豊橋校舎（文学部・地域政策学部・短期大学部）

2017（平成29）年度 入学式 及び 新入生オリエンテーション日程表
入学式及びオリエンテーション期間中の諸行事は、次の日程と教室で実施します。
新入生は必ず出席し、大学生活について充分理解を深めてください。変更する場合は掲示にてお知らせします。
尚、オリエンテーション期間中に暴風警報発令等による不測の事態により日程の変更がある場合には、愛知大学ホームページ（http://www.aichi-u.ac.jp）でお知らせいたします。

豊 橋 校 舎 で の 実 施
４月

1日
（土）

文学部

外国人留学生
（1年次生）

地域政策学部

【320教室】 9:00～ 9:50
学生証交付

【321教室】 9:00～ 9:50
学生証交付

【所属学部教室】 9:00～ 9:50

【320教室】 10:00～11:00
学部長挨拶・学部説明会

【321教室】 10:00～11:00
学部長挨拶・学部説明会

【所属学部教室】 10:00～11:00

【320教室】 11:10～12:00
英語プレイスメントテスト(*1)

【321教室】 11:10～12:00
英語プレイスメントテスト(*1)

【所属学部教室】 11:10～12:00

【320教室】 12:40～13:40
学生部・学生関係説明会

【321教室】 12:40～13:40
学生部・学生関係説明会

【316・320教室】13:50～15:00
教務関係(履修･時間割)説明会①

【321教室】 13:50～15:00
教務関係(履修･時間割)説明会①

学生証交付
学部長挨拶・学部説明会
英語プレイスメントテスト(*1)

※

編入学生
学部変更生
【学生課窓口】 9:00～ 9:50
学生証交付

【所属学部教室】 10:00～11:00
学部長挨拶・学部説明会

【4号館(*2)】 11:30～12:30
情報関係説明会、スキルテスト

教室・時間帯を確認し、所属する学部の説明会に
出席してください。

短期大学部
【610教室】 9:00～ 9:30
短大部長挨拶・ｽｹｼﾞｭｰﾙ説明
【610教室】 9:30～11:00
学生証交付・学生関係説明会
【4号館(*2)】 11:30～12:30
情報関係説明会
【610教室】 13:30～14:30
教務関係説明会
【610教室】 14:45～15:45
語学教育・ハワイ研修関係説明会

※学籍番号の下4桁で教室を分割
4001～4250⇒320教室
4251～ラスト⇒316教室

【320教室】 15:10～16:50
学生行事 (*3)

２日
（日）

【321教室】 15:10～16:50
学生行事 (*3)

※ 休み ※
9:00～ 【教務システムLiveCampus上で発表】
◇ 外国語等必修科目クラス発表 ◇

9:00～ 【教務システムLiveCampus上で発表】

◇ 外国語等必修科目クラス発表 ◇

※4月3日(月)の情報関係説明会で教務システム[LiveCampus]へのログインID及びパスワードを受領後、必ず確認してください。

【4号館(*2)】 9:00～10:00
情報関係説明会
スキルテスト

【320教室】 9:00～9:30
図書館利用説明会
【320教室】 9:30～10:00
キャリア支援関係説明会
【320教室】 10:15～11:15
学生行事 (*3)

３日
（月）

【221教室】
11:30～12:30
13:15～14:15
（随時参加可）
履修登録
時間割作成
相談会(*4）

【4号館(*2)】 11:30～12:30
情報関係説明会
スキルテスト

【4号館(*2)】 13:15～14:15
情報関係説明会
スキルテスト

【316・320教室】 14:30～16:00
教務関係(履修･時間割)説明会②

【613教室】 9:30～11:00
教務関係説明会
(単位認定等説明)

【221教室】
9:00～10:00
10:15～11:15
（随時参加可）

【610教室】 9:00～10:00
編入学関係説明会≪希望者のみ≫
【610教室】 10:10～10:50
資格支援・インターンシップ演習関係説明会

【4号館(*2)】 10:15～11:15
情報関係説明会
スキルテスト

履修登録
時間割作成
相談会(*4）

【321教室】 11:30～12:00
図書館利用説明会

【610教室】 11:00～12:30
教員紹介、履修相談
※

教室・時間帯を確認し、所属する学部の説明会に
出席してください。

【321教室】 12:00～12:30
キャリア支援関係説明会

【610教室】 13:30～14:00
国際交流関係説明会

【321教室】 13:15～14:15
学生行事 (*3)

【610教室】 14:00～15:00
司書課程説明会≪希望者のみ≫

【321教室】 14:30～16:00
教務関係(履修･時間割)説明会②

※学籍番号の下4桁で教室を分割
4001～4250⇒320教室
4251～ラスト⇒316教室

４日
（火）

５日
（水）

６日
（木）

10:30 ～ 12:00

【221教室】
10:00～12:00
13:30～16:00
（随時参加可）
履修登録
時間割作成
相談会
(*4）

入学式（全学合同） 【開催場所は「入学案内」を参照のこと】

【6号館】 9:10～11:20
健康診断（男子）

【221教室】
10:00～12:00
13:30～16:00
（随時参加可）

【6号館】 13:00～15:35
健康診断（女子）
【320教室】 12:00～15:00
学生行事 (*3)

【320教室】 9:00～9:30
国際交流関係説明会

【321教室】 9:00～9:30
体育実技・ランゲージセンター説明会

【320教室】 9:30～10:00
体育実技・ランゲージセンター説明会

【321教室】 9:30～10:00
国際交流関係説明会

【221教室】
10:00～12:00
13:30～16:00
（随時参加可）
履修登録
時間割作成
相談会
(*4）

※

指定された教室・時間帯で、健康診断を
受診してください。

履修登録
時間割作成
相談会
(*4）

【316教室】 10:15～11:00
司書課程説明会≪希望者のみ、学部合同≫
【316教室】 11:15～12:30
教職課程説明会≪希望者のみ、学部合同≫
【320教室】 13:30～14:30
奨学金説明会≪希望者のみ、学部・短大合同≫

健康診断（女子）

履修登録
時間割作成
相談会
(*4）

履修登録
時間割作成
相談会
(*4）

【610教室】 9:00～9:30
図書館利用説明会
※ 教室・時間帯を確認し、所属する学部の説明会に
出席してください。

【221教室】
10:00～12:00
13:30～16:00
（随時参加可）

【6号館】
13:00～15:35

【221教室】
10:00～12:00
13:30～16:00
（随時参加可）

※

司書課程・教職課程の受講、奨学金の受給を
希望する場合は、指定された教室・時間帯を確認し、
出席してください。

【613教室】 13:00～16:00
外国人留学生説明会

【610教室】 9:30～10:00
キャリア支援関係説明会
【610教室】 10:15～11:15
体育実技・ランゲージセンター説明会

【320教室】 13:30～14:30
奨学金説明会≪希望者のみ、学部・短大合同≫

（文学部・地域政策学部・短期大学部）

７日
（金）

◆ 春学期授業開始 ◆

(*1) 英語プレイスメントテストの結果により、1年次春学期から履修する共通教育科目（英語）必修科目を習熟度（上級・中級・初級）別クラスに振り分けます。
(*2) 情報関係説明会は学籍番号順に受講時間と教室を割り振ります。4月1日（土）の学部説明会時に案内しますので、必ず確認してください。
また豊橋教務課・４号館掲示板等でも確認してください。
(*3) 学生行事では、学生自治会やクラス活動、サークル・部活動の紹介やパンフレット・入学記念品の配布等が行われます。
(*4) 春学期の授業選択・時間割作成・履修登録に関する質問や問い合わせなどを、 この時間帯・教室にて随時受け付けます。可能な限り出席してください。
1．4月1日（土）の学生証交付時に配付する冊子（学部：履修要項、学生生活、短大：学生便覧）は、オリエンテーション期間中必ず持参してください。

注意事項

問い合わせ先

2．授業で使用する教科書は各授業の「講義概要＝シラバス（Webシステム"LiveCampus"で公開）」に記載、もしくは担当教員から初回授業で指示があります。
※短期大学部は、4月3日(月)に実施する教科書購入説明会で詳細を案内します。
3．入学式、春学期授業と多くの行事が予定されています。体調管理には十分に留意してください。
大学生活をスタートする上で、オリエンテーションへの参加はとても大切です。不明な点は事前に確認しておきましょう。
○オリエンテーション日程全般に関すること
… 愛知大学豊橋教務課 （TEL. 0532-47-4117）
○教科書販売に関すること
… 愛知大学生活協同組合（豊橋校舎書籍部） （TEL. 0532-47-5935）
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