
2020.4.2現在　　

● 新入生外国語等抽選Web登録期間〔4/6(月)～4/8(水)23時59分まで〕

■　令和2年度入学受付及び入学オリエンテーション
ハーモニー

スクウェアー

10：30～ 各教室 学科別に各教室へ移動（教室は下記を参照）　

11:00

入学オリエンテーション※学部1年生全員対象：編入生含む：大学院（通学制）含む　※大学院（通信制は除く）
11：00～ 大教室 社会福祉学科

321教室 福祉心理学科

323教室 福祉行政学科

331教室 産業福祉マネジメント学科

333教室 情報福祉マネジメント学科

341教室 教育学科

130教室 保健看護学科

230教室 リハビリテーション学科

221教室 医療経営管理学科

220教室 大学院（通学制）

■　学部1年生ガイダンス【学部1年生全員対象：編入生含む】
学科別貸与パソコン引渡し※学部1年生全員対象：編入生含む

大教室 社会福祉学科

321教室 福祉心理学科

323教室 福祉行政学科

331教室 産業福祉マネジメント学科

333教室 情報福祉マネジメント学科

341教室 教育学科

130教室 保健看護学科

230教室 リハビリテーション学科

221教室 医療経営管理学科

■　学部1年生ガイダンス【学部1年生全員対象：編入生含む】

大教室 社会福祉学科

321教室 福祉心理学科

323教室 福祉行政学科

331教室 産業福祉マネジメント学科

333教室 情報福祉マネジメント学科

341教室 教育学科

130教室 保健看護学科

ウエルコム21 リハビリテーション学科

221教室 医療経営管理学科

■　学部1年生ガイダンス【学部1年生の希望者対象：編入生は含まない】

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士希望者ガイダンス

【総合福祉学部・総合マネジメント学部　１年生対象】

※社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士資格取得希望者は必ず出席してください。

保育士課程希望者ガイダンス【社会福祉学科・教育学科　1年生対象】

※保育士課程希望者は必ず出席してください。

「表現技術Ⅰ（音楽）」履修希望者ガイダンス（保育士・幼稚園・小学校・特別支援学校教諭希望者）

【社会福祉学科・教育学科初等教育専攻　1年生対象】　

※教育学科初等教育専攻及び社会福祉学科保育士課程希望者は必ず出席してください。

介護福祉士希望者ガイダンス

【社会福祉学科　１年生対象】

※介護福祉士資格取得希望者は必ず出席してください。

公認心理師希望者ガイダンス

【福祉心理学科　1年生対象】

※公認心理師希望者は必ず出席してください。

高校福祉科免許状（教職）履修希望者ガイダンス

【社会福祉学科　1年生対象】

※高校福祉科免許状（教職）履修希望者は必ず出席してください。

■　学部1年生ガイダンス【学部1年生の希望者対象】
実学臨床教育Ⅰガイダンス【総合福祉学部　1年生対象】　　　　

※実学臨床教育履修希望者は必ず出席してください。

4 土

221教室

福祉実習支援室　　

12：00～
12:45

大教室
教職課程支援室　　

資格別ガイダンス※学部1年生の希望者対象：編入生は含まない
10：45～

11:45
大教室

13：00～
14:00

大教室

担当教員　　 

　　　実学臨床教育推進室　　

13：00～
13:30

130教室

14：45～ 大教室

　　　　　　情報センター　　

11：30～
12:00

学科別教務課ガイダンス：履修登録を含む※学部1年生全員対象：編入生含む
9：00～
10:30

教務課　　

福祉実習支援室　　

13：00～
13:45

220教室

福祉心理学科　　

13:45～
14:30

教職課程支援室　　

【４月】

令和２年度　４月新入生ガイダンス日程表（最新改訂版）

新入生受付【大学院、学部、2・3年次編入生】（学生証等交付）
9：30～
10:30

3 金



■　学部1年生ガイダンス【学部1年生全員対象（実施学科のみ）：編入生含む】

■　学部1年生ガイダンス【学部1年生の希望者対象：編入生含む】
情報処理ガイダンス※学部1年生の希望者対象：編入生含む

情報処理実習履修ガイダンス【1年生対象（編入生含む）：教育学部】

情報処理実習・情報処理応用実習履修希望者ガイダンス【1年生対象（編入生含む）：全学部】

■　学部1年生ガイダンス【学部1年生全員対象：編入生・在学生を一部含む】

福聚殿 スポーツⅠ編成（教育学科初等教育専攻以外の男子学生）※女子学生は昼食　

大教室 スポーツⅠ編成（教育学科初等教育専攻の男子学生）※女子学生は昼食

福聚殿 スポーツⅠ編成（教育学科初等教育専攻以外の女子学生）※男子学生は昼食

大教室 スポーツⅠ編成（教育学科初等教育専攻の女子学生）※男子学生は昼食

大教室 社会福祉学科

321教室 福祉心理学科

323教室 福祉行政学科

331教室 産業福祉マネジメント学科

333教室 情報福祉マネジメント学科

341教室 教育学科

130教室 保健看護学科

221教室 リハビリテーション学科

230教室 医療経営管理学科

　※①学生個人カード②誓約書③健康管理カード を回収します

　　　記入例を参考に作成し必ず提出してください  

■　編入生ガイダンス
　9：00～ 各教室 学科ガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　〔学科・教室等は上記を参照〕 　　　　　　　　　各学科

10：45～ 大教室 情報処理実習履修ガイダンス【1年生対象（編入生含む）：教育学部】 情報福祉研究室　　

11：20～ 大教室 情報処理実習・情報処理応用実習履修希望者ガイダンス　 　【1年生対象（編入生含む）：全学部】 情報福祉マネジメント学科　　

福聚殿 スポーツⅠ編成（教育学科初等教育専攻以外の男子学生）※女子学生は昼食　

大教室 スポーツⅠ編成（教育学科初等教育専攻の男子学生）※女子学生は昼食

福聚殿 スポーツⅠ編成（教育学科初等教育専攻以外の女子学生）※男子学生は昼食

大教室 スポーツⅠ編成（教育学科初等教育専攻の女子学生）※男子学生は昼食

15：00～ 各教室 学科別学生生活支援課ガイダンス 学生生活支援課　 

【４月】

大教室

学生生活支援課　　 

医療経営管理学科ガイダンス【1年生対象（編入生含む）】 医療経営管理学科　　

担当教員　　

13：45～
14:45 担当教員　　

学科別学生生活支援課ガイダンス【1年生対象（編入生含む）】
15：00～

16:00

341教室

社会福祉学科　　
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学科ガイダンス※一部編入生を含まない

社会福祉学科ガイダンス【1年生対象（編入生含む)】　

月

11：20～
12:15

221教室

10：45～
11:15

  9：30～
10:30

大教室

333教室

12：30～
13:30

情報福祉マネジメント学科　　

130教室 保健看護学科ガイダンス 【1年生対象】 保健看護学科　　

情報福祉マネジメント学科ガイダンス 【1年生対象（編入生含む）】

教育学科　　教育学科ガイダンス 【1年生対象（編入生含む）】

13：45～
14:45 担当教員　　

リハビリテーション学科ガイダンス【1年生対象】 リハビリテーション学科　　

スポーツⅠクラス編成ガイダンス：男女別※学部1年生全員対象：編入生含む:一部在学生を含む

大教室
　　　　情報福祉マネジメント学科　　

230教室

情報福祉研究室　　

12：30～
13:30 担当教員　　



■　学部1年生ガイダンス【学部1年生の希望者対象：編入生・在学生を一部含む】
各種ガイダンス※学部1年生の希望者対象：編入生・在学生を一部含む
9：00～ 大教室 社会福祉学科履修ガイダンス【社会福祉学科　１年生対象（編入生含む）】

※介護福祉士希望者は130教室へ

9：00～ 130教室 介護福祉士希望者履修ガイダンス【社会福祉学科　１年生対象（介護福祉士希望者）】 福祉実習支援室　　

10：15～ 大教室 特講「311『伝える/備える』次世代塾」説明会【1年生対象（編入生含む）・在学生対象：全学部】 　　　　　　　　　担当教員　

社会貢献活動支援士課程履修希望者ガイダンス【1年生対象（編入生含む）：総合福祉学部・ 

総合マネジメント学部・在学生対象】

11：30～ 大教室 福祉ボランティア活動ガイダンス【1年生対象（編入生含む）・在学生対象：全学部】 ボランティア支援課　　

■　学部1年生ガイダンス【学部1年生の希望者対象：編入生・在学生を一部含む】
奨学金ガイダンス【1年生対象（編入生含む）】※一部在学生対象

9：30～ 大教室 各種奨学金新規募集説明会（日本学生支援機構・東北福祉大学奨学金）【1年生対象（編入生含む）】※希望者

321教室 各種奨学金新規募集説明会（日本学生支援機構・東北福祉大学奨学金）【在学生対象】※希望者

10：20～ 大教室 日本学生支援機構予約奨学生説明会【1年生対象：高校時採用内定者】※総合福祉学部・教育学部

※「2020年度大学等奨学生採用候補者決定通知」を必ず持参のこと

321教室 日本学生支援機構予約奨学生説明会【1年生対象：高校時採用内定者】※総合マネジメント学部・

健康科学部

※「2020年度大学等奨学生採用候補者決定通知」を必ず持参のこと

11：10～ 大教室 高等教育修学支援新制度説明会　新規申請者対象

【1年生対象（編入生含む）：在学生対象】

11：50～ 大教室 高等教育修学支援新制度説明会　高校時予約採用者対象

【1年生対象】※対象者のみ

※「2020年度大学等奨学生採用候補者決定通知」を必ず持参のこと（貸与型予約奨学生説明会

　 提出者は除く）

12：30～ 大教室 給付型奨学金入試合格者説明会【1年生対象：在学生対象】

※在学生は必ず印鑑を持参のこと

● 新入生Web履修登録期間〔13日（月）～23日(木)まで〕
*ユニバーサルパスポートの「学籍情報変更申請」から学籍情報を登録しないと履修登録できませんのでご留意ください
*「希望資格登録」において取得したい資格名称に必ずチェックを入れてください
（注意：希望資格登録のチェックは毎年おこなっていただきます）

　日　程　（国見キャンパス:130教室）4月13日・14日・15日・16日・17日、（ウエルコム21）4月20日

　時　間　12：00～（4/13・14・15・16・17・20いずれも）

　教　室　4月13日・14日・15日・16日・17日は「130教室」、4月20日は「ウェルコム21　百年塾」 （予定）

　 ※上記日程のうちいずれか１回出席すれば結構です　　　

　日　程　4月13日・14日・15日・16日・17日

　時　間　12：00～（4/13～4/17いずれも）

　教　室　332教室（予定）

　 ※上記日程のうちいずれか1回出席すれば結構です　　　
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社会福祉学科　　

11：00～ 大教室
ボランティア支援課　　

防災士研修室　　

■

■

「防災士養成研修」ガイダンス【新入生・在学生対象】

「福祉ボランティア活動Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」履修ガイダンス【新入生・在学生対象】

ボランティア支援課　　

火

【４月】

13 月

10 金
　　　　学生生活支援課　　 


