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行事名の右端には、担当部署名を記載していますので、ご不明な点は直接お問い合わせください。

本年度の入学式を上記のとおり挙行します。開式前に、森田記念講堂入口で、クラスを発表しますので、確認し

てください。ご父母等の入場は、新入生が入場した後となります。

なお、入学式終了後、新入生には別会場（教室）で、学生証の交付や資料を配布します。会場では、「在学証明書」や「通

学証明書」等の発行などについての説明を行います。所要時間は、入学式を含めておよそ２時間の予定です。

新入生を対象として、英米語学科の専攻語演習科目 ( 必修 ) や外国語科目のクラス分けのた

めに、プレイスメントテスト（TOEIC-IP）を実施します。このテストはマークシート方式で行

いますので、ＨＢの鉛筆 ( シャープペンシル可 ) 及び消しゴムを必ず持参してください。

また、当日は、授業科目オリエンテーション等の資料を配布しますので、各自で袋等を用意

してください。

１年次の外国語基礎科目の受講者数を調整し､ 各自が希望する言語を受講でき

るようにします。この予備登録以後の言語の変更は、一切認めませんので、言語

の選択は慎重に行い指定場所に提出してください。

授業科目オリエンテーションを上記のとおり実施し､ 教務部及びクラス担任から授業科目・履修登録等について

説明を行いますので、前日に配布した資料を持参してください。再オリエンテーションは行いませんので、本人が

病気等で出席できない場合は、保証人（父母）が必ず出席してください。

この授業科目オリエンテーションに本人又は保証人が欠席の場合は､ 事前に教務部へ必ず連絡してください。連

絡がない場合は、本年度の修学意思がないものとして取り扱いますので、注意してください。

注：�本学ホームページ上で、時間割表、講義概要を 3月 23日 ( 水 ) から公開しますので、熟読の上、履修計画を

立てるようにしてください。なお、希望者には、CD-ROM版の講義概要を教務部で配布します。

　　(URL��http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index)

　上記のとおりクラブ紹介を行いますので､ 新入生は出席してください｡

企業において就業体験を行うもので、事前事後指導を受け、レポート等の試験に

合格すれば卒業要件単位として認定される制度です。

希望する学生は、必ずオリエンテーションに出席してください。

　この制度は､ 本学学生が京都外国語短期大学で開講する特定の授業科目を履修して､ 試験に合格すれば卒業要件

単位として認定される制度です｡  

希望する学生は、必ずオリエンテーションに出席してください。

4 月 1日㊎
入学式 総務部

英米語学科・国際教養学科 10：00 集合　10：30 開式
森田記念講堂スペイン語・フランス語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語学科

中国語・日本語・イタリア語学科 13：30 集合　1�：00 開式

4 月 2日㊏
プレイスメントテスト・オリエンテーションの資料配布（1年次） 教務部

英米語学科
Ａ１～ 6 クラス

　９：００～１２：３０
２１１教室

Ａ 7 ～１2 クラス ２２１教室

スペイン語・フランス語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語学科
１３：３０～１７：００

２１１教室

中国語・日本語・イタリア語 ２２１教室

国際教養学科 １３：３０～１７：００ ４３１教室

4 月 3日㊐
授業科目オリエンテーション（1年次） 教務部

英米語学科
Ａ１～ 6 クラス

　９：００～１１：００
２１１教室

Ａ 7 ～１2 クラス ２２１教室

スペイン語・フランス語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語学科
１３：００～１５：００

２１１教室

中国語・日本語・イタリア語・国際教養学科 ２２１教室

クラブ紹介 学生部

スペイン語・フランス語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語学科
１０：００～

森田記念講堂中国語・日本語・イタリア語・国際教養学科

英米語学科 １３：００～

大学コンソーシアム京都のインターンシップ制度オリエンテーション� キャリアサポートセンター・教務部

１５：３０～１６：３０ １６１教室

京都外国語短期大学の特別聴講制度オリエンテーション 教務部分室

１６：３０～１７：００ １５１教室

4 月２日㊏・３日㊐
外国語予備登録 教務部

2 日 １２：００～１７：００
提出先：教務部

3 日 　８：３０～１３：００

学籍番号○○○○

予備登録届

氏　名　○○○○

Ⅱ. 新　入　生　行　事



─ 6 ─

新　

入　

生

新　

入　

生

─ 7 ─

在　

学　

生

全　

学　

年　

共　

通

在　

学　

生

全　

学　

年　

共　

通

実施趣旨： 新入生相互、在学生及び教職員との交流を図る中で、本学の教育方針の理解と、新しい環境に早く適応

し、今後 � 年間の本学での学生生活を意義あるものにするため実施しています。

実施場所：『宇治市立アクトパル宇治』（http://www.actpal-uji.com)

　京都府宇治市西笠取辻出川西 1 番地　TEL(07�)�7� 一 3�01

『京都府立ゼミナールハウス』（http://www.kyosemi.or.jp)

　京都市右京区京北下中町鳥谷 2 番地　TEL(0771)�� 一 0216

費　用：�本学から実施場所までの交通費、宿泊費及び食費（初日の昼食、夕食、翌日の朝食）は、本学が負

担します。

集合時間と場所：�各学科、クラスともに該当実施日初日の午前 9 時 10 分までに、森田記念講堂に集合してく

ださい。

帰着・解散：実施場所によりますが、午後 1 時頃本学に帰着、解散します。

注意事項

⑴ 学生手帳（� 月 1 日配布）・筆記用具・洗面用具等を持参して＜ださい。なお、実施場所にはパジャマ・タオ

ル等がありませんので、各自で用意してください。特にアクトパル宇治［英米語学科］では体育館シューズ（館

内履きとして使用可）も持参してください。

⑵ 服装はカジュアルなもので結構です。また、野外で簡単な体操も行う予定ですので、運動できる靴で参加してください。

⑶ 本学から会場までの所要時間は、いずれもバスで片道 1 時間 1� 分＜らいです。なお、車に酔いやすい学生は

各自で酔い止め薬を持参してください。胃腸薬、頭痛薬など常備薬の必要な人は各自で持参してください。ま

た、各宿泊施設は山に囲まれた環境です。花粉症対策が必要な人は各自で対応をしてください。

⑷ 実施会場での飲酒、喫煙は禁止します。

授業科目は、入学年度の教育課程に沿って履修します。履修登録は「履修規程」及び単位修得要領の「履修登録

の基本事項」、「各授業科目区分における履修条件」に基づきますが、

①単位修得要領に記載している内容で判断できない場合

②年度途中で留学・休学を予定している場合

以上については、上記の日時・教室で相談に応じます。

本学で開設する資格課程は、教職課程・博物館学芸員課程・図書館司書課程・学校図書館司書教諭課程です。

これら課程の履修について 1 年次を対象に全体説明会を行った後、個別相談会を行いますので、履修を希望す

る学生はいずれかの説明会に参加してください。

健康診断は、学校保健安全法に基づき実施しています。受診しなかった場合は、教育実習や介

護等体験、留学・就職・進学に必要な健康診断証明書が発行できません。予防接種調査書及び感

染症等については、19 ページをお読みください。

健康診断終了後、12 号館リブレ前に於いて、クラブ団体による勧誘がありますので、是非立ち寄ってくだ

さい。（雨天の場合、場所が変更になることがあります。）

授業は � 月 11 日 ( 月 ) から開始します。教室番号は、授業科目時間割表で確認してください。

４月 4日㊊～８日㊎
新入生学外オリエンテーション 学生部

４日～５日
英米語学科（Ａ１～４クラス） アクトパル宇治

ドイツ語・イタリア語学科 京都府立ゼミナールハウス

５日～６日
英米語学科（Ａ � ～ 8 クラス） アクトパル宇治

中国語・日本語学科 京都府立ゼミナールハウス

６日～７日
英米語学科（Ａ 9 ～ 12 クラス） アクトパル宇治

スペイン語・国際教養学科 京都府立ゼミナールハウス

７日～８日 フランス語・ブラジルポルトガル語学科 京都府立ゼミナールハウス

４月６日㊌・８日㊎
新入生の履修登録相談 教務部

９：３０～１１：３０、１３：３０～１６：００ １４１教室

４月６日㊌・７日㊍
資格課程の説明と相談 教務部分室

１３：３０～１４：３０、１５：００～１６：３０ １６１教室

４月９日㊏
健康診断（1年次） 18ページ参照 医務室

女子
英米語学科 　９：００～１０：２０

2 号館
英米語学科以外の全学科 １０：２０～１１：４５

男子
英米語学科 １３：３０～１４：５０

英米語学科以外の全学科 １４：５０～１６：１０

クラブ勧誘 学生部

リブレ前

奨学金説明会（1年次） 21ページ参照 学生部

総長貸費・後援会・日本学生支援機構奨学金 １２：２０～
７４１教室

日本学生支援機構奨学生採用候補（予約採用）者 １５：３０～

４月 11日㊊
春学期授業開始

外国語予備登録の発表 教務部

９：００～１７：００ 9 号館 6 階
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図書館の情報検索コーナー、閲覧室、書庫などの館内を案内します（約 20 分）。授業の空いている時間帯に参加してください。

履修登録（授業科目受講届）により機械処理した受講時間割表を、上記の日時・場所で配布しますので､ 学生証

を持参して受け取ってください｡  受講時間割表の確認を怠り､ 登録の誤りに気づかずに進級ができなくなること

のないように十分注意してください｡

受講時間割表を確認し､ 履修登録に誤りがある場合は､ 上記の日時・場所に成績表（在学生のみ）、受講時間割表、

受講届の本人控、学生証及び筆記用具を持参して訂正を行ってください｡  後日、履修登録の誤りに気がついても、

この期間以後の訂正はできません｡

大学生としての心構えと同時に自分にふさわしいライフスタイルを確立するには、どのようにしてキャリアプラ

ンを描くべきか、早期からの自己の将来に対する意識づけを目的にキャリアガイダンスを実施します。

進級基準単位等を考慮のうえ履修意思がなくなった授業科目については、上記の指定期間に履修登録科目の取消

を行ってください。途中放棄した科目をそのままにして、不合格及び失格となった場合は、秋学期以降に発行す

る成績証明書に記載され、単位あたりの平均値を示すＧＰＡ（Grade Point Average）の評価も下がりますので、

くれぐれも注意してください。

履修登録科目の取消の手続は、京都外大 Web Campus（取消期間のみ、バナーが表示されます）上から行ってください。

４月 11日㊊
派遣留学説明会 (2012 年度春学期から留学開始） 20ページ参照 国際交流部

１２：３０～ １７１教室

４月 12日㊋
認定留学説明会 (2011 年度秋学期から留学開始） 20ページ参照 国際交流部

１２：３０～ １７１教室

４月 21日㊍
留学個別相談会 20ページ参照 国際交流部

１１：３０～１７：００ 11 号館 2 階

４月 26日㊋・27日㊌
受講時間割表の配布、履修登録の訂正 教務部

受講時間割表の配布 　９：００～１３：００ 26 日 森田記念講堂
27 日 221教室履修登録の訂正 １４：３０～１９：００

５月 11日㊌
キャリアガイダンス（1年次） キャリアサポートセンター

言語と平和Ⅰの授業内 森田記念講堂

５月 20日㊎～ 26日㊍
履修登録科目の取消 教務部

　9：００～２１：００ Web Campus

４月 11日㊊～ 15日㊎
新入生歓迎ライブラリーツアー 付属図書館

１０：５０～、１５：００～、１７：００～、１８：１５～ 付属図書館

４月 13日㊌・14日㊍
海外セミナー（短期語学研修）説明会 20ページ参照 国際交流部

１３日
カナダセミナー

１２：３０～

９４１教室

中国セミナー（北京コース） ８４１教室

１４日 オーストラリアセミナー（クイーンズランドコース） ９４１教室

４月 15日㊎・16日㊏
履修登録 教務部

１５日 １１：００～１８：３０
森田記念講堂

１６日 　９：００～１３：００

授業開始日から 1 週間の授業科目ガイダンス週間終了後、上記の日時に､「授業科目受講届」を本人が指定場所

へ提出してください。その後、配布される受講時間割表で登録を確認して、誤りがなければ履修登録は完了です。

本人が病気等で自ら提出できない場合は､ 保証人 ( 父母 ) 又は代理人 ( 同クラスの者 ) が､ 保証人又は代理人の

身分を証明するものを持参の上、委任手続きを行い､ 上記の日時に「授業科目受講届」を提出してください｡「授

業科目受講届」の提出がない場合は､ 修学の意思がないものとして取り扱いますので注意してください｡

４月 18日㊊～ 22日㊎
図書館利用の仕方 付属図書館

１５：００～１６：００、１７：００～１８：００ 付属図書館

資料の探し方、入手の方法、データベースの使い方、参考図書についての説明を行います。

４月 20日㊌・21日㊍
エクステンション講座申込みオリエンテーション 教務部分室

１２：３０～１３：１５ ７４１教室

本学では、資格取得のためのエクステンション講座（有料）を開講しています。キャリアアップや資格取得等を

考えている学生は、ぜひ参加してください。両日とも同じ説明をしますので、いずれかに参加してください。


