
2017.3.06現在 

1年次 2年次 3年次 4年次以上 5年次以上(薬)

31日 金 済 R820

教務関係ガイダンス（2年次生のみ） 営 R821

    *教務関係ガイダンス終了後、引き続き同じ教室で 英 R520 10:00～11:30

　　　キャリアセンターガイダンスを実施します。 社 R521

法 R844

済 R222(3・4年生)

営 R223(3・4年生)

人 R210(3・4年生)

法 R211(3・4年生)

学生証裏面シール配布 (※12参照） (※13参照） (※13参照） (※13参照）

東アジア経済論　募集ガイダンス(経済･経営･人文) R711 15：30～16：00 15：30～16：00 15：30～16：00

愛媛大学との単位互換　募集ガイダンス R522 9：00～9：30 9：00～9：30 9：00～9：30 9：00～9：30

編入生ガイダンス R522 13：00～15：00 13：00～15：00

済 R212・213・214

営 R210・211・215

社 R845

法 R844

　薬 R920　

【人英】ＧＴＥＣ試験 英 PC3～PC6 13：00～14：30

1日 土 済 R222

営 R223 予備登録(健康文化科目含む)   
英 R844 9:00～12:00

社 R845

法 R820

薬 R920

済 R210・212・213 9:00～17:30〔学内・学外〕
営 R211・214・215 　[※10参照]
英 PC3～PC6

社 R845

法 R820

薬 R920

「ファシリテーション能力養成講座｣｢リーダー養成講座」履修希望者ガイダンス　(※8参照） R844 16:00～16:30 16:00～16:30 16:00～16:30

日本学生支援機構奨学金（進学届提出）説明会（対象：予約奨学生のみ）〔学生課〕 15:45～16:45

各種奨学金出願説明会〔学生課〕 17:00～18:00

短期英語研修講座(ビクトリア/カナダ)（カンタべリー/イギリス)募集ガイダンス　(※7参照） H2B 15:45～16:45 15:45～16:45 15:45～16:45 15:45～16:45

2日 日
3日 月 ひめぎんホール

(県民文化会館)

奨学金申請手続〔学生課〕 4号館 13:30～17:30

大学院生オリエンテーション　14:00～15:00　　（※9参照） H2A

健康診断〔保健室〕（午後）文系4年以上男子 保健室 ※3参照

4日 火 履修登録　　　～7日(金)12：00まで ※14参照 9：00～ 9：00～ 9：00～ 9：00～ 9：00～

人文学部英語英米文学科　新入生対象：英語面接　集合：H2B H3A～H3E 13:00～15:00 　履修登録（※14参照）
教職・司書ガイダンス R222 9:00～9:30

【済】クラスオリエンテーション〔新歓〕 10:00～11:45

【営】クラスオリエンテーション〔新歓〕 13:00～14:45

外国人留学生ガイダンス H2B 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00

サークルオリエンテーション〔新歓〕Part.1 R222・R223 16:00～17:30

健康診断〔保健室〕（午前）文系4年以上女子、薬4～6年女子 ※3参照 ※3参照

健康診断〔保健室〕（午後）済・人社1年男子、薬1～6年男子 ※3参照 ※3参照 ※3参照 ※3参照 ※3参照 ・4日(火)　9：00～17：30〔学内･学外〕

【人・法】クラスオリエンテーション〔新歓〕 9:00～10:45 　　　　　19：30～23：00〔学外〕

【薬】クラスオリエンテーション〔新歓〕 13:00～14:45

サークルオリエンテーション〔新歓〕Part.2 R222・R223 16:00～17:30 ・5日(水)　9：00～17：30〔学内･学外〕

健康診断〔保健室〕（午前）済・営1年女子、人・法3年女子、薬1～3年女子 ※3参照 ※3参照

健康診断〔保健室〕（午後）営・人英・法1年男子 ・6日(木)　9：00～17：30〔学内･学外〕

6日 木 R844 　　　　　19：30～23：00〔学外〕

R845

【人・法・薬】学生部ガイダンス（新入生講演会を含む） ※1参照 9:00～12:45 ・7日(金)  9：00～12：00〔学内のみ〕

英語クラス分け発表（1年次生・2年次生） Web

健康診断〔保健室〕（午前）文系3年男子

健康診断〔保健室〕（午後）人・法1年女子、済・営3年女子 ※3参照

7日 金 R844

R845

【法】　大学推奨パソコン（購入者対象）利用説明会 R845

【済・営】学生部ガイダンス（新入生講演会を含む） ※1参照 9:00～12:45

健康診断〔保健室〕（午前）文系2年男子

健康診断〔保健室〕（午後）文系2年女子  

10日 月 学生支援室・図書館･生協ガイダンス 　（午前：済・営・人文・法）　(午後：薬） ※1参照

【薬】大学生基礎力レポート[キャリアセンター] 薬　R920 9:00～10：30 　

【営】大学生基礎力レポート[キャリアセンター] 営　R223 9:00～10：30

済　R820 　

営　R821

海外語学研修・派遣留学合同オリエンテーション〔国際センター課〕 H2A 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00 15:00～17:00

11日 火 一般授業開始（※11参照）

※1 学生部ガイダンス及び学生支援室・図書館・生協ガイダンスの詳細については4月1日(土)新入生ガイダンス時に配布します。

※2

※3 健康診断の詳細は、大学のオフィシャルサイトまたは学内ポータルにて確認してください。

※4

※5

※6

※7

※8

※9 オリエンテーション終了後、各研究科ガイダンス（15：10～17：00）を行います。

※10 予備登録結果は、4月4日(火)9：00以降に学内ポータルの「Web履修届」で確認してください。申込をした科目が表示されていれば履修許可となります。

※11 授業の教室は必ずポータルで事前に確認を行ってください。なお、教室変更を随時行っているので注意してください。

※12 2年次生は学生証裏面シールを履修ガイダンス時に配布します。

※13 3年次生以上（薬学部生を除く）は学生証裏面シールを健康診断時に配布します。

※14

1・2年次生の英語クラス分けの結果は、4月6日(木)9：00に発表します。学内ポータルの「Web履修届」で必ずクラスと教室を確認し、授業に臨んでください。

新入生ガイダンスで初習言語クラスを確認の上、学部別の初習言語クラス単位で行われるクラスオリエンテーション【4月4日(月)・5日(火)】に出席してください。なお、該当クラス
の集合教室は2号館前の掲示板で確認してください。

奨学金（進学届提出）説明会と「短期英語研修講座(ビクトリア/カナダ)（カンタべリー/イギリス)　募集ガイダンス」の両方へ参加を希望する場合は、奨学金（進学届提出）説明会
へ出席してください。その際に、別途、「短期英語研修講座(ビクトリア/カナダ)（カンタべリー/イギリス)募集ガイダンス」についての案内を行います。
「ファシリテーション能力養成講座」「リーダー養成講座」履修希望者ガイダンスと奨学金説明会の両方へ参加を希望する場合は、「ファシリテーション能力養成講座」「リーダー養
成講座」履修希望者ガイダンスへ出席してください。その際に、別途、奨学金説明会についての案内を行います。

言語文化科目及び健康文化科目の予備登録科目のうち、履修者が定員に達しない科目については、4月4日(火)9：00からの履修登録において、定員に達するまで先着順にて追加履修を
受け付けます。履修希望者はWeb登録を行ってください。

履修登録（Web登録）については、アクセスできる時間帯が指定されていますので、確認の上で手続きを行ってください。学内で履修登録を行う場合は、8号館6階情報処理室に備付け
のPCが利用できます。なお、最終日(4月7日)は学内でのみWeb登録が可能となりますので注意してください。
原則として、各自の学修計画に基づき当該年度に必要となる科目を、学年度初め(4月)に全て登録してください。

保健室 ※3参照

【済・営】大学生基礎力レポート[キャリアセンター] 13：00～14：30

「ITスキルズ」(済・営・人・薬　1年次生必修科目）のガイダンスを行います。ガイダンスの教室及び初回講義については、4月1日(土)の新入生ガイダンスにて詳細な資料を配布しま
す。また教材用パソコンを購入された方は、このガイダンスでお渡しします。法学部生で大学推奨パソコンを購入された方は、4月7日(金)の「大学推奨パソコン(購入者対象）利用説
明会」でお渡ししますので、必ず参加してください。

該当者は必ず受験してください。試験教室割については、3月31日(金)8：30に2号館前掲示板へ発表しますので、確認してください。

【済・営】　ITスキルズ履修者ガイダンス ※2参照

9:00

保健室 ※3参照

【人・薬】　ITスキルズ履修者ガイダンス
※2参照

保健室

5日 水 7号館(※6参照) 

保健室 ※3参照

入学宣誓式(集合時刻　9:45厳守) 10:00～

7号館(※6参照) 
　Web登録が可能な時間帯は以下の
とおりです。

　14:00までに午前中の新入生ガイダンスで指定された教室に集合し、
　座席表を確認して着席してください　　（※5参照）

R222

習熟度別クラス編成のためのTOEIC　Bridge　(人英を除く2年生全員）

　　　13:00までに指定された教室に集合し、
　　　座席表を確認して着席してください　(※4・※5参照）

13：00～15：00

新入生ガイダンス（教務関係・健康文化科目関係・情報センター関係)
　　　＊8時45分までに指定された教室へ集合してください
　　　＊初習言語クラス分けの発表があります　（※6参照） 　Web登録が可能な時間帯は以下の

とおりです。

英語クラス分けテスト　　　　

14:00～15:30

キャリアセンターガイダンス 11:30～12:30 9:30～10:30 10:30～11:30

２０１７年 ４ 月     行   事   予   定   表　

行　　　　事 場　所
対 象 学 年 及 び 時 間

履修スケジュール

予備登録・履修登録時期は、 

学内設置パソコンが混み合い 

ますので、KICSにより学外から

アクセスすることを推奨します。

事前に接続確認をするよう心

掛けてください。 


