
夏期休暇期間（7月 24日～9月 24日）中の業務取扱とお問合せについて 

 

本学は 7 月 24 日（金）より、活動制限基準を、従前の「レベル 3」から「レベル 2.5」に変更し、一定の制限のもとで学

内施設の利用を伴う活動を進めて参ります。ただし、新型コロナウイルス感染症感染拡大予防の観点から、必要な感染防

止対策を講じるとともに、キャンパスへの入構制限と、業務取扱の縮小体制を継続いたします。 

これらについて、今後の状況によって変更がある場合は、決定次第、大学公式 WEB サイトでお知らせいたします。 

 

 

・学外の方の入構に際しては、事前のご連絡・ご予約をお願いいたします。 

・お問合せやご相談は、以下の連絡先まで、原則としてメールをご利用ください。 

・対応時間は、特に記載がない場合、平日の午前 10 時 30 分から午後 4 時までとなります。 

なお、匿名のお問合せにはお答えしかねますので、必ずご署名等をお願いいたします。 

 ・在学生については、別途学内システム Sophie などを通じてお知らせする場合があるので、随時確認してください。 
 

 

連絡先 お問合せ内容 E-mail等 

広報・社会連

携部 

広報課 学生募集、大学見学、大学広報、取材

について 

koho@u-sacred-heart.ac.jp 

03-3407-5076（平日 9:00～17:00） 

(マグダレナ・ソフィアセンター)  

ボランティアルーム 

ボランティア活動、社会連携、社会貢献

について 
mscenter@u-sacred-heart.ac.jp  

学務部 教務課 履修、試験、資格について 

（証明書類の発行については、本表下の

別表をご参照ください） 

（在学生） 

Sophieのトップに問い合わせ先を掲載 

（教員） 

お問い合わせは各研究室にお願いします 

（一般の方） 

g_kyoum@u-sacred-heart.ac.jp 

入試課 入学試験について goukaku@u-sacred-heart.ac.jp 

03-3407-5242（平日 9:00～17:00） 

学生部 学生生活課 学生生活、課外活動、奨学金、学費延

納について（別表もご参照ください） 
gakusei@u-sacred-heart.ac.jp  

学生生活課 1年次センター 1年次生の学生生活サポートについて new-ichinenji@u-sacred-heart.ac.jp  

学生生活課 (マグダレナ・ソフィ

アセンター) カトリックルーム 

大学の宗教行事について 
mscenter@u-sacred-heart.ac.jp  

キャリアサポート課 キャリアセン

ター 

卒業後の進路について 
career@u-sacred-heart.ac.jp  

国際連携課 国際センター 海外留学について studyabr@u-sacred-heart.ac.jp  

学寮課 学寮について 03-3499-5865（平日 9:00～16:00） 

健康サービス

センター 

保健センター 健康診断、傷病について hoken-senta@u-sacred-heart.ac.jp 

03-3407-5811 （大学代表から保健センターへ） 

（平日 10:30～16:00） 

学生相談室 カウンセリングについて https://sites.google.com/a/u-sacred-

heart.ac.jp/gakuseisoudan-

info/information 

03-3407-5811 （大学代表から学生相談室へ） 

（平日 10:30～16:00）  
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管理部 総務課 施設利用について 

協力会について 
soumu-shisetsu@u-sacred-heart.ac.jp  

総務課人事担当 人事手続きについて（別表もご参照） soumuka@u-sacred-heart.ac.jp  

情報企画推進課 学内アカウント、Wi-Fi利用について 本学学生：

https://forms.gle/E9WNE4ipUzASzhgg6 

学生以外の方：

https://forms.gle/ZKYwXLtQu9QHDJtn8 

情報企画推進課 メディア学習支

援センター 

メディア学習支援センターの利用につ

いて 

お問い合わせフォーム：

https://forms.gle/ZKYwXLtQu9QHDJtn8 

財務課 学費、貸与奨学金の返還、寄付・遣贈

について 
e-zaimu@u-sacred-heart.ac.jp  

企画部 大学改革推進課 自己点検・評価について kikakubu@u-sacred-heart.ac.jp  

企画課 TA、RA、研究支援等について kikakubu@u-sacred-heart.ac.jp  

図書館 

開館日程・本の貸出返却・その他利用

に関すること 

toshokan@u-sacred-heart.ac.jp 

https://library.u-sacred-heart.ac.jp/ 

資料の探し方・学習参考相談に関する

こと 

libsan@u-sacred-heart.ac.jp 

図書館員に相談（https://library.u-sacred-

heart.ac.jp/contact/ask.html） 

キリスト教文化研究所 キリスト教文化研究所について kiriken@u-sacred-heart.ac.jp  

グローバル共生研究所 グローバル共生研究所について jimu-kyosei@u-sacred-heart.ac.jp  

心理教育相談所 心理教育相談所(ひまわり) 03-6433-5275 (一部開室中) 

月・水・金・土（10:00～17:00） 

 

 

 

学科・専攻 E-mail 

学部 英語文化コミュニケーション学科 （学生用） 

https://forms.gle/1uETaFNmyhof93fq9 

（教員） 

https://forms.gle/kSVEkUXXr7z2ME1EA 

日本語日本文学科 nichibun@u-sacred-heart.ac.jp 

史 学 科 shigaku-ush@u-sacred-heart.ac.jp 

哲 学 科 tetsugakuka@u-sacred-heart.ac.jp 

人間関係学科 ninkan@u-sacred-heart.ac.jp 

国際交流学科 kokusai@u-sacred-heart.ac.jp 

心理学科 （学生用） 

psychology@u-sacred-heart.ac.jp 

（教職員用） 

psyML@u-sacred-heart.ac.jp 

教育学科  教育学専攻・初等教育学専攻 kyoiku-ad@u-sacred-heart.ac.jp 

総合現代教養 sougen-kyo@u-sacred-heart.ac.jp 
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大学院 修士課程 英語英文学専攻 （学生用） 

https://forms.gle/1uETaFNmyhof93fq9 

（教員） 

https://forms.gle/kSVEkUXXr7z2ME1EA 

 日本語日本文学専攻 nichibun@u-sacred-heart.ac.jp 

 哲学専攻 tetsugakuka@u-sacred-heart.ac.jp 

 史学専攻 shigaku-ush@u-sacred-heart.ac.jp 

博士前期課程 社会文化学専攻 syabun@u-sacred-heart.ac.jp 

 人間科学専攻 (教育研究) kyoiku-ad@u-sacred-heart.ac.jp 

 人間科学専攻 (視聴覚・発達・臨床研究) （学生用） 

psychology@u-sacred-heart.ac.jp 

（教職員用） 

psyML@u-sacred-heart.ac.jp 

博士後期課程 人文学専攻 jinbun-ush@u-sacred-heart.ac.jp 

 社会文化学専攻 syabun@u-sacred-heart.ac.jp 

 人間科学専攻 (教育研究) kyoiku-ad@u-sacred-heart.ac.jp 

 人間科学専攻 (視聴覚・発達・臨床研究) （学生用） 

psychology@u-sacred-heart.ac.jp 

（教職員用） 

psyML@u-sacred-heart.ac.jp 

 

 

 

別表 

対象者と内容 取扱方法 部署 

卒業生 

(証明書の発行) 

郵送にて取り扱います。大学公式WEBサイトの各種証明書申し込み手順に従い、申し込んでください。 

https://www.u-sacred-heart.ac.jp/alumna/sheet/ 

ただし、発行までに2週間程度の期間をみていただきますので、早めに申し出てください。 

ご不明な点は、メールにてお問合せください。 

g_kyoum@u-sacred-heart.ac.jp 

教務課 

卒業生 

(在籍期間証明書の発行) 

郵送にて取り扱います。大学公式WEBサイトに掲載されている申込書によりお申込みください。 

https://www.u-sacred-heart.ac.jp/assets/images/alumna/sheet/zaikikan.pdf 

発行に最低1週間いただいております。ご不明な点は、メールにてお問合せください。 

gakusei@u-sacred-heart.ac.jp 

学生生活課 

在籍中または過去に在籍していた

教職員(証明書の発行) 

ご希望の証明書について、以下にご連絡ください。 

soumuka@u-sacred-heart.ac.jp 

（発行までに最長2週間の期間をいただきます。） 

総務課人事担当 
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