する「学生手帳」の「キャンパスマップ」及び「施設図」を参照してください。

＊

＊

※は希望者、対象者のみ出席してください。　

日 時

9:15

[真宗学科] 【Ｋ２０５教室】

[歴史学科] 【Ｋ１０１教室】

[文学科] 【Ｋ２０７教室】

10:30

[仏教学科] 【Ｋ２１１教室】

[現代社会学科] 【１２１４教室】

【２３０１教室】

12:15

13:00
【講　　　堂】

14:15

[哲学科]

[教育学科]

[国際文化学科] 【１１１３教室】

15:30

16:30

対象

2023年度　学部 新入生オリエンテーション日程表
4/1（土）の「登録書類配付及び説明会」で学籍事項（学生本人の連絡先や、連帯保証人・学費請求先の情報）を本学の「OTANI UNIPA（学生支援システム）」に登録するための説明をします。4/3（月）に実施される「OUNET及びOTANI UNIPA（学
生支援システム）利用説明会」参加後、4/4（火）17：00までに登録してください。

「入学宣誓式」、「登録書類配付及び説明会」の会場は､別頁の＜学内建物配置図＞を参照してください。教室番号について、「Ｋ●●●」は慶聞館内の教室、「１●●●」は１号館内の教室、「２●●●」は２号館内の教室を示します。

授業開始は、4/6（木）の1時限（9:00）からです。

オリエンテーションの各種説明会についての欠席連絡や質問は、<>内の部署等に連絡してください。なお、オリエンテーション全般に関する質問は学生支援課（TEL．075-411-8119）へ問い合わせてください。

文学部　哲学科
　教育学部　教育学科

国際学部　国際文化学科
文学部　真宗学科、歴史学科、文学科

文学部　仏教学科
　社会学部　現代社会学科、コミュニティデザイン学科

11:00

4

月

1

日

(土)

登録書類配付及び説明会
(9:15～10:15)　　<学生支援課>

【講　　　堂】
入学宣誓式

（10:30～11:15）　　<学生支援課>
登録書類配付及び説明会

(11:00～12:00)　　<学生支援課>

［コミュニティデザイン学科］

【Ｋ１０１教室】

登録書類配付及び説明会
(14:15～15:15)　　<学生支援課>

【Ｋ２１４教室】

【Ｋ１０２教室】

入学宣誓式
（13:00～13:45）　　<学生支援課>

※「日本学生支援機構奨学金」予約採用候補者向け説明会
（12:15～13:45）　　<学生支援課>

［対象者は必ず出席のこと］
【Ｋ１０１教室】

※「日本学生支援機構奨学金」予約採用候補者向け説明会
　（16:30～18:00）　　<学生支援課>

［対象者は必ず出席のこと］

入学宣誓式
（15:30～16:15）　　<学生支援課>

【講　　　堂】

※「日本学生支援機構奨学金」予約採用候補者向け説明会
　（14:15～15:45）　　<学生支援課>

［対象者は必ず出席のこと］
【Ｋ１０１教室】



①※は希望者のみ出席してください。　　②欠席連絡や質問は、<>内の部署等に連絡してください。

日 時

9:00

10:10

10:20

13:10

13:20

13:40

15:50

16:00

日 時

9:00

【講　　　　堂】

【Ｋ２０８教室】

11:15

【Ｋ１０２教室】

12:30

【Ｋ１０１教室】

13:15

14:00

14:30

16:20

日 時

10:00

11:40

13:25

15:05

15:45

16:55

4
月
8
日

(土)

対象 文　学　部 文　学　部 教　育　学　部　教育学科 国　際　学　部文　学　部 社 会 学 部　

真宗学科、哲学科 仏教学科、歴史学科 初等教育コース 幼児教育コース 国際文化学科　文学科 現代社会学科、コミュニティデザイン学科

履修登録説明会
（11:20～12:50）　　<教務課>

【講堂】

履修登録説明会
（11:20～12:50）　　<教務課>

【講堂】
キャリア支援説明会

（11:50～12:50）　<キャリアセンター>
【Ｋ１０１教室】

キャリア支援説明会
（13:20～14:20）　<キャリアセンター>

【Ｋ１０２教室】
教職課程ガイダンス

初等教育コース
（13:40～14:40）

<教務課>
【Ｋ３０３教室】

教職課程ガイダンス
幼児教育コース
（13:40～15:40）

<教務課>
【Ｋ３０４教室】

履修登録説明会
（10:10～11:40）　<教務課>

【Ｋ１０１教室】

OUNET及びOTANI UNIPA利用説明会
　　（13:10～14:10）　　<教育研究支援課>

【講堂】

履修登録説明会
（14:20～15:50）　　<教務課>

【講堂】

OUNET及びOTANI UNIPA利用説明会
　（13:10～14:10）　　<教育研究支援課>

【講堂】

履修登録説明会
（14:20～15:50）　　<教務課>

【講堂】

キャリア支援説明会
（9:00～10:00）　<キャリアセンター>

【講堂】

クラス別懇談会
（13:40～15:40）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載。4/1の
登録書類配付及び説明会でも紹介】

4

月

4

日

(火)

※教職課程（中学校・高等学校）ガイダンス
（9:00～11:00）　　<教務課>

　　※国際交流科目説明会【語学研修（英語、中国語）・文化研修（フランス・インド）・フィールドワーク（アメリカ）】　　（11:15～12:15）　　<教務課>

※博物館学課程説明会　　（12:30～13:00）　　<教務課>

4

月

3

日

(月)

キャリア支援説明会
（9:00～10:00）　<キャリアセンター>

【講堂】

OUNET及びOTANI UNIPA利用説明会
　　（9:00～10:00）　　<教育研究支援課>

【Ｋ１０１教室】

キャリア支援説明会
（9:00～10:00）　<キャリアセンター>

【講堂】

OUNET及びOTANI UNIPA利用説明会
　　（10:10～11:10）　　<教育研究支援課>

【講堂】

OUNET及びOTANI UNIPA利用説明会
　　（10:10～11:10）　　<教育研究支援課>

【講堂】

※外国人留学生説明会［外国人留学生は必ず出席のこと］　　（9:00～11:00）　　<学生支援課>　

クラス別懇談会
（10:20～12:20）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載。4/1の
登録書類配付及び説明会でも紹介】

クラス別懇談会
（10:20～12:20）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載。4/1の
登録書類配付及び説明会でも紹介】

クラス別懇談会
（10:20～12:20）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載。4/1の
登録書類配付及び説明会でも紹介】

対象

全学部　全学科

【Ｋ３０７教室】

クラス別懇談会
　（15:50～17:50）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載。4/1の登
録書類配付及び説明会でも紹介】

クラス別懇談会
（13:40～15:40）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載。4/1の
登録書類配付及び説明会でも紹介】

OUNET及びOTANI UNIPA利用説明会
　　（14:30～15:30）　　<教育研究支援課>

【Ｋ１０２教室】

履修登録説明会
（16:00～17:30）　　<教務課>

【Ｋ１０２教室】

キャリア支援説明会
（16:00～17:00）　<キャリアセンター>

【講堂】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文  　学  　部　　仏教学科、哲学科、文学科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教　育　学　部　　教育学科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国　際　学　部　　国際文化学科

対象

　　　　　　　　　　　　　　　　　※大学コンソーシアム京都　単位互換授業説明会　　（14:30～15:30）　　<教務課>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【講　　　　堂】

　　　　　　　　　　　　　　　　　※障がい学生サポーター募集説明会　　（16:20～16:50）　<学生支援課>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｋ１０１教室】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※真宗大谷派教師課程説明会　　（13:15～14:15）  <教務課>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｋ１０２教室】

　　　　　　　　　　　※GPS-Academic未受検者受検会
　　　　　　　　　　　　（14：00～18：00）　　<キャリアセンター>
　　　　　　　　　　　　　*最終受付　16：00（所要時間約80分）
　　　　　　　　　　　　　*持参物：イヤホン

　
　　　　　　　１．若 葉 祭
　　　　　　　２．健康診断
　　　　　　　３．学生生活ガイダンス（中央執行委員会による学生会についての説明を含む）【Ｋ１０１教室・Ｋ１０２教室】
　　　　　　　　　 9：15～10：15　健康診断の受付時間が10：20～11：20までの者
　　　　　　　　　11：30～12：30　健康診断の受付時間が 9：30～10：20までの者、13：00～13：40までの者
　　　　　　　　　12：45～13：45　健康診断の受付時間が11：20～11：30までの者、13：50～15：05までの者
　　　　　　　　　14：00～15：00　健康診断の受付時間が15：05～16：00までの者

【講堂】

4

月

5

日

(水)

新入生学科別親睦会　（11:40～13:10）
<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載。4/1の登録書類配付及び説明会でも紹介】

　　※学内奨学金 制度説明会
　　（15:05～15:35）　<学生支援課>

　※「日本学生支援機構　貸与
　　奨学金」新規出願説明会

　（15:45～16:45）　<学生支援課>

　※「日本学生支援機構　給付
　　奨学金」新規出願説明会

　（16:55～17:55）　<学生支援課>

　　　　　　　　　　　　　文　　学 　 部　　 真宗学科、歴史学科
　　　　　　　　　　　　　社　会　学　部　　現代社会学科、コミュニティデザイン学科

真宗本廟参拝式
（10:00～10:40）

＜東本願寺集合　9：30＞

新入生学科別親睦会　（13:25～14:55）
<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載。4/1の登録書類配付及び説明会でも紹介】



区分 名　　　称<担当者・担当部署> 概　　　　　　要

登録書類配付及び説明会    <学生支援課>
学生証、学生手帳等の必要書類を交付し、オリエンテーション期間中の諸注意を説明し
ます。

クラス別懇談会          <各学科の教員>
各学科の教員が、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、本学ホームペー
ジ及び「OTANI UNIPA」に掲載します。

履修登録説明会                <教務課>
受講する科目の履修登録方法などについて説明します。「登録書類配付及び説明会」で
配付した『履修要項』を必ず持参してください｡

OUNET及びOTANI UNIPA利用説明会
              　　　　<教育研究支援課>

大学のネットワークサービス「OUNET（オーユーネット）」及び学生支援システム
「OTANI UNIPA（大谷ユニパ）」の利用方法について説明します。

キャリア支援説明会
　　　　　　　　　　<キャリアセンター>

大学生活での目標設定やキャリア支援について説明します。GPS-Academic「個人結果レ
ポート」を使用しますので、『GPS-Academic受検のご案内(※)』を参照の上、各自で受検
し、持参してください。
※3/31までは受験ポータルサイト「UCARO」、入学以降は「OTANI UNIPA」に掲載。

新入生学科別親睦会　　　<各学科の教員>
学科別で学科教員、学科の学生との親睦会を実施します。聴講登録の確認や授業に関す
る質問を教員に直接できるチャンスです。また、新入生同士で自己紹介をするなど親睦
を深めてください。なお、会場は本学ホームページ及び「OTANI UNIPA」に掲載します。

真宗本廟参拝式　　　　　　<学生支援課> 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【4月8日（土）実施】
　　　　　　　　　　　　　<学生支援課>

授業以外の学生生活全般について説明します。

健康診断【4月8日（土）実施】　<保健室> 受付は、博綜館1階保健室前です。（4/1に配付する学生手帳参照）

真宗大谷派教師課程説明会　　　<教務課> 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
　　　　　　　　　　　　　　　<教務課>

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）・
　文化研修（フランス・インド）・
　フィールドワーク（アメリカ）】
　　　　　　　　　　　　　　　<教務課>

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、各研修の内容と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
　　　　　　　　　　　　　　　<教務課>

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。

教職課程（小学校）ガイダンス
　　　　　　　　　　　　　　　<教務課>

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
　
　　　　　　　　　　　　　　　<教務課>

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。

博物館学課程説明会
　　　　　　　　　　　　　　　<教務課>

学芸員資格の取得について説明します。

図書館学課程説明会
　　　　　　　　　　　　　　　<教務課>

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参加して
ください。

障がい学生サポーター募集説明会
　　　　　　　　　　　　　<学生支援課>

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。

外国人留学生説明会　　　　<学生支援課>
本学在籍中に外国人留学生としての在留資格を保つために必要な手続きや、日本で生活
するうえでのマナーについて説明を行います。外国人留学生は必ず出席してください。

学内奨学金 制度説明会　 　<学生支援課> 本学学生が利用できる本学独自の奨学金制度について説明します。

「日本学生支援機構 貸与奨学金」
新規出願説明会　　　　　　<学生支援課>

「日本学生支援機構 給付奨学金」
新規出願説明会　　　　　　<学生支援課>

「日本学生支援機構奨学金」
予約採用候補者向け説明会　<学生支援課>

日本学生支援機構奨学金予約採用候補者の学生は、『奨学金ガイドブック（入学手続サ
イトで公開）』を入学前に確認のうえ、必ず出席してください。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。

GPS-Academic未受検者受検会
　　　　　　　　　　<キャリアセンター>

4/2までに、自宅等でGPS-Academicの受検環境が整わず受検ができなかった方のみを対象
に、大学内のパソコンを利用して受検会を実施します。持参物：イヤホンまたはヘッド
ホン（ケーブル等でパソコンに接続できるもの、ワイヤレス非対応）

「中央執行委員会による学生会についての説明」では学生会について知ることができます。
また、「若葉祭」では各課外活動団体によるパフォーマンスや活動紹介が行われます。課外活動
団体の入部を検討している学生は、ぜひ参加してください。

オリエンテーションの概要
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学生会による新入生歓迎行事
4月8日（土）

『奨学金ガイドブック（入学手続サイトで公開）』を入学前に確認のうえ、日本学生支
援機構奨学金にこれから出願を希望する学生は必ず出席してください。なお、貸与奨学
金・給付奨学金は内容が異なるため、それぞれの説明会を行いますので注意してくださ
い。

対面での説明会が実施できない場合には、オンラインでの実施やＷＥＢサイトの閲覧に変更する場合があります。
その場合には、学生支援システム「ＯＴＡＮＩ　ＵＮＩＰＡ」にて、連絡します。









2023 年度健康診断受診案内【新入生】 

健 康 診 断 は 必 ず 受 診 し て く だ さ い 
健康診断は、異常の早期発見や健康の保持増進を目的として、学校保健安全法に基づいて実施して

います。学内健診では感染予防対策に取り組んでいますので、安心して受診してください。 

 

〔１〕日 程   

学部、学科によって時間帯が異なるため、以下の日程を確認してください。 

感染症対策のため、指定された時間に受診してください。 

所属学科の受付時間に受診できない場合は、ご自身の性別の時間内で受診してください。 

健康診断当日は、体温測定を実施してから登校してください。 

※37.5℃以上の発熱や体調不良がある場合は、感染拡大防止のため当日の健康診断を受けることはできません。 

日 程 受付時間 対 象 者 

4 月 8 日（土） 

9：30～10：00 

女性 

国際学部（国際文化） 

10：00～10：20 教育学部（教育学科 幼児教育コース） 

10：20～10：30 教育学部（教育学科 初等教育コース） 

10：30～10：45 社会学部（現代社会） 

10：45～11：00 社会学部（コミュニティデザイン） 

11：00～11：10 文学部（真宗、仏教、哲） 

11：10～11：20 文学部（歴史） 

11：20～11：30 文学部（文） 

09：30～11：30 大学院・編入生・再入学・復籍 

13：00～13：40 

男性 

社会学部（現代社会） 

13：50～14：10 社会学部（コミュニティデザイン） 

14：10～14：40 文学部（歴史） 

14：40～15：05 文学部（哲、文） 

15：05～15：30 文学部（真宗、仏教） 

15：30～15：45 教育学部（教育学科 初等・幼児教育コース） 

15：45～16：00 国際学部（国際文化） 

13：00～16：00 大学院・編入生・再入学・復籍 

 
〔２〕受診項目 

身長、体重、視力、聴力、尿検査、内科診察、胸部レントゲン検査 
心電図検査（新入生 第 1 学年のみ） 

〔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 
・検尿 健診当日 4/8 の朝に尿を採取してください。生理中でも尿を採取してください。 

    検尿容器は 4/1 の登録書類配付及び説明会で配付します。 

・問診票 2 種類 健康診断問診票、新型コロナウイルス感染拡大防止について 

・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シャツ等 レントゲン検査時、着用したまま撮影が可能となります。 

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 保健室  075－411－8120 

博綜館 1 階（開室時間 平日 9：00～17：00） 


