
4.5 健康診断・教科書配布 1 前期授業開始（2・3年） 1 前期授業開始（2・3・4年）

6 入学式 4.5 オリエンテーション・健康診断 4.5 オリエンテーション・健康診断

7.8 奨学金・駐輪場説明会 6 入学式 4 臨床実習Ⅰ期開始（4年）

7 前期授業開始（1年） 6 入学式

球技大会 7 前期授業開始（1年）

球技大会

9 就職フェア 9 就職フェア 9 就職フェア

新入生研修 新入生研修 新入生研修

海外研修（3年） 28 臨床実習Ⅰ期終了（4年）

30 臨床実習Ⅱ期開始（3年）

保護者会・懇談会（1年） 保護者会・懇談会（1・２年）

前期試験開始 23 臨床実習Ⅱ期終了（3年） 25 臨床実習Ⅲ期開始（4年）

前期試験開始 前期試験開始

夏季休暇 面接OSCE(1年) 面接OSCE(1年)

前期試験　追再試験開始･補講 前期試験　追再試験開始･補講

夏期休暇 夏期休暇

後期授業開始（2年） 後期授業開始（3年）

22.25 地域リハビリテーション実習（２年）

後期授業開始 後期授業開始（1年） 後期授業開始（1,2年）

総合OSCE(2年)・実力試験 総合OSCE(3年)・実力試験

19 臨床実習Ⅳ期開始（3年） 17 臨床実習Ⅲ期終了（4年）

下旬 奨学金返還説明会 12 臨床実習Ⅳ期終了（3年） 1 地域リハビリテーション実習（２年）

16 卒業研究発表会 5.8 見学実習3日間(1年) 5.8 見学実習3日間(1年)

冬期休暇 医歯薬模試（3年） 医歯薬模試（4年）

保護者会（2,3年） 保護者会（3,4年）

16 卒業研究発表会 16 卒業研究発表会

冬期休暇 冬期休暇

講義再開 医歯薬模試（3年） 医歯薬模試（4年）

卒業試験 後期試験開始 後期試験開始

後期試験開始 後期試験　追再試験開始 後期試験　追再試験開始

卒業判定 卒業試験(3年) 卒業試験(4年)

奨学金適格認定説明会 16 評価実習開始（2年） 16 評価実習開始（3年）

卒業試験 卒業判定 卒業判定

卒業判定 滋慶専門基礎テスト（1年） 滋慶専門基礎テスト（2年）

進級判定 国家試験（3年） 国家試験（4年）

春期休暇 春期休暇

11 評価実習終了(2年） 11 評価実習終了(3年）

新入職者研修プログラム 進級判定 進級判定

卒業式・修了式 卒業式 卒業式

春期休暇 医歯薬基礎力模試（1･2年） 医歯薬基礎力模試（2･3年）

校章授与式(2年） 校章授与式（3年）

１１．２０２２年度　学年暦（教育スケジュール予定）

1

2

3

7

8

9

10

11

12

全学科共通 理学療法士学科（昼間部） 理学療法士学科（夜間部）

4

5

6



4.5 健康診断・教科書配布 4.5 健康診断・オリエンテーション・マナー講座 4.5 健康診断・オリエンテーション・マナー講座

6 入学式 6 入学式 6 入学式

7.8 奨学金・駐輪場説明会 7 前期授業開始（1・2・3年生） 7 前期授業開始（1・2・3・4年生）

24 臨床実習指導者会議 24 臨床実習指導者会議

海外研修（3年生）検討中 個人面談

個人面談

9 就職フェア 9 就職フェア 9 就職フェア

新入生研修 14 最終学年保護者会 14 最終学年保護者会

新入生研修（1年） 新入生研修（1年）

個人面談 個人面談

23～ 臨床実習Ⅰ期開始（3年） 23～ 臨床実習Ⅰ期開始（4年）

初年次、評価年次保護者会 初年次、評価年次保護者会

前期試験開始 前期試験開始 前期試験開始

見学実習配置発表（1年） 見学実習配置発表（2年）

～30 臨床実習Ⅰ期終了（3年） ～30 臨床実習Ⅰ期終了（4年）

夏季休暇 1～5 臨床実習セミナー（3年） 1～5 臨床実習セミナー（4年）

前期試験・追再試験開始 前期試験・追再試験開始

見学実習プレセミナー（1年） 見学実習プレセミナー（2年）

夏期休暇 夏期休暇

22～27 見学実習（1年） 22～27 見学実習（2年）

29～ 後期授業開始（2年） 29～ 後期授業開始（3年）

鶏肉解剖（1年） 鶏肉解剖（1年）

29～ 臨床実習Ⅱ期開始（3年） 29～ 臨床実習Ⅱ期開始（4年）

29～9/2 見学実習セミナー（1年） 29～9/2 見学実習セミナー（2年）

後期授業開始 12～ 後期授業開始（1年） 12～ 後期授業開始（1年・2年）

前期進級判定会議 前期進級判定会議

個人面談 個人面談

下旬 奨学金返還説明会 ～5 臨床実習Ⅱ期終了（3年） ～5 臨床実習Ⅱ期終了（4年）

OSCE(客観的臨床能力試験)（2年） OSCE(客観的臨床能力試験)（3年）

29 最高学年模試 29 最高学年模試

16 卒業研究発表会 6 最高学年模試 6 最高学年模試

冬期休暇 13 最高学年外部模試 13 最高学年外部模試

16 卒業研究発表会（2年・3年） 16 卒業研究発表会（3年・4年）

17 評価実習指導者会議（2年） 17 評価実習指導者会議（3年）

17 校章授与式（2年） 17 校章授与式（3年）

19 国家試験オリエンテーション・国家試験対策強化週間（3年） 19 国家試験オリエンテーション・国家試験対策強化週間（4年）

学校閉館 学校閉館

講義再開 4 最高学年外部模試 4 最高学年外部模試

卒業試験 最高学年　卒業試験開始 最高学年　卒業試験開始

後期試験開始 後期試験開始（1年生） 後期試験開始（1・2年生）

卒業判定 16～ 評価実習開始（2年） 16～ 評価実習開始（3年）

奨学金適格認定説明会

卒業試験 ～18 評価実習終了（2年） ～18 評価実習終了（3年）

卒業判定 追再試験開始 追再試験開始

進級判定 国試オリエンテーション（3年） 国試オリエンテーション（4年）

作業療法士国家試験 作業療法士国家試験

新入職者教育プログラム（3年） 新入職者教育プログラム（4年）

新入職者研修プログラム 進級判定会議 進級判定会議

卒業式・修了式 卒業式（3年） 卒業式（4年）

春期休暇 作業療法士国家試験合格発表 作業療法士国家試験合格発表

1

2

3

7

8

9

10

11

12

全学科共通 作業療法士学科（昼間部） 作業療法士学科（夜間部）

4

5

6



4.5 健康診断・教科書配布 1 オリエンテーション・始講 1 オリエンテーション、始講

6 入学式 4.5 健康診断・白衣採寸 4 健康診断、1年生白衣採寸

7.8 奨学金・駐輪場説明会 6 入学式 2年生専門基礎テスト

個人面談 １年生基礎能力テスト

就職ガイダンス 6 入学式

個人面談

9 就職フェア 9 就職フェア 11 海外研修（3年）予定

新入生研修 新入生研修 17 臨地実習Ⅲ①開始（3年）

新入生研修

JESC生理光学検定（2年）

見学実習前実技試験 18 臨地実習Ⅲ①終了（3年）

20～24 見学実習・施設見学 28 臨地実習Ⅲ②開始（3年）

前期試験開始 実習前実技試験 前期試験開始

夏季休暇 校章授与式 6 臨地実習Ⅲ②終了（3年）

実習指導者会議 夏期休暇

29 臨地実習第Ⅰ期開始

後期授業開始 実習中登校日 5 後期授業開始、実力試験

25 臨地実習第Ⅰ期終了 ガイドヘルパー講習（1年）

前期判定会議 医療面接OSCE（2年）

3 臨地実習第Ⅱ期開始 幼稚園眼科検診実習

実習中登校日 学科レク

医科医療コンピュータ検定（2年）

下旬 奨学金返還説明会 5 臨地実習第Ⅱ期終了 保育園眼科検診実習

第1回統一模擬試験 保護者検診参観（2年）

21 臨地実習第Ⅲ期開始 第1回　統一模擬試験（3年）

ニュース検定（1年）

実習報告会、バイザー会議

16 卒業研究発表会 第2回統一模擬試験 16 卒業研究発表会

冬期休暇 全国学校協会統一模試 第2回　統一模擬試験（3年）

16 卒業研究発表会 全国視能訓練士学校協会統一模試（3年）

年末国家試験対策授業 冬期休暇

23 臨地実習第Ⅲ期終了

講義再開 校内模擬試験 後期試験開始

卒業試験 第3回統一模擬試験 卒業試験（3年）

後期試験開始 卒業試験 臨地実習Ⅰ（１年2週間）

卒業判定 校章授与式（２年）

奨学金適格認定説明会 臨地実習Ⅱ実習（２年）

第3回　統一模擬試験（3年）

卒業試験 校内模擬試験 国家試験

卒業判定 国家試験ガイダンス 新入職者研修（３年）

進級判定 視能訓練士国家試験

新入職者研修プログラム 特別講義 進級判定会議

卒業式・修了式 卒業式 卒業式

春期休暇 春期休暇

全学科共通 視能訓練士学科（1年制） 視能訓練士学科（3年制）

3

10

11

12

1

4

5

6

7

8

9

2



4.5 健康診断・教科書配布 1.2 オリエンテーション/2年生始講 4.5 オリエンテーション・健診 4.5 オリエンテーション・健診

6 入学式 1年生始講 1・2年生始講 始講

7.8 奨学金・駐輪場説明会 6 入学式 6 入学式 6 入学式

1･2年生健康診断 個別面談 個別面談

1年生歓迎会 海外研修（2年）

9 就職フェア 9 就職フェア 9 就職フェア 9 就職フェア

新入生研修 個人面談 新入生研修（1年）

1年生失語症者対話会 学科レク

新入生研修

2年生模試

サービス接遇検定（1年）

前期試験開始 前期終講/前期試験開始 前期授業終了 前期授業終了

16 臨床実習指導者会議 期末試験開始 期末試験開始

相談室報告会

実習前実技試験

夏季休暇 2年生模試 ガイドヘルパー（2年） 特別講義

臨床実習出陣式 病院実習（2年）

29 臨床実習開始（～11月末）

1年生見学ボランティア実習

後期授業開始 1年生後期始講 進級判定会議 進級判定会議

相談室実習再開 後期授業開始 後期授業開始

見学実習報告会

1年生模試

2年生保護者会

国家試験願書記入 個別面談 個別面談

下旬 奨学金返還説明会 2年生模試（実習終了後） メンタルヘルスマネジメント（2年） 医療情報基礎知識検定

ビジネス文書検定（1年）

16 卒業研究発表会 臨床実習症例報告会 校章授与式（1年） 病院実習

冬期休暇 相談室報告会 16 卒業研究発表

国家試験対策講義

16 卒業研究発表会

滋慶統一模試

講義再開 業者模試 見学実習（1年） 後期試験開始

卒業試験 卒業試験

後期試験開始 卒業判定会議

卒業判定 後期終講/後期試験開始

奨学金適格認定説明会

卒業試験 卒業試験 医療事務能力認定試験（1年） 新入職研修プログラム

卒業判定 第25回国家試験 メディカル・フロント・コンシェルジュ（1年）

進級判定 2年生を送る会 ケア・コミュニケーション検定（1年）

実習前実技試験 新入職研修プログラム

新入職者研修プログラム 進級判定会議 卒業式 修了式

卒業式・修了式 新入職者研修 春期休暇

春期休暇 卒業式

見学評価実習

見学評価実習報告会

9

全学科共通 言語聴覚士学科 医療総合学科

10

8

7

11

12

1

2

3

専攻科

4

5

6


