
　

【第３学年編入生の方へ】
＊

＊

＊

＊

＊

【在学生の方へ】
＊

＊

対象学年 対象学年

対象学年

第1学年

【学部第３学年編入生・在学生共通】
＊

＊ 聴講登録期間・・・「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。

　　　在学生登録期間：3/30（木）～4/5（水）

　　　2023年度編入生登録期間：4/1（土）～4/5（水）

＊

＊ 授業開始は、4/6（木）の1時限（9:00）からです。

＊

＊

＊

日　程

2023年度　学部
在学生・第3学年編入生オリエンテーションについて

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。

4/3（月）の「履修登録説明会」では、受講する科目の履修登録方法のほか、「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。学部ご
とに実施するため、会場と時間を確認して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(月)の「OUNET及びOTANI UNIPA（学生支援システム）利用説明会」に必ず出席してください。

3/31（金）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。会場・時間の変更は本学ホームページに掲載してお知らせします。必ず事前に確認
してから出席してください。
なお、学生証などは、4/1（土）の「登録書類配付及び説明会」にて配付します。

健康診断を必ず受診してください。受付時間は4/8（土）女性9：30～11：30、男性13：00～16：00です。受付は、博綜館1階保健室前です。（4/1（土）に配付
する「学生手帳」キャンパスマップ参照）

「健康診断」を必ず受診してください。
学部、学年によって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1階ホワイエ）　なお、学部第4学年の学生は、3/29（水）の実施
ですので注意してください。

「コース決定及びクラス別懇談会（学部第2学年　3/30）」、「指導教員決定及びゼミ懇談会（学部第3学年　3/31）」に必ず出席してください。会場・時間の変
更は本学ホームページ及びOTANI UNIPAに掲載してお知らせします。必ず事前に確認してから出席してください。

対　象　者（学部・学科） 対　象　者（学部・学科）日　程

　・文学部国際文化学科の学生は国際学部国際文化学科の懇談会に出席してください。文学部教育・心理学科の学生は、各自で自身の指導教員に連絡
　　し確認してください。指導教員がわからない場合は、学生支援課まで問い合わせてください。

教科書販売期間・・・3/29（水）～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

体調不良や健康に不安がある場合には、学生支援課に事前連絡し、登校を控えてください。

⑥13:00～13:50　社会学部（現社）
⑦13:50～14:20　社会学部（コミュニティデザイン）
⑧14:20～14:45　教育学部（幼児教育コース）
⑨14:45～15:00　教育学部（初等教育コース）

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。

対　象　者（学部・学科）

①09:00～09:40　国際学部
②09:40～10:20　文学部（歴史）
③10:20～10:45　文学部（文）
④10:45～11:10　文学部（真宗、仏教）
⑤11:10～11:30　文学部（哲、国際文化）

⑥13:00～13:50　社会学部（現社）
⑦13:50～14:20　社会学部（コミュニティデザイン）
⑧14:20～14:45　教育学部（幼児教育コース）
⑨14:45～15:00　教育学部（初等教育コース）

第4学年

午前

　09:00～11:30　全学部・学科（2022年度以前入学者）

①09:00～09:40　文学部（国際文化）
②09:40～10:20　文学部（歴史）
③10:20～10:45　文学部（文、教・心）
④10:45～11:10　文学部（真宗、仏教）
⑤11:10～11:30　文学部（哲）

⑥13:00～13:50　社会学部（現社）
⑦13:50～14:20　社会学部（コミュニティデザイン）
⑧14:20～14:45　教育学部（幼児教育コース）
⑨14:45～15:00　教育学部（初等教育コース）

①09:00～09:40　国際学部
②09:40～10:20　文学部（歴史）
③10:20～10:45　文学部（文）
④10:45～11:10　文学部（真宗、仏教）
⑤11:10～11:30　文学部（哲）

3月29日（水）

午前

大　谷　大　学

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。

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、<>内の部署等へ連絡してください。

若葉祭は、4/8（土）に開催します。

次頁以降のオリエンテーション日程表にて日時・会場等を確認してください。

休学や退学を検討している場合は、至急、学生支援課に相談してください。
　

手続き（書類の提出）締切日：4月17日（月）17時

第2学年

第3学年

午後

午前

午後

日　程

3月30日（木）

3月31日（金）

午後



日 時

9:00

10:00

日 時

9:00

10:00

11:00

13:00

15:00

16:40

日 時

9:00

11:00

13:00

15:00

日 時

9:00

10:30

13:00

15:30

日 時

9:00

10:10

14:00

日 時

9:00

11:15

12:30

14:30

15:45

16:20

日 時

10:00

11:40

12:05

12:45

13:55

15:05

15:45

16:55

2023年度　学部　在学生・第３学年編入生オリエンテーション日程表

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。
対象 学部第１学年

学　部　　第２学年 学　部　　第３学年 在学生のみ 学　部　　第４学年
(2022年度以前入学者)

対象 学部第１学年
学　部　　第２学年 学　部　　第３学年 在学生のみ 学　部　　第４学年

(2022年度以前入学者)

3

月

29

日

(水)

健康診断
（9:00～15:00）

<保健室>
【講堂棟1階ホワイエ】

2023年度学生証裏
面シール、学生手
帳などの書類配付

（10:00～16:00）
<学生支援課>

【慶聞館ロビー】

＊学生証裏面
シールを貼り替
えることによっ
て、在籍更新と

なります。

（11:00～12:30）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載】

コース決定及びクラス別懇談会

健康診断
（9:00～11:30）

<保健室>
【講堂棟1階ホワイエ】

コース決定及びクラス別懇談会

健康診断
（9:00～15:00）

<保健室>
【講堂棟1階ホワイエ】

　［真・仏・哲・国］

（9:00～10:30）　<学科教員>

2023年度学生証
裏面シール、学
生手帳などの書

類配付

（10:00～16:00）

<学生支援課>

【慶聞館ロビー】

＊学生証裏面
シールを貼り替
えることによっ

て、在籍更新とな
ります。

　［現社・コミュニティ］

※初等科・中等科教職課程説明会　（16:40～19:10）　　<教務課>　　【講　　堂】

対象 学部第１学年
学　部　　第２学年 学　部　　第３学年 全員 学　部　　第４学年

(2022年度以前入学者)

3

月

30

日

(木)
（13:00～14:30）　　<学科教員>

第1学年対象ガイダンス
（13:00～14:00）
<学生支援課>

【Ｋ２０８教室】
※履修について説明及び
学生証裏面シール配付

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載】

クラス別懇談会　［教育］

（15:00～16:30）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載】

2023年度学生証裏面シー
ル、学生手帳などの書類配

付

（10:00～16:00）

<学生支援課>

【慶聞館ロビー】

＊学生証裏面シールを貼り
替えることによって、在籍

更新となります。

2023年度学生証裏面シール、
学生手帳などの書類配付

（10:00～16:00）

<学生支援課>

【慶聞館ロビー】

＊学生証裏面シールを貼り替えることによって、
在籍更新となります。

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載】

コース決定及びクラス別懇談会

［歴・文］

（13:00～14:30）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載】

指導教員決定及びゼミ懇談会［教（初等・幼教）］

（15:00～16:30）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載】

3

月

31

日

(金)

健康診断
（9:00～15:00）

<保健室>
【講堂棟1階ホワイエ】

指導教員決定及びゼミ懇談会［真・仏・哲・国］ ※博物館学課程説明会
［今年度学外実習参加予定者］

（9:00～10:00）<教務課>【５１０１教室】（9:00～10:30）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載】

指導教員決定及びゼミ懇談会［歴・文］

（11:00～12:30）　　<学科教員>

【会場は本学ホームページ、OTANI UNIPAに掲載】

指導教員決定及びゼミ懇談会［現社・コミュニティ］

<学生支援課>　【Ｋ２０９教室】

入学宣誓式［真・歴・文] （10:30～11:15）　<学生支援課>　【講　　堂】

入学宣誓式［仏・現社・コミュニティ] （13:00～13:45）　<学生支援課>　【講　　堂】

入学宣誓式［哲・教・国] （15:30～16:15）　<学生支援課>　【講　　堂】

対象 学部第１学年
学　部　　第２学年 学　部　　第３学年 編入生のみ 学　部　　第４学年

(2022年度以前入学者)

対象 学部第１学年
学　部　　第２学年 学　部　　第３学年 全員 学　部　　第４学年

(2022年度以前入学者)

4

月

1

日

(土)

登録書類配付及び説明会（9:00～10:20）　

4

月

3

日

(月)

[編入生のみ］＜教育学部幼児教育コース＞
OUNET及びOTANI UNIPA利用説明会（9:00～10:00）　<教育研究支援課>

履修登録説明会（10:10～11:40）<教務課>
【Ｋ１０１教室】

[編入生のみ］＜文学部・社会学部＞
OUNET及びOTANI UNIPA利用説明会（10:10～11:10）　<教育研究支援課>

履修登録説明会（11:20～12:50）<教務課>
【講　　堂】

※真宗大谷派教師課程説明会　　　（14:00～15:00）　<教務課>　　【Ｋ２０３教室】

対象 学部第１学年
学　部　　第２学年 学　部　　第３学年 全員 学　部　　第４学年

(2022年度以前入学者)

4

月

4

日

(火)

※［編入生のみ］　教職課程（中学校・高等学校）ガイダンス（9:00～11:00）　<教務課>　　【講　　堂】

※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>　　【Ｋ１０２教室】

※博物館学課程説明会［今年度学外実習参加予定者を除く］　（12:30～13:00）　<教務課>　　【Ｋ１０１教室】

※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】

学　部　　第４学年
(2022年度以前入学者)

※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>　　【Ｋ２０８教室】

※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】

※図書館学課程説明会　（15:45～16:15）　<教務課>　【Ｋ１０２教室】

真宗本廟参拝式
（10:00～10：40）

＜東本願寺集合　9：30＞
（各種奨学金説明会に参加
する場合は、出席可能な
　時間帯の説明会に出席

すること。）

　※「日本学生支援機構　給付奨学金」新規出願説明会　［介護等体験事前指導出席者］　（16:55～17:55）　<学生支援課>　【講　　　堂】

対象 学部第１学年
学　部　　第２学年 学　部　　第３学年 在学生 編入生

　　※学内奨学金 制度説明会　（12:05～12:35）　<学生支援課>　【講　　　堂】

　※「日本学生支援機構　貸与奨学金」新規出願説明会　（12:45～13:45）　<学生支援課>　【講　　　堂】

4

月

5

日

(水)

※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］
（11:40～13:10）　　<教務課>　【５２０３教室】

　※「日本学生支援機構　給付奨学金」新規出願説明会　（13:55～14:55）　<学生支援課>　【講　　　堂】

　※学内奨学金 制度説明会　［介護等体験事前指導出席者］　（15:05～15:35）　<学生支援課>　【講　　　堂】

　※「日本学生支援機構　貸与奨学金」新規出願説明会　［介護等体験事前指導出席者］　（15:45～16:45）　<学生支援課>　【講　　　堂】



質問は、<>内の部署に連絡してください。

希望者のみ 　介護等体験説明会　　<教務課>　

確認 　　（編入生対象）

健康診断の受診日時については、1頁目を参照のこと。

2023年度　学部　在学生・第３学年編入生オリエンテーション
WEBサイトで実施するもの

区分 名称＜担当部署＞ 視聴方法

4/1（土）に説明資料を「OTANI UNIPA」にて配信します。
オリエンテーション期間中に確認してください。

4/1（土）に説明資料を「OTANI UNIPA」にて配信します。
オリエンテーション期間中に確認してください。

　社会教育課程説明会　<教務課>


