
2018年度　法学部オリエンテーション日程

◇オリエンテーション時に、関連書類の配付があります。
◇【希望者のみ】奨学金説明会は4月5日（木）9：30～10：30　和顔館B201教室です。入学式で配付される「奨学

金ガイドブック」を持参してください。
◇【日本学生支援機構奨学金予約採用の決定通知を受けている新入生】奨学金説明会は、4月5日（木）10：45～

11：45　和顔館B201教室です。「奨学金ガイドブック」「平成30年度大学等奨学生採用候補者決定通知」｢振込
を希望する奨学生本人の通帳のコピー｣ を持参してください。

◇健康診断時には、健康管理カード・採尿した尿容器・学生証・無地のTシャツ・長髪をまとめ上げる髪ゴム等を
持参してください。

◇冊子の中のアンケート用紙は、4月9日（月）以降に、学生部（深草）の窓口に必ず提出してください。

オリエンテーションの期間中はこの冊子を常に携帯してください

学籍番号 J クラス 　　　 組 氏　名

※学籍番号は、オリエンテーション・フレッシャーズキャンプでも使用します。必ず記入してください。

日　　程 行　　　　　事 対　象
4月1日（日） 入学式・書類配付 全員参加
4月2日（月） Placement Test（英語）

履修説明会
履修説明会〈クラス別〉

全員参加
全員参加
全員参加

4月3日（火） インターネットマナー講習会
キャンパスライフ相談会
キャリアガイダンス
フレッシャーズキャンプ（泊）

全員参加
全員参加
全員参加
全員参加

4月4日（水） フレッシャーズキャンプ（2日目）
顕真タイム

全員参加
全員参加

4月5日（木） 【希望者のみ】奨学金説明会

【予約採用者のみ】予約採用候補者奨学金説明会

奨学金申請希望者
日本学生支援機構奨学金
の予約採用候補者　　　

4月6日（金） 健康診断（女性）
図書館オリエンテーション／ハラスメントに関する相談について
健康診断（男性）

全員受検
全員参加
全員受検

4月7日（土） ふるさとタイム（大学・親和会・校友会主催） 自由参加
4月8日（日） 新入生歓迎講演会（学友会主催）

新入生歓迎イベント（学友会主催）
自由参加
自由参加

各プログラムの時間・場所の詳細は、次ページ以降を見てください。

大学生としてのマナー

注意!	『マルチ商法・訪問販売・キャッチセールス・振り込め詐欺』『カルト問題』などの被害が増えています。
安易にサインをしない！はっきりＮＯ!!と断ることが大切です。
氏名、住所、連絡先等個人情報を必要以上に教えないでください。

勉学や、課外活動はもちろんのこと、学生生活の中で社会人としての資質を身につけましょう！

禁煙について
大学敷地内は全面禁煙です。大学周辺についても、公共の場所ですので、歩きたばこ・吸い殻のポイ捨てはしない
でください。（現在、一時的に「卒煙支援ブース」をキャンパス内に設置しています。喫煙者は必ず「卒煙支援ブース」
を利用してください。一人ひとりが卒煙するための準備場所です。）

交通マナーの徹底について
自転車・バイク通学・道路横断に際しては、交通法規を遵守し、交通安全マナーの徹底につとめてください。

自動車通学の禁止について
本学は自動車による通学を全面禁止としています。発見した場合は、厳重注意と相応の罰則があります。
大学付近への違法駐車についても調査の上、同様の措置をおこないます。

自転車・バイクの駐輪について
路上放置は通行妨害となり、地域の方に大変迷惑をかけますので絶対に路上駐輪はしないでください。
必ず各学舎の指定された駐輪場に駐輪し、必ず施錠してください。
※なお、放置している自転車・バイクは「駐輪場利用要項」により２ヵ月間保管後、処分します。
　（学生手帳に詳細を載せています。）

自転車保険の加入義務について
京都市・京都府および滋賀県の条例では、自転車利用者の「自転車損害賠償保険」等への加入が義務づけられています。
自転車事故で高額な損害賠償を負うケースもありますので、必ず加入してください。

龍谷大学「建学の精神」
　龍谷大学の「建学の精神」は「浄土真宗の精神」です。
　浄土真宗の精神とは、生きとし生けるもの全てを、迷いから悟りへ転換させたいという
阿弥陀仏の誓願に他なりません。
　迷いとは、自己中心的な見方によって、真実を知らずに自ら苦しみをつくり出している
あり方です。悟りとは自己中心性を離れ、ありのままのすがたをありのままに見ることの
できる真実の安らぎのあり方です。
　阿弥陀仏の願いに照らされ、自らの自己中心性が顕わにされることにおいて、初めて
自己の思想・観点・価値観等を絶対視する硬直した視点から解放され、広く柔らかな視
野を獲得することができるのです。
　本学は、阿弥陀仏の願いに生かされ、真実の道を歩まれた親鸞聖人の生き方に学び、「真
実を求め、真実に生き、真実を顕かにする」ことのできる人間を育成します。このことを
実現する心として以下５項目にまとめています。これらはみな、建学の精神あってこその
心であり、生き方です。

　・すべてのいのちを大切にする「平等」の心
　・真実を求め真実に生きる「自立」の心
　・常にわが身をかえりみる「内省」の心
　・生かされていることへの「感謝」の心
　・人類の対話と共存を願う「平和」の心
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入学式
時間　14：30～
場所　体育館

式終了後、書類配付

Placement	Test（英語）
時間　8：50　集合
　　　9：00～11：00
場所　22号館入口で当日掲示

※ 試験開始後は入室できません。
※ 受験教室は22号館入口に

当日掲示しますので確認し
てください。

※ Placement Testの 結 果 を
もって、必修科目 ｢英語｣
のクラス分けを行います。

※ やむを得ず出席できない場
合は事前に法学部教務課へ
相談してください。

※ 学生証を必ず持参してくだ
さい。

図書館オリエンテーション／
ハラスメントに関する相談について

時間　10：50　集合
　　　11：00～12：30
場所　3号館301教室

○ 大学図書館の利用方法や資
料の探し方などの基本を説
明します。

　 大学生として勉強していく
上で不可欠な内容です。

○ 本学のハラスメントの防止
や問題解決への取組につい
て説明します。

インターネットマナー講習会
時間　8：50　集合
　　　9：00～11：00

《J180001～ J180250》
場所　22号館B101教室

《J180251～、J182001～》
場所　22号館B102教室

※遅刻者は入室不可
※ 右下に講習会詳細注意あり
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健康診断（男性）
受付時間　13：00～13：30
場所　3号館1階

【持参するもの】
健康管理カード
採尿した尿容器
学生証
無地のTシャツ
長髪をまとめ上げる髪ゴム等

キャンパスライフ相談会
時間　11：55　集合
　　　12：00～14：00
場所　2号館3階～5階
クラス毎に実施します。
１組：2-309 ２組：2-310
３組：2-311 ４組：2-312
５組：2-313 ６組：2-402
７組：2-403 ８組：2-404
９組：2-405 10組：2-406
11組：2-407 12組：2-408
13組：2-409 14組：2-410
15組：2-411 16組：2-412
17組：2-501 18組：2-502
19組：2-503 20組：2-504

健康診断（女性）
受付時間　9：00～9：30
場所　3号館1階

【持参するもの】
健康管理カード
採尿した尿容器
学生証
無地のTシャツ
長髪をまとめ上げる髪ゴム等

フレッシャーズキャンプ
（1日目）
時間　15：15　集合
　　　15：45　出発
集合場所　2号館401教室

宿泊先
琵琶湖グランドホテル
〒520-0101
滋賀県大津市雄琴6-5-1
℡077-579-2111
バスで移動します。

フレッシャーズキャンプ
（2日目）
～11：30
深草学舎帰着・解散
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顕真タイム
時間　14：00　集合
　　　14：30～15：10
☆ ユネスコ世界文化遺産の西

本願寺へ参拝し、研修しま
す。仏教を肌で感じてみよ
う！

※ 現地集合・解散
　右記の地図参照
　（下京区七条堀川上ル）

西本願寺集合!!
念珠を忘れずに！
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履修説明会
時間　13：10　集合
　　　13：15～
場所　2号館401教室
履修方法について説明します。

【持参するもの】
履修要項
時間割表
履修登録のすすめ

履修説明会《クラス別》
時間　15：00～
場所　2号館3階～5階
全体説明会時に案内します。

【希望者のみ】奨学金説明会
時間　9：25　集合
　　　9：30～10：30
場所　和顔館B201教室
日本学生支援機構奨学金、龍
谷大学給付奨学金（家計奨学
金）申請の説明会です。
※ 奨学金申請希望者は必ず出

席してください。
【持参するもの】
奨学金ガイドブック

【予約採用者のみ】
奨学金説明会

時間　10：40　集合
　　　10：45～11：45
場所　和顔館B201教室
高校で日本学生支援機構奨学
金の予約採用の決定通知を受
け取っている新入生対象の説
明会です。

【持参するもの】
奨学金ガイドブック
平成30年度大学等奨学生採
用候補者決定通知
本人名義の通帳のコピー（余
白に学籍番号・氏名を記入す
ること）

キャリアガイダンス
時間　14：10　集合
　　　14：15～15：00
場所　2号館401教室

ふるさとタイム
受付　16：00
開始　16：30
場所　 深草学舎 　
　　　受付 22号館1階入口
学部の枠を越えて同郷の学
生・教職員と気軽に軽食をと
りながら交流する「ふるさと
タイム」を開催します。各地
方から進学された学生の皆さ
んは、是非気軽に参加してく
ださい！（参加無料）

新入生歓迎講演会（深草）
学友会歓迎イベント講演会 
講師　篠原　信一
　　　 「戦う敵は
　　　　　相手ではない」
開場　12：30
開演　13：00
場所　 深草学舎
　　　3号館301教室
これからの大学生活に向けて
参考にしてください！

新入生歓迎イベント（深草）
「相棒 season 2018
─最高となる仲間を探せ─」
開場　15：00
時間　15：30～17：30
場所　 深草学舎
　　　3号館地下食堂
新入生の交流イベントです。
ゲームを通して友達をたくさ
んつくりましょう！

龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

西本願寺

《インターネットマナー
講習会について》

本学でコンピューターを利用す
るためには、インターネットマ
ナー講習会を受講し、アカウン
トを取得しなければなりません。
※ 本アカウントは授業履修、課

外活動、就職活動等、学生生
活において必要なものですの
で、必ず出席してください。
時間厳守!!（遅刻者は入室でき
ません）

【持参するもの】
学生証・筆記用具

※ やむを得ず出席できない場合
は、事前に法学部教務課へ相
談してください。

フレッシャーズキャンプ会場
での落とし物、忘れ物について
フレッシャーズキャンプ会場での
紛失物は学生部（深草）で保管しま
す。4/9（月）以降に窓口へ直接問い
合わせてください。電話対応はで
きません。
※  紛失物の保管は、貴重品を除き

１ヶ月です。
※  衛生上保管が困難な物（下着類、

飲食物等）は当日に廃棄します。
※  緊急で確認が必要な物（貴重品

等）は、その都度学生部（深草）
（075-645-7889）に問い合わせて
ください。

☆フレッシャーズキャンプ☆
新入生がオリエンテーション期間中に行う１泊２日の宿泊プログラムです。クラスメイトや、クラス・学年の
枠を越えた友達づくりの場として充実した大学生活のきっかけとしてください。

《タイムスケジュール》
【1日目】 【2日目】
15：45　大学出発（バス）  7：00　起床
到着後　クラス会  7：20　朝のつどい
18：10　学友会歓迎アトラクション  7：50　朝食
19：10　夕食  8：50　学生生活ガイダンス／何でも相談室の利用について
20：00　フリータイム（入浴等） 終了後、荷物を持ってロビーへ集合
22：30　就寝 10：00　出発
 11：30　深草学舎到着予定

【持参するもの】
念珠・学生証・学生手帳・筆記用具・洗面用具・バスタオル・タオル・着替え等

〔注意事項〕財布等の貴重品は必ず各自が責任を持って管理してください。

荷物に荷札を必ず
つけましょう！
※荷札はバス乗車前に
　配付します

フレッシャーズキャンプ
について
龍 谷 大 学HPに お い て、 フ レ ッ
シャーズキャンプに関する詳細、
Ｑ＆Ａ、相談窓口等を掲載してい
ます。
フレッシャーズキャンプについて
不明点や不安がある場合は事前に
ご確認ください。
本学webページURL：
http://www.ryukoku.ac.jp/
news/detail/201801/index.html

花まつり（灌仏会：かんぶつえ）
お釈迦様のお誕生日（4月8日）をお祝いし、感謝
する行事です。法要や灌仏（甘茶そそぎ）、白象の
お練り（パレード）などのほか、学友会サークルに
よる協賛公演が終日行われます。
開催：4月1日、3日（10：00～16：00頃まで）
　　　10：00　甘茶そそぎ
　　　12：00　花まつり法要
　　　12：30　お練り　など
場所： 深草学舎 顕真館前


