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　　　一人暮らし相談コーナー
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【学修支援紹介】

4 学修支援見学・相談
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【医療職紹介プログラム】
発見しよう！私がめざす医療職
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オープンキャンパス主なイベント内容

①

①

８/10タイムスケジュール ※開催時間は変更になる場合がございます。複数回行われるイベントの内容は全て同じです。

終日開催 ※一人暮らし相談のみ10:30～

大学紹介や昨年度の入試結果、

今年度の入試について説明します！

■受付9:30～ ■選べる２つの受付方法！ ①受付票をダウンロード。記入して当日持参(２ページへ) ②当日、受付票に記入※①を選択していただくと当日スムーズにご案内ができます

①

①ガイダンス＆体験

＊リハビリテーション学科のみ 10:10～11:20まで

*

２

11：30～12：00 13：35～14：05

学科・専攻ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

各学科・専攻で、目指せる資格・講義・

実習・就職等について詳しく説明します。

学科・専攻体験
各学科・専攻の分野に応じた

実習を体験することが出来ます！

オープンキャンパス毎に

異なるテーマで実施しています。

６

本学「医療・基礎教育科」の

気さくで明るい先生たちが待ってます。

入学後には、どんな学修サポートを

してくれるのか？

学修スペース【LEAF】の様子を

ぜひ一度、ご覧下さい。

学びの相談もコチラでお待ちしています！

４ 学修支援見学･相談

③ガイダンス＆体験

＊リハビリテーション学科のみ 14:15～15:25まで

*

途中入室できません。

時間厳守でお願いします。

個別相談コｰナｰ
教職員が個別で相談に応じます。

学科・専攻のこと、入試のこと。

様々な疑問や不安はこちらで

解決しましょう！

８

1 2

ＡＯ入試出願書類・

ＡＯ入試出願書類（願書）の、

記入に関する注意点を解説します！

よく見受けられる記入ミスなども

例にあげ、わかりやすく説明します！

11
記入パーフェクト講座

願書の記入も、
これで安心★

入試説明会

総合ガイダンス

終日開催

１

学修支援紹介 ～成績急上昇！“変わる”秘密を教えます!!～３

医療系の勉強って難しい？

安心してください！

苦手克服から成績ＵＰまで。

本学の強み『学修支援』について、

担当教員から詳しくお伝えします！

一人暮らしの

相談ブースもあります！

Ｑ1 オープンキャンパスは

どんな服装で行くの？

Ａ1 私服でも制服でもＯＫ。

気軽に来て平気だよ。

Ｑ2 一人で行ったほうがいいの？

Ａ2 友だちや親、兄弟と来る人も

いるよ。一人で来ても、優しい先輩達が

声をかけてくれるので安心だよ。

Ｑ3 いつ頃から参加すればいいの？

Ａ3 早い人だと１年生から来てるよ。

早い段階から色々な大学を見ることで

進路選択の幅が広がるね。

オープンキャンパス

発見しよう！

本学で目指せる５つの医療職を

丸かじり！1･2年生や自分に

合った医療職を探したい

あなたにおすすめです！

私がめざす医療職
５

入試対策講座
【面接・小論文】

面接試験や小論文試験に向けて

注意点やポイントなどの対策を

お伝えします。

９
ＡＯ入試ガイダンス

2020年度ＡＯ入試を検討されている方へ、

志望学科・専攻教員から、受験にむけてのアドバイスなどを

行います。また、ＡＯ入試への出願要件にもなっています。

同日開催

① 11：30～ ② 13：35～

※ 途中入室不可
11：00～

ＯＰＥＮ

一般入試【筆記試験対策】１０

一般入試検討中の方必見！

出題傾向やポイントを説明します。

①面接 ①小論文 ②面接 ②小論文

来学者
＆在学生交流会

在学生に学生生活について

話を聞いてみよう！

本当のＮＩＭＳが 見えてくる？

７

総合ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 入試説明会

②

②
総合ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

②
入試説明会

～成績急上昇！“変わる”秘密を教えます!!～

※教科ごとに開催時間が変わります

生物 英語 数学

化学 国語物理

12

『就活“ゼロ”宣言！』～
日本医療科学大学(ＮＩＭＳ)で行っている就職

支援と就職活動を行ううえでのポイントを

お伝えする新企画！

就職支援ガイダンス

～これがＮＩＭＳの

保護者の方にオススメです！

②ガイダンス＆体験

＊リハビリテーション学科のみ 12:15～13:25まで

*

① ② ③

① ②

① ②



＊項目にご記入の上、受付にご提出下さい。

　フリガナ

〒(　　　　ー　　　　)
　　　都　　道
　　　府　　県
　

メールアドレス

　　　都　　道 □(　　)年
　　　府　　県　　　立 高等学校 □既卒
　　　市　　私 □社会人(　　歳)

□診療放射線学科 □理学療法学専攻
□作業療法学専攻 □看護学科

□臨床工学科

キリトリ

　　保健医療学部 診療放射線学科
リハビリテーション学科(理学療法学専攻・作業療法学専攻)　　　　　　　　　　
看護学科

　　　　　　　　　　　　臨床工学科
　      　　　　　　　　

お知らせいただいた住所･氏名･その他の個人情報は,学校見学会など本学からのイベント通知･学校案内等の発送業務･その他統計資料作成を行う為に利
用致します。これらについては、個人情報保護法規定に則し行います。申込みをされた方の個人情報は本学が明示する用途に限り使用します。他の目的に
利用することはありません。

氏名 性別
□男

□女

現住所

TEL (　　　　　　　　　) 参加回数 初参加　・　(　　　)回目

高校名

志望

学科・専攻

Ｑ.本日は保護者同伴ですか　　　　　　　　　　　　　□同伴　　　　　　　　　　　　　□同伴でない

＊個人情報に関する取扱について＊

オープンキャンパス受付票(ＨＰ)

〒350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276

Tel:049-230-5000(入試課・広報課直通)
平日9：00～17：00

お問い合わせ先

①こちらの受付票を、印刷してお持ちください

日本医療科学大学入試課公式LINE

友達追加
してね♪

日本医療科学大学キャラクター

大(たい)君 樹(いつき)ちゃん



【保健医療学部】
●診療放射線学科

●リハビリテーション学科理学療法学専攻

●リハビリテーション学科作業療法学専攻

●看護学科

●臨床工学科

〒350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276

※東武越生線｢川角駅｣下車 徒歩約10分

※関越自動車道 : 鶴ヶ島インターから約20分

坂戸西スマートインターから約15分

圏央道 : 圏央鶴ヶ島インターから約20分

049-230-5000
平日9：00～17：00お問合せTEL

ACCESS ＊当日は駐車場もございます。

(入試課・広報課直通)

～ 来て見てわかるNIMSの良さ！ ～

・お友達との参加

・保護者との参加

・保護者だけの参加

・一人での参加・・・

10:00～15:00 (受付9:30～）

●総合ガイダンス

●入試説明会

●学科・専攻ガイダンス・体験

●学修支援紹介・見学

●入試対策講座

【面接･小論文･一般入試】

●医療職紹介プログラム

●来学者・在学生交流会

●個別相談コーナー

●一人暮らし相談

●学食ランチ体験

入退場自由

選べる２つの受付方法！

※①を選択していただくと

当日スムーズにご案内ができます

①2ページ目にある受付票をダウンロード。

記入して、当日持参。

②オープンキャンパス当日、受付で受付票に記入。

事前予約不要

Special Events

1

～これがNIMSの「就活“ゼロ”宣言 ! !」

日本医療科学大学（NIMS)で行っている就職支援と

就職活動を行ううえでのポイントをお伝えする新企画！

保護者の皆様のご参加もお待ちしてます！

『 AO入試出願書類記入パーフェクト講座 』
AO入試出願書類(願書)の記入に関する注意点を解説。

よく見受けられる記入ミスなども例にあげ、

わかりやすく解説します！

2

就職支援ガイダンス

Basic Events

日本医療科学大学

Nihon Institute of
Medical Science

AO入試ガイダンス

ＡＯ入試の概要や

注意点をお伝えし、

募集要項の配布を行います。

また、ＡＯ入試への

出願要件にもなっています。

同時開催！


