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            令和４年３月１０日 

令和４年度 立川看護学部 

入学生の皆さま 

東京医療保健大学 立川事務部 

令和４年度 新入生諸行事ならびに同封書類等に関するご案内 

４月からの諸行事（入学式、オリエンテーション等）、授業スケジュールの概要をご案内します。 

なお、スケジュール等は変更になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

【登校時の注意事項】 

●当日の朝、自宅等で必ず検温をしてください。その時点で体温が 37.5℃以上であった場合、 

または数日前からかぜの症状があって完全に消失していない場合（消失したが 3 日以上経過して 

いない場合を含む）は、登校を見合わせ、立川事務部までご連絡ください。 

●校舎入口でサーモグラフィカメラによる検温および手指消毒を行ってください。 

その時点で体温が 37.5℃以上の方は、校舎に立ち入ることができません。 

●新型コロナウイルス感染症に感染して療養期間が終了していない方、保健所から濃厚接触者と 

判断されて 14 日間の観察期間が終了していない方は、校舎に立ち入ることはできません。 

≪ご参考≫本学ホームページ＞トピックス＞お知らせにて、「東京医療保健大学 学生における新型 

コロナウイルス感染症の対応指針（第７版）」（2021.11.1 付）を掲載しています。併せてご参照ください。 

http://www.thcu.ac.jp/uploads/posts/2181/file.pdf 

<連絡先>東京医療保健大学 立川事務部 TEL 042-521-7201（代表） 

 

 

４月１日（金） 新入生オリエンテーション、基礎学力テスト 

≪場 所≫  国立病院機構立川キャンパス 本館（教室は当日掲示にて案内） 

≪時 間≫  ９時３０分集合（９時１５分から教室入室可能）  １０時開始  １６時３０分終了予定 

≪持ち物≫  HB または B の黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、消えないボールペン、 

提出書類５種類（①～④）、配布物持ち帰り用サブバッグ、昼食 

≪提出書類について≫ 

提出書類①～④について、記入漏れ等、不備がないようご準備ください。 

①学生カード、②誓約書については、本冊子の最後のページに記入見本があります。 

※学籍番号はガイダンス時に記入していただきます。 

① 学生カード 学生支援及び緊急時の連絡用として使用する「学生カード」について、 

必要事項を記入し、写真貼付のうえ持参・提出してください。 

② パソコン貸与に関す

る「誓約書」 

本学では在学生に対し修学目的にノート型パソコンを貸与します。 

貸与に際し「誓約書」の提出が必要となります。 

内容をよくお読みいただき、記入、捺印して持参・提出してください。 

③ 卒業証明書 高等学校等の「卒業証明書」を持参・提出してください。 

④ 母子手帳等のコピー 別紙「ワクチン接種記録提出のお願い」を参照の上準備し、ご持参ください。 

≪スケジュール≫ 

1. 提出書類の回収  上記提出書類を回収します。 

2. ロッカーの貸与       

学内の個人ロッカーを貸与します。ロッカーの使用方法を説明後、使用可能です。 
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3. 通学証明書の発行手続き 

公共交通機関を利用して通学する場合、通学証明書の提示により、「通学定期券」を購入できます。 

オリエンテーション時に配布する用紙に必要事項を記入し、申請してください。 

４月１日（金）オリエンテーション時に提出分に限り、当日交付します。（原則、申請日の翌日発行） 

☞ 通学定期券を購入希望者は、事前に、駅等で通学経路、必要枚数を必ずご確認ください。 

4. 新入生オリエンテーション 

(1)大学生活全般、(2)教務関係、(3)保健室、(4)図書館、(5)奨学金等について、当日配付資料等を 

用いて、教員ならびに事務職員から、説明・紹介します。 

※「日本学生支援機構奨学金」予約採用候補者を対象とした説明を別途予定しています。 

5. 基礎学力テスト「プレースメントテスト」（実施科目：英語） 

基礎学力調査のため、プレースメントテストを実施します。（事前準備は不要です。） 

※HB または B の黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴムを必ず持参してください。 

6. その他 

①新型コロナ感染症対策により、学生食堂は休業中です。昼食は必ずご持参ください。 

※教室内にて黙食のご協力をお願いいたします。 

②服装の指定は特にありません。 

7. 日本学生支援機構奨学金の採用候補者として決定している方（該当者のみ） 

高校在学中に、日本学生支援機構奨学金の採用候補者として決定した方は、 

必ず 4 月 1 日（金）に以下の書類を持参し、提出してください。 

≪日本学生支援機構奨学金の採用候補者・提出書類≫ 

全員：令和 4 年度採用候補者決定通知（裏面に記入欄があります。記入漏れに注意してください） 

該当者のみ：自宅外通学証明書（賃貸契約書コピー） ←該当者のみ提出してください。 

該当者のみ：入学時特別増額貸与奨学金希望者提出書類 ←該当者のみ提出してください。 

 

休 み ４／２（土）、４／３（日） 

 

４月４日（月） 
健康診断、教科書販売、パソコン貸与・情報リテラシー講義①、 

基礎学力テスト 

≪場 所≫  国立病院機構立川キャンパス 本館（教室は当日掲示にて案内） 

≪時 間≫  ９時開始予定、１７時終了予定 ←詳細は４／１にお知らせします。 

≪持ち物≫  HB または B の黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、消えないボールペン、 

教科書代、健康診断受診時用のＴシャツ、昼食 

※貸与ノートパソコン持ち帰り用として、リュック等丈夫な鞄を持参してください。 

※「在学証明書」発行希望者は手数料（１通２００円）を持参のこと。 

≪スケジュール≫ 

1. 健康診断 

診断項目：胸部レントゲン、身長・体重・視力の測定、血液検査(採血)、尿検査(採尿)、医師の診察 

※ 胸部レントゲン検査実施のため、ボタンや金属のないＴシャツを持参してください。 

2. 教科書販売 

前期必修科目の教科書（価格：34,000 円予定。15 冊）について、代金を添えて、購入してください。 

※購入申込時に、着払いにて配送手配可能です。冊数が多いため、ご検討ください。 
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3. 在学証明書の発行について（必要な学生のみ） 

在学証明書が必要な学生は、所定の申込用紙に記入の上、手数料（１通 200 円）を添えて、 

立川事務部窓口へ提出してください。4/4（月）申込受付開始→4/5（火）お渡し（原則翌日発行） 

4. パソコン貸与手続き、情報リテラシー講義① 

在学期間中使用するノートパソコンの貸与手続き、ならびに各種設定、使い方等基本的な使用 

方法について説明、講義があります。 

5. 基礎学力テスト「プレースメントテスト」（実施科目：化学） 

基礎学力調査のため、プレースメントテストを実施します。（事前準備は不要です。） 

※HB または B の黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴムを必ず持参してください。 

 

４月５日（火） 
履修登録説明、情報リテラシー講義②、基礎学力テスト 

実習着等の購入申込、写真撮影 

≪場所≫  国立病院機構立川キャンパス 本館（教室は当日掲示にて案内） 

≪時間≫  ９時３０分開始  １６時３０分終了予定 

≪持ち物≫ HB または B の黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、消えないボールペン、 

貸与ノートパソコン、昼食 

≪スケジュール≫ 

1. 教務ガイダンス、履修登録 

教務関係（授業に関する内容）ならびに履修登録について、貸与 PC を用いて、説明します。 

2. 情報リテラシー講義② 

貸与ノートパソコンを用いて、授業（対面・オンライン）で使用する各種ツールの使い方等、 

使用方法について、説明・講義があります。 

3. 基礎学力テスト「プレースメントテスト」（実施科目：数学、生物） 

基礎学力調査のため、プレースメントテストを実施します。（事前準備は不要です。） 

※HB または B の黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴムを必ず持参してください。 

4. 実習着の採寸（購入申込） 

実習着採寸の上、【実習着（上着＋パンツ）2 セット＋実習靴 1 足】の購入申込みをしてください。 

購入金額（実習着上下２セット＋靴 1 足） 男子 24,400 円、女子 28,600 円（いずれも税込） 

※４／５当日は、代金支払い不要です。（後日振込） 

5. 聴診器の購入申込 

2 種類 3 タイプから選べます。販売予定色、申込方法等詳細は、入学後にお知らせします。 

※４／５当日は、代金支払い不要です。（後日振込） 

 刻印なし  名入れ刻印あり 

３M リットマン クラシックⅢ（スタンダード） 11,500 円（税込） 13,000 円（税込） 

３M リットマン クラシックⅢ（エディション） 13,000 円（税込） 14,500 円（税込） 

３M リットマン ライトウェイトⅡSE 7,100 円（税込） 8,600 円（税込） 

※臨床現場でも広く使用されている３M 社製の聴診器です。 

6. 学生証用写真撮影  

服装の指定は特にありません。在籍期間を通して使用する身分証明書「学生証」用の写真を

撮影しますので、大学生としてふさわしい身なりで来てください。 
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４月６日（水） 入学式（東京国際フォーラム） 

同封の「入学式のご案内」をご覧ください。 

 

４月７日（木） 授業開始 

４月７日（木）から授業（講義）が開始になります。 

時間割は、４月１日（金）新入生オリエンテーションで配布します。 

※原則、土曜日は、授業はありません。 

※日曜日、祝日は、大学は休館です。 

 

その他 既修得単位を認定する制度、今後の予定など 

1．既修得単位の認定申請について 

本学には入学前に大学、短大等で修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる「既修得単位を認定する制度」があります。 

申請に際しては所定の申請書に記入の上、①成績証明書（単位修得証明書）②授業内容が分かる

シラバス等を 4 月 5 日（火）までに提出してください。 

ご不明な点がありましたら、立川事務部までお問い合わせください。 

2．日本学生支援機構奨学金説明会（新規採用） 

日本学生支援機構奨学金（給付型、貸与型）の新規採用について、別途説明会を開催します。 

詳細は、入学後にお知らせしますので、①新規申込みを検討している方、②採用候補者に決定し、 

追加申込みを検討している方、③奨学金について検討したい方は参加してください。 

3．コンタクトグループミーティング 

学生相互の交流、情報交換を目的とした、グループ活動が予定されています。 

4．新入生合同研修の実施（予定） 

詳細は入学後に説明しますが、全学部合同で新入生研修会を下記の日程で実施予定しています。

なお、今後の感染状況等により変更の可能性があります。 

【日程】令和 4 年 5 月 6 日（木）、5 月 7 日（金）の２日間（宿泊形式ではありません） 

【会場】国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木） 

5．その他 

海外研修や立川市学生消防団説明会を実施していますが、状況に応じて、適宜ご案内する予定です。 

（参考） 

【海外研修について】 

本学国際交流委員会主催の海外研修（ハワイ、オーストラリア）について、詳細決まり次第お知らせ

します。（令和２年度からはオンライン形式で実施） 

【立川市学生消防団説明会】 

東京医療保健大学と立川市は連携及び協力に関する協定を締結し、令和元年度から立川看護学部

の学生で構成する消防団（機能別分団）を新設し、多くの学生が消防団員として出初式や規律訓練

等で活躍しています。立川市役所担当者による、新規団員募集説明会の開催を予定しています。 

 

<お問合せ先>東京医療保健大学 立川事務部 TEL 042-521-7201（代表） 


