
入学準備
フリーダイヤル

立命館生活協同組合
月～金 10:00～17:00
土 10:00～15:00
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入学準備相談メール

R_nyugaku@ritsco-op.jp

0120-465-098

入学準備説明会
のご案内
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1 WEB

　　　　　　　　　　　より
立命館生協ホームページTOP画面の

2018年度
入学準備説明会
バナーをクリックしてください

QRコードをスマートフォンで
読み込んでください

QRコード

注意事項

参加申込方法

   申込締切日は、各開催日の前日の17：00まで。 
（ただし、先着順で受付けますので定員に達した場合はご了承ください。）

  WEB・QRコードから参加申し込み時には、必ずパソコンからのメールが受信できるメールアドレス
が必要です。※詳しくは、アクセス後のページをご覧ください。

 申込後のキャンセル、日程変更につきましては、以下の連絡先へご連絡ください。
　立命館生協 衣笠センター
　　　　0120-465-098 （平日10：00～17：00　土10：00～15：00　日祝休）
　メールアドレス：setsumeikai@ritsco-op.jp

1～3いずれかの方法でお申し込みください

同封の申込用紙にご記入の上、FAXを送信

FAX

075-463-1393

FAX3

立命館生協

こんな悩みをもった

新入生と保護者のために

生協学生委員と生協職員が

説明会を行います！！

2018年度　新入生・保護者向け

入学準備説明会
2018年度　新入生・保護者向け

入学準備説明会

入学準備説明会キャンパス
開催版 出張版

～東京・名古屋・広島・福岡～
入学準備説明会

不安なこと不明なことを解消 入学準備はこれでばっちり

通学するキャンパスで大学生活を体験
ぜひ、親子でご参加ください。

※画像はイメージです 2018年度　新入生・保護者向け

入学準備説明会

東京・名古屋・広島・福岡で開催
3キャンパスの先輩学生と生協職員が伺います。

遠方でキャンパスまでは大変という方は通学するキャンパスへ行こう！

学校の建物や
施設が全然
分からない…

生協・共済のしくみが
わからないよ…

高校と大学の学生生活は全然違うって
よく聞くけど何が違うのだろう？

大学生ってお昼ご飯
どうしてる？

仕送りや
おこづかいって
どのくらい？

キャンパスって
どんな雰囲気かなぁ？

自分の学部のことや
通学方法などが
知りたいなぁ

自宅生・下宿生どちらも参加いただけます。

下宿生活はこれでバッチリ！

地方から一人で
行くのは不安…
友達できるかなぁ

大学生活の
想像がつかない…



プログラム プログラム

日 程 ／ 会 場  ／ 時 間 日 程 ／ 会 場  ／ 時 間

 一足先に大学の
雰囲気を感じよう！

学部での交流や学部の先輩の
経験談も聞けます

キャンパスツアー

先輩がリアルな大学生活を紹介！

新入生・保護者が
知りたい情報を先輩がお届け！

●  キャンパス内を実際に歩いて施設や教室を知ろう！
●  大学生活には欠かせない生協のお店も紹介
●  先輩がガイドしてくれるから入学後のためになる情報が満載

●  生協・共済・電子マネー・ミールシステムの活用方法を学生目線で紹介
●  時間割や授業など大学生活を具体的に掴める！
●  教科書やパソコンといった学びに必要不可欠な 
ものの情報をお届け
●  先輩のサークル・アルバイトについての体験談
●  大学への通学事情についても紹介

●  先輩が学生目線で質問に応じます
●  個別に対応するのでじっくり話ができる
●  入学後も頼りになる先輩と関係を築ける！
●  保護者の方の質問や不安も親身になってお聞きします

●  入学前に食堂利用体験ができる貴重なチャンス！
●  食堂を最大限に利用できるコツを伝授！

キャンパスを巡って
知りたい情報をゲット！

さらに昼食には食堂利用を体験！

先輩がみなさんの大学生活の
スタートをサポートします！

先輩がどんなちいさな質問でも答えます！ 学生の経験を活かして
大学生活を紹介！

●  生協・共済についても学生目線で説明
●  先輩の時間割や授業について紹介
●  パソコンや教科書の情報を提供
●  保護者の方が不安に思う一人暮らしの体験談
●  アルバイト・サークルの話も聞ける！
●  ミールシステムや下宿生の食事情をゲームを使って楽しく学ぼう！！

先輩の体験をもとに

様々な情報をお届け！

キャンパス別に分かれて
キャンパスの特徴をお伝えします！

●  実際に使う教室や設備を説明
●  キャンパスがある地域の情報も提供
●キャンパス生活の1日の流れを知ることができる
●  日々の生活に欠かせない生協のお店についても紹介
●  その他様々な質問に学生目線でお答えします！

キャンパスの雰囲気を感じよう！

新入生どうしの
交流も行います！

地方から一人で新天地へ向かうのは不安…

だから同じ地方の新入生どうしで友達の輪を広げよう！

●  大学に入学する前に友達ができるチャンス！
●班にわかれてゲームをしてワイワイしよう！
●フリートークの時間で交流を深めることができる
●お互いに持っている情報を共有できる
●先輩が友達作りをサポート
●  さらに入学後も頼りになる先輩とも 
関係を築ける

さらに！

衣笠 BKC OIC

開催日 会　場 会　場 会　場

２月１７日（土）

10：00

～

14：30

（9：30～受付開始）

恒心館 721 コラーニング Ⅰ102 AN 110

２月２４日（土） 恒心館 721 コラーニング Ⅰ101 OICカフェテリア

３月１０日（土） 恒心館 721 コラーニング Ⅰ101 AN 211

３月１３日（火） 恒心館 721 コラーニング Ⅰ101 AN 110

３月１７日（土） 以学館 3号 コラーニング Ⅰ101 AN 110

３月２４日（土） 以学館 3号 コラーニング Ⅰ101 AN 110

３月２７日（火） 恒心館 721 会場未定（ホームページでご案内） AN 110

開催日 会　場 定　員

名古屋会場

3月2日（金） 13:00～15:30

名古屋サンスカイルーム 
地下鉄 伏見駅8番出口から徒歩3分　

各回
180名

3月3日（土） 10:00～12:30

3月15日（木）
10:00～12:30 
15:00～17:30

東京会場 3月4日（日） 13:00～15:30 JA共済ビル  カンファレンスホール 
東京メトロ「永田町駅」4番出口徒歩2分 180名

福岡会場 3月10日（土） 13:00～15:30 FFBホール7F大ホール 
JR博多駅 博多口より徒歩７分 200名

広島会場 3月11日（日） 13:00～15:30 広島県JAビル  10F講堂 180名

10：00　大学生協・共済について

10：30　生協・共済・電子マネー・ミールシステム活用法

11：20　学生生活について・大学の学びについて

12：00　  キャンパスツアー・生協食堂利用体験

13：30 衣笠   通学方法別説明 
新入生 … 交流会 
保護者 … 個別相談等

 BKC   学部別交流（保護者個別相談等）

 OIC   新入生 … 交流会 
保護者 … 個別相談等

14：30　終了予定

入学準備説明会キャンパス版 出張版
ご通学されるキャンパスにご参加ください
新入生だけでなく保護者の方もぜひご参加ください

実際のパソコンも展示します！

新入生だけでなく保護者の方もご参加ください！！

生協・共済について （30分） 休憩 （10分）

学生生活クイズ （10分）

大学の学びについて （30分）

食生活について （20分）

キャンパスライフや 
下宿生活について（キャンパス別）

新入生 … 交流会 
保護者 … 個別相談

タイムテー
ブル

タイムテー
ブル

入学準備説明会新生活を
サポート
します！ 名古屋 東　京 福　岡 広　島開催衣笠 びわこ・くさつ 大阪いばらき

遠方の
方も
安心！！

（新入生アンケートより） （新入生アンケートより）（保護者アンケートより） （保護者アンケートより）

（30分）

（20分）

開催

 先輩がガイドしてくれるから入学後のためになる情報が満載 先輩がガイドしてくれるから入学後のためになる情報が満載

キャンパスツアー

先輩の経験談をこれからの大学生活に活かそう！

昨年参加者の感想
保護者の方からも満足の声が!

●  学部の先輩方と近い距離でお話ができた
●学生生活がどんな感じかよく分かった
●同じ学科の仲間が見つかった
●充実した食堂を利用できてよかった
●大学への不安が期待に変わりました

●  学内の雰囲気を見せてもらえて安心できた
●学生の生の声を聞けたのが良かった
● 通学方法の説明や留学体験など様々なお話が聞けて良かった
●入学までに準備するものがよく分かった
●学生さんがとても明るく楽しかったです

保護者の方も多数参加！！
●  初めて親から離れるということで生活面等の不安は有りましたが、
食事面、勉強面においての取り組み方がわかりました
●  実際の大学生活におけるリアルな情報を手に入れることが出来た
●  先輩に授業とかの過ごし方を詳しく聞けた
●  まだキャンパスに行ったことがなかったが、動画や説明でイメー
ジが湧いた
●  他の新入生の方と話せてよかったし、先輩がやさしかった

●  一人暮らしをさせるのが心配でたまらなかったが学校の
様子がわかり、心が楽になった
●  先輩学生さんから生の声が聞けて、非常に参考になりました
●  食生活が心配だったので食堂のメニューなどを見せて
もらってよかった
●  生協に関して詳しく説明して頂いたので良かったです
●  今、必要なもの、準備するものが分かりました！

 保護者の方が不安に思う一人暮らしの体験談 保護者の方が不安に思う一人暮らしの体験談

昨年参加者の感想


