
時間 内容 教室 時間 内容 教室 時間 内容 教室 時間 内容 教室 日時 内容 教室
9：00～9：30 学生生活ガイダンス 611教室 【4専攻共通】 【4専攻共通】

9：30～9：45 ID配布 健康診断 811教室 4月7日（水）～ 授業開始　（1週目はオンライン授業） 学外

9：45～10：15 PCガイダンス（PC持参）  9：30～10：05 女子 4月6日（火）～　4月14日（水） 教科書販売　 学外

10：15～11：30 履修ガイダンス 14：00～14：45 男子

11：30～12：30 学部ガイダンス（第1部）

12：30～13：30 休憩・移動 教科書販売　 学外

13：30～14：30 学部ガイダンス（第2部）：専攻別

社会　822教室
コミュニティ　826教室

福祉　　844教室
国際文化　842教室 【4専攻共通】

15：00～17：00 個別履修相談会（希望者のみ） 811教室 4月3日（土）9：00～24：00 履修登録（一次申込） 【4専攻共通】

4月4日（日）9：00～14：00 履修登録（一次申込）最終日　 6：00～ 履修時間割開示（二次抽選結果） 【4専攻共通】

 4月5日（月）6：00～
　　　　　　　9：00～16：00

履修時間割開示（一次抽選結果）
履修登録（二次申込） 9:00～24：00 履修登録修正 4月7日（水）～　4月13日（火） 履修登録修正 学外・学内

4月3日（土）9：30～11：00 正規留学生ガイダンス　1部
※正規留学生は必ず出席してください 824教室 10：20～10：50 留学・海外研修ガイダンス（希望者のみ） 824教室 4月7日（水）～　4月13日（火）

10：00～16：30 　※土日除く PC教室開放（履修登録用）※3 8号館3階
コンピュータ自習室A・B

4月3日（土）9:00～12：30 無線LAN教室開放（履修登録用）※1 822教室 11：10～12：00 正規留学生ガイダンス　2部
※正規留学生は必ず出席してください 824教室

4月3日（土）9:00～12：30 PC設定相談（Wi-Fi接続等）　※2 825教室 12：20～12：50 留学・海外研修ガイダンス（希望者のみ） 824教室

4月5日（月）10：00～16：00 PC教室開放（履修登録用）※3 8号館3階
コンピュータ自習室A・B

10：00～16：00 PC教室開放（履修登録用）※3 8号館3階
コンピュータ自習室A・B

※1　無線LANに接続できる教室（この教室に備付PCはありません）を開放しています。ノートパソコンを大学に持参すれば、学内で履修登録をすることができます。

※2　パソコン接続・設定がうまくできなかった方は、情報センター職員が相談に乗ります。

※3　学外のネットワーク環境が悪く、接続できなかった等の理由で履修登録できなかった方は、学内のパソコン教室から履修登録を行うことができます。また、履修登録修正期間に学内のパソコンから履修登録を修正することができます。

　2021年度　　新入生ガイダンス日程表　【豊田キャンパス】 　　　　　　　　　　　　　

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、入学式、新入生ガイダンス等の予定は変更になる可能性があります。変更となる場合は、中京大学公式ホームページまたはALBO（連絡ツール）にてご案内します。出席前に必ず公式ホームページの情報を確認してください。ガイダンス時は必ずマスクを着用してください。

4月1日（木） 4月2日（金） 4月3日（土）・4月4日（日）・4月5日（月） 4月6日（火） 4月7日（水）以降
学部

現
代
社
会
学
部

10:30～11：30 入学式（学生証配布）

学外
9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外

そ
の
他

履修登録について 【希望者のみ】　資格課程/海外留学 定期健康診断

学外

【希望者のみ】　個別履修相談会
●個別履修相談会
　ガイダンスで理解できなかったこと、具体的な履修計画表の
  書き方について教務課スタッフに個別に相談できます。

【現代社会学部】
4月2日（金）　15：00～17：00　811教室

ガイダンス持参物／教科書販売
①学生証（裏面にシール貼付、必要事項記入）※入学式受付にて配布
②封筒（時間割表、ガイダンス日程表、便覧等）※入学式受付にて配布
③筆記用具（シャープペンシル、蛍光ペンを含む）
④高等学校卒業証明書
※高等学校卒業程度認定試験合格者又は大学入学資格検定合格者は合格証明書
⑤ノートパソコン →初期設定を（ログインして利用可能な状態）して持参してください。
※持参・設定できない場合は当日ご相談ください
　
●以下対象者はのみ
・【大学入試共通テスト利用者のみ】大学入試共通テスト受験票
※高大接続入試（事前体験大学入学共通テスト利用型）、得意科目重視型大学入
学共通テストプラス方式、大学入学共通テスト利用方式の合格により手続きした入学生の
み

●教科書販売
   教科書は中京大学生協「教科書注文サイト」にてWeb注文してください。
   4月6日（火）～　4月14日(水)
　 「教科書注文サイト」https://kyoukasho.univ.coop/chukyo/html/
 
※注文した教科書は郵送にてお届けします。注文から到着まで約1週間程度時間を
   要しますので、時間割確定後速やかに注文をしてください。
　 詳細はサイトでご確認ください。

　
　

●「履修登録」とはパソコンまたはスマートフォンを使った授業科目の登録のことです（学外からもできます）。
　大変重要な手続きでこれを行わないと大学での授業を受けることができません。
　
●履修登録（一次申込）4月2日（金）9：00～24：00
　　　　　　　　　　　　　　　  4月3日（土）9：00～24：00
　　　　　　　　　　　　         4月4日（日）9：00～14：00　※時間を厳守して登録してください。
　　　　↓
●時間割開示（一次抽選結果）
　 4月5日（月）開示時刻　午前6:00
※抽選結果をALBOの教務システム「履修申請・成績時間割表確認」で必ず確認してください。
　 抽選漏れした科目は表示されません。この時点で表示されている科目は確定です。
　　　　↓
●履修登録（二次申込）
　 4月5日（月）9：00～16：00　※時間を厳守して登録してください。
※一次抽選漏れした科目を中心に、再度履修したい科目の申込みをしてください。
　 希望者多数の場合、抽選となります（先着順ではありません）。
　　　　↓
●時間割開示
　4月6日（火）開示時刻　午前6:00
※抽選結果をALBOの教務システム「履修申請・成績時間割表確認」で必ず確認してください。
　 抽選漏れした科目は表示されません。この時点で表示されている科目は確定です。
　　　　↓
●履修登録修正（追加・削除）
　4月6日（火）～4月13日（火）　9：00～24：00（最終日は17：00まで）

※二次抽選漏れした科目を中心に、再度履修したい科目の申込みをしてください。この時点で申請した科目は、抽選にはなりません。
　 申請できれば確定となります。科目によっては学年ごとの定員指定があるため、空きがあっても登録できない場合があります。
　授業が始まった後、この期間中は履修する科目の申請・削除を行うことができます。
　上記以外の期間については、特別の理由のない限り履修登録の修正は認めません。

※履修登録修正期間中、修正を行うたびに、必ず成績表・履修時間割表PDFにて
　 自分の時間割を必ず確認してください。科目選択後に「履修申請」ボタンをクリックしないことにより
   登録できていない例が多くありますので注意してください

●教職課程ガイダンス
　ガイダンスは、学部別に行います。
　実施期間（予定）　12月
　日時等は、ALBOのお知らせで案内します。

●司書課程ガイダンス
　4月上旬にALBOのお知らせで案内します。

●学芸員課程ガイダンス
　7月末を予定しております。
　日時等は、ALBOのお知らせで案内します。

●留学・海外研修ガイダンス
　大学主催の留学プログラムに関するガイダンスです。
　2回実施します。留学に興味のある方は、以下のいずれかに参加してください。
　4月6日（火）10：20～10：50　824教室
　　　　　　　　　　12：20～12：50　824教室

●詳細は入学式に配布した「2021年度健康診断実施要項（豊田キャンパス）」または
   ALBOのお知らせをご確認ください。

※学校保健安全法および結核予防法に基づいて実施しています。

実施日：4月6日（火）9：00～16：00　※学部学科、男女によって時間帯が異なります。

会場：8号館

受付場所：8号館1階811教室

●持参物
①健康調査票（入学手続要項［巻末8］）
②新入生対象　「心の調査回答用マークカード」
③2021年度緊急時連絡先・通学方法調査
④新型コロナウイルスチェックリスト（豊田）
⑤筆記用具
⑥学生証
⑦マスク（できるだけ不織布マスク着用）

「2021年度新入生ガイダンス日程表」

裏面も確認してください
学内マップ・教室番号の見方などが

記載されています。



時間 内容 教室 時間 内容 教室 時間 内容 教室 時間 内容 教室 日時 内容 教室
11：00～11：30 学生生活ガイダンス 2142教室 【2学科共通】 【2専攻共通】

11：30～13：00 学部学科ガイダンス 健康診断 811教室 4月7日（水）～ 授業開始　（1週目はオンライン授業） 学外

13：00～14：00 休憩 9：30～10：05 女子 4月6日（火）～　4月14日（水） 教科書販売 学外

14：00～14：15 ID配布 15：35～16：00 男子

14：15～14：45 PCガイダンス（PC持参）

14：45～15：00 休憩 教科書販売 学外

15：00～16：30 履修ガイダンス

16：30～17：00 個別履修相談会（希望者のみ） 2141教室

9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外

11：00～11：30 学生生活ガイダンス 2143教室

11：30～13：00 学部学科ガイダンス

13：00～14：00 休憩

14：00～14：15 ID配布

14：15～14：45 PCガイダンス（PC持参）

14：45～15：00 休憩 【2学科共通】

15：00～16：30 履修ガイダンス 4月3日（土）9：00～24：00 履修登録（一次申込） 【2学科共通】

16：30～17：00 個別履修相談会（希望者のみ） 2141教室 4月4日（日）9：00～14：00 履修登録（一次申込）最終日　 6：00～ 履修時間割開示（二次抽選結果） 【2学科共通】

9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外 　4月5日（月）6：00～
　　　　　        9：00～16：00

履修時間割開示（一次抽選結果）
履修登録（二次申込）

9:00～24：00 履修登録修正 4月7日（水）～　4月13日（火） 履修登録修正

4月3日（土）9：30～11：00 正規留学生ガイダンス　1部
※正規留学生は必ず出席してください

824教室 10：20～10：50 留学・海外研修ガイダンス（希望者のみ） 824教室 4月7日（水）～　4月13日（火）
10：00～16：30　※土日除く

PC教室開放（履修登録用）　※3 8号館3階
コンピュータ自習室A・B

11：10～12：00 正規留学生ガイダンス　2部
※正規留学生は必ず出席してください

824教室

4月3日（土）9:00～12：30 無線LAN教室開放（履修登録用）　※1 822教室 12：20～12：50 留学・海外研修ガイダンス（希望者のみ） 824教室

4月3日（土）9:00～12：30 PC設定相談（Wi-Fi接続等）　※2 825教室 10：00～16：30 PC教室開放（履修登録用）　※3 8号館3階
コンピュータ自習室A・B

4月5日（月）10：00～16：00 PC教室開放（履修登録用）　※3 8号館3階
コンピュータ自習室A・B

※1　無線LANに接続できる教室（この教室に備付PCはありません）を開放しています。ノートパソコンを大学に持参すれば、学内で履修登録をすることができます。

※2　パソコン接続がうまくできなかった方は、情報センター職員が相談に乗ります。

※3　学外のネットワーク環境が悪く、接続できなかった等の理由で履修登録できなかった方は、学内のパソコン教室から履修登録を行うことができます。また、履修登録修正期間に学内のパソコンから履修登録を修正することができます。

学部

　2021年度　　新入生ガイダンス日程表　【豊田キャンパス】 　　　　　　　　　　　　　
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、入学式、新入生ガイダンス等の予定は変更になる可能性があります。変更となる場合は、中京大学公式ホームページまたはALBO（連絡ツール）にてご案内します。出席前に必ず公式ホームページの情報を確認してください。ガイダンス時は必ずマスクを着用してください。

4月1日（木） 4月2日（金） 4月3日（土）・4月4日（日）・4月5日（月） 4月6日（火） 4月7日（水）以降

定期健康診断

工
　
学
　
部

情
報
工
学
科

13:00～14：00 入学式（学生証配布）

メ
デ
ィ
ア
工
学
科

13:00～14：00 入学式（学生証配布）

学外
学外

そ
の
他

ガイダンス持参物／教科書販売 【希望者のみ】　個別履修相談会 履修登録について 【希望者のみ】　海外留学
①学生証（裏面にシール貼付、必要事項記入）※入学式受付にて配布
②封筒（時間割表、ガイダンス日程表、便覧等）※入学式受付にて配布
③筆記用具（シャープペンシル、蛍光ペンを含む）
④高等学校卒業証明書
※高等学校卒業程度認定試験合格者又は大学入学資格検定合格者は合格証明
書
⑤ノートパソコン →初期設定を（ログインして利用可能な状態）して持参してください。
※持参・設定できない場合は当日ご相談ください。
⑦キャンパス・ハラスメント防止に関するリーフレット
　
●以下対象者はのみ
・【大学入試共通テスト利用者のみ】大学入試共通テスト受験票
※高大接続入試（事前体験大学入学共通テスト利用型）、得意科目重視型大学
入学共通テストプラス方式 大学入学共通テスト利用方式の合格により手続きした入

●個別履修相談会（学部別）
　ガイダンスで理解できなかったこと、具体的な履修計画表の書き方について
　教務課スタッフに個別に相談できます。

【工学部】
4月2日（金）　16：30～17：00　2141教室

●「履修登録」とはパソコンまたはスマートフォンを使った授業科目の登録のことです（学外からもできます）。
　大変重要な手続きでこれを行わないと大学での授業を受けることができません。
　
●履修登録（一次申込）4月2日（金）9：00～24：00
　　　　　　　　　　　　　　　  4月3日（土）9：00～24：00
　　　　　　　　　　　　         4月4日（日）9：00～14：00　※時間を厳守して登録してください。
　　　　↓
●時間割開示（一次抽選結果）
　 4月5日（月）開示時刻　午前6:00
※抽選結果をALBOの教務システム「履修申請・成績時間割表確認」で必ず確認してください。
　 抽選漏れした科目は表示されません。この時点で表示されている科目は確定です。
　　　　↓
●履修登録（二次申込）
　 4月5日（月）9：00～16：00　※時間を厳守して登録してください。
※一次抽選漏れした科目を中心に、再度履修したい科目の申込みをしてください。
　 希望者多数の場合、抽選となります（先着順ではありません）。
　　　　↓
●時間割開示
　4月6日（火）開示時刻　午前6:00
※抽選結果をALBOの教務システム「履修申請・成績時間割表確認」で必ず確認してください。
　 抽選漏れした科目は表示されません。この時点で表示されている科目は確定です。
　　　　↓
●履修登録修正（追加・削除）
　4月6日（火）～4月13日（火）　9：00～24：00（最終日は17：00まで）

※二次抽選漏れした科目を中心に、再度履修したい科目の申込みをしてください。この時点で申請した科目は、抽選にはなりません。
　 申請できれば確定となります。科目によっては学年ごとの定員指定があるため、空きがあっても登録できない場合があります。
　授業が始まった後、この期間中は履修する科目の申請・削除を行うことができます。
　上記以外の期間については、特別の理由のない限り履修登録の修正は認めません。

※履修登録修正期間中、修正を行うたびに、必ず成績表・履修時間割表PDFにて
　 自分の時間割を必ず確認してください。科目選択後に「履修申請」ボタンをクリックしないことにより
   登録 例が多 注意 だ

●留学・海外研修ガイダンス
　大学主催の留学プログラムに関するガイダンスです。
　2回実施します。留学に興味のある方は、以下のいずれかに参加してください。
　4月6日（火）10：20～10：50　824教室
　　　　　　　　　　12：20～12：50　824教室

●詳細は入学式に配布した「2021年度健康診断実施要項（豊田キャンパス）」または
   ALBOのお知らせをご確認ください。

※学校保健安全法および結核予防法に基づいて実施しています。

実施日：4月6日（火）9：00～16：00　※学部学科、男女によって時間帯が異なります。

会場：8号館

受付場所：8号館1階811教室

●持参物
①健康調査票（入学手続要項［巻末8］）
②新入生対象　「心の調査回答用マークカード」
③2021年度緊急時連絡先・通学方法調査
④新型コロナウイルスチェックリスト（豊田）
⑤筆記用具
⑥学生証
⑦マスク（できるだけ不織布マスク着用）

●教科書販売
   教科書は中京大学生協「教科書注文サイト」にてWeb注文してください。
   4月6日（火）～　4月14日(水)
　 「教科書注文サイト」https://kyoukasho.univ.coop/chukyo/html/
 
※注文した教科書は郵送にてお届けします。注文から到着まで約1週間程度時間を
   要しますので、時間割確定後速やかに注文をしてください。
　 詳細はサイトでご確認ください。

　
　

「2021年度新入生ガイダンス日程表」

裏面も確認してください
学内マップ・教室番号の見方などが

記載されています。



時間 内容 教室 時間 内容 教室 時間 内容 教室 時間 内容 教室 日時 内容 教室
12：30～13：30 学科オリエンテーション 19号館3階　ラウンジ

13：30～14：30 学科ガイダンス 611教室

14：30～14：45 （休憩）

14：45～15：15 学生生活ガイダンス 4月3日（土）9：00～24：00 履修登録（一次申込）　

15：15～15：30 ID配布 4月4日（日）9：00～14：00 履修登録（一次申込）最終日　 6：00～ 履修時間割開示（二次抽選結果）

15：30～16：00 PCガイダンス（PC持参）   4月5日（月）6：00～
 　　　　　　　9：00～16：00

履修時間割開示（一次抽選結果）
履修登録（二次申込）

9:00～24：00 履修登録修正 4月7日（水）～　4月13日（火） 履修登録修正

16：00～17：00 履修ガイダンス

17：15～18：00 個別履修相談会（希望者のみ）

9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外

10：00～10：15 ID配布 2133教室 女子　健康診断 4月7日（水）～ 授業開始　（1週目はオンライン授業） 学外

10：15～11：00 PCガイダンス（PC持参） 9：00～9：30 競技スポーツ科学科・トレーナー学科

11：00～12：30 履修ガイダンス 10：05～10：30 スポーツ教育学科・スポーツ健康科学科・スポーツマネジメント学科 4月7日（水）～　4月13日（火）
10：00～16：30　※土日除く

PC教室開放（履修登録用）　※3 8号館3階
コンピュータ自習室A・B

12：30～13：30 休憩

13：30～14：00 学生生活ガイダンス 男子　健康診断 4月6日（火）～　4月14日（水） 教科書販売　 学外

14：00～14：30 学科ガイダンス 12：30～13：25 競技スポーツ科学科

15：00～16：00 個別履修相談会（希望者のみ） 19号館3階　ラウンジ 13：25～14：00 トレーナー学科・スポーツマネジメント学科

9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外 14：45～15：35 スポーツ教育学科・スポーツ健康科学科

10：00～10：15 ID配布 2132教室

10：15～11：00 PCガイダンス（PC持参）

11：00～12：30 履修ガイダンス

12：30～13：30 休憩

13：30～14：00 学生生活ガイダンス

14：00～14：30 学科ガイダンス

15：00～16：00 個別履修相談会（希望者のみ） 19号館3階　ラウンジ

9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外

10：00～10：15 ID配布 2131教室

10：15～11：00 PCガイダンス（PC持参）

11：00～12：30 履修ガイダンス

12：30～13：30 休憩

13：30～14：00 学生生活ガイダンス

14：00～14：30 学科ガイダンス

15：00～16：00 個別履修相談会（希望者のみ） 19号館3階　ラウンジ

9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外

9：00～9：30 学生生活ガイダンス 2123教室

9：30～9：45 ID配布

9：45～10：15 PCガイダンス（PC持参）

10：15～11：30 履修ガイダンス

11：30～12：30 休憩

12：30～13：30 学科ガイダンス

15：00～16：00 個別履修相談会（希望者のみ） 19号館3階　ラウンジ 10：20～10：50 留学・海外研修ガイダンス（希望者のみ） 824教室

9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外 4月3日（土）9：30～11：00 正規留学生ガイダンス　1部
※正規留学生は必ず出席してください

824教室 11：10～12：00 正規留学生ガイダンス　2部
※正規留学生は必ず出席してください

824教室

12：00～12：30 学生生活ガイダンス 2111教室 4月3日（土）9:00～12：30 無線LAN教室開放（履修登録用）　※1 822教室 12：20～12：50 留学・海外研修ガイダンス（希望者のみ） 824教室

12：30～12：45 ID配布 4月3日（土）9:00～12：30 PC設定相談（Wi-Fi接続等）　※2 825教室 10：00～16：30 PC教室開放（履修登録用）　※3 8号館3階
コンピュータ自習室A・B

12：45～13：15 PCガイダンス（PC持参） 4月5日（月）10：00～16：00 PC教室開放（履修登録用）　※3 8号館3階
コンピュータ自習室A・B

13：15～14：30 履修ガイダンス 教科書販売 学外

14：30～15：00 休憩

15：00～16：00 学科ガイダンス

16：15～17：00 個別履修相談会（希望者のみ） 19号館3階　ラウンジ

9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外

13：30～14：30 学科ガイダンス 6号館　多目的ルーム2

14：30～14：45 移動（休憩）

14：45～15：15 学生生活ガイダンス 611教室

15：15～15：30 ID配布

15：30～16：00 PCガイダンス（PC持参）

16：00～17：00 履修ガイダンス

17：15～18：00 個別履修相談会（希望者のみ）

9：00～24：00 履修登録（一次申込） 学外

学部

　2021年度　　新入生ガイダンス日程表　【豊田キャンパス】 　　　　　　　　　　　　　

4月1日（木） 4月2日（金） 4月3日（土）・4月4日（日）・4月5日（月） 4月6日（火） 4月7日（水）以降
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、入学式、新入生ガイダンス等の予定は変更になる可能性があります。変更となる場合は、中京大学公式ホームページまたはALBO（連絡ツール）にてご案内します。出席前に必ず公式ホームページの情報を確認してください。ガイダンス時には必ずマスクを着用してください。
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        また、履修登録修正期間に学内のパソコンから履修登録を修正することができます。

※1　無線LANに接続できる教室（この教室に備付PCはありません）を開放しています。

　　　ノートパソコンを大学に持参すれば、学内で履修登録をすることができます。

※2　パソコン接続・設定がうまくできなかった方は、情報センター職員が相談に乗ります。

※3　学外のネットワーク環境が悪く、接続できなかった等の理由で履修登録できなかった方は、

　　　 学内のパソコン教室から履修登録を行うことができます。

【健康診断】
●詳細は入学式に配布した「2021年度健康診断実施要項（豊田キャンパス）」または

ALBOのお知らせをご確認ください。
※学校保健安全法および結核予防法に基づいて実施しています。

実 施 日：4月6日（火）9：00～16：00 ※学部学科、男女によって時間帯が異なります。
会 場：8号館
受付場所：8号館1階811教室

●持参物
①健康調査票（入学手続要項［巻末8］）
②新入生対象 「心の調査回答用マークカード」
③2021年度緊急時連絡先・通学方法調査
④新型コロナウイルスチェックリスト（豊田）
⑤筆記用具
⑥学生証
⑦マスク（できるだけ不織布マスク着用）
⑧別途1,000円（血液検査料）

※事前に1号館1階（教務課前）の証紙券売機で証紙を購入し、受付に持参してください。
⑨健康・生活習慣調査票

【履修登録の詳細】
●「履修登録」とはパソコンまたはスマートフォンを使った授業科目の登録のことです。

※学外からもできます。
大変重要な手続きでこれを行わないと大学での授業を受けることができません。

●履修登録（一次申込）
4/2（金）9：00～24：00、4/3（土）9：00～24：00、
4/4（日）9：00～14：00
※上記３日程のうちに必ず登録してください。

↓
●時間割開示（一次抽選結果）

4月5日（月）開示時刻 午前6:00
※抽選結果をALBOの教務システム「履修申請・成績時間割表確認」で必ず確認してください。

抽選漏れした科目は表示されません。この時点で表示されている科目は確定です。
↓ 

●履修登録（二次申込）
4月5日（月）9：00～16：00 ※時間を厳守して登録してください。

※一次抽選漏れした科目を中心に、再度履修したい科目の申込みをしてください。
希望者多数の場合、抽選となります（先着順ではありません）。

↓
●時間割開示
4月6日（火）開示時刻 午前6:00 

※抽選結果をALBOの教務システム「履修申請・成績時間割表確認」で必ず確認してください。
抽選漏れした科目は表示されません。この時点で表示されている科目は確定です。

↓
●履修登録修正（追加・削除）
4月6日（火）～4月13日（火） 9：00～24：00（最終日は17：00まで）

※二次抽選漏れした科目を中心に、再度履修したい科目の申込みをしてください。この時点で
申請した科目は、抽選にはなりません。

申請できれば確定となります。科目によっては学年ごとの定員指定があるため、空きがあっても
登録できない場合があります。
授業が始まった後、この期間中は履修する科目の申請・削除を行うことができます。
上記以外の期間については、特別の理由のない限り履修登録の修正は認めません。

※履修登録修正期間中、修正を行うたびに、必ず成績表・履修時間割表PDFにて
自分の時間割を必ず確認してください。科目選択後に「履修申請」ボタンをクリックしないことに

より登録できていない例が多くありますので注意してください。

【資格課程/海外留学について】※希望者のみ
●教職課程ガイダンス
ガイダンスは、学部別に行います。
実施期間（予定） 7月末
日時等は、ALBOのお知らせで案内します。

●司書課程ガイダンス
4月上旬にALBOのお知らせで案内します。

●学芸員課程ガイダンス
7月末を予定しております。
日時等は、ALBOのお知らせで案内します。

●留学・海外研修ガイダンス
大学主催の留学プログラムに関するガイダンスです。
2回実施します。留学に興味のある方は、以下のいずれかに参加してください。
4月6日（火）10：20～10：50 824教室

「2021年度新入生ガイダンス日程表」

裏面も確認してください
学内マップ・教室番号の見方などが

記載されています。
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