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入学準備に関するご案内／入学式のご案内 （学部新入生用） 

2018 年度版 京都橘大学  

 

 大学生活を目前に、夢と希望に胸をふくらませていらっしゃることと思います。 

本学へ入学されることを、教職員一同、心から歓迎いたします。 

 さて今回は、入学式をはじめ学年始めの諸行事等についてご案内します。この案内をよくお読みいただき、

本学入学への準備を進めてください。 

 なお、３月２９日、３０日に「各種ガイダンス」、「数学・英語テスト」および希望者対象の「奨学金募

集説明会」などを実施しますのでご注意ください。  

 

＊「奨学金募集説明会」は、ご家族の方のご参加も可能です。 

 ＊入学式に関する詳細は、本案内最終ページの「京都橘大学入学式のご案内」をご覧ください。 

 

入学準備に関するご案内 

[１] 学年始行事日程のご案内  

  ＊４月２日以降の各スケジュール、会場については、入学後の配付物または掲示でご確認ください。 

  ＊全てのスケジュールへの参加を基本とします。 

月日 曜日 スケジュール 
 

3/29 
 
 
 
 
 
 

 
木 
 
 
 
 
 
 

ス  ケ  ジ  ュ    ル 

・学科別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、履修・登録ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、情報ﾒﾃﾞｨｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、学生生活ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

 ＜日本語日本文学科   9：00～14：00＞  ＜都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 11：00～16：00＞ 

  ＜歴史学科      10：00～15：00＞  ＜看護学科       9：00～11：00＞ 

  ＜歴史遺産学科      13：00～17：00＞  ＜心理学科       11：00～16：00＞ 

  ＜国際英語学科     9：00～14：00＞  ＜理学療法学科       10：00～12：00＞ 

＜児童教育学科      10：00～15：00＞   ＜作業療法学科       10：00～12：00＞ 

＜経営学科      13：00～17：00＞  ＜救急救命学科        9：30～14：30＞ 

＊会場は、当日、掲示等でご案内します。  ＜臨床検査学科        9：30～14：00＞   

 
3/30 

 
 
 
 
 
 

 
金 
 
 
 
 
 
 
 

 

・奨学金募集説明会（入学後に奨学金出願希望者のみ） ＜全学科  9：00～10：00＞ 

・数学・英語ﾃｽﾄ、学科別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、履修・登録ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、学生生活ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、教職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

  ＜日本語日本文学科  10：30～15：15＞  ＜都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 10：30～15：15＞ 

  ＜歴史学科      10：30～15：15＞  ＜看護学科      10：30～17：00＞ 

  ＜歴史遺産学科      10：30～17：00＞  ＜心理学科       10：30～17：00＞ 

  ＜国際英語学科    10：30～17：00＞  ＜理学療法学科       10：30～17：00＞ 

＜児童教育学科      10：30～17：00＞   ＜作業療法学科       10：30～17：00＞ 

＜経営学科      10：30～17：00＞  ＜救急救命学科       10：30～15：15＞ 

＊会場は、当日、掲示等でご案内します。  ＜臨床検査学科       10：30～17：00＞ 

＊前日の「情報メディアガイダンス」で配付された資料を持参してください。 
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日 
 
 
 
 
 
 
 

 

入学式 (詳細は本案内最終ページの「京都橘大学入学式のご案内」を参照してください。) 

 《発達教育学部・看護学部・健康科学部》  受付開始・開場8:30/開式9:30/閉式10:20 

入学式後の入学生および付き添いのご家族の方のスケジュールは次のとおりです。 

〈新入生〉                        〈ご家族の方〉 

  入学記念授業  10:40～11:30      父母懇談会    10:40～11:50 

                                          

《文学部・国際英語学部・現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部》  受付開始・開場13:15/開式14:30/閉式15:20 

入学式後の入学生および付き添いのご家族の方のスケジュールは次のとおりです。 

〈新入生〉                        〈ご家族の方〉 

 入学記念授業    15:40～16:30   父母懇談会  15:40～16:50 

                                      

 

・受講登録期間開始(～4/4まで)  

＊4/2以降のスケジュール詳細は入学式当日にお知らせします。 
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月日 曜日 スケジュール 
 

4/ 2 
 
 
 

 
月 
 
 
 

 

・社会人基礎力テスト(PROG)、クラス懇談会①、健康診断、図書館ガイダンス 

・通学定期乗車券購入のための通学証明書発行手続 

・ユニフォーム採寸 ＊看護学科、理学療法学科、作業療法学科、救急救命学科、臨床検査学科対象 

・抗体検査等 ＊児童教育学科、看護学科、理学療法学科、作業療法学科、救急救命学科、臨床検査学科対象 

 
4/ 3 

 
 
 

 
火 
 
 
 
 

 

・クラス懇談会②、健康診断、図書館ガイダンス 

・抗体検査等 ＊児童教育学科、看護学科、理学療法学科、作業療法学科、救急救命学科、臨床検査学科対象

・特技推薦入試（スポーツ・文化部門）入学者ガイダンス 

・日本学生支援機構奨学金予約進学者説明会 

 
4/ 4 

 
水 
 
 
 
 

 

・新入生セミナー 

＜国際英語学科 ２泊３日の学内・学外での宿泊英語合宿＞ 

＊他の学科は参加すべき行事はありません。 

・受講登録期間終了 

 
4/ 5 
4/ 6 

 
 
 
 
 

 
木 
金 
 
 
 
 
 
 
 

 

・新入生セミナー 

＜日本語日本文学科、歴史遺産学科、臨床検査学科 日帰りの学内研修と学外研修＞ 

＜歴史学科、児童教育学科、心理学科 １泊２日の宿泊学外研修＞ 

＜国際英語学科 ２泊３日の学内・学外での宿泊英語合宿＞ 

＜経営学科、都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科、救急救命学科 日帰りの学内研修（自己の探求）＞ 

＜看護学科 日帰りの学内研修と学外研修＞ 

＜理学療法学科、作業療法学科 日帰りの学内研修＞ 

＊いずれもスケジュール詳細はクラス懇談会でお知らせします。 
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土 

 

・前期授業開始 

＊健康診断は学科、男子・女子で、図書館ガイダンスは学科で日時を決めています。詳細は、学生生活ガイ

ダンスまたは入学式配付時の資料を参照してください。 

  

[２] 学科別ガイダンス、学生生活ガイダンス等について 

 ３月２９日(木)、３０日（金）に新入生を対象とする「学科別ガイダンス」、「学生生活ガイダンス」等

を実施しますので、必ず参加してください。学科により、実施時間が異なりますので、前頁「学年始行事日

程」でご確認ください。 

 「学科別ガイダンス」は、各学部・学科の教育理念やカリキュラムの概要についての説明を行います。 

 「学生生活ガイダンス」は、サークル活動、学内諸手続きやキャリア支援についての説明を行います。 

各種ガイダンス等にどうしても参加できない場合は、必ず事前に学務第１課(☎075-574-4324)まで電話連

絡してください。 

 

[３] 数学・英語テストについて 

 ３月３０日（金）に新入生を対象とする「数学・英語テスト」を実施します。必ず参加してください。 

 「英語テスト」は、１回生前期の英語必修科目のクラス分けを行うために実施するものです。英語が得意

な人も、苦手な人も、自分の到達度に合ったクラスで学ぶことにより、確実な英語力の向上をめざします。 

 「数学テスト」は、入学時の到達度を確認するために実施します。その結果は、一部の学部・学科におい

ては、「数学演習Ⅰ・Ⅱ」の履修指導用のクラス分けに活用し、各自の到達度に合ったクラスで学ぶことに

より、数学力の向上をめざします。 

 

[４] 抗体検査、ツベルクリン皮内注射検査等について 

  （児童教育学科、看護学科、理学療法学科、作業療法学科、救急救命学科、臨床検査学科対象） 

 上記対象学科は、入学後に以下のように抗体検査、ツベルクリン皮内注射検査等を実施します。なお、受

検にあたっては、保証人（保護者）の方とよく相談してください。 

万一何らかの事情で受検できない場合は、事前または検査受付時に報告してください。 

  ＜児童教育学科＞小児感染症抗体検査･･･所定の健康診断時に受検 

＜看護学科、理学療法学科、作業療法学科、救急救命学科、臨床検査学科＞ 

 小児感染症抗体検査およびＢ型肝炎抗原抗体検査･･･所定の健康診断時に受検 

  ツベルクリン皮内注射検査･･･授業開始後に実施。授業開始後に実施日をお知らせします。 

＊小児感染症抗体検査は、風しん、麻しん、水ぼうそう、おたふくかぜの検査です。 
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[５] 奨学金募集説明会について 

 ３月３０日（金）に「奨学金募集説明会」を開催します。ご家族のご参加も可能です。本学独自奨学金、

日本学生支援機構奨学金（入学後の募集）の申請を新規に希望される方は、必ず参加してください。 

 また、日本学生支援機構の予約奨学生(高校で採用予約を受けた方)は、４月３日(火)に実施する「日本学

生支援機構奨学金予約進学者説明会」に必ず参加してください（学生のみ出席対象）。 

＊日本学生支援機構の予約奨学生の方で、予約奨学金以外の奨学金を希望されない方は、３月３０日(金)

の奨学金募集説明会への参加は不要です。 

 

[６] 社会人基礎力テスト（PROG）について 

  ４月２日（月）に新入生を対象とする「社会人基礎力テスト(PROG)」を実施します。このテストは、専攻

・専門に関わらず、社会で求められる汎用的な能力（＝社会人基礎力）を測定するものです。自分自身の強

みや弱みを理解し、今後の大学生活の充実につなげることを目的としています。受験結果は別日に実施され

る｢解説会｣で詳しくフィードバックされ、自分の力の伸ばし方について知ることができます。 

 

[７] 通学定期乗車券購入のための通学証明書発行手続について 

４月２日(月)に通学定期乗車券購入のための通学証明書発行手続の特設コーナーを設けます。入学式当日

には通学定期乗車券購入のための証明書発行は行いません。翌日から証明書発行が可能になりますので、利

用する交通機関により下記のようにご準備ください。 

  ・京阪バス、ＪＲ、京阪電車、阪急電車、近畿日本鉄道、京都市営交通(地下鉄) 

    大学で発行する証明書に証明印を受けてください。駅窓口にて証明書と学生証を提示のうえ、備え

付けの購入申込書を提出すれば購入できます。 

  ・京都市営交通（バス）、その他の交通機関 

    各交通機関の定期券販売窓口等で所定の通学定期券購入申込書をあらかじめ入手し、大学で証明印

を受けてください。学生証と共に各交通機関の定期発売窓口に提出・提示すれば購入できます。 

 

[８] 新入生セミナーについて 

 ４月５日（木）、６日（金）に、自己の再発見、授業・学生生活の導入教育、新入生や先輩との交流など

を目的として新入生セミナーを実施します。必ず参加してください。 

 ＊国際英語学科は、４月４日（水）～６日（金）の３日間、英語合宿を実施します。 

 

[９] 必要書類の提出・その他入学準備について 

 合格通知書送付時に同封の『合格者入学手続案内』の内容をご確認ください。 

 「学生記録カード」「学生証申込台紙」「卒業証明書」の提出など、必要な提出物をご確認いただき、入学

手続きを遺漏の無いように行ってください。 

 また、『合格者入学手続案内』には、「奨学金募集のご案内」「教科書・教材等の購入」「学生保険の加

入」「感染症等抗体検査とワクチン接種」など、入学準備のための重要な情報を掲載していますので、熟読

の上、入学式を迎えてください。 

 

[10] ３月２９日、３０日の交通案内について 

 ＪＲ･京阪京津線･地下鉄東西線｢山科駅｣バスターミナル「⑤番乗り場」より京阪バス臨時便が下記時刻に

発車します。このバスは、途中、地下鉄椥辻駅のバス停のみに停車します。 

 

３月２９日（木） 

8：15 ／  8：50 ／  9：15 

10：20 ／ 12：20 

３月３０日（金） 

8：00～8：30 

9：30～9：50 

 京阪バス臨時便以外には、山科駅バスターミナル「②番乗り場」より路線バス(京阪バス)26Ａ系統「京都

橘大学」行が、京都駅八条口より京阪バス山科急行線（本学⇔京都駅）が運行しています（京阪バスは学休

期ダイヤで運行しています）。 

 京阪バス京都橘大学急行線(本学⇔六地蔵⇔丹波橋駅)は運休しています。 

 路線バス時刻表 http://www.tachibana-u.ac.jp（トップページ→学生生活→交通アクセス） 

 地下鉄東西線でお越しの場合は｢椥辻駅｣で下車してください(徒歩約 15 分)。 

 

   

 ■お問い合わせ先     京都橘大学 学生支援課 

     〒607-8175 京都市山科区大宅山田町 34 TEL.075-574-4114 
     事務取扱時間／ 平日 8:45～11:10 ，12:10～17:15 

http://www.tachibana-u.ac.jp/
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京都橘大学入学式のご案内 

 

●日 程 

 2018年４月１日(日)  ２部制で実施 

●時 間 

 第１部 発達教育学部･看護学部･健康科学部   受付・開場８時30分/開式９時30分/閉式10時20分 

 第２部 文学部･国際英語学部･現代ビジネス学部 受付・開場13時15分/開式14時30分/閉式15時20分 

●会 場 

 京都橘大学中央体育館 

●入学式に関するご留意点 

 ・当日は会場入口付近に｢受付｣があります。必ず受付を済ませ、配付物をお受け取りください。なお、ス 

  リッパ等の上履きの持参は不要です。 

 ・入学式終了後、新入生は入学記念授業が行われますが、同じ時間帯に｢父母の会｣主催による父母懇談会 

  が行われます。入学式にお越しいただいたご家族の皆様はぜひ懇談会にご出席ください。詳細な時間は、 

  本案内１ページの「入学準備に関するご案内」をご覧ください。 

●交通案内 

◆「山科駅」からの京阪バス臨時便のご案内（本学⇔ＪＲ・京阪京津線・地下鉄東西線「山科駅」） 

  山科駅バスターミナル⑤番のりばから、入学式の時刻に合わせて発車します。 

   ＊このバスは、途中、地下鉄東西線「椥辻（なぎつじ）駅」のバス停のみに停車します（運賃 220円）。 

◇臨時バス時刻表（４月１日） 

山科駅発（行き） 本学発（帰り） 

8：00～8：45 

12：30～13：45 

12：00 

17：00 

 ◆京阪バス山科急行線（本学⇔京都駅八条口） 

  入学式当日は、休日ダイヤで運行しており、本学発着便はありません。 

  山科駅からの臨時便をご利用ください。 

 ◆京阪バス京都橘大学急行線（本学⇔六地蔵⇔丹波橋駅）について 

  入学式当日は、運休しております。山科駅からの臨時便をご利用ください。 

 ◆地下鉄東西線「椥辻（なぎつじ）駅」からのご案内 

  地下鉄は、８時～17時の時間帯は、５分～10 分間隔のダイヤで運行しています。 

  当日８時～18時の間、「本学」～「椥辻駅」間の無料巡回シャトルバスを随時運行しています。 

  無料巡回シャトルバス乗り場は、椥辻駅出入口①を出た山科区役所前です。 

◇無料巡回シャトルバス（４月１日） 

「本学」～「椥辻駅」間 

8：00～18：00 随時運行 

（シャトルバス５台運行予定） 

 ＊「本学」～「椥辻駅」間は、徒歩約 15分です。 

 

〈山科駅バスターミナルのりば 

周辺案内〉 

〈椥辻駅無料巡回シャトルバス 

のりば周辺案内〉 

〈椥辻駅から本学までの 

周辺案内〉 
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