
2020年8月3日現在

★気になるイベントがあったら、Web会議システム『ZOOM』を使って、参加してみよう♪

看護学科 理学療法学科 作業療法学科 言語聴覚学科 視機能療法学科 放射線・情報科学科 医療福祉・マネジメント学科 薬学科

10：00 ～ 11：00 10：00 ～ 11：00 10：00 ～ 11：00 10：00 ～ 10：20 10：00 ～ 11：00 10：00 ～ 10：20 10：00 ～ 11：00 10：00 ～ 11：00

★看護学科コーナー ①作業療法士の仕事を紹介！ ①学科紹介 ★学科長による ★ガイダンス ★ガイダンス ★薬学部動画配信 

 『視機能療法学科ガイダンス』 『放射線・情報科学科へようこそ！』 　●薬学部ガイダンス

　●薬学部ツアー

10：20 ～ 10：50 ★なんでも答えます！ 10：20 ～ 10：50 　●何でも質問コーナー

　在学生への相談・質問コーナー ★ミニ講義

②作業活動の治療効果！ 『画像診断検査の特徴と使い分け』

11：00～12：00 11：00～12：00 11：00～12：00 11：00～11：40 11：00～12：00 11：00～11：30 11：00～12：00 11：00～12：00

★看護学科コーナー ③学科の特徴、講義・実習を知ろう！ ★ミニ講義 ★視機能療法学科の実習室を徹底解説 ★ミニ講義 ★薬学部動画配信 

『超音波ってなに？』 　●薬学部ガイダンス

　●薬学部ツアー

　●何でも質問コーナー

④在学生の話を聞いてみよう！ 11：30 ～ 12：00

★学科紹介〈 DVD上映 〉

13：00 ～ 14：00 13：00 ～ 14：00 13：00 ～ 14：00 13：00 ～ 13：20 13：00 ～ 14：00 13：00 ～ 13：20 13：00 ～ 14：00 13：00 ～ 14：00

★看護学科コーナー ①作業療法士の仕事を紹介！ ①学科紹介 ★学科長による ★ガイダンス ★ガイダンス ★薬学部動画配信 

 『視機能療法学科ガイダンス』 『放射線・情報科学科へようこそ！』 　●薬学部ガイダンス

13：20 ～ 13：50 　●薬学部ツアー

13：20 ～ 13：50 ★なんでも答えます！ ★ミニ講義 　●何でも質問コーナー

　在学生への相談・質問コーナー 『画像診断検査の特徴と使い分け』

②作業活動の治療効果！

14：00 ～ 15：00 14：00 ～ 15：00 14：00 ～ 15：00 14：00～14：40 14：00 ～ 15：00 14：00～14：30 14：00 ～ 15：00 14：00～15：00

★看護学科コーナー ③学科の特徴、講義・実習を知ろう！ ★ミニ講義 ★視機能療法学科の実習室を徹底解説 ★ミニ講義 ★薬学部動画配信 

『超音波ってなに？』 　●薬学部ガイダンス

　●薬学部ツアー

14 　●何でも質問コーナー

④在学生の話を聞いてみよう！ 14：30 ～ 16：00

★学科紹介〈 DVD上映 〉

17 15:00 ~ 16:00

※参加申し込み者の方へは各学科・イベントごとのミーティングＩＤとパスワードを載せたプログラムをお送りいたします。

●今、世の中で求められている

作業療法士の仕事、作業療法の作業

とは？*学科長*が紹介します！！

●作業療法士の*治療効果が見える！？

作業活動の狙いや効果について

知ろう！

●コロナ禍での最新講義・実習情報も

含め、本学科で学ぶ*多くのメリット*

を知ろう！

●OT学科*在学生*に受験勉強のこと、

大学生活のこと、などなど*生の声*を

聞いてみよう！

●今、世の中で求められている

作業療法士の仕事、作業療法の作業

とは？*学科長*が紹介します！！

●作業療法士の*治療効果が見える！？

作業活動の狙いや効果について

知ろう！

★「ＳＨＭ　しゃべくりファイブ

～在学生が学習、生活について語る

～」

★「ＳＨＭ　しゃべくりファイブ

～在学生が学習、生活について語る

～」

　　・新型コロナウイルス感染症に

　　　ついて何でもお答えします。

　　・生薬、漢方薬について何でも

　　　お答えします。

　　・新型コロナウイルス感染症に

　　　ついて何でもお答えします。

　　・生薬、漢方薬について何でも

　　　お答えします。

●先輩に気になる事を聞いて

みました！[Live配信]

●先輩に気になる事を聞いて

みました！[Live配信]

●学生による学科紹介、質疑応答

（その場での質問ＯＫ）

●学生による学科紹介、質疑応答

（その場での質問ＯＫ）

●学習疑似体験（電子カルテ、

　相談援助演習）

●学習疑似体験（電子カルテ、

　相談援助演習）

　放射線医療を支えるエキスパート

　～診療放射線技師～

●コロナ禍での最新講義・実習情報も

含め、本学科で学ぶ*多くのメリット*

を知ろう！
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★学科長あいさつ

★教員による特別講義①

★学科内ツアー(実習室や機器の紹介)

●学科教員による特別講義では、理学

療法分野の最新の研究や日常で役立つ

ストレッチなどを紹介します。

各回で企画を変えていきますので他の

時間帯でも楽しめます。

ぜひ、参加してみてください。
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★学科学生トーク①

　～学科学生とのトーク企画～

●在学生がなぜ理学療法士をめざした

のか？、キャンパスライフはどんな感

じなのか？など

理学療法学科での学生の学修や生活の

様子がみることができます。

もちろん参加して頂いた高校生からも

質問を受けることができます。

ぜひ、参加してみてください。

★学科長あいさつ

★教員による特別講義②

★学科内ツアー(実習室や機器の紹介)

●学科教員による特別講義では、理学

療法分野の最新の研究や日常で役立つ

ストレッチなどを紹介します。

各回で企画を変えていきますので他の

時間帯でも楽しめます。

ぜひ、参加してみてください。

★学科学生トーク②

　～学科学生とのトーク企画～

●OT学科*在学生*に受験勉強のこと、

大学生活のこと、などなど*生の声*を

聞いてみよう！

　放射線医療を支えるエキスパート

　～診療放射線技師～

「医療福祉・マネジメント学科では

どんなことが学べるの？」

「医療福祉・マネジメント学科では

どんなことが学べるの？」

『言語聴覚学科の授業を体験

してみよう』

『言語聴覚学科の授業を体験

してみよう』

11:15 ~ 11:30

11:45~11:30

11:45 ~ 12:00

12:00 13:00~

13:00 ~ 13:15

●在学生がなぜ理学療法士をめざした

のか？、キャンパスライフはどんな感

じなのか？など

理学療法学科での学生の学修や生活の

様子がみることができます。

もちろん参加して頂いた高校生からも

質問を受けることができます。

ぜひ、参加してみてください。

国際医療福祉大学 大田原キャンパス 　8/9（日）オンラインオープンキャンパス　　学科別イベントプログラム

　　●本日のご案内

　　●入試ガイダンス

9：00 ～ 10：00

12：00 ～ 13：00

●専願・併願ってなに？どんな入試が

あるの？特待奨学生制度ってなに？な

どの入試の「基本」や、専願制入試の

対策について解説します。

●専願・併願ってなに？どんな入試が

あるの？特待奨学生制度ってなに？な

どの入試の「基本」や、専願制入試の

対策について解説します。

14:45 ~ 15:00


