
新入学生の皆さんへ 

聖心女子大学 

 

（お知らせ）2020(令和2)年度 授業開始までの諸手続き日程について 

 

 聖心女子大学への、ご入学おめでとうございます。 

 新入学生の皆さんは4月からの大学生活に心を弾ませていると思います。一方で新型コロナウィルスの

感染拡大防止のための様々な制約に、少なからず不安も感じていることでしょう。 

 聖心女子大学では当初予定より2週間遅らせて新学期を開講いたします。また、4月4日(土)に予定して

いた入学式は取り止めといたしました。しかしながら2週間遅らせると修学や学生生活に支障が生じる手

続きもいくつかあるため、次の日程で登校日を設けます。 

※入学許可書に同封の入学式やオリエンテーションのご案内の日程は変更になりました。 

詳細を公式WEBサイト「新入学生の皆さんへ」のページに掲載しています。併せて目を通してください。 

(1) 学寮への入寮  4月1日(水)10:00～14:00 

学寮に入寮する方は、4月1日(水)10:00～14:00に入寮してください。(2)の学生証および必要書類は学

寮でお渡しします。入寮の上、上記(2)4月2日(木)11:00～の説明会に参加してください。 

(2) 学生証および必要書類の交付  4月2日(木)10:00受付開始 10:45～  ※全員必須 

新入学生の皆さんが4月からの身分を証明するため学生証を交付します。それとともに、2週間後から

始まるオリエンテーションや授業開始で必要となる履修要覧などをお渡しします。 

また、本学からの諸連絡をスムーズに皆さんにお伝えするため、本学には教学支援システムSophieお

よびUSH-Cloud(学内メール)があります。その操作方法を簡単に説明します。 

10:00より受付開始  学生証を受け取った上で、10:45までに指定された席に着席 

11:00～11:40 学生担当副学長の挨拶、教学支援システムSophieと学内メールの使用方法説明 

(3) 新入学生対象 日本学生支援機構奨学金(給付・貸与)予約採用説明会  4月2日(木)11:40～12:30 

日本学生支援機構(JASSO)からの要請により、奨学金(高等教育の修学支援制度の予約採用候補者)の説

明会を開催し、必要な提出書類を受理します。受給希望者は(1)の後、採用候補者決定通知などの書類

の必要事項を記入し、持参の上、必ず参加してください。 

持参する書類は人によって異なります。公式WEBサイトの「新入学の皆さんへ」をご覧ください。 

なお、書類に不備があった場合には、4月3日(金)に再度、持参していただきます。 

(4) 健康診断  4月7日(火) または個人で医療機関を受診  ※全員いずれかが必須 

学校保健安全法により学生は全員、健康診断を受けなくてはなりません。本学では健康診断日を設け

ておりますので、この日に登校して大学で受診するか、健康診断結果の本学指定用紙がありますので

大学の保健センターに電話で連絡した上で医療機関を受診して結果を新入学ガイダンス初日(16日

(木))に本学に提出するか、のいずれかになります。(各自での医療機関の受診は自費となります。) 

4月7日(火) 本学での健康診断日 ※時間内に受付すること。 ※学生証必携 

 学籍番号 10200001～10200130 の新入学生： 9:00～10:00の間に受付・受診 

 学籍番号 10200131～10200249 の新入学生：10:00～11:00の間に受付・受診 

 学籍番号 10200250～10200399 の新入学生：13:00～14:00の間に受付・受診 

 学籍番号 10200400以降    の新入学生：14:00～15:00の間に受付・受診  

新編入学生、新大

学院入学生の健

康診断は、9:00～

11:00です。 



3月25日(水)より履修要覧・シラバスを公式WEBサイトの「新入学生ページ」で公開します。目を通しておくこと 

履修要覧の前期 学年暦、履修日程等は変更になります。公式WEBサイトの「新入学の皆さんへ」で確認すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申し訳ございませんが、オリエンテーション期間の保護者の方の来学はご遠慮いただいています。 

4月15日(水) 外国人留学生ガイダンス  13:30よりガイダンス～15:30解散予定 

4月16日(木) 新入学生(全員)ガイダンス 10:00よりガイダンス～15:30解散予定 

       ※英語クラス分けテスト、情報環境ガイダンス(Sophieなどの使い方)など 

       ※昼食持参 (学生食堂も営業しています) 

4月17日(金)10:20より新入学生履修ガイダンス開始 (4月22日(水)まで) 

4月4日(土)に予定していた入学式は取り止めといたします。16日(木)の新入学生(全

員)ガイダンスの冒頭で、学長より新入学生へ挨拶とメッセージをお伝えいたします。 

(3) 日本学生支援機構奨学金(給付・貸与)予約採用説明会 

予約採用の書類を記入・持参し、4月2日(木)11:30～12:30の説明会に参加 

(4) 健康診断  4月7日(火) 

大学で健康診断を受診する方 

10200001～10200130   9:00～10:00 

10200131～10200249  10:00～11:00 

10200250～10200399  13:00～14:00 

10200400以降       14:00～15:00 

(4) 健康診断 

外部医療機関を受診する方 

保健センターに連絡した上で、 

4月16日(木)の新入学生ガイダン

ス初日までに各自で医療機関を

受診し、16日(木)に大学に提出 

4月23日(木) 授業開始 

(1) 学寮 入寮日  ４月１日(水) 10:00～14:00 

(2) 学生証交付・ガイダンス  ４月２日(木) 受付：10:00～10:45 ガイダンス 11:00～11:40 

※学生担当副学長 挨拶、教学支援システムSophieとUSH-Cloud(学内メール)の使用方法説明 

※この日から4月末までの登校時は制服着用期間です。 
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学生証および必要書類を受け取ったら、Sophieの操作マニュアルを読み、Sophieや

USH-Cloudを試してみてください。詳しい操作ガイダンスは16日(木)に行います。 



2020(令和2)年3月25日(訂正版) 

2020(令和2)年度 新入学生各位 
 

入学式や履修等に関する大切なご案内 
 

聖心女子大学 

副学長(学生担当) 

 

ご入学おめでとうございます。 

2020(令和2)年度の入学式や履修等に関する予定を下記のとおりお知らせいたします。 

 
 

記 
 

1. 2020(令和2)年度新入学生 オリエンテーション日程 

4月2日(木)～22日(水)までを新入学生向けのオリエンテーション期間とし、授業の履修や学

生生活についてのガイダンスおよび健康診断などを行います。授業開始は4月23日(木)です。 

これからの期間を大学生活への大切な準備期間として位置づけ、課題やスケジュールの詳

細・変更、注意事項等を皆さんに公式WEBサイトでお知らせいたします。公式WEBサイトの「受

験生の方」→「新入学生の皆さんへ」の  新入学生へのお知らせ  から進んでください。 

本学への質問、入学までに感じたこと等があれば、メールでお寄せください。 

 new-ichinenji@u-sacred-heart.ac.jp 

※赤字は当初のご案内からの修正点です。 

4/2(木) 10:00 学生証配付(～10:45) ブルーパーラー 

※1 

※3 

11:00 副学長からの挨拶、 

教学支援システムSophieの利用について(～11:40) 

マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 
11:40 奨学金ガイダンス(予約採用者のみ)(～12:30) 400 

4/7(火) 
 

健康診断 (受付時間は別紙) 203,204,205,213～220 

4/15(水) 13:30 外国人留学生 受付開始 ブルーパーラー  
13:50 外国人留学生ガイダンス 221  
14:30 外国人留学生 日本語クラス分けテスト 221  
15:20 キャンパスツアー(1年次センター、国際センター、教務課) 

 

4/16(木) 10:00 学長からの挨拶、学長賞表彰、新入生ガイダンス マリアンホール・宮代ホール・332・342 

※2 11:00 1年英語クラス分けテスト(～12:30)※1 400,312,203,204,342,332など 

 14:00 履修ガイダンス マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 14:10 情報環境ガイダンス マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 14:40 履修ガイダンス(1年英語・体育運動学・基礎課程演習) マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 15:30 ■履修計画などの相談会  15:30～17:00 221 

4/17(金) 9:00 ■Sophieの操作などの相談会 (～10:00) 221  
9:30 学生会役員会ガイダンス マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 10:20 履修ガイダンス(履修の基礎・情報活用演習) マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 12:45 図書館ガイダンス マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 13:45 学生生活ガイダンス マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 15:00 ■履修計画などの相談会 15:00～17:00 221 

 15:00 外国人留学生オリエンテーション(学生生活課、国際センター) 331 

4/20(月) 9:00 履修ガイダンス(時間割の組み方1) マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 10:15 履修ガイダンス(キリスト教学について～11:15) マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 11:15 ■履修計画など相談会  11:15～12:30 221 

 13:00 クラブ紹介(～15:00) マリアンホール・宮代ホール・332・342 

 15:00 クラブ紹介(～17:00) 学生食堂 

 15:00 ■履修計画などの相談会 15:00～17:00 221 

4/21(火) 10:00 教科書販売、1年英語・第二外国語のみ(10:00～16:00) 宮代ホールロビー 

 10:00 ■時間割をつくろう   10:00～11:00 221 

 11:00 ■履修計画など相談会  11:00～12:30 221 

 14:30 ■時間割をつくろう   14:30～15:30 221 



4/22(水) 9:30 履修ガイダンス(時間割の組み方2) マリアンホール・宮代ホール・332・342  
10:00 教科書販売(10:00～15:00) 宮代ホールロビー  
10:50 履修ガイダンス(時間割の組み方3・教職課程・保育士課程・日

本語教員課程・Web履修) 

マリアンホール・宮代ホール・332・342 

  12:00 ■履修計画など相談会  12:00～13:00 221 

  14:00 ■履修計画などの相談会 14:00～17:00 221 

■は自由参加です。疑問・質問等はわからないままにせず、相談会や教務課窓口でお尋ねください。 

※1 受付と同時に学生証をお渡しします。10:45までにご入場、ご着席ください。遅刻は認めません。 

※2 英語の勉強の仕方や経験などは一人ひとり違います。1年英語では学習効果をあげるためのクラス分けを

しています。このテストはクラス分けの資料にするために行うものであり、成績評価とは一切関係ありません。 

※3 当初予定していた昼食会は感染予防のため中止とします。学生食堂は営業していますが、ガイダンス期

間や開講当初は混雑が予想されますので、持参した昼食を所定の場所でとることもできます。 

 

2. 入学式  
4月4日(土)に予定しておりました学部入学式は取り止めといたします。4月16日(木)の新入

学生(全員)ガイダンスの冒頭で、学長より新入学生へ挨拶とメッセージをお伝えいたします。 

 この内容は、何らかの方法で保護者の皆さまにもお伝えできるよう検討しております。 

 

3. 制服について 
清楚を旨とする本学では、伝統的に制服があり、式服と位置付けています。入学式、卒業式、

謝恩会、その他大学行事の際に着用を義務づけています。 

初登校日(4月2日)から4月末までは制服を着用してください。これは制服を着用することに

よって、本学の学生であるという自覚を持っていただきたいという願いと、迷ったり困ったり

している新入学生を上級生や教職員がサポートしやすくするため、また新入学生同士がお互い

に助け合いやすくするためでもあります。 

制服の際は、白ブラウス、ベージュのストッキングおよびプレーンな黒のパンプス(スニー

カー不可)を着用してください。 

 
 

4. 注意事項 
① 1年英語クラス分けテスト当日(4月16日)は筆記用具を持参してください。 

テストはマークシート形式のため、ＨＢまたはＢの鉛筆および消しゴムを持参してくだ

さい。(シャープペンシルは不可) 

② 学内でも盗難・置き引きの被害にあうことがあります。所持品はご自身の責任で管理し、

特に貴重品は絶対に手元から離さないでください。 

③ 特に初登校日(4月2日)、新入学生(全員)ガイダンス(4月16日)をはじめとするオリエンテ

ーション期間中は、広尾駅から大学までの間で他大学のサークルによる強引な勧誘が毎

年報告されていますが、本学が認めているものではありません。また、サークルを騙った

団体の勧誘の報告もありますので注意が必要です。 

皆さんの氏名・電話番号・住所・メールアドレス等の個人情報は安易に教えないよう注意

してください。 

本学公認の課外活動団体の紹介をオリエンテーション期間の4月20日(月)に予定しており

ます。そちらを検討してください。 

④ 初登校日からオリエンテーション期間中は、上記のサークル勧誘等の影響で南門付近は

混雑が予想されます。時間に余裕を持って来校してください。比較的静かな正門または北

門のご利用をお勧めします。(大学公式WEBサイトの地図参照) 

なお、北門は4月17日(金)～5月25日(月)は工事のため通行できません。 

⑤ 交通機関の大幅な乱れを伴う災害・交通ストライキや感染症など、緊急時の本学の対応に

つきましては、大学公式WEBサイトのTOPページ「重要なお知らせ」欄で通知します。 

⑥ 不明な点は、学生生活課(℡ 03-3407-5093)までお問合わせください。 

以上 



   2020 年度 学生健康診断について 
2020 年 3 月  

 聖心女子大学「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」対策本部 

 

新型コロナウイルス感染症が拡大しておりますが、例年 4 月当初に

実施されている学生健康診断は、現在のところ予定どおりの日程で行

います。 

学生健康診断は学校保健安全法で実施が定められており、その受診

をもって証明書を発行いたします。実施に際しては、受診場所の拡大・

換気・アルコール消毒・咳エチケット・体温測定（全員）等を行い、新

型コロナウイルス感染症や他の感染症予防に十分留意して行います。

持病のある方・心配で受けられない方・都合が悪い方は保健センター

に連絡をください。 

また、外部（近隣の病院等）での健康診断は、自費で受けられます。

指定用紙がありますので、受診前に必ず保健センターに連絡してくだ

さい。なお、外部で健康診断を受けた場合は、学校での健康診断証明

書は発行できませんのでご了解ください。 

皆様と元気にお会いできることを楽しみにしております。 

            本件の紹介先：保健センター 



2020 年 3 月 

２０２０年度  学生定期健康診断のお知らせ  

        
新型コロナウイルス感染防止のため、発熱・咳・風邪症状が認められる方は健康診断を受けることができません 

  

日 時     ４月６日（月） ７日（火）  

受付時間    午前受付 ９：００～１１：００   午後受付 １３：００～１５：００ 

場 所     受付：保健センター前  健診会場：１号館 ２階教室 ２０３～２０５，２１３～２２０ 

 

健康診断スケジュール ※混雑を避けるため学籍番号を分けています！！ 受付時間を厳守してください。 

日時 学年 受付時間 対象の学籍番号 注意事項 

 

 

 

４月６日

（月） 

 

２年生 

9：00～10：00 

10：00～11：00 

13：00～14：00 

14：00～15：00 

～10190150 

10190151～10190300 

10190301～10190450 

10190451～ 

 

・ 受付時間は厳守し

て下さい。ただし、

午前中の混雑状況

により、健診が午前

中で終わらない場

合があります。その

時は、残りの健診内

容を午後に受けて

ください。 

 

・ 該当の受付時間に

来られない人は、保

健センターまで連

絡してください。 

 

 

４年生 

9：00～10：00 

10：00～11：00 

13：00～14：00 

14：00～15：00 

～10170150 

10170151～10170300 

 10170301～10170450 

 10170451～ 

大学院 M2D2 以上 9：00～11：00 全員 

 

 

 

 

 

４月７日

（火） 

 

 

 

１年生 

9：00～10：00 

10：00～11：00 

13：00～14：00 

14：00～15：00 

～10200130 

 10200131～10200249 

 10200250～10200399 

 10200400～ 

（基礎課程再履修生含む） 

編入生 9：00～11：00 全員 

３年生 

9：00～10：00 

10：00～11：00 

13：00～14：00 

14：00～15：00 

～10180150 

10180151～10180300 

10180301～10180450 

10180451～ 

大学院 M1・D１ 9：00～11：00 全員 

 *尿検査は、尿検査用のキットを当日配布し、後日回収します。 
 回収日：4 月 20 日（月）4 月 21 日（火）の 2 日間  

時 間：9：00～15：00 
 提出先：保健センター前の BOX         ※学年・学籍・氏名の記入を忘れずに！ 
 
注意事項 
１ 当日は、黒ボールペン、無地 T シャツ（レントゲン撮影時に使用）、めがね（使用者）、学生証、貴重品を入

れる小袋を持参してください。（今年度は新型コロナウイルス感染防止のため必ずご持参ください） 

学寮生やロッカーを使用できる人は荷物を最小限にし、貴重品は小袋に入れて自己責任で管理してください。 

当日は、その他の荷物は置いて動くことがあります。 

２ 健康診断の結果によっては、個別に呼び出しすることがあります。 

３ 健康診断は、単位修得の要件となっています。 

４ 学校で実施する健康診断を受けていないと、健康診断証明書は発行されません。 

５ 指定された日に受診できない方、病気や心配事がある方、急に受診できなくなった方は、事前に保健センタ

ーに連絡し、相談してください。 

 

*今後の状況変化に応じ､予定が変更となる場合がありますので､引き続き本学公式 WEB サイトをご確認く

ださいますようお願い申し上げます｡ 

健康サービスセンター・保健センター 



前期 黄色の欄は変更箇所を示す。

  資格課程等ガイダンス（2～4年次生） 　　4月 13日（月）

　入学式     取り止め

  オリエンテーション 　　4月 15日（水）～ 4月 22日（水）

　前期授業開始 　　4月 23日（木）

　前期履修登録

　　　　事前登録 　　日程は別途掲示

　　　　本登録 　　4月23日（木）0時 ～ 5月8日（金）13時

　　　　登録確認 　　5月15日（金）9時 ～ 5月19日（火）13時

　　　　登録確定 　　5月22日（金）9時 ～

　創立記念週間（休日） 　　4月30日（木）～ 5月 2日（土）

　授業及び前期試験 　　7月16日（木）～ 7月22日（水）

　前期授業終了 　　7月23日（木）

　夏期休暇 　　7月24日（金）～ 9月24日（木）

　前期土曜開講科目授業実施（みなし土曜日） 　　なし

　前期祝日授業実施 　　4月29日（水）（昭和の日）、7月23日（木）（海の日）

　前期補講日    　5月23日、30日、6月 6日、13日、7月 4日、11日

   　（いずれも土曜午後）、7月23日（木）（海の日）

後期

　後期授業開始 　　9月25日（金）　

　後期履修登録

　　　　事前登録 　　日程は別途掲示

　　　　本登録 　　9月24日（木）17時 ～10月 3日（土）13時

　　　　登録確認  　10月 9日（金） 9時 ～10月13日（火）17時

　　　　登録確定  　10月15日（木） 9時 ～

　聖心祭  　10月17日（土）・10月18日（日）  

　　　　聖心祭準備（終日休講） 　 10月16日（金）

　　　　聖心祭後片付け（終日休講）  　10月19日（月）

　卒業論文提出日  　12月14日（月）・12月15日（火）・12月16日（水）

　冬期休暇  　12月24日（木）～ 1月 6日（水）

　授業再開   　1月 7日（木）

　授業及び後期試験 　　1月13日（水）～ 1月16日（土）

　　1月19日（火）、1月25日（月）

　後期授業終了   　1月28日（木）

　卒業式 　  3月13日（土）

　後期土曜開講科目授業実施（みなし土曜日） 　　なし

　後期祝日授業実施  　11月23日（月）（勤労感謝の日）

　後期補講日    　1月20日（水）～ 1月23日（土）、

　　1月26日（火）～ 1月28日（木）

　　　　　　2020年度     聖心女子大学　学部　学年暦　　　　　2020年3月24日現在　　　　　　


