
令和４年度新入生ガイダンスについて

学生及び教職員の安全を十分に配慮した上で，前期学期のガイダンスは次の通り実施を予定してい

ます。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、変更が生じる可能性がありま

す。変更が生じた場合は、ホームページにてお知らせいたします。

１．前学期ガイダンスについて

前学期ガイダンスは，４月4日～７日に，対面（一部オンデマンドなど）の実施を予定しています。

日程等詳細は以下をご参照ください。

注）

（1）感染拡大防止の観点から、次に示す①～④に該当し欠席される場合は、事前に看護学部

　　  保健室（phn-soudan@redcross.ac.jp）までご連絡ください。

 　①37.5度以上発熱している方

 　②体調不良の方

 　③37.5度以上発熱し、解熱後3日を経過していない方

 　④感染者および濃厚接触者（本人または同居家族がPCR検査対象者となった場合）

（2）入構される際は，マスク（原則、不織布）を着用し，アルコール消毒を行っていただきます。

（3）入学式は式典に相応しい服装で参列ください。なお２日目以降は私服（カジュアルな服

         装）でお越しください。スーツ、ネクタイの着用は不要です。

（4）下表の「※」は学生便覧、シラバス等の資料を配付します。

（5）学部1年は4月7日までにガイダンス期間の空き時間に実習着を確認してください。

（6）学内で昼食をとる時は、密をさけるため、原則指定された教室でとるようにしてくださ

　　  い。

（7）令和4年3月29日現在の内容になります。今後内容が変更する場合があります。

　　最終版はガイダンス初日に配布します。

（8）用件（ガイダンスなど）終了後は，構内にとどまることなく速やかに帰宅してください。

２．問い合わせ先

ご不明の点があれば，①学籍番号(入学予定者は受験番号)，②氏名，③携帯番号，④内容を必ず記載

の上，次の関係する事務局にメールでお送りください。なお、回答まで日数を要する場合がござい

ますので、ご了承ください。

ガイダンス内容・学生支援　学務一課学生係（info-st@redcross.ac.jp）

教務・授業　　　　　　　　学務一課教務一係、教務二係（kyomu@redcross.ac.jp）

健康診断・体調管理　　　　保健室（phn-soudan@redcross.ac.jp）

入構・安否コール　　　　　企画課（kikaku@redcross.ac.jp）

実習着・購入物品　　　　　大学生協(coop@redcross.ac.jp）



【学生配布用】 （※今後内容が変更する場合があります。最終版はガイダンスで配布します。）

令和４年度　看護学部　学部１年生ガイダンス

（１）１日目（令和４年４月４日）　

　　　集合時間：13：30   終了予定時間：16：30　　　　　　

　　　集合場所：広尾キャンパス　広尾ホール

実施時間 実施形態

13:30-14:00 対面

14:00-15:00 対面

15:00-15:20 対面

15:20-15:25 対面

15:30-15:40 対面

15:40-15:45 対面

15:45-16:00 対面

16:00-16:30 対面

（２）２日目（令和４年４月５日）　

　　　集合時間：10：00　　終了予定時間：16：20 ※就職支援セミナー（希望者）に参加しない学生は15：20　

　　　集合場所：学籍番号により集合場所が異なります。下表を確認下さい。

実施時間 内容 担当 実施形態 場所 実施時間 内容 担当 実施形態 場所

10:00-10:40 JRCCNnet説明・演習
情報システム
委員会

対面 第一情報処理室 10:00-10:20
保健室・予防接種等
※

保健室 対面 201講義室

10:50-11:40
英語履修プレースメントテ
スト　※

英語教員 対面 210講義室 10:20-10:40 学生相談 カウンセラー 対面 201講義室

11:40-12:30 210講義室 10:50-11:40
英語履修プレースメントテ
スト

英語教員 対面 201講義室

12:30-12:50 学生係 学生係 対面 210講義室 11:40-11:50 人権倫理
人権・倫理委
員会

対面 201講義室

12:50-13:30 ﾛｯｶｰ・実習着の確認
学生係/大学生
協

11:50-12:40 202講義室

13:30-13:50 学生相談 カウンセラー 対面 210講義室 12:40-13:20 JRCCNnet説明・演習
情報システム
委員会

対面 第一情報処理室

13:50-14:10 保健室・予防接種等 保健室 対面 210講義室 13:30-13:50 学生係 学生係 対面 201講義室

14:10-14:20 人権倫理
人権・倫理委
員会

対面 210講義室 13:50-14:30 ﾛｯｶｰ・実習着の確認
学生係/大学生
協

14:30-15:20 奨学金理解
学生生活・就職
支援委員会

対面 広尾ホール 14:30-15:20 奨学金理解
学生生活・就職
支援委員会

対面 広尾ホール

15:30-16:20
就職支援セミナー（希望
者）

学生生活・就職
支援委員会

対面 広尾ホール 15:30-16:20
就職支援セミナー（希望
者）

学生生活・就職
支援委員会

対面 広尾ホール

実施時間 内容 担当 実施形態 場所 実施時間 内容 担当 実施形態 場所

10:00-10:20 学生係　※ 学生係 対面 210講義室 10:00-10:20
保健室・予防接種等
※

保健室 対面 201講義室

10:20-10:50 ﾛｯｶｰ・実習着の確認
学生係/大学生
協

10:20-10:40 学生相談 カウンセラー 対面 201講義室

10:50-11:40
英語履修プレースメントテ
スト

英語教員 対面 210講義室 10:50-11:40
英語履修プレースメントテ
スト

英語教員 対面 201講義室

11:50-12:30 JRCCNnet説明・演習
情報システム
委員会

対面 第一情報処理室 11:40-11:50 人権倫理
人権・倫理委
員会

対面 201講義室

12:30-13:30 211講義室 11:50-12:10 学生係 学生係 対面 201講義室

13:30-13:50 学生相談 カウンセラー 対面 210講義室 12:10-12:50 ﾛｯｶｰ・実習着の確認
学生係/大学生
協

13:50-14:10 保健室・予防接種等 保健室 対面 210講義室 12:50-13:40 206講義室

14:10-14:20 人権倫理
人権・倫理委
員会

対面 210講義室 13:40-14:20 JRCCNnet説明・演習
情報システム
委員会

対面 第一情報処理室

14:30-15:20 奨学金理解
学生生活・就職
支援委員会

対面 広尾ホール 14:30-15:20 奨学金理解
学生生活・就職
支援委員会

対面 広尾ホール

15:30-16:20
就職支援セミナー（希望
者）

学生生活・就職
支援委員会

対面 広尾ホール 15:30-16:20
就職支援セミナー（希望
者）

学生生活・就職
支援委員会

対面 広尾ホール

昼休み

学籍番号 222B051 ～ 222B100 学籍番号 222B151 ～ 222B200

昼休み

昼休み

LMS説明 教務一係 広尾ホール

学籍番号 222B001 ～ 222B050 学籍番号 222B101 ～ 222B150

昼休み

キャンパスへの入構について 企画課 広尾ホール

大学生協 大学生協 広尾ホール

同窓会 同窓会 広尾ホール

学務一課 学生係 広尾ホール

入学式 事務局 広尾ホール

学部長の話　クラス担当教員紹介
学部長

クラス担当
教員

広尾ホール

内容 担当 場所

集合・説明 事務局 広尾ホール



【学生配布用】 （※今後内容が変更する場合があります。最終版はガイダンスで配布します。）

（３）３日目（令和４年４月６日）　

　　　集合時間：9：20　　終了予定時間：17：30※スウェーデン赤十字大学、ラ・ソース大学語学研修【希望者】に参加しない学生は16：20

　　　集合場所：広尾キャンパス　広尾ホール

実施時間 実施形態

9:20-9:50 対面

9:50-10:10 対面

10:20-11:30 対面

11:30-12:20

12:20-13:20 対面

13:20-13:50 対面

13:50-14:10 対面

14:20-15:20 対面

15:30-16:20 対面

16:30-17:30 対面

（４）４日目（令和４年４月７日）　

　　　集合時間・集合場所：学籍番号によって登校時間は違います。詳細は4月5日の保健室の時間で説明します。　　

開始時間 実施形態

9：00-13：30 対面

11：00-15：00 対面

17：00-18：00 同時双方向

（５）オンデマンドなど

閲覧可能期間 実施形態

4月5日～5月7日 オンデマンド

4月5日～4月15日 オンデマンド

随時
日本学生支援機構HPよ
り動画視聴

随時
日本学生支援機構HPよ
り動画視聴

随時
ウイルス肝炎サポート
HPより動画視聴

ウイルス肝炎サポート
「すべての肝炎患者が安心している暮ら
せる社会へ」

学生生活・就職
支援委員会

http://kanen-
support.jp/jisho_index.php

日本学生支援機構奨学金説明
（※高校予約採用者は必ず視聴して下さ
い）

学生生活・就職
支援委員会

https://www.jasso.go.jp/sh
ogakukin/moshikomi/yoyaku/
movie.html

日本学生支援機構奨学金説明
（※在学採用希望者は必ず視聴して下さ
い）

学生生活・就職
支援委員会

https://www.jasso.go.jp/sh
ogakukin/moshikomi/zaigaku
/movie.html

障がい学生支援
障がい学生支援

委員会
URLなど詳細は4月にポータ
ルサイトに配信します。

令和４年度ハラスメント防止研修企画
～ハラスメントのない大学づくりを実現
するために～

人権・倫理委員
会

URLなど詳細は4月にポータ
ルサイトに配信します。

Teams・Zoomの接続テスト WEB授業P TeamsとZOOM

（健康診断、実習着及び購入物品の申込が終了した者より解散。17：00～18：00に、ご自宅でTeamsとZOOMの接続テストを実施します。
実習着等の購入終了後は早めに帰宅して、準備しておいてください。）

内容 担当 URL

健康診断 保健室 201講義室など

実習着及び購入物品の申込 大学生協 3階学生ラウンジ

スウェーデン赤十字大学、ラ・ソース大
学語学研修【希望者】

国際交流
センター

広尾ホール

内容 担当 場所

防災ガイダンス＆緊急安否システム 防災委員会 広尾ホール

クラス担当教員との交流 クラス担任 広尾ホール

履修説明 教務委員会 広尾ホール

授業評価説明/WEB目安箱説明 FD・SD委員会 広尾ホール

先輩学生企画
学生

クラス担任
広尾ホール

昼休み
広尾ホール・1階食堂・

ラウンジ

教務一係 教務一係 広尾ホール

図書館 図書館課 広尾ホール

自治会　大学祭 学生 広尾ホール

内容 担当 場所


