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Wa227号は年度末始の連絡事項です。1月末現在の予定となります。

変更等があった際には、Active Academyでお知らせします。

新型コロナウイルスの新規変異株「オミクロン株」が流行しています。

基本的な感染予防策をもう一度見直し、一人ひとり予防対策を心掛けて過ごしましょう。

>  各種問い合わせ

> 令和 4 年度平常授業日（祝日）

▪ 9月19日（月・祝）敬老の日
▪ 9月23日（金・祝）秋分の日

各窓口取扱時間平日8：30 ～ 17：00、土曜 8：30 ～ 15：00、日曜・祝日は除く（夜間・二部対応21：30）

授業・試験・レポート・成績

入学式・学位記授与式・謝恩会・オリエンテーション・ロッカー

納付金

就職・進路・学内就職セミナー

健康診断

内容 問い合わせ窓口

▶

▶

▶

▶

▶

教育支援課

学生支援課

経理課

キャリア支援課

保健センター

クリスタルホール 4階

クリスタルホール 4階

クリスタルホール 4階

7号館地下1階

6号階1階

学年末年始連絡事項

大学（昼間主・夜間主）・短大（第一部・第二部・専攻科）  卒業年次生・修了年次生

大学（昼間主・夜間主）1・2・3年／短大（第一部）1年・短大（第二部）1・2年  在学生

大学院生（博士前期課程・修士課程・後期課程・専門職学位課程）   修了年次生

大学院生  在学生

............. p.2
..... p.3

..................... p.4
................................................................................... p.5

［学園だより］

在学生のための情報誌
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卒業年次生・修了年次生
大学（昼間主・夜間主）・短大（第一部・第二部・専攻科）

1．学年末の主な日程

2．卒業証書学位記授与式

日 時

2月1日（火）
　　～2月28日（月）

2月3日（木）

2月26日（土）

個人用ロッカー返却期間
（大学）

本試験の成績発表及び
追・再試験の時間割発表、
受験申込

8：30 ～ 17：00

ActiveAcademy

オンラインまたは対面

ActiveAcademy

事 項 時 間 場 所 対　象　等

※ロッカー内の荷物は持ち帰り、
　鍵もはずして持ち帰ってください。
看護学科の鍵返却について卒業式当日に回収します。
回収方法は別途お知らせいたします。

2月10日（木）
　 12日（土）

追・再試験 指定時間 看護学科は、日程が異なりますので、ActiveAcademy
を確認してください。

卒業年次生、
追・再試験成績発表

看護学科は、日程が異なりますので、ActiveAcademy 
を確認してください。

3月11日（金） 川並香順記念講堂卒業証書学位記授与式 10：30

3月7日（月） ActiveAcademy卒業者名簿発表 10：00

大学（児童）
10：15着席完了

3月12日（土） 川並香順記念講堂卒業証書学位記授与式

午前
10：30

午後
14：30

大学（心理、社会福祉）
短大（保育）
10：15着席完了

大学（文学、人間栄養、看護、演奏、音楽総合）
短大（総合文化）
14：15着席完了

看護学科は、日程が異なりますので、ActiveAcademy 
を確認してください。

（1）当日の流れ … 指定教室→卒業証書学位記授与式→クラスごとに証書授与（指定教室）
（2）服装 ………… 袴等も含め式典にふさわしい服装とさせていただきます。
（3）持ち物 ……… 学生証（回収するため、事前にチャージ金額を清算してください）、筆記用具、証書を持ち帰る袋
（4）留意事項 …… 欠席の場合は3月14日（月）～3月25日（金）までに学生本人が、学生証・印鑑を持参し、教育支援課に証書等を

取りに来てください。
※学位記授与式・卒業証書学位記授与式後に、クラスごとに教室での証書授与を予定しております。
※3月13日（日）に予定しておりました謝恩会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施を見合わせることとなりました。
　なお、式典終了後に学生と先生方が懇談できる機会を設けることを検討しております。

3．卒業後の進路（就職・進学等）
卒業後の進路が決まり、担任・キャリア支援課に報告していない学生は、進路決定の報告をしてください。
なお、就職が決まった場合には SEITOKUNAVI にて就職の登録をしてください。

4．納付金期限日（保育科第二部のみ）（問い合わせ：経理課）
2月4日（金）迄に、納付金の残額を千葉興業銀行松戸支店預金口座へ入金してください。

今後の新型コロナウィルス感染症に係る状況の変化により、
実施方法等を変更する可能性があります。

その際は、本学ホームページ・ ActiveAcademy
にてお知らせいたします。

学年末年始連絡事項
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2．在学生オリエンテーション

日 時

2月14日（月）
　　～18日（金）

業界セミナー
※出陣式（14日）

セミナー
10：00 ～ 17：00

オンライン
（Zoomにて実施）

事 項 時 間 場 所 対　象　等

大学3年、短大1年の企業系就職希望者
【公務員（事務）・栄養士・音楽講師を含む】
参加必須・大学1・2年生も参加可能
出陣式9：25（Zoom入室完了）

3月24日（木） オリエンテーション
学生委員研修会 9：00～16：30

14：00～

7201教室 オリエンテーション学生委員
＊後日詳細を郵送いたします。

3月28日（月） 追・再試験の合否発表 ActiveAcademy
ActiveAcademyのSEITOKUDesignChartの「試験結果」
より確認
＊必ず本人が確認してください。

3月31日（木） 入寮式 川並香順記念講堂 新寮生役員

クラス毎時間指定
4月2日（土）
　　～ 7日（木） 定期健康診断 指定教室

詳細は、ActiveAcademyにてお知らせします。
＊指定の時間に健康診断が受けられないオリエンテーショ
ン学生委員は、保健センターに申し出てください。

9：30～4月1日（金） 入学式

4月6日（水） 授業開始

体育館

2月24日（木）
秋学期試験（本試験）の
合否及び追・再試験の
時間割発表、受験申込

大学1年・短大
　　　13：00～
大学2・3年
　　　14：00～

ActiveAcademy

大学1・2・3年生
短大（第一部）1年生、短大（第二部）1・2年生
ActiveAcademyのSEITOKUDesignChartの「試験結果」
より確認
＊必ず本人が確認してください。

2月28日（月）
　　～3月2日（水）

追・再試験期間 指定時間 オンラインまたは対面

3月28日（月）
詳しくは2月21日の週に、ActiveAcademyにてお知らせします。
※学科によっては予定日より早くなる場合があります。

3．納付金期限日（保育科第二部のみ）（問い合わせ：経理課）
2月4日（金）迄に、納付金の残額を千葉興業銀行松戸支店預金口座へ入金してください。

4．その他
大学に登校する場合は必ず「学生証」を持参し、正門（守衛所）で提示し、カードリーダーへ触れてください。

学年末年始連絡事項

在 学 生
大学（昼間主・夜間主）1・2・3年・短大（第一部）1年・短大（第二部）1・2年

1．学年末始の主な日程

現在みなさんへの連絡は
ActiveAcademyでの配信が多くなっています。

随時チェックして、
情報を見落とさないようにしてください。



4

2022.1   No. 227SEITOKU TIMES

1．学年末の主な日程

2．学位記授与式

日 時

2月1日（火）
　　～2月28日（月）
3月7日（月）

個人用ロッカー
鍵の返却期間

修了者名簿発表

8：30～17：00

ActiveAcademy

学生支援課

川並香順記念講堂

事 項 時 間 場 所 対　象　等

今年度の修了年次生全員
※ロッカー内の物は持ち帰ってください。

3月11日（金） 学位記授与式 10：30

10：00

児童学、教職
10：15着席完了

午前
10：30

午後
14：30

3月12日（土） 川並香順記念講堂学位記授与式

臨床心理学
10：15着席完了

言語文化、人間栄養、看護学、音楽文化
14：15着席完了

（1）当日の流れ … 指定教室→ガウン着用（指定教室）→学位記授与式→諸手続き（指定教室）
（2）服装 ………… ガウン（本学で用意）着用（ガウンの下はスーツで上着が必要）、かかとの低い靴
（3）持ち物 ……… 学生証（回収するため、事前にチャージ金額を清算してください）、筆記用具、証書を持ち帰る袋
（4）留意事項 …… 欠席の場合は3月14日（月）～ 3月25日（金）までに本人が、学生証・印鑑を持参し、教育支援課に証書等を取りに

来てください。

3．修了後の進路（就職・進学等）
学位記授与式当日に調査をしますのでご協力ください。（就職先・進学先の名称・住所等を記入）

修了年次生
大学院生（博士前期課程・修士課程・博士後期課程・専門職学位課程）

学年末年始連絡事項

今後の新型コロナウィルス感染症に係る状況の変化により、
実施方法等を変更する可能性があります。

その際は、本学ホームページ・ ActiveAcademy
にてお知らせいたします。
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1．学年末始の主な日程
日 時

4月2日（土）～ 定期健康診断

4月6日（水） 授業開始

─── ───

─── ───

事 項 時 間 場 所 対　象　等

3．その他
学生証 …… 登校時は常に携帯し、大切にしてください。（修了まで有効）
　　　 　　 大学に登校する場合は必ず「学生証」を持参し、正門（守衛所）で提示し、カードリーダーへ触れてください。

詳細は、ActiveAcademy にてお知らせします。

聖徳大学「公益財団法人 日本高
等教育評価機構（JIHEE）」が実
施する大学機関別認証評価で、
「基準に適合している」と認定さ
れました。

2019
聖徳大学短期大学部は、一般財
団法人短期大学基準協会による
第三者評価（機関別認証評価）
の結果、「適格」と認定されまし
た。

発行　聖徳大学・聖徳大学短期大学部　千葉県松戸市岩瀬 550　TEL 047-365-1111（大代表）　編集：学生支援課

在 学 生
大学院生

学年末年始連絡事項

現在みなさんへの連絡は
ActiveAcademyでの配信が多くなっています。

随時チェックして、
情報を見落とさないようにしてください。

2．在学生オリエンテーション
3月28日（月）
詳しくは2月21日の週に、ActiveAcademyにてお知らせします。
※学科によっては予定日より早くなる場合があります。


