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入学予定者・ご家族のみなさまへ 

入学前スクーリングセミナー 開催前最終のご案内 

【はじめに】 

 12/11（日）に開催いたします入学前スクーリングセミナーに関する各種最終のご案内をいたします。詳細につ

きましては下記の情報をご確認ください。教職員一同、当日はたくさんの皆様にお会いできることを楽しみにしてお

ります。 

【１．臨時バスのご案内（山科駅⇔京都橘大学）】 

 当日は混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。また、当日の交通状況によって、運行ダイヤの

遅れ等が想定されます。あらかじめご了承ください。 

時 山科駅発⇒京都橘大学行 京都橘大学発⇒山科駅行 

8 50 55 - 

9 00 05 10 15 - 

10 - - 

11 15 20 25 30 35 40 - 

12 - 45 50 

13 - 00 10 20 30 

14 - 00 30 

15 - 10 15 20 30 40 45 

16 - 20 

＜のりば案内＞山科駅バスターミナル⑤番のりば 

＜運行時間＞山科駅⇔京都橘大学間は約 15 分です。 

＜運   賃＞片道 220 円 
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【２．臨時シャトル(巡回)バスのご案内（イオンタウン山科椥辻～京都橘大学）】 

 当日は混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越し願います。また、当日の交通状況によって、運行ダイヤ

の遅れ、また満席の場合、定刻時間前の発車の可能性がございます。あらかじめご了承ください。 

時 イオンタウン山科椥辻発⇒京都橘大学行 京都橘大学発⇒イオンタウン山科椥辻行 

8 55 - 

9 25 - 

10 05 - 

11 00 45 - 

12 - 50 

13 - 20 

14 - - 

15 - 10 40 

16 - 20 

＜のりば案内＞イオンタウン山科椥辻内 バス乗り場 

＜運行時間＞イオンタウン山科椥辻～京都橘大学間は約 10 分です。 

＜運  賃＞無料 

【３．自家用車でお越しの際の駐車のご案内】 

当日はグラウンドが臨時駐車場となります。係員の指示に従って、ご駐車ください。 

【４．当日の受付】 

１）受付は「アカデミックリンクス 1 階」に設置しております。まずは受付にお越しください。

２）受付での手続き後、各企画教室へご移動いただきます。

３）詳細な構内マップは当日受付にて配布いたします。概要については次ページ以降をご確認ください。
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【お問い合わせ先】 

京都橘大学 教学事務部 教務課 

TEL    075-574-4324 

E-Mail  aca@tachibana-u.ac.jp 

      ※受付時間 8:45~17:15(11:10~12:10 除く・平日のみ) 

      ※12/11 当日も 8:45 からの受付となります。 

臨時駐車場 

まずアカデミックリンクス 1 階へお越しください。 

受付手続きを行います。 

構内マップ 

臨時バス・臨時 

シャトルバス発着場

所 



【１．当日スケジュール】
（1）入学予定学科によって、下表のとおり、スケジュールが異なります。ご自身の入学予定学科のスケジュールを確認してください。

（2）当日は「アカデミックリンクス1階」へお越しください。そちらで受付手続きを行っていただきます。

（3）当日は山科駅⇔本学（臨時バス）、椥辻駅⇔本学（臨時シャトルバス）のバスをご用意いたします。必要に応じてご利用ください。

対象学部（学科） 対象者 時間

ご家族・

ご同行者
12:15~13:05

学科別就職セミナー

※作業療法学科/臨床検査学科に特化した内容となります。学科別に実施します。

全学部全学科

入学

予定者

ご家族・

ご同行者

9:00~16:00

キャンパスライフサポート説明(※事前予約不要)

(株)たちばなリンクと京都橘学園生協が住まい・学生保険・ノートパソコン等の入学前の準備をサポートします！

各企画の空き時間を利用して、必要に応じてご活用ください！

10:00~15:30

無印良品企画(※事前予約不要)

家具貸出月額定額サービスのご案内やインテリア相談会等をご用意しています！

各企画の空き時間を利用して、必要に応じてご活用ください！

学科別セミナー

～入学後の学びを体験しよう～

ご家族・

ご同行者
13:20~14:10

学科別就職セミナー

※看護学科/理学療法学科に特化した内容となります。学科別に実施します。

健康科学部（作業療法学科・臨床検査学科）

入学

予定者

午後第1部

（12:15~13:05）

大学生活概論

～高校と大学の違い、充実した大学生活を送るために～

午後第２部

（13:20~15:00）

学科別セミナー

～入学後の学びを体験しよう～

12:15~13:05
教職・保育職セミナー

公務員セミナー

13:35~14:25 就職セミナー

看護学部（看護学科）

健康科学部（理学療法学科）

入学

予定者

午後第1部

（12:15~13:05）

大学生活概論

～高校と大学の違い、充実した大学生活を送るために～

午後第２部

（13:20~15:00）

12:15~13:05
教職・保育職セミナー

公務員セミナー

国際英語学部（国際英語学科）

発達教育学部（児童教育学科）

総合心理学部（総合心理学科）

健康科学部（救急救命学科）

入学

予定者

午後第1部

（12:15~13:05）

大学生活概論

～高校と大学の違い、充実した大学生活を送るために～

午後第２部

（13:20~15:00）

学科別セミナー

～入学後の学びを体験しよう～

ご家族・

ご同行者

内容

文学部（日本語日本文学科・歴史学科・歴史遺産学科）

経済学部（経済学科）

経営学部（経営学科）

工学部（情報工学科・建築デザイン学科）

※歴史遺産学科については、希望者を対象に学科別セミナー後

に、特別セミナーとして、大学周辺の実測調査

（13:00~16:00を予定・大学から徒歩圏内）を

予定しています！ぜひご参加ください！

入学

予定者

午前第1部

（9:50~10:40）

大学生活概論

～高校と大学の違い、充実した大学生活を送るために～

午前第２部

（10:55~12:35）

学科別セミナー

～入学後の学びを体験しよう～

ご家族・

ご同行者

10:55～11:45 就職セミナー



2022年 12月11日

お問い合わせ

京都橘大学 教務課 ☎ 075–574–4324 
受付時間 8：45-17：15 （平日のみ）

✉aca@tachibana-u.ac.jp

総合型選抜・学校推薦型選抜 合格者
(各学科50名定員)

日

大学生活の最高なスタートを切るために、
「大学生活概論」 や「学科別セミナー(学科の授業体験等)」を

ご用意しています！

これらを通して、橘のリアルを感じてください！

◆「大学生活概論 ～高校と大学の違い、充実した大学生活を送るために～」
◆「学科別セミナー ～入学後の学びを体験しよう～ 」
◆ キャンパスライフサポート説明

◆事前申込制・定員制（各学科、入学予定者50名）

※12月5日正午を持って、お申し込み
期間が終了しました。多数のお申し込み
をいただき、まことにありがとうございました。

キャンパスキャラクター
ひびき

キャンパスキャラクター
いく



◆バス
JR山科駅ー京都橘大学
（片道）220円

◆京都市営地下鉄
椥辻駅ー京都橘大学
徒歩 15分

詳しくは、京都橘大学HP
【交通アクセス】へ！

※内容等の変更がある可能性があります。

◆大学生活概論（50分）
◆学科別セミナー（100分）
◆ご家族向け就職セミナー（50分）
◆キャンパスライフサポート（終日）

入学前に友達ができ、
4月から安心して
過ごせそう！！

入学後の学習や
生活のイメージが
明確になった！

先輩たちが優しく、
楽しく参加できた！

学科 タイトル 持ち物

日本語日本文学科
日本語日本文学コース

「伊勢物語」で古文を楽しもう！ ―調べると楽しい日本の古典―

日本語日本文学科
書道コース

京都橘大学で書を学ぶということ ～蘭亭序を通じて～ 書道用品

歴史学科 地図と絵図から歴史を見る

歴史遺産学科 歴史的建造物を測る 鉛筆

国際英語学科 Imagine Your Study Abroad Program

児童教育学科 子どもの気持ちにあわせた指導のあり方について学ぶ

総合心理学科 心理学の実験を体験してみよう！ ―ゲームで読み解くココロ―

経済学科 遊びながら学ぶ経済学ワークショップ：授業がわからなくなる前に知っておくこと

経営学科 売り場づくりの考え方 ―ついつい買ってしまうお店とは？―

情報工学科 プログラミングを体験しよう！

建築デザイン学科 身近なもので建築を考えてみよう！

看護学科 子どもの日常生活のお世話を体験してみよう！ 上履き

理学療法学科 京都橘大学で理学療法士をめざそう！

作業療法学科 京都橘大学作業療法学科の特徴と4年間の学びについて

救急救命学科 救急救命士って何？どこで働けるの？？

臨床検査学科 臨床検査技師と臨床検査 ―京都橘大学で学ぶ臨床検査学―

※皆さん筆記用具をご持参ください。

皆様にお会いできることを
楽しみにしています！




	【1ページ目】入学予定者・ご家族のみなさまへ
	【2ページ目】タイムスケジュール
	【3~4ページ目】スクーリングセミナーチラシ2022
	【最終ページ】京都橘大学_スクーリングセミナー_チラシ（無印良品）

