
【東海キャンパス】 2023 年度新入生オリエンテーション日程 

１． 実施するオリエンテーションと実施形態 
 
新入生を対象に実施するオリエンテーションと実施形態は以下の通りです。 

オリエンテーション名 経済 国際 看護 

保護者オリエンテーション 対面 対面 対面 

入学オリエンテーション 対面 対面 対面 

学生生活オリエンテーション 

交通安全ガイダンス 
対面 対面 対面 

奨学金オリエンテーション（予約生） 対面 対面 対面 

奨学金オリエンテーション（新規生） 対面 対面 対面 

障害学生支援センターオリエンテーション 対面 対面 対面 

減災オリエンテーション オンライン オンライン オンライン 

災害ボランティアセンターオリエンテーション 対面 対面 対面 

学生会オリエンテーション オンライン オンライン オンライン 

生協オリエンテーション 対面 対面 対面 

学習オリエンテーション① 対面 対面 対面 

学習オリエンテーション② ― 対面 対面 

健康診断 対面 対面 対面 

全学教育センターオリエンテーション オンライン オンライン オンライン 

英語基礎力テスト webテスト webテスト webテスト 

新入生セミナー ― 対面 ― 

新入生歓迎セミナー ― ― 対面 

サークルオリエンテーション オンライン オンライン オンライン 

多職種連携教育オリエンテーション 対面 対面 学習オリに含む 

‣対面 ・東海キャンパスにて対面で実施します。 

‣オンライン ・nfu.jpのスタディにコンテンツ（資料や動画）を掲載しています。視聴期間（4/1～4/6）内に必ず視聴して 
ください。 
・各オリエンテーションの視聴方法は「重要授業が始まるまでに～必ず準備しておくこと～」に記載されている

「全学教育センターオリエンテーションの web 上での確認の仕方」と同様の方法で視聴可能です。 

‣webテスト ・4/3（月）13時までに受験してください。 

・受験方法は「重要授業が始まるまでに～必ず準備しておくこと～」に記載されている「英語基礎力テストの受

験方法について」を確認してください。 

 

２． 対面で実施するオリエンテーション等のスケジュール  
１） 経済学部 ・健康診断は、「※」で記載のある時間帯に受付を済ますようにしてください。 

4 月１日（土） 14:00～14:40 入学式 （受付 13：00～13：50） 東海市芸術劇場 
14:50～15:50 【新入生】入学オリエンテーション 

【保護者】保護者オリエンテーション 
東海市芸術劇場 
大ホール 1階 

 
4 月 3 日（月） 09:20～10:00 学生生活オリエンテーション 

交通安全ガイダンス 
S301-S303教室 

10:00～10:30 障害学生支援活動オリエンテーション S301-S303教室 
10:30～11:30 学習オリエンテーション① S301-S303教室 
11:30～12:30 休憩 
12:30～14:00 健康診断（男子） ※受付時間：12:30～13:50 受付：中央部１階 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 
14:20～14:40 健康診断（女子） ※受付時間：14:10～14:30 受付：中央部１階 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

 
4 月 4 日（火） 09:20～10:50 奨学金オリエンテーション（予約生） S301-S303教室 

11:00～12:30 奨学金オリエンテーション（新規生） S301-S303教室 
12:30～13:30 休憩 
13:30～14:00 災害ボランティアセンターオリエンテーション S301-S303教室 
14:10～14:40 生協オリエンテーション S301-S303教室 
14:50～15:20 多職種連携教育オリエンテーション S301-S303教室 

 

２） 国際福祉開発学部・健康診断は、「※」で記載のある時間帯に受付を済ますようにしてください。 
4 月 1 日（土） 14:00～14:40 入学式 （受付 13：00～13：50） 東海市芸術劇場 

15:15～16:45 【新入生】入学オリエンテーション 東海キャンパス S401教室 
15:30～16:45 【保護者】保護者オリエンテーション 東海キャンパス S402教室 

 
4 月 3 日（月） 09:20～10:20 学生生活オリエンテーション 

交通安全ガイダンス 
C202 教室 

10:30～11:30 学習オリエンテーション① C202 教室 
11:40～12:40 学習オリエンテーション② C202 教室 
12:40～14:00 休憩 
14:00～14:20 健康診断（男子） ※受付時間：13:50～14:10 受付：中央部１階 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 
14:20～14:40 健康診断（女子） ※受付時間：14:10～14:30 受付：中央部１階 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

 
4 月 4 日（火） 09:20～10:50 奨学金オリエンテーション（予約生） S301-S303教室 

11:00～12:30 奨学金オリエンテーション（新規生） S301-S303教室 
12:30～13:30 休憩 
13:30～14:00 生協オリエンテーション C202 教室 
14:10～14:40 多職種連携教育オリエンテーション C202 教室 
14:50～15:20 災害ボランティアセンターオリエンテーション C202 教室 
15:30～16:00 障害学生支援活動オリエンテーション C202 教室 

 
4 月 5 日（水） 10:00～16:00 新入生セミナー S301-S303教室 

 

３） 看護学部 ・健康診断は、「※」で記載のある時間帯に受付を済ますようにしてください。 
4 月１日（土） 14:00～14:40 入学式 （受付 13：00～13：50） 東海市芸術劇場 

15:15～16:45 【新入生】入学オリエンテーション 
【保護者】保護者オリエンテーション 

東海キャンパス C201教室 
東海キャンパス C202教室 

 

 
4 月 4 日（火） 09:20～10:50 奨学金オリエンテーション（予約生） S301-S303教室 

11:00～12:30 奨学金オリエンテーション（新規生） S301-S303教室 
12:30～13:30 休憩 
13:30～15:00 新入生歓迎セミナー C201 教室 

15:10～15:40 生協オリエンテーション C201 教室 

15:50～16:20 災害ボランティアセンターオリエンテーション C201 教室 

 

３． 健康診断を受診する上での諸注意 
 

健康診断は学部によって時間帯が異なります。右表のスケジュールを参照の上、「健康診断」と記載してある時間の中で必ず受診し

てください。 

【受付場所・会場】 

【持ち物】   

【服装】 

東海キャンパス中央部１階 エントランスホール・C401～C410 

鉛筆またはシャープペン 

着脱しやすいもの(レントゲン、診察、採血等があるため) 
 

4 月 3 日（月） 
09:30～10:00 

健康診断（女子） ＆ユニフォーム購入（女子） 

※受付時間：09:10～09:30 
受付：中央部１階 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

10:00～10:30 
健康診断（男子） ＆ユニフォーム購入（男子） 

※受付時間：10:00～10:10 
受付：中央部１階 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

11:00～11:30 障害学生支援活動オリエンテーション C201 教室 

11:40～12:40 
学生生活オリエンテーション 
交通安全ガイダンス 

C201 教室 

12:40～13:40 休憩 
13:40～14:40 学習オリエンテーション① C201 教室 

14:50～15:50 学習オリエンテーション② C201 教室 


