
文学部
担当部署：文学部事務室　

オリエンテーション等の行事日程

月　日 時　間 行　事 場　所

３月30日

（月）

 9:10～10:30 英語プレイスメントテスト
日本語日本文化 N1-204、205

音楽芸術 N1-206

13:40～16:35 全学新入生オリエンテーション
アニー・ランドルフ記念講堂

16:50～17:10 日本学生支援機構　奨学金予約者説明会　※ 対象者のみ

10:00～17:00 クラブ・サークル説明会 W2棟、クラブハウス他

４月１日

（水）

10:00～ 入学式 アニー・ランドルフ記念講堂

入学式後
（11:30～）

ホームルーム
クラス写真撮影

日本語日本文化 N1-404、405

英語英米文化 N2-110

外国語コミュニケーション E5-208

音楽芸術 N2-410

13:20～15:10
英語プレイスメントテスト

英語英米文化 N2-110

13:30～14:35 外国語コミュニケーション E5-208

４月２日

（木）

9:10～10:40 マルチメディアセンター講習会

日本語日本文化 W2-B106

英語英米文化 N1-204

外国語コミュニケーション W1-101

音楽芸術 W2-B109

10:55～12:25 就職に役立てる基礎力テスト

日本語日本文化 W2-204

英語英米文化 N1-406

外国語コミュニケーション W2-106

音楽芸術 W2-205

13:30～14:30
教職課程オリエンテーション
　※ 教育職員免許状取得希望者のみ

日本語日本文化

E5-309
英語英米文化

外国語コミュニケーション

音楽芸術

４月３日

（金）

 9:30～17:00

新入生学科別オリエンテーション

日本語日本文化 E5-209

10:00～17:00 外国語コミュニケーション E5-208

11:00～17:00 音楽芸術 N2-410

４月４日

（土）

 9:30～17:00

新入生学科別オリエンテーション

英語英米文化 E5-109

10:00～15:30 外国語コミュニケーション E5-208

10:00～17:00 音楽芸術 N2-410

４月６日

（月）

14:30～15:40 健康診断 体育館

10:15～11:15
履修登録

日本語日本文化

別途案内
英語英米文化

外国語コミュニケーション

12:45～13:45 音楽芸術

４月８日

（水）
前期通常授業開始



生活環境学部
担当部署：生活環境学部事務室　

オリエンテーション等の行事日程

月　日 時　間 行　事 場　所

３月30日
（月）

11:00～12:20 英語プレイスメントテスト

生活マネジメント W1-101

環境デザイン N1-204、205

食環境栄養 W2-B106

13:40～16:35 全学新入生オリエンテーション
アニー・ランドルフ記念講堂

16:50～17:10 日本学生支援機構　奨学金予約者説明会　※ 対象者のみ

10:00～17:00 クラブ・サークル説明会 W2棟、クラブハウス他

４月１日
（水）

13:30～ 入学式 アニー・ランドルフ記念講堂

入学式後
（15:00～）

ホームルーム
クラス写真撮影

生活マネジメント E1-229

環境デザイン E1-324

食環境栄養 E1-315

４月２日
（木）

9:10～10:40 就職に役立てる基礎力テスト

生活マネジメント W2-106

環境デザイン N1-406

食環境栄養 W2-204

10:55～12:25 マルチメディアセンター講習会

生活マネジメント W1-101

環境デザイン N1-204

食環境栄養 W2-B106

13:30～14:30
教職課程オリエンテーション
　※ 教育職員免許状取得希望者のみ

生活マネジメント

E5-309環境デザイン

食環境栄養

４月３日
（金）

9:10～ 新入生学部オリエンテーション E1-315

9:40～ 学科別オリエンテーション（1日目） 生活マネジメント 蒲郡ホテル竹島

9:50～17:30 学科別オリエンテーション 食環境栄養 E1-315

9:55～17:00 学科別オリエンテーション 環境デザイン N1-406

４月４日
（土）

15:30
大学解散

学科別オリエンテーション（2日目） 生活マネジメント 蒲郡ホテル竹島

４月６日
（月）

10:40～11:50 健康診断 体育館

9:00～10:00 履修登録

生活マネジメント

別途案内環境デザイン

食環境栄養

４月８日
（水）

前期通常授業開始



国際情報学部
担当部署：国際情報学部事務室

オリエンテーション等の行事日程

月　日 時　間 行　事 場　所

３月30日
（月）

 9:10～12:05 全学新入生オリエンテーション
アニー・ランドルフ記念講堂

12:20～12:40 日本学生支援機構　奨学金予約者説明会　※ 対象者のみ

13:40～15:00 英語プレイスメントテスト
グローバル N1-205、N1-206

メディア N1-204、N1-208

10:00～17:00 クラブ・サークル説明会 W2棟、クラブハウス他

４月１日
（水）

13:30～ 入学式 アニー・ランドルフ記念講堂

入学式後
（15:00～）

ホームルーム
クラス写真撮影

グローバル N2-214

メディア N2-215

４月２日
（木）

11:30～12:30
教職課程オリエンテーション
　※ 教育職員免許状取得希望者のみ

グローバル
N1-509

メディア

13:30～15:00 就職に役立てる基礎力テスト
グローバル W2-106

メディア N1-406

15:15～16:45 マルチメディアセンター講習会
グローバル W1-101

メディア N1-204

４月３日
（金）

　9:15～ 新入生学部オリエンテーション N2-110

10:30～ コース別オリエンテーション
グローバル N2-111

メディア N2-112

12:45～ 学生ＳＯによる企画と相談会 N2-110  他

17:00～ 交流パーティー N1食堂

４月４日
（土）

11:00～ KIT説明会 W2-204

13:00～ ノートパソコンオリエンテーション Ｗ2-204  他

４月６日
（月）

11:30～12:30 履修登録
グローバル

別途案内
メディア

13:20～14:20 健康診断 体育館

４月８日
（水）

前期通常授業開始



人間科学部
担当部署：人間科学部事務室　

オリエンテーション等の行事日程

月　日 時　間 行　事 場　所

３月30日
（月）

 9:10～12:05 全学新入生オリエンテーション
アニー・ランドルフ記念講堂

12:20～12:40 日本学生支援機構　奨学金予約者説明会　※ 対象者のみ

15:20～16:40 英語プレイスメントテスト

現代子ども W2-B106、W2-B109

多元心理 N1-204、N1-205、N1-206

コミュニティ福祉 W1-101

10:00～17:00 クラブ・サークル説明会 W2棟、クラブハウス他

４月1日
（水）

10:00～ 入学式 アニー・ランドルフ記念講堂

入学式後
（11:30～）

ホームルーム
クラス写真撮影

現代子ども W8-401

多元心理 W8-402

コミュニティ福祉 N2-212

４月２日
（木）

11:30～12:30
教職課程オリエンテーション
　※ 教育職員免許状取得希望者のみ

現代子ども

N1-606多元心理

コミュニティ福祉

13:30～15:00 マルチメディアセンター講習会

現代子ども W2-B109

多元心理 N1-204

コミュニティ福祉 W1-101

15:15～16:45 就職に役立てる基礎力テスト

現代子ども W2-204

多元心理 N1-406

コミュニティ福祉 W2-106

４月３日
（金）

10:00～16:00

学科別オリエンテーション

現代子ども W8-401

13:00～17:00 多元心理 W8-402

 9:30～17:00 コミュニティ福祉 N2-212

４月４日
（土）

10:00～16:00

学科別オリエンテーション

現代子ども W8-401　※【注意事項】

13:00～17:00 多元心理 リリー・ウエスト

実施しません コミュニティ福祉

４月６日
（月）

 9:00～10:30 健康診断 体育館

14:15～15:15
履修登録

現代子ども

別途案内多元心理

11:30～12:30 コミュニティ福祉

４月８日
（水）

前期通常授業開始



薬学部
担当部署：薬学部事務室　

オリエンテーション等の行事日程

月　日 時　間 行　事 場　所

３月30日
（月）

 9:10～10:30 英語プレイスメントテスト W2-B106、W1-101 ※【注意事項】

13:40～16:35 全学新入生オリエンテーション
アニー・ランドルフ記念講堂

16:50～17:10 日本学生支援機構　奨学金予約者説明会　※ 対象者のみ

10:00～17:00 クラブ・サークル説明会 W2棟、クラブハウス他

４月１日
（水）

13:30～ 入学式 アニー・ランドルフ記念講堂

入学式後
（15:00～）

ホームルーム
クラス写真撮影

W2-204

４月２日
（木）

13:30～15:00 就職に役立てる基礎力テスト W2-204

15:15～16:45 マルチメディアセンター講習会 W2-B109

４月３日
（金）

 9:10～10:30
新入生学内オリエンテーション
教職課程オリエンテーション

W2-204

12:10～13:10 昼食 W2-302、W2-306

13:15
W2棟前集合

新入生学外オリエンテーション
長良川温泉
岐阜グランドホテル４月４日

（土）
16:00

大学解散

４月６日
（月）

10:30～12:00 プレイスメントテスト（化学） W8-401

12:45～13:45 履修登録 別途案内

14:15～15:45 プレイスメントテスト（生物） W8-401

４月７日
（火）

9:00～9:40 健康診断 体育館

4月8日
（水）

前期通常授業開始



大学院文学研究科
担当部署：文学研究科事務室　

オリエンテーション等の行事日程

月　日 時　間 行　事 場　所

４月１日
（水）

10:00～ 入学式 アニー・ランドルフ記念講堂

入学式後
（11:30）

ホームルーム N3-101大会議室

４月２日
（木）

 9:30～10:30 新入生オリエンテーション E5-208

10:30～11:30
ハラスメントの防止と対応に関する人権委員会
オリエンテーション（人間生活学研究科と合同）

E5-208

11:30～12:30 新入生歓迎会 N3-101大会議室

13:30～15:30
専攻別オリエンテーション
（在院生と合同）

国文学専攻 N1-401

英文学専攻 N1-402

社会学専攻 N1-403

別途案内 履修登録 別途案内

４月３日
（金）

 9:00～15:40
（11:30～　　
13:00を除く）

健康診断 体育館

４月８日
（水）

前期通常授業開始



大学院人間生活学研究科
担当部署：人間生活学研究科事務室　

オリエンテーション等の行事日程

月　日 時　間 行　事 場　所

４月１日
（水）

13:30～ 入学式 アニー・ランドルフ記念講堂

入学式後
（15:00）

ホームルーム E1-101

4月2日
（木）

9:30～10:20 新入生オリエンテーション E5-101

10:30～11:30
ハラスメントの防止と対応に関する人権委員会
オリエンテーション（文学研究科と合同）

E5-208

13:30～15:30
15:30～16:00

専攻別オリエンテーション（個別指導）

消費者科学専攻 W2-402

人間発達学専攻
臨床心理分野以外

W2-403

人間発達学専攻
臨床心理分野

W2-404

人間生活学専攻 W2-405

別途案内 履修登録 別途案内

4月3日
（金）

 9:00～15:40
（11:30～　　
13:00を除く）

健康診断 体育館

4月8日
（水）

前期通常授業開始


