
月/日 対象 時　　　　　間 　　　　　　　　 ・ 　　　　　　　　　 内　　　　　容 　　　　　　　 ・ 　　　　　　　 場　　　　　所時　　　　　間 　　　　　　　　 ・ 　　　　　　　　　 内　　　　　容 　　　　　　　 ・ 　　　　　　　 場　　　　　所時　　　　　間 　　　　　　　　 ・ 　　　　　　　　　 内　　　　　容 　　　　　　　 ・ 　　　　　　　 場　　　　　所時　　　　　間 　　　　　　　　 ・ 　　　　　　　　　 内　　　　　容 　　　　　　　 ・ 　　　　　　　 場　　　　　所

平成24年度　春学期ガイダンス日程 　【学部　新入生】　平成24年度　春学期ガイダンス日程 　【学部　新入生】　平成24年度　春学期ガイダンス日程 　【学部　新入生】　平成24年度　春学期ガイダンス日程 　【学部　新入生】　

19:0016:00 17:00 18:0012:009:00 13:00 15:0014:00

　全　学　健　康　診　断　　　　　新入生（学部・編入生・大学院）　　　　　【受付時間】　　女子（9：00～14：00）、　　男子（14：10～16：30）

【14：00～14：50】
入学式

(人間学部)
<礼拝堂>

【12：00～13：00】
日本学生支援機構奨学金ガイダンス

(新規申込希望者のみ）
<1号館2階大会議室>

【16：00～17：00】
日本学生支援機構奨学金ガイダンス

(新規申込希望者のみ)
<1号館2階大会議室>

【16：00～17：00】
協定留学・海外語学研修ガイダンス

<766>

【15：15～15：45】
父母ガイダンス

(人間学部)

　　春学期　授業開始

【15：00～15：45】
学生証配付・

上級生による学科紹介
<大学入門教室>

【16:00～17:00】
NCCガイダンス/

課外学習TAP講座ガイダンス
<811>

【15：00～17：00】
学生証認定
<327教室>

【14:50～15:50】
大学入門１－Ⅰ　第4回

<大学入門教室>

【11:20～12:20】
大学入門１－Ⅰ　第2回

<大学入門教室>

【11：00～13：00】
学生証認定
<327教室>

4/74/74/74/7
（土）（土）（土）（土）

【13:30～14:30】
大学入門１－Ⅰ　第3回

<大学入門教室>

4/14/14/14/1
（日）（日）（日）（日）

10:00 11:00

【10：00～10：50】
入学式

（文、表現、仏教学部）
<礼拝堂>

【11：00～11：45】
学生証配付・

上級生による学科紹介
<大学入門教室>

新新新新
入入入入
生生生生

4/24/24/24/2
（月）（月）（月）（月）

全全全全
学学学学

3/303/303/303/30
（金）（金）（金）（金）

【11：15～11：45】
父母ガイダンス

（文、表現、仏教学部）

【11：45～12：45】
宗派別ガイダンス

全学部
<各宗派研修室>

※詳細は裏面参照

新新新新
入入入入
生生生生

全全全全
学学学学

新新新新
入入入入
生生生生

4/54/54/54/5
（木）（木）（木）（木）

全全全全
学学学学

全全全全
学学学学

【13:30～14:30】
大学入門１－Ⅰ　第7回

<大学入門教室>

【9：00～17：00】
コミュニケーション　ガイダンス（大学入門１－Ⅰ）

＊　学科・専攻別ごとに実施場所、開始時間、内容が異なります。

【16:00～17:30】
クラブ紹介
<礼拝堂>

4/34/34/34/3
（火）（火）（火）（火）

【11:20～12:20】
大学入門１－Ⅰ　第6回

<大学入門教室>

新新新新
入入入入
生生生生

4/44/44/44/4
（水）（水）（水）（水）

新新新新
入入入入
生生生生

【16：00～17：00】
日本学生支援機構奨学金ガイダンス

<1号館2階大会議室>

【14：00～17：00】
学生証認定
<327教室>

【10：00～11：00】
大学入門１－Ⅰ　第5回

<大学入門教室>

【14:50～15:50】
大学入門１－Ⅰ　第8回

<大学入門教室>

【14：00～14：30】
仏教漢文

クラス分けテスト
（仏教学部のみ）

＜731＞

【14：00～17：30】
学生証認定
<327教室>

【13：45～14：45】
日本学生支援機構奨学金ガイダンス

(新規申込希望者のみ）
<1号館2階大会議室>

【14：00～17：30】
学生証認定
<327教室>

【14：00～17：30】
学生証認定
<327教室>

【17:00～17:40】
NCCｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

（NCC希望者のみ）
<1031>

【16:00～17:00】
僧階取得希望ガイダンス

<各宗派研修室>

※詳細は裏面参照

【9：00～13：00】
基礎学力調査

※ 9：00までに実施教室にて着席していること。

全全全全
学学学学

【10：00～11：00】
大学入門１－Ⅰ　第1回

<大学入門教室>

【11：00～13：00】
学生証認定
<327教室>

【12：00～13：
30】

学生証認定
<327教室>

【14：00～17：00】
学生証認定
<327教室>

【11：00～13：00】
学生証認定
<327教室>

【16：00～17：00】
日本学生支援機構奨学金ガイダンス

(新規申込希望者のみ）
<1号館2階大会議室>

【16：00～17：00】
協定留学・海外語学研修ガイダンス

<766>

新新新新
入入入入
生生生生



教室一覧表教室一覧表教室一覧表教室一覧表 （学部　新入生）（学部　新入生）（学部　新入生）（学部　新入生）

【学生証認定】【学生証認定】【学生証認定】【学生証認定】
《会場》《会場》《会場》《会場》

《認定時間》《認定時間》《認定時間》《認定時間》

755　（7号館5階）

754　（7号館5階）

753　（7号館5階）

731　（7号館3階）

1032 （10号館3階）

751　（7号館5階）

752　（7号館5階）

1021 （10号館2階）

742　（7号館4階）

1031 （10号館3階）

※ 4月1日（日）の宗派別ガイダンスは、上記の四宗派に所属し、
　　主として僧階取得を目指す方を対象としたガイダンスです。
※ 13号館5階への移動は、3号館5階連絡通路からのみとなります。
　　13号館内のエレベーターおよび階段からは移動できませんので
　　ご注意ください。

3月26日・27日　　　761教室（7号館6階）3月26日・27日　　　761教室（7号館6階）3月26日・27日　　　761教室（7号館6階）3月26日・27日　　　761教室（7号館6階）

3月28日～4月4日　　327教室（3号館2階）3月28日～4月4日　　327教室（3号館2階）3月28日～4月4日　　327教室（3号館2階）3月28日～4月4日　　327教室（3号館2階）

3月26日(月）～3月30日(金）3月26日(月）～3月30日(金）3月26日(月）～3月30日(金）3月26日(月）～3月30日(金） 11：00～13：00　，14：00～17：3011：00～13：00　，14：00～17：3011：00～13：00　，14：00～17：3011：00～13：00　，14：00～17：30

11：00～13：00　，14：00～17：3011：00～13：00　，14：00～17：3011：00～13：00　，14：00～17：3011：00～13：00　，14：00～17：30

12：00～13：30　，15：00～17：0012：00～13：30　，15：00～17：0012：00～13：30　，15：00～17：0012：00～13：30　，15：00～17：00

11：30～13：00　，14：30～16：0011：30～13：00　，14：30～16：0011：30～13：00　，14：30～16：0011：30～13：00　，14：30～16：003月31日(土）3月31日(土）3月31日(土）3月31日(土）

4月1日(日）4月1日(日）4月1日(日）4月1日(日）

4月2日（月）～4月4日（水）4月2日（月）～4月4日（水）4月2日（月）～4月4日（水）4月2日（月）～4月4日（水）

浄　　土　　宗 1354教室　（13号館5階）

◆各宗派研修室一覧◆（4月1日、2日）◆各宗派研修室一覧◆（4月1日、2日）◆各宗派研修室一覧◆（4月1日、2日）◆各宗派研修室一覧◆（4月1日、2日）
宗　派 教　室

天　　台　　宗 1351教室　（13号館5階）

真言宗豊山派 1352教室　（13号館5階）

真言宗智山派

歴史学科

表現文化学科

1353教室　（13号館5階）

741　（7号館4階）

711　（7号館1階）

学部学部学部学部

学　科

仏教学科

アーバン福祉学科

人間環境学科

◆大学入門教室一覧◆◆大学入門教室一覧◆◆大学入門教室一覧◆◆大学入門教室一覧◆

のびのびこどもプロダクト

教　室

クリエイティブライティング

放送・映像表現

英語表現・コミュニケーション

カルチュラルスタディーズ

文化財・考古学

日本史

東洋史

人間科学科

人文学科

臨床心理学

コース（専攻）

仏教学

臨床心理学科

仏教文化

宗学

ソーシャルワーク

環境コミュニティ

人間科学

教育人間学

日本語日本文学

教育人間学科

哲学・宗教文化


