
４月２日(月)の入学式の前後に行事がありますので，

必ず出席してください。（入学式の詳細は８ページ） 

① ４月１日（日），４月２日（月），４月４日（水），４月５日（木），４月６日（金）

に，学部等別オリエンテーションがあります。（学部によって開催日が異なりますので，詳

細は９ページを確認してください）

学部規程，履修細則，シラバスを，インターネットから閲覧することができます。

岡山大学公式ホームページの中の「受験生の方」→「キャンパスライフ／学生便覧」又は

「キャンパスライフ／シラバス」からご覧ください。

なお，ホームページへの掲載は，３月下旬頃になります。 

（アドレスは「学生便覧」http://www.okayama-u.ac.jp/tp/prospective/binranindex.html

「シラバス」http://www.okayama-u.ac.jp/tp/prospective/syllabus_link.html） 

② ４月３日（火）に，英語に関する外部検定試験を実施します。（詳細は１０ページ）

③ ４月３日（火） から，新入生健康診断が始まります。（詳細は１１ページ）

＜入学案内・抜粋＞



３ 入 学 式 

（1） 入  学  式 

日 時 平成３０年４月２日（月） 10時00分開式 

式 場
ジップアリーナ岡山（岡山県総合グラウンド内） 

式場の位置は，この案内先頭の「大学及び入学式式場案内図」をご覧ください。

入 場 時 刻
 9時00分から入場開始となります。なお，当日は，式場周辺が大変混雑します

ので，9時40分（時間厳守）までに入場してください。 

（2） 式場（ジップアリーナ岡山）までの交通案内

① ＪＲ岡山駅運動公園口（西口）から北へ徒歩で約20分 
② ＪＲ岡山駅運動公園口（西口）から「４７」系統の岡電バスに乗車，「スポーツセンター前」で下車

③ ＪＲ岡山駅後楽園口（東口）から「１６」・「２６」・「３６」・「８６」系統の岡電バスに乗車，「スポーツ

センター前」で下車

（注）入学式当日は，混雑防止，交通事故防止のため，自家用車による式場周辺

への乗り入れはできません。また，近隣のコンビニエンスストアや店舗など

への違法な駐車は，決して行わないでください。

（3） 留 意 事 項

① やむを得ず，入学式に出席できない場合は，必ず6ページの「(3)学部等別教務担当」へ連絡してく 
ださい。

② 昼食については，本学のマスカットユニオン(北福利施設)及びピーチユニオン(南福利施設)にある食 
堂又は大学周辺の食堂等が利用できます。

（4） 式 後 に つ い て

式終了後，引き続き，学務部，保健管理センター，附属図書館及び学部等別のオリエンテーションを行

います。（詳細については，9ページをご覧ください。） 
当日は，津島キャンパス内も，自家用車の乗り入れをご遠慮願います。（式場から津島キャンパスまでは

徒歩で約10分です。） 
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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

　　教育学部は４月２日（月）及び４月５日（木），４月６日(金）

行事名・時刻等 行 事

時 刻 場 所

13:30～ 医学部（鹿田町）
基礎医学講義実習棟

１階　実験室

13:30～ 医学部（鹿田町）
保健学科棟

３０１講義室

13:30～ 歯学部（鹿田町） 第１講義室

 9:30～ 薬学部 大講義室

13:30～ 環境理工学部棟で，学科別に行います。

 9:30～

10:00～ 一般教育棟 Ｃ２５

10:00～

11:00～ 学務部オリエンテーション（ジップアリーナ岡山）

11:10～ 保健管理センターオリエンテーション（ジップアリーナ岡山）

11:20～ 附属図書館オリエンテーション（ジップアリーナ岡山）

時 刻 場 所

13:30～ 文学部 １０番講義室

14:00～ 教育学部 ５２０２講義室

14:00～ 法学部 ２０番講義室

14:00～ 法学部 ２１番講義室

14:00～ 経済学部 ２６番講義室

理学部 14:00～ 理学部 ２１講義室

14:30～ 医学部（鹿田町） Jホール

14:00～ 歯学部（鹿田町） 第１講義室

13:30～ 薬学部 大講義室

機械システム系学科 13:30～ 工学部 大講義室

電気通信系学科 13:30～ 工学部 第５講義室

情報系学科 13:30～ 工学部 第１１講義室

化学生命系学科 13:30～ 工学部 第１５講義室

13:30～ 環境理工学部 １０４講義室

英語外部検定試験

初修外国語に関する履
修説明会

時 刻 場 所

時 刻 場 所

13:30～ 一般教育棟 Ｃ２５

時 刻 場 所

13:00～ 教育学部 ５２０２講義室

13:30～ 一般教育棟 Ｃ２５

時 刻 場 所

13:30～ 文学部 １０番講義室

14:00～ 教育学部 ５２０２講義室

14:00～ 法学部 ２０番講義室

（昼間コース） 14:00～ 経済学部 ２６番講義室

（夜間主コース） 14:00～ 経済学部 １４番講義室

理学部 15:00～ 理学部 ２１講義室

10:00～

機械システム系学科 14:00～ 工学部 大講義室

電気通信系学科 15:30～ 工学部 第５講義室

情報系学科 14:00～ 工学部 第１１講義室

化学生命系学科 15:00～ 工学部 第１５講義室

 9:00～

津島キャンパス　法学
部・経済学部（夜間主）

津島キャンパス

鹿田分局（医学部）

鹿田分局（歯学部）

(2) 授　業　開　始　日

教養教育科目，専門教育科目ともに　4月9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。

主 催

学 部

学　 部 　等 　別
オリエンテーション

4月 5日
（木）

4月 4日
（水）

学　 部 　等 　別
オリエンテーション

学 部

4月 4日
（水）

詳細については，次のページを参照してください。
集合時間・場所については，４月１日（日）又は４月２日（月）に実施される学部等別オリエンテーションの際
にお知らせします。

4月4日（水）
4月5日（木）

午前
新入生履修相談会

医学部（医学科）

学生・教職員教育改善部会
時間・場所については，４月１日（日）又は４月２日（月）に実施される
学部等別オリエンテーションの際にお知らせします。

　　医学部医学科・医学部保健学科・歯学部・環境理工学部は４月１日（日）及び４月２日（月）

　　薬学部は４月１日（日）及び４月２日（月），４月６日（金）

    農学部は４月１日（日）及び４月６日（金）

医学部（保健学科）

 学　 部 　等 　別
オリエンテーション

環境理工学部

薬学部

経済学部
経済学科

各学部等によって学部等別オリエンテーションの実施日が異なりますので注意してください。

　　文学部・法学部・経済学部・理学部・工学部は４月２日（月）及び４月６日（金）

工学部

薬学部
場所については，4月1日（日）オリエンテーション時
に，お知らせします。

 学　 部 　等 　別
オリエンテーション

経済学部経済学科（昼間コース）
経済学部経済学科（夜間主コース）

学　 部 　等 　別
オリエンテーション

学　　部　　等

学 部

14:00～　歯学部４階　第１講義室（鹿田キャンパス）

環境理工学部

薬学部

14:00～　基礎医学講義実習棟２階 講義室（鹿田キャンパス）

医学部

文学部

法学部法学科（昼間コース）
法学部法学科（夜間主コース）

学 部

（学部等別オリエンテーション終了後）　法学部　１２番講義室　経済学部　１４番講義室

教育学部

農学部
農学部Ⅰ号館１階第４講義室で受付を済ませた後，
農学部Ⅲ号館４階多目的室に移動していただきます。

グローバル・ディスカバリー・プログラム

入学式（ジップアリーナ岡山）

10：00～12：00
14：00～16：00

工学部
建物配置図を入学手
続後に郵送します。

法学部法学科（昼間コース）

法学部法学科（夜間主コース）

4月 2日
（月）

4月 3日
（火）

グローバル・ディスカバリー・プログラム

グローバル・ディスカバリー・プログラム

新入生歓迎校友会(部活）オリエンテーション 文化系，体育系課外活動団体多数参加（校友会等主催）

歯学部

農学部
農学部Ⅰ号館１階第４講義室で受付を済ませた後，
農学部Ⅲ号館４階多目的室に移動していただきます。

歯学部

詳細については，次のページを参照してください。
集合時間・場所については，４月１日（日）又は４月２日（月）に実施される学部等別オリエンテーションの際
にお知らせします。

4月 6日
（金）

教育学部

4月7日
（土）

文学部

建物配置図を入学手
続後に郵送します。

　　グローバル・ディスカバリー・プログラムは４月１日（日）及び４月４日（水），４月５日（木）

教育学部

4月 6日
（金）

期　日

4月 1日
（日）

に学部等別オリエンテーションを行います。
（詳細は各期日欄を参照してください）

清水記念体育館及び第二体育館
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（３）英語に関する外部検定試験の実施

入学後の英語教育を適切かつ効果的に行うため，新入生の入学時の英語習熟度を把握

することを目的として英語に関する外部検定試験を実施します。中学・高校の教科書を復

習したり，テレビ・ラジオの英語番組を視聴したりする等，英語の勉強を続けてください。 

なお，実施日時は以下のとおりです。英語科目のクラス編成に必要となりますので，必

ず受験してください。

実施日：４月３日（火）

※集合時間・場所については，４月１日（日）又は４月２日（月）に実施される

学部等別オリエンテーションの際にお知らせします。

テスト当日にやむを得ない理由で受験できなかった場合は，４月４日（水）に実施する

追試験を受験してください。追試験の集合時間・場所については学部等別オリエンテーシ

ョンの際にお知らせします。

（４）初修外国語に関する履修説明会の実施

教養教育科目として開講される初修外国語（ドイツ語，フランス語，中国語，韓国語）

の履修に関する説明会を以下のとおり実施します。初修外国語クラス編成に必要となる

履修希望調査も行いますので，必ず参加してください。

実施日：４月４日（水）

※集合時間・場所については，４月１日（日）又は４月２日（月）に実施される

学部等別オリエンテーションの際にお知らせします。

やむを得ない理由で参加できない場合は，以下へ連絡してください。

お問い合わせ・連絡先：岡山大学学務部学務企画課教育支援グループ教養教育担当

電話（086）251-8433 
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(5) 入学時健康診断日程表
各自，受診日，受付時間を確認の上，保健管理センターで必ず受診してください。

No.001～050 8:40～9:00
No.051～100 9:１0～9:30
No.101～150 9:40～10:00
No.151～ 10:10～10:30
No.001～070 13:50～14:15
No.071～ 14:20～14:50

15:00～15:30

4月4日（水） 16:00～16:30 4月4日（水） 16:00～16:30
No.001～070 10:40～11:00 15:10～15:30
No.071～150 11:00～11:20 15:40～16:00
No.151～

No.001～70 9:00～9:25 10:40～11:00
No.071～150 9:25～9:50 11:00～11:20
No.151～ 10:00～10:20 11:30～11:50

10:20～10:30 11:50～12:10

12:40～13:00
No.001～050 8:40～9:00
No.051～ 9:10～9:30
No.501～540 13:00～13:30
No.541～ 13:30～13:50

13:50～14:10
14:20～14:40

歯学部 4月4日（水） 10:10～10:30 4月4日（水） 14:50～15:10

No.001～050 8:40～9:10
No.051～100 9:10～9:40
No.101～ 9:50～10:30
No.301～350 10:40～11:10
No.351～ 11:20～11:50

11:50～12:20
No.701～750 15:10～15:40
No.751～800 15:50～16:20
No.801～ 16:20～16:50

8:40～8:50
8:50～9:20
9:20～9:40

10:10～10:30
No.001～070 14:30～14:50 16:10～16:30
No.071～ 14:50～15:10 16:40～17:00

4月5日（木） 17:00～17:20 4月3日（火） 17:00～17:20

（注）「学科・課程」欄の№は，学生番号（８桁 例：**430001）の下３桁を表しており，学生番号は４月１日（日）
　（文学部，教育学部，法学部，経済学部，理学部，工学部は４月２日（月））のオリエンテーション時にお知らせします。

① 日程をよく確認し，受診してください。受診は義務付けられています。
所要時間は約1時間です。

② 都合により日程表の該当日時に受診できない場合は，男女別で他の日時に受けてください。どうしても受け
ることができない場合は，保健管理センターへ連絡をしてください。

③ 健康診断受診時に必要な用紙類，採尿容器等は，4月1日（日）（文学部，教育学部，法学部，経済学部，
理学部，工学部は４月２日（月））のオリエンテーション時に渡しますので，必要事項を記入して持参してください。

④ 別冊子とじ込みの(様式7)健康調査票を記入し，4種（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）ワクチンの接
種書類を貼付して，健康診断受診時に必ず持参してください。

問い合わせ連絡先：保健管理センター　電話(086)　251-7217

留  意  事  項

学部 学科・課程

4月6日（金） 4月5日（木）

4月5日（木） 4月3日（火）

4月7日（土）

文学部 人文学科

小学校教育コース

中学校教育コース
特別支援教育コース
幼児教育コース
養護教諭養成課程

12:10～12:30

15:20～15:50

14:00～15:00

16:40～17:00

4月4日（水） 4月4日（水）

12:30～12:50

9:40～10:00

4月6日（金）

11:40～12:00

12:10～12:40
4月4日（水）

4月4日（水） 10:40～11:00 4月4日（水）

教育学部

法学部
法学科（昼間コース）

法学科（夜間コース）

経済学科（夜間コース）

経済学部
経済学科（昼間コース）

理学部

数学科
物理学科
化学科
生物学科
地球化学科

化学生命系学科

薬学部

医学部

医学科

看護学専攻
保健学科

放射線技術科学専攻
検査技術科学専攻

15:40～16:00

グローバル・ディスカバリ―・プログラム

環境数理学科
環境デザイン工学科
環境管理工学科
環境物質工学科

環境理工
学部

総合農業科学科農学部

歯学科
薬学科
創薬科学科

工学部

機械システム系学科

電気通信系学科

情報系学科

受   付   日   時
男子 女子

4月5日（木）
13:50～14:10

14:10～14:30
4月5日（木）

10:30～11:00

4月3日（火）

11:30～12:00

4月6日（金）
11:00～11:30

16:00～16:30

4月7日（土）

4月5日（木）

4月3日（火） 4月7日（土）

4月5日（木）4月3日（火）
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