
４　入学前後の行事予定
　(1)　学部等別オリエンテーション等の実施について

行　事　名 時　　　刻 場　　　　　所

農学部  9:30～

理学部 13:00～

看護学専攻 医学部（鹿田町）
保健学科棟３階
301講義室

放射線技術科学専攻

検査技術科学専攻

環境数理学科（第１回） 13:30〜 環境理工学部棟２階　201講義室

環境物質工学科（第１
回）

13:30〜 環境理工学部棟１階　104講義室

教育学部　５２０２講義室又は４０１講義室

教育学部　５２０２講義室又は４０１講義室

薬学科  9:30～15:00 薬学部　大講義室

創薬科学科  9:45～15:00 薬学部２号館　中講義室

機械システム系学科 13:30～ 一般教育棟　Ａ２１

電気通信系学科 13:30～ 一般教育棟　Ｂ４１

情報系学科 13:30～ 工学部４号館　第１１講義室

歯学部 13:30～15:40 歯学部（鹿田町） 第１講義室

看護学専攻 医学部（鹿田町）
保健学科棟３階
301講義室

放射線技術科学専攻 医学部（鹿田町）
保健学科棟２階
205講義室

検査技術科学専攻 医学部（鹿田町）
保健学科棟４階
401講義室

環境数理学科（第２回） 13:30〜 環境理工学部棟２階　201講義室

環境デザイン工学科
（１回のみ）

13:30〜 環境理工学部棟１階　104講義室

環境管理工学科
（１回のみ）

13:30〜 環境理工学部棟１階　101講義室

経済学部（昼間コース・夜間主コース） 14:00～16:00

14:00～

医学部 医学科 14:00～15:30 医学部（鹿田町）
基礎医学講義実習棟１階
多目的講義室

養護教諭養成課程
（養護教育，地域教育）

13:00～14:00 教育学部 ５２０２講義室

学校教育教員養成課程
（地域教育）
養護教諭養成課程
（地域教育）

環境理工学部
環境物質工学科（第２
回）

10:00〜 環境理工学部棟１階　104講義室

昼間コース 14:00～16:00 文法経講義棟　１０，１２，１４番講義室

夜間主コース 14:00～15:30 文法経講義棟　１１番講義室

農学部  9:00～ 創立五十周年記念館 金光ホール

教育学部　
学校教育教員養成課程
（地域教育を除く）

13:30～14:30

文学部 13:30～16:35 文法経講義棟　１０，１２，１４番講義室

工学部 化学生命系学科 13:30～ 一般教育棟　Ａ４１

英語エッセイテスト グローバル・ディスカバリー・プログラム 10:00～11:15

薬学科  9:30～11:30 情報統括センター　マルチメディア教室1

創薬科学科 13:00～15:00 情報統括センター　マルチメディア教室1

工学部 情報系学科 13:30～ 工学部４号館　第１１講義室

医学部 医学科  9:50～12:00 医学部（鹿田町）
基礎医学講義実習棟１階
多目的講義室

15:00～16:00 教育学部 ５２０２講義室

４月３日
（金）

 学　 部 　等 　別
 オリエンテーション

※講座別に実施します。
　場所については，４月２日（木）に配布する案内文又は
教育学部ＨＰを確認してください。
　https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese

教育学部　

法学部

４月６日
（月）

 学　 部 　等 　別
 オリエンテーション

４月２日
（木）

 学　 部 　等 　別
 オリエンテーション

学校教育教員養成課程（中
学校教育（ＡＯ，前期・実
技系），特別支援教育，幼
児教育，地域教育）

養護教諭養成課程（養護教
育，地域教育）

学校教育教員養成課程
（小学校教育（ＡＯ，前
期），中学校教育（前
期・文系理系））

教育学部

医学部保健学科

期　日 学　　部　　等

４月１日
（水）

 学　 部 　等 　別
 オリエンテーション

13:30～15:30
（入場開始13:00～）

学科別に行います。理学部玄関で受付を済ませた後，
所属学科の会場へ移動してください。

農学部Ⅰ号館１階第４講義室で受付を済ませた後，
創立五十周年記念館金光ホールに移動していただきます。

学科別に行います。場所については理学部玄関での受
付時にお知らせします。

医学部保健学科 13:30～17:00

４月２日（木）13:30～３日（金）17:00の間に，ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ･ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ事務室(一般教育棟Ｄ棟６階)まで配付物を受け取りに来てください。

保健学科棟４階
401講義室

薬学部

工学部

理学部

医学部（鹿田町）

10:00～11:00
（入場開始9:30～） ※講義棟玄関先で講義室割振表及び案内図を配布します。

　詳しくは，教育学部ＨＰを確認してください。
　https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese

※講義棟玄関先で講義室割振表及び案内図を配布します。
　詳しくは，教育学部ＨＰを確認してください。
　https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese

13:30～15:45

自宅でMoodleを使用して受験
（自宅受験ができない学生のみ一般教育棟A１１）

４月７日
（火）

学　 部 　等 　別
 オリエンテーション

薬学部

環境理工学部

※第２回にも出席し
てください。

環境理工学部

文法経講義棟　１０，１２，１４，１９番講義室

４月２日～
３日

配付物受け取り グローバル・ディスカバリー・プログラム



全学部

文学部  9:00～10:20

11:00～12:20

13:30～14:50

農学部 13:30～14:50

15:30～16:50

学　 部 　等 　別
 オリエンテーション

法学部（昼間コース・夜間主コース） 13:00～14:30 文法経講義棟　１０，１２，１４番講義室

 9:00～10:20

理学部 11:00～12:20

11:00～12:20

医学部 医学科 13:30～14:50

歯学部 13:30～14:50

医学部 保健学科 15:30～16:50

学　 部 　等 　別
 オリエンテーション

11:00～12:00

薬学部  9:00～10:20

工学部 化学生命系学科  9:00～10:20

工学部 機械システム系学科 11:00～12:20

工学部 電気通信系学科 13:30～14:50

工学部 情報系学科 13:30～14:50

環境理工学部 15:30～16:50

　(2)　授　業　開　始　日

教養教育科目，専門教育科目ともに　４月２０日（月）

　（注）授業の詳細については，学部等別オリエンテーション時に，説明があります。

一般教育棟　Ａ４１，Ｅ２１

経済学部（昼間コース・夜間主コース） 文法経講義棟　１０，１２，１４番講義室

原則として，自宅受験（自宅受験ができない学生のみ学内で受験）

４月８日
（水）

教養教育科目に関する
抽選・クラス分け説明会

一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１，Ｅ２１

教育学部（中学校教育・小学校教育） 一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１，Ｅ２１

教育学部（特別支援・幼児教育・養護教諭） 一般教育棟　Ａ２１

一般教育棟　Ｂ４１

一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１

一般教育棟　Ｂ４１

一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１

４月９日
（木）

教養教育科目に関する
抽選・クラス分け説明会

経済学部（昼間コース・夜間主コース） 一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１，Ｂ４１

一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１，Ｂ４１

グローバル・ディスカバリー・プログラム

４月１０日
（金）

教養教育科目に関する
抽選・クラス分け説明会

一般教育棟　Ａ２１

一般教育棟　Ａ４１，Ｂ４１

一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１，Ｂ４１

法学部（昼間コース・夜間主コース） 一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１，Ｅ２１

一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１

一般教育棟　Ｂ４１

一般教育棟　Ａ２１，Ａ４１

自宅受験ができない学生のみ
４月１日（水）９:００～４月７日（火）１２:００（厳守・土日除く）の
間に，一般教育棟A棟２階②番窓口　学務部学務企画課教養教育担当に来
てください。

４月８日～
１０日

英語外部検定試験（GTEC)


