
大学院 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 大学院への、ご入学おめでとうございます。 

 大学院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。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。 

 

(1) 大学院 入学式 

学生証および必要書類の交付  4月4日(土)13:00受付開始 13:30～15:30  ※全員必須 

4月からの身分を証明するため学生証を交付します。各専攻別の履修ガイダンスとともに、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。 

 

 

(2) 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4月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。) 

本学での健康診断日 ※時間内に受付すること。 ※学生証必携 

4月7日(火) ： 9:00～11:00の間に受付・受診 

 

 

 

(3) 授業開始  4月23日(木) 

 

 

 

 

※このほか、修士論文テーマ、博士論文題目、指導教員届などの提出がありますが、これらについては、

4月4日(土)の大学院入学式後の履修ガイダンスの際にお知らせいたします。 

 

※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。 



 

2020(令和 2)年 3 月 25 日(訂正版) 

大学院新入学生 各位 

 

   教務課 

 

2020 年度 入学式及びガイダンス日程について 

 

 新入学生は、4月 4日(土)の大学院入学式及び大学院新入学生ガイダンスに出席してください。 

大学院入学式については、保護者のご参加も可とします。 

 ただし、場所を広い会場に移し座席の間隔を十分に空け、換気にも十分に注意して実施します。 

※赤字は当初のご案内からの修正点です。 

月   日 時 間 内        容 場   所 

4月 4日（土） 13:30 

 

 

  

14:30 

 

 

 

 

 

 

15:30 

大学院入学式 

大学院新入学生ガイダンス(新入学生全員出席) 

  

（全体ガイダンス終了後） 

英語英文学専攻ガイダンス 

日本語日本文学専攻ガイダンス 

史学専攻ガイダンス 

社会文化学専攻ガイダンス 

哲学専攻ガイダンス 

人間科学専攻(教育学)ガイダンス 

人間科学専攻(心理学)ガイダンス 

人文学専攻ガイダンス 

宮代ホール 

 

 

 

英文大学院研究室 

日文大学院講義室 

史学大学院研究室 

4－3教室 

317教室 

教育会議室 

15番教室 

人文学研究室 

4月 7日（火）  健 康 診 断   

  受付時間 9:00～11:00 

受付：保健センター 

4月22日（水） 13:00 大学院生対象 図書館ガイダンス 

 

メディア学習支援センター 

Eルーム 

4月23日（木）  授 業 開 始  

    

4月23日（木） 

～5月8日（金） 

00:00 

13:00 

履 修 登 録  

5月15日（金）  「研究指導計画書」提出期限 

（研究計画欄に記入し、指導教員に提出） 

 

※資格･教職課程等のため学部科目を履修希望の場合、4月 20 日(月)11：00 までに教務課窓口に申し出てください。 



   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。

　入学式・履修ガイダンス 　　4月 4日（土）

　前期授業開始 　　4月 23日（木）

　修士論文テーマ・指導教員届及び 　　～ 4月29日（水）

　博士論文題目・指導教員届

　前期履修登録

　　　　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

　　　　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）

　博士論文提出期限 　 10月30日（金）

　冬期休暇  　12月24日（木）～ 1月 6日（水）

　授業再開   　1月 7日（木）

　修士論文提出日 　　1月19日（火）・ 1月20日（水）

　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）

　学位記授与式 　  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　  聖心女子大学大学院　　　学年暦　　　　　　2020年3月24日現在


