国際医療福祉大学 小田原キャンパス

1 年生 オリエンテーション集合時間等について
ご入学おめでとうございます。新入生オリエンテーション等を下記の日程で行います。
今後、新型コロナウイルス感染の拡大が懸念される状況を鑑み、予定を変更することがあります。
変更がありましたら本学ホームページによる通知でお知らせいたします。お手数をおかけいたしますが、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【4 月 2 日 （金）】新入生 オリエン テーション （全 学科）
集合 時間・場 所…看 護学科 8： 50 城内校舎 3 階 C301・302 講義室
理 学療 法学科 8： 50 城内校舎 3 階 C303 講義室
作 業療 法学科 12： 50 本校舎 5 階 B502・503 講義室
実 施内容
・看 護 学 科… 英語プレ イスメン トテスト 、 ユニフ ォーム採 寸
学生 証・ロッ カー番号 配布、教 養基礎調 査、教科 書配布
事務 オリエン テーショ ン
・理 学療法学 科…ユニ フォーム 採寸、学 生証・ロ ッカー番 号配布
英語 プレイス メントテ スト 、教 科書配布 、教養基 礎調査
事務 オリエン テーショ ン
・作 業療法学 科…学科 オリエン テーショ ン、CS オリ エンテー ション
○ 持参する もの 筆 記用具、 入学許可 証（看護学科・理学療法学科のみ）、感管 理健康調 査票（同）、
日本 学生支援 機構奨学 金採用候 補者決定 通知 （予約採用候補者のみ）、昼 食
【4 月 3 日 （土）】新入生 オリエン テーション （作 業療法学 科）
集合 時間・場 所…作 業療 法学科 9： 50 城内校舎 C303 講義 室
実 施内容
・作 業療法学 科…英語 プレイス メントテ スト、教 養基礎調 査、ユニ フォーム 採寸
学生 証・ロッ カー番号 配布、 教 科書配布 、事務オ リエンテ ーション
○持 参するも の 筆記 用具、入 学許可証（作業療法学科のみ）、 感管理 健康調査 票（同）、
日本 学生支援 機構奨学 金採用候 補者決定 通知 （予約採用候補者のみ） 、昼 食
＊ 4/2・ 4/3 とも売 店、 学食 の営業 はあ りま せん 。事 前に 昼食を ご準 備くだ さい 。
【4 月 5 日 （月）】 入学 式
集 合時間・ 場所…全 学科 10： 00 城内校舎体 育館
★入学 式は 、新 入生と 教職 員の みで執 り行い ます 。
〇 保護 者会 オ ンライ ン形 式で 学科別 保護者 会を 実施 いたし ます 。
・ 看護 学科 4/5（ 月） 17： 00～
・ 理学 療法学 科 4/5（月 ） 18：00～
・ 作業 療法学 科 4/5（月 ） 16：00～
オ ンラ インの アク セス先 等は 4/2（金 ）の 新入 生オ リエン テー ション 時に 案内 します。
【4 月 6 日 （火）】新入生 オリエン テーション（看 護学科、 理学療法 学科）
実 施内容
・看 護学科… 学科オリ エンテー ション・ 交流会
オリエンテーション…13：00～ 本校舎 5 階 B502・ 503 講義室
交流会…15：45～
・理 学療法学 科…学科 オリエン テーショ ン
オリエンテーション…9： 30～ 城内校舎 3 階 C301・ 302 講義室

