
キャンパスツアー
Campus Tour

懇親会
 Receptions

学長挨拶・モデル授業
President's Greeting・Model Class

個別相談
Individual Consultations

【プログラム　Pogram 】         10 月 3 日（土 )　 Saturday, October 3　10:00-16:30

企画
・
内容

Program
・

Content

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

学生スタッフがガイドを 
務め、キャンパスをご案
内いたします ( 所要時間は
約 45分）

皆様と教職員の交流を目
的とした、懇親の場を設
けさせていただきます。

学長 日比谷潤子の挨拶に続き、学務副学長 
森本あんりによるモデル授業を、それぞれ
午前と午後に開催いたします（午前と午後は
同じ内容となります）。

就職・留学・履修・学生寮・ICU 大学院等・奨学金に
関するご相談に、担当部署の職員が対応いたします。

B10:15-10:30
学長挨拶 President's Greeting 

11:20-12:20
モデル授業

学務副学長 森本 あんり × 学部生3名

14:20-15:20
モデル授業

学務副学長 森本 あんり × 学部生3名

13:15-13:30
学長挨拶 President's Greeting 

Greetings from President Junko Hibiya 
followed by model class by Professor Anri 
Morimoto (ICU’s Vice President for Academic 
Affairs). Greetings and class held once in 
morning and once in afternoon (same 
content for morning and afternoon sessions).  

Staff from relevant departments answer questions 
about job placement, study abroad, academic matters, 
dorm life, ICU graduate school, financial aid, etc. 

Students lead tours of 
campus (approx. 45 
minutes).

Enjoy refreshments with 
faculty and staff.

10:30 開始

10：30から、20分毎に

出発いたします。

最終は15：30となりま

す。

Tours start at 10:30 

and depart the 

Diffendorfer Hall 

lounge every 20 

minutes. Last tour 

departs at 15:30.

なお、参加人数が多数

の場合は、出発時間を

変更させていただくこ

とがあります。あらかじ

めご了承ください。

In some cases, 

departure times may 

be changed.

開　場　　Open

11:30-13:00
教育研究資金寄付者

昼食会(ご招待者のみ）

会場：アラムナイハウス

President’s Donor 
Recognition Lunchon    
(by invitation) 
at Alumni House

10:40-11:10
就職説明会
Placement 
Guidance

11:10-13：00
個別相談
（就職）
Individual 
Consultation 
(Career)

10:40-11:10
留学説明会
Study Abroad
Guidance

11：10-13:00
個別相談
（留学）
Individual 
Consultation 
(Study Abroad)

個別相談の事前予約は不要ですが、希望者が多数
いらっしゃいます。恐れ入りますが、ご相談は、
15分以内とさせていただきます。
Appointments are not required for individual 
consultations.  Please understand each meeting 
will be limited to no more than 15 minutes. 

15:30-16:30
懇親会 

会場：大学食堂
Reception 
at Dining Hall

※ 会場における個別相談について
昨今、他大学の個別相談においては、個々の学生の成績を提示しながらご父母に助言を行う例も見受けられますが、ICUでは成績資料を会場にご用意しておりません。
本学では毎学期初日の科目履修登録日に、前学期の成績表がアドヴァイザーの教員から学生に手渡されます。学生本人を経由せずにご父母（保証人）を含む第三者へ
直接成績表を提供することはしておりません。献学以来リベラルアーツ教育を実践する ICU は、成績という情報が単なる結果ではなく、学生本人と指導教員にとって、
次の学修計画につながっていく何よりも重要な資料と考えているためです。また、在学中に成人を迎える学生が、大人として家族から精神的に独立する必要性をも示唆しています。
どうぞご理解くださいますようお願いいたします。

ABOUT INDIVIDUAL CONSULTATIONS ‒‒ Recently, some universities hold individual meetings with parents in which children’s   grades are presented and discussed. 
At ICU, students’ grades are not provided at individual meetings with parents. Advisors personally hand each student his or her grades on the first day of each term, 
when students register for courses. ICU does not provide grades to students’ parents or any third party without going through the student in question. ICU considers students’ 
grades to be the foremost document on which advisor and student can plan the latter’ s    coursework. This also suggests the need for students to develop a spirit of 
independence as an adult. ICU hopes you understand its position in these matters.

13:40-14:10
就職説明会
Placement 
Guidance

14:10-16：00
個別相談
（就職）
Individual 
Consultation 
(Career)

13:40-14:10
留学説明会
Study Abroad
Guidance

14：10-16:00
個別相談
（留学）
Individual 
Consultation 
(Study Abroad)

※プログラムは変更になる場合があります。  The program is subject to change.

10:15-16：00
個別相談
Individual 
Consultations 

「履修」
Academic 
Matters

・

「学生寮」
Dormitories

・

「ICU大学院」
ICU Graduate 
School

・

「奨学金」
Financial Aid

各会場は、当日配布致しますプログラムにてご案
内いたします。
Each venue will be informed by program distributed 
on the day.


