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2023年度 

上智大学 

入学手続要項 

助産学専攻科入学試験 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※提出された入学手続書類について、不備や不足等があった場合は、本学入学センターからご登録いただ

いた電話番号またはメールアドレス宛に連絡させていただく場合があります。 

 

※入学手続書類の到着確認に関する問合せには応じることができません。 

配送状況については郵送した際に郵便局から受領する受領証等に記載の問合せ番号を用いて、ご自身で

確認してください。 

 

 

 

 

上智大学  入学センター 

〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1 

   TEL 03（3238）3167 

事務取扱時間 （平日）10：00～11：30、12：30～16：00 

アドミッションズオフィス  

12号館 1階 10：00～11：30、12：30～16：00（土・日・祝日休業） 
※新型コロナウイルスの影響によりアドミッションズオフィスの開室状況は変更となる場合があります。 

お越しいただく際は事前に大学公式Webサイトの確認をお願いいたします。 

本要項を熟読し、必ず所定の期日までに必要な手続きを完了してください。 

入学手続締切日までに入学手続きを完了しない者は、入学を許可しません。 
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入学手続締切日                            
期日までに手続金の納入および必要書類が郵送されない場合は入学資格を失います。 

※補欠入学許可者の入学手続締切日は入学許可通知日により異なります。 

入学試験の種類 入学手続締切日（当日消印有効） 

助産学専攻科入学試験 2022年 10月 12日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

入学手続きの注意事項                        
（1）入学手書類の送付および手続金（入学金＋授業料等）の振込みにより入学手続きは完了となります。指

定期間内に手続きが行われない場合は、入学資格が取り消されますので、十分注意してください。 

 

（2）手続金の納入は銀行窓口での振込（電信扱い）に限ります。自動振込機（ATM）、インターネットバンキン

グ等の利用はご遠慮ください。 

 

（3）締切日までに必ず本学指定口座に入金済みとなるように手続きしてください。銀行の窓口取り扱い時

間内であっても、振込依頼の時刻によっては入金が翌営業日となる場合がありますのでご注意ください。

締切日の送金は必ず当日中に本学指定口座に入金されることを確認のうえ、ご依頼ください。 

 

（4）上智大学入学センターから合格者宛に郵送する書類はありませんが、入学手続締切日から約１～２週間

後、㈱ソフィアキャンパスサポートから、新入生向けのご案内（保険の冊子等）をお送りします。 

 

（5）入学手続き後に住所が変更となった場合は、入学後 Loyola（上智大学教学支援システム）から住所変更

の手続きをご自身で行ってください。入学センターから合格者にお送りする郵送物はありませんので、

入学前に住所変更について入学センターにお知らせいただく必要はありません。上記（4）の郵送物につ

いては㈱ソフィアキャンパスサポートまでお問い合わせください。 

問合せ先 ㈱ソフィアキャンパスサポート Email: scs-eigyou-co@sophia.ac.jp 
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入学手続の流れ （本学から合格者宛に郵送する書類はありません）           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webによる入学手続（ｐ５参照） 

入学手続きに必要な費用の納入（ｐ１２参照） 

■入学申込金および１年分学費（＝全額）納入 または ■入学申込金および春学期学費納入 

（銀行振込のみ※インターネットバンキング・ATM振込不可） 

入 学 手 続 完 了 

辞
退
す
る
場
合 

 

入学手続きに必要な書類を郵送（ｐ１４参照） 

入学手続締切日（当日消印有効） 

（該当者のみ） 「卒業証明書（修了証明書）」の郵送 

※p.１４を確認し、2023年 3月 31日までに「必要書類（コピー不

可）」を郵送してください。 

ｐ１８を確認し、必要な手

続きを期日までに行って

ください。 

ｐ１８を確認し、必要な手

続きを期日までに行って

ください。 

辞
退
す
る
場
合 
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新型コロナウイルス感染症の状況によっ

て、各種スケジュールが変更する場合があ

ります。変更が生じた場合には、合格者の

方へメールにて（出願時の登録メールアド

レス）変更内容を通知いたします。 
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１．Webによる入学手続の方法                       
（１） 入学手続の手順  入学手続は、Web出願システム上のマイページから行います。 

マイページ URL: https://exam-entry-sp.52school.com/sophia/my/session/create 

１．マイページで入学手続きを開始する 

 

マイページ画面の一

番下のメニューより

入学手続をクリック

してください。 

※または、画面右側

のマイページメニュー

「▶入学手続」をクリッ

クしてください。 

  

２．入学手続きを行う学科・専攻を選択する 

 

 

入学手続きをする

「入試種別」、「学科・

専攻」をプルダウンよ

り選択し、「受験番号

（５桁の数字）」を入力

後、 

次へをクリックしてく

ださい。 

３．入学手続要項をダウンロードする  

 

こちらをクリックし、

「入学手続要項」（PDF

ファイル）をダウンロ

ードしてください。 

  

４.個人情報を登録する  

 

 

「１ 個人情報登録」メ

ニューより手続きす

るをクリック。 

※「（２）個人情報入力

と写真データ登録の

留意点」を参照しなが

ら、詳細を入力してく

ださい。 
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５．顔写真をアップロードする ※顔写真は入学手続きと学生証に利用します。  

 

「２ 顔写真アップロ

ード」メニューより 

アップロードをクリッ

ク。※ 「②写真デー

タ」を参照しながらア

ップロードしてくださ

い。 

  

６．入学手続に必要な費用の納付金振込票をダウンロードする１／２  

 

金額を確認後、手続

きするをクリック。 

 

 

  

７．入学手続に必要な費用の納付金振込票をダウンロードする２／２ 

ここでダウンロード・印刷する納付金振込票を使用し、入学手続締切日までに銀行窓口

（ATM・インターネットバンキング等不可）でお振込みください。 

「支払方法選択」メニ

ューより 

「完納（１年分）」また

は「分納（半期分）」の

いずれかを選択し、

「納付金振込票」をダ

ウンロード（PDF ファ

イル）し、印刷する。 

※A4 横・カラーで印

刷してください。 
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８．入学手続に必要な書類をダウンロードし、郵送する 

 

 

「４ 書類等出力」 

メニューより、「学籍

原簿・誓約書」および

「封筒貼付け用宛名

（大）」をダウンロード

し、印刷する。 

 

↓ 

 

 

 

 

 

「学籍原簿・誓約書」、 

「封筒貼付け用宛名

（大）」はそれぞれ A4

縦・カラーで印刷して

ください。 

↓  

 

 

p.１４をよく読み、必要な書類の郵送を期日までに行ってください。 

書類の到着チェックに必要なため、必ず上記の宛名ラベルを印刷し、使用してください。 

↓  

（該当者のみ） 「卒業証明書」等の郵送 【2023年 3月 31日まで】   

 

 

p.１４をよく読み、期日までに郵送してください。 

書類の到着チェックに必要なため、必ず上記の宛名ラベルを印刷し、使用してください。 

 

（該当者のみ） 入学手続きに必要な書類の提出 ※入学式当日 

p.１７を参照し、該当者はアドミッションズオフィス（12号館 1階）に提出してください。   
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入学手続き完了 

 

 

※提出された入学手続き書類について、不備や不足等があった場合は、本学入学センターからご登録

いただいた電話番号またはメールアドレス宛に連絡させていただく場合があります。 

※入学手続書類の到着確認に関する問合せには応じることができません。 

配送状況については郵送した際に郵便局から受領する受領証等に記載の問合せ番号を用いてご自身で確認して

ください。郵便局の追跡サービス上で本学に書類が到着しているにもかかわらず、到着から一週間以上、「提出書

類を受け付けました。」という表示がされない場合は、お手数ですが入学センターまでお問い合わせください。 

 

（２）個人情報入力と写真データ登録の留意点  

①個人情報入力 

本人氏名は、日本国籍の方は漢字氏名、外国籍の方は（漢字氏名がある場合でも）アルファベット氏名が学位記、

各種証明書等に使用されます。 

入力項目 *は、入力必須項目 入力に際しての留意点等 

【学生情報】 

*本人国籍 選択 該当の国籍を選択してください。 

*本人氏名 

姓、名、（ミドルネーム） 

全角 日本国籍の方は、戸籍名（住民票に記載された漢字氏名）を入力し
てください。外国籍の方は、入力不要です。 
※本項目の入力はシフト JIS（JIS2004）に登録されている漢字に限ります。
入力できない漢字については、著しく差異のない別字体を入力してくださ
い。 

セイ,メイ, 

（ミドルネーム） 
全角カタカナ 

SURNAME,GIVEN 

NAME,(MIDDLE NAME) 
半角英字（大文字） アルファベット（ヘボン式） 

特殊文字入力 姓、名、（ミドルネーム） 

全角上記の「本人氏名」欄に入力できない漢字があった場合はチェック
後、該当漢字を入力してください。 
※本項目に入力可能な漢字であっても本学で使用できない漢字がありま
すので予めご承知おきください。 

*性別 選択 男性、女性のいずれか一方にチェックをしてください。 

*生年月日 半角数字 西暦で入力してください。 

*本学で使用する氏名 選択 日本国籍の方は、「漢字」が選択されます。外国籍の方は、「アルファ
ベット」が選択されます。 

二重国籍 

二重国籍（日本と日本以外の国）の方でアルファベット氏名を希望する場
合はチェックをしてください。 
注) 氏名の取り扱いについては【二重国籍者の氏名取り扱いについて】を
参照してください。 

*本人住所区分 
選択 「国内」にチェックをしてください。国内に住所がなく、4 月以降の住
所が未定の方は、「国外」を選択し、本人郵便番号、住所、電話番号は入力
不要です。 

郵便番号 半角数字 入力後、「郵便番号から住所を表示する」ボタンをクリックする
と、「都道府県」および「住所１」に該当住所が自動入力されます。 

都道府県 自動入力または選択  

住所１ 半角全角 ４月以降に居住する住所（都道府県名を除く）を入力してくださ

「１ 個人情報登録」、「２ 顔写真アップロード」、「３ 

入学手続きに必要な費用の納入」までのステップは、

左側の青いボックス上に「登録済」や「完了」とステー

タス表示がされますが、「４ 書類の出力」以降のステ

ップは、手続きが完了してもステータス表示は変わ

りません。入学センターに書類が到着すると、左のよ

うに黄色いボックスに「提出書類を受け付けまし

た。」というメッセージが表示されます。 
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住所２ い。未定の場合は現住所を入力してください（海外の場合は記入不要）。
「住所２」には番地以降を入力してください。 

*本人電話番号 
半角数字 電話番号を市外局番から入力してください。（ハイフンなし） 
例：0311111111  例：08011111111 

*本人携帯電話番号 半角数字 電話番号を入力してください。（ハイフンなし） 
例：08011111111 

【在留資格情報】 

*在留資格状況 選択 該当箇所にチェックをしてください。 
※日本国籍の方は「無し」を選択してください。 

在留資格 選択 該当箇所にチェックをしてください。 

在留期間開始日 
半角数字 在留カード記載の日付を入力してください。 

在留期間終了日 

在留カード番号 半角英数字 在留カード記載の番号を入力してください。 

【社会人に関する情報】 

社会人区分 選択 該当の項目を選択してください。 
※学生本人が社会人の場合は入力してください。社会人ではない場合は
入力不要。 

社会人勤務先（勤務先所在国名、勤務先名称） 全角／半角 
※学生本人が社会人ではない場合は入力不要。 
例：日本、ABC商事 

【保証人情報】 

*保証人居住国 選択 該当の国籍を選択してください。 

*保証人氏名 

姓、名、（ミドルネーム） 

全角 日本国籍の方は、戸籍名（住民票に記載された漢字氏名）を入力し
てください。外国籍の方は、入力不要です。 
なお、入力できない漢字については、著しく差異のない別字体を入力して
ください。 
※保証人は、一家計を立てる成年者で、本人の学費と一身上に関する一
切の責任を負うことのできる方、原則として父母です。 

漢字氏名無し 選択 該当の方は、チェックをしてください。 

セイ,メイ, 

（ミドルネーム） 
全角カタカナ 

SURNAME,GIVEN 

NAME,(MIDDLE NAME) 
半角英字（大文字） アルファベット（ヘボン式） 

*入学者との関係 選択  

*保証人電話番号 
半角数字 電話番号を市外局番から入力してください。（ハイフンなし） 
例：0311111111  例：08011111111 

*Ｅメールアドレス 半角 

*保証人住所が本人と 
選択 本人住所と保証人住所が「異なる」か「同じ」かのいずれか一方にチ
ェックをしてください。 
※「同じ」を選択すると本人住所が下記項目に自動入力されます。 

*保証人住所区分 

選択 保証人住所が日本国の場合は、「国内」にチェックをしてください。
保証人住所が日本国以外の場合は、「国外」にチェックをしてください。 
※日本国以外に居住する方を保証人にできるのは、原則として本人の国
籍が外国籍の方のみです。 

保証人郵便番号 

半角数字 入力後、「郵便番号から住所を表示する」ボタンをクリックする
と、「都道府県」および「住所１」に該当住所が自動入力されます。 
※日本国以外に居住する方を保証人とする場合は、当該国の郵便番号を
入力してください。 

保証人住所 都道府県 自動入力または選択 

*住所１ 

 

半角全角 居住する住所（都道府県名を除く）を入力してください。 
「住所２」には番地以降を入力してください。 
※保証人居住国が海外の場合は半角アルファベットで入力してください。 
※保証人住所宛に、学費請求書類、学事上の重要事項通知、大学の広報誌
等が郵送されます。ただし、国外保証人には郵送されない書類がありま
す。 

住所２ 

勤務先 
本項目の入力は任意です。 

勤務先電話番号 
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【学歴】 

*上智大学で入学する課程 選択入学先を選択してください。 

高校卒業年月 
半角数字 西暦で年月を入力してください。 
※卒業見込の方は、卒業見込年月を入力してください。 

高校都道府県 選択 ※外国の場合は「その他」を選択してください。 

高校種別 
選択 「国立」「公立」「私立」「外国」「その他」のいずれか一つを選択してく
ださい。 

高校名 
半角全角 「○○高等学校」と入力してください。 
海外の場合は、アルファベットで入力してください。 

大学卒業年月 

半角数字 西暦で大学を卒業（退学）した方は、大学卒業（退学）年月日を
入力してください。 
※卒業見込の方は、卒業見込年月日を入力してください。 
※これまでに大学に在学したことがない方は入力不要です。 

大学都道府県 選択 ※外国の場合は「その他」を選択してください。 

種別 選択 「国立」「公立」「私立」「外国」「その他」のいずれか一つを選択してく
ださい。 

大学名 
半角全角 「○○大学」と入力してください。海外の場合は、アルファベット
で入力してください。 

学部名 半角全角 「○○学部」と入力してください。海外の場合は、アルファベット
で入力してください。 

学科名 半角全角 「○○学科」と入力してください。海外の場合は、アルファベット
で入力してください。 

卒業／退学 選択 ※卒業見込の方は、「卒業」を選択してください。 

社会人の方はチェックしてください 選択 該当の方は、チェックをしてください。 

【家族】  

家族１ 続柄 父 

氏名・職業・勤務先または在学学校名 
本項目の入力は任意です。 

家族２ 続柄 母 

氏名・職業・勤務先または在学学校名 

本項目の入力は任意です。 

家族３～１０ 

続柄・氏名・職業・勤務先または在学学校名 

※高等学校卒業程度認定試験合格（高卒認定）で手続きする方は、下記の事項について矢印のとおり入力（選択）してください。 

高校卒業年月→「高卒認定合格年月」、高校都道府県→「未選択または高卒認定を受験した会場都道府県」、高校種別→「その他」、

高校名→「高等学校卒業程度認定試験合格」 

 

②写真データ 

 顔写真は、入学手続きと学生証(IDカード)に利用し、在籍期間中使用します。 

 あらかじめ、証明写真機（写真データのダウンロードや取得ができるもの）、スマートフォンやタブレット端末のカメラ

機能、デジタルカメラ等で以下の基準を満たす写真データをご準備ください。 

■カラー写真(白黒不可) 

■直近 3ヶ月以内に撮影した本人のみが写っている写真であること 

■｢白／青／グレーを基調とし無地の壁｣を背にして撮影してください。 

■上半身・正面、無帽、背景なし、枠なし。 

■画像に加工を施していないこと（証明写真機の機能を除く） 

■ファイル形式は、jpg・png・gifのみ、ファイルサイズ 3MB以下、縦横 5,000px以下であること 

なお、手続期間後は、写真の変更ができませんのでご注意ください。 
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【二重国籍の方の氏名の取り扱いについて】 

日本と日本以外の国との二重国籍の方は、原則として、日本の戸籍名（住民票に記載された氏名）が登録されます｡ 

ただし、外国籍のパスポートに記載された氏名の使用を希望する場合は、外国籍のパスポートの写しを入学手続き時

に提出することにより、使用することができます（下記参照）。 

※マイページメニューの個人情報登録画面で入力した氏名は、在籍期間中および卒業後に本学が発行する各種書

類等に表記されることになります。 

 

■外国籍のアルファベット氏名を選択する場合 

外国籍のアルファベット氏名が記載されたパスポートの写しを入学手続書類に同封してください。 

マイページメニューの個人情報登録画面の学生情報は、以下のとおり入力してください。 

入力項目 *は、入力必須項目 入力に際しての留意点等 

【学生情報】 

*本人国籍 「日本」を選択してください。 

*本人氏名 

姓、名、（ミドルネーム） 入力不要 

セイ,メイ, 

（ミドルネーム） 
全角カタカナで表記を入力してください。 

SURNAME,GIVEN 

NAME, 

(MIDDLE NAME) 

半角 英字（大文字） 外国籍のパスポートに記載されたアルファベット表記
を入力してください。 

二重国籍 チェックをしてください。 

※外国籍の方で、「在留資格認定証明書」（COE）の代理申請や、在留期間更新を希望する方は、入学センター

（TEL: 03-3238-3517）までお問合せください。 
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２. 入学手続に必要な費用と納入方法                     

（１）入学手続に必要な費用 

                                              （単位：円） 

 他大学出身者 

2023年 3月 

本学卒業/ 修了見込者 

および 

2022年 9月 

本学卒業/ 修了者 

2022年 3月以前 

本学および聖母大学 

卒業/ 修了者 

摘 要 

入 学 金 200,000 0 100,000 入学時のみ 

在 籍 料 30,000 30,000 30,000 各学期 

授 業 料 400,500 400,500 400,500 各学期 

教 育 充 実 費 50,000 50,000 50,000 各学期 

実 験 実 習 費 152,500 152,500 152,500 各学期 

学生教育研究災害傷害保険料 800 800 800  

春 学 期 833,800 633,800 733,800  

秋 学 期 633,000 633,000 633,000  

１ 年 分 1,466,800 1,266,800 1,366,800  

 

 

＜各費目の留意点＞ 

費目 留意点 

入学金 〇入学金とは、入学できる地位を取得するための対価です。 

〇本学を卒業（修了）した方の入学金については以下の通りとなります（予定者を含む）。 

ａ．本学を卒業(修了)した方が卒業(修了)後1年以内に入学した場合・・・全額免除 

ｂ．本学を卒業(修了)した方が卒業(修了)後1年経過して入学した場合･･･半額免除 

※以前に上智短期大学（現：上智大学短期大学部）を卒業または聖母大学を卒業（修了）された

方は、入学センター（TEL：03-3238-3５１７）までご連絡ください。 

在籍料 〇在籍料とは、在籍することに対する基本的な費用（在籍保証料、在籍管理料）です。 

〇休学する場合は在籍料のみ納付が必要です。なお、休学中も以下のサービスが利用可能です。 

・大学サービス（定期健康診断、ウェルネスセンター（健康支援）、カウンセリングサービス、証明

書発行等） 

・各種システム（メール、ポータルサイト等） 

・施設（図書館、ＰＣルーム等） 

授業料 〇授業料とは、学位の授与に要する教育サービスの対価です。 

教育充実費 〇教育充実費とは、教育研究環境の維持管理及び将来に向けた整備充実のための費用です。 

実験実習費 〇実験実習費とは、教育研究活動における実験や実習に要する費用です。 

学生教育研究災

害傷害保険料 

〇学生教育研究災害傷害保険とは、国内外における教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外

来の事故によって身体に傷害を被った場合の補償救済措置として適用されるもので、本学学

生は入学時に全員加入することになっています。教育研究活動中の事故とは、正課中、学校行

事中、課外活動中（大学に事前に届出があるもの）、通学中、その他学校施設内にいる間に起こ
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ったものです。 

〇保険期間は１年間です。なお、当初納入した金額に対応する保険期間を過ぎて在学する場合、

1年毎に800円かかります。 

＜他大学出身の方へ＞ 

本学には上智大学ソフィア会という同窓会があります。修了後の各種ご案内など修了生へのサービスの継続を

行っております。ソフィア会への入会と同窓会費（ソフィア会終身会費40,000円）の納入につきましては修了式の

ご案内をお送りする際にお知らせします。 

 

（２）入学手続に必要な費用の納入方法 

入学手続に必要な費用の納入方法は、「完納（１年分）」または「分納（半期分）」の２種類です。希望する「納付金振込票」

（PDFファイル）を入学手続メニューからダウンロードした後、印刷してください（A4横・カラー）。 

※締切日までに納入しない場合は、入学資格を失いますので、ご注意ください。 
 

納入方法 納付金振込票 締切日 

完納（１年分）  あ  完納用   入学手続締切日 （参照） 

分納（半期分） 

 い  分納用（春学期） 入学手続締切日 （参照） 

※2023 年度より口座振替による学費徴収を

開始する予定です。分納を選択した場合、秋

学期分学費納付についてあらためて詳細をお

知らせします。 

 

   

（３）納入時の注意事項 

入学手続に必要な費用は、下記のとおり納入してください。 

① 納入は銀行窓口での振込（電信扱い）に限ります。 

自動振込機（ATM）、インターネットバンキング等の利用はご遠慮ください。 

  ※みずほ銀行の本・支店では、手数料は不要です。 

② 締切日までに必ず本学指定口座に入金済みとなるようにお手続きください。銀行の窓口取扱時間内であっ

ても、振込依頼の時刻によっては入金が翌営業日となる場合がありますのでご注意ください。締切日の送金

は、必ず当日中に本学指定口座に入金されることを確認のうえ、ご依頼ください。 

③ 印刷（A4 横・カラー）をした「納付金振込票」は、外枠の点線で切り取った後（ただし、Ⓐ振込金受取書とⒷ 

振込依頼書は切り離さない）、依頼日を記入し、銀行窓口へご持参ください。 

④ 取扱銀行で発行するⒶ振込金受取書は、本学の領収書に代わるものですので、大切に保管してください。 

⑤ 一度納入した入学手続に必要な費用は、原則として返還いたしません。 

⑥ 上智大学で入学手続に必要な費用の納入を確認した際（入金日の翌営業日）には、「入学手続メニュー」「３ 

入学手続に必要な費用の納入」の「支払状況」が「入金済」と表示されます。 
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３. 入学手続に必要な書類と郵送方法             

（１） 「学籍原簿・誓約書兼個人情報の取り扱いに関する同意」と「住民票」の郵送方法 

入学手続締切日（当日消印有効） までに郵送すること。 

・次の①・②の書類を市販の角形 2 号封筒に入れ、入学手続メニューの「４ 書類等出力」よりダウンロード・印刷した

「封筒貼付け用宛名（大）」を貼付し、速達・簡易書留で送付してください。 

※速達・簡易書留で郵送しなかった場合の書類の紛失・事故等について大学は一切責任を負いません。 

宛名ラベルに記載されているバーコードを使用して書類の到着チェックを行っています。指定の宛名ラベルを使用

しない場合、書類受理が正常に行われない可能性があります。必ず正しい宛名ラベルを使用してください。 

 

 

  

・郵送中に宛名票が破損した場合に備え、封筒裏面に住所・氏名を記載してください。 

これらの書類は郵送でのみ受付しております。直接大学（アドミッションズオフィス等）へ提出することはできません。 

 

 

 

 

 

 

  

 

①「学籍原簿・誓約書兼個人情報の取り扱いに関する同意」記入上の注意 

【☑ご提出前にご確認ください】  

□上部の保証人欄に記載された（「4個人情報を登録する」で入力した）保証人と、下部の保証人氏名署名欄（捺印）の

保証人は、同一氏名である。 

□日本国籍の学生氏名は、住民票に記載の通りの氏名を入力した。 

※通称名の使用を希望する場合は、住民票に「通称名」の記載がある場合に、「通称名使用願い」を提出することで学内での通称名使用が認められ

ます。下記のメールアドレスにご連絡いただけましたら、「通称名使用願い」の所定用紙をお送りいたします。プリントアウトして記入・捺印の上、手

続書類に同封してください。またメールは以下の通りにご記載ください。 

Email：admapp-g-co@sophia.ac.jp 【件名】通称名使用願送付希望 【本文】入学者氏名／入学先学部・学科／受験した入試種別／受験番号 

□学生氏名の捺印に使用する印鑑と保証人氏名の捺印に使用した印鑑は別々のものである。 

※（日本国籍の学生・保証人）はサイン（手書き）不可です。必ず印鑑を捺印してください。 

□（日本国籍の学生）保証人住所は日本国内である。 

１ ２ 

封
筒
貼
付
け
用
宛
名
（大
） 

※提出された入学手続書類について、不備や不足等があった場合は、本学入学センターからご登録いただいた電話番号ま

たはメールアドレス宛に連絡させていただく場合がございます。 

※入学手続書類の到着確認に関する問合せには応じることができません。 

配送状況については郵送した際に郵便局から受領する受領証等に記載の問合せ番号を用いてご自身で確認してください。

郵便局の追跡サービス上で本学に書類が到着しているにもかかわらず、到着から一週間以上、入学手続きメニューに 

「提出書類を受け付けました。」という表示がされない場合は、お手数ですが入学センターまでお問い合わせください。 

市販の角形２号封筒 

クリアファイル・クリッ

プ等は同封しないでく

ださい。書類のみ封筒

に入れてください。 
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② 住民票（住民票記載事項証明書）（市区町村発行のもの※コンビニエンスストア等で取得したものでも可）  

※原本のみ受付。コピーしたものでは受付できません。 

■マイナンバー（個人番号）が記載されていないものを提出してください。 

※マイナンバー入りのものは受取できません。また、マイナンバー部分を黒塗り等しての提出はご遠慮ください。 

■本人分のみで結構です。本籍・続柄は表示の有無を問いません。 

■住民登録の住所が通学時の住所でなくても構いません。 

■住民票の発行日は問いません。 

 

【☑ご提出前にご確認ください】 

□コピーでなく原本である。 

□マイナンバーは記載されていない。 

 

＜現時点で日本国内の住所を持たない方（住民登録していない方）＞ 

巻末の「入学手続きに関する連絡事項票」に記入し、手続き書類に同封してください。入学後、住民票（住民票記載

事項証明書）を 4 月末日までにアドミッションズオフィス（12 号館 1 階）に提出してください。提出の際は、付箋かメモ

に「①受験番号、②受験した入試種別、③名前、④入学先（学部学科または専攻等）」を書いて住民票（住民票記載事項

証明書）に添付してください。 

学籍原簿・誓約書 

記入見本 

 

学生本人 と 
保証人（個人情報

入力画面でご入力

の保証人と同じ） 
それぞれご署名
お願いします。 
 
※日本国籍の学生

の保証人は原則、国

内に住所がある方で

す。 

外国籍の方

はサイン可 

日本国籍の方

はサイン不可。
印鑑を捺印して
ください。 

 

印字されてい
る学歴以外の

学歴がある場
合「その他の
学歴」欄にご
記 入 く だ さ
い。 



（助産学専攻科）- 16 - 

＜外国籍の方＞ 

国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号が記載されているものを提出してください。漢字氏名のみで住民登録

している方はアルファベット氏名を併記名として住民登録するか、パスポートのコピーを同封してください。 

 

＜入学手続後に住所変更をする（予定）の方＞ 

入学手続後に住所が変更となった場合は、入学後 Loyola（上智大学教学支援システム）から住所変更の手続きをご

自身で行ってください。入学センターから合格者にお送りする郵送物はありませんので、入学前に住所変更について

入学センターにお知らせいただく必要はありません。 

 

（２） 【該当者のみ】2023年 3月 31日（金）までに提出するもの 

出願時に「大学卒業（大学院修了）見込」で受験した方のみ、以下①～②の書類を市販の封筒に入れ、宛先を「上智

大学入学センター助産学専攻科入試係」とし、簡易書留で郵送してください。封筒表面には「卒業証明書（学位取得

証明書）在中」と朱書きしてください。 

これらの書類は郵送でのみ受付しております。直接大学（アドミッションズオフィス等）へ提出することはできませ

ん。 

① 出身大学の卒業証明書（大学院修了は修了証明書） ※ただし、本学出身者は不要。 

② 出身大学の学位取得証明書 ※ただし、日本国内の大学出身者は不要。 

 

 

         

 

 

※卒業証明書等が厳封されている場合はそのまま長形 3号封筒に入れてください。 

 厳封されていない場合は、学校印（または校長先生のサイン等）があるか確認してください。 

卒業証明書等は（厳封されている場合は封筒ごと）三つ折り等折り曲げてご郵送いただいても構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

封
筒
貼
付
け
用
宛
名
（
小
） 

（
例
）
卒
業
証
明
書 

（
例
）
卒
業
証
明
書 

厳封されていても、されていなくてもどちらでも受付可。

ただし、原本であること（コピー不可）。 

※提出された入学手続書類について、不備や不足等があった場合は、本学入学センターからご登録いただいた電話番号

またはメールアドレス宛に連絡させていただく場合があります。 

※入学手続書類の到着確認に関する問合せには応じることができません。 

配送状況については郵送した際に郵便局から受領する受領証等に記載の問合せ番号を用いてご自身で確認してください。 

郵便局の追跡サービス上で本学に書類が到着しているにもかかわらず、到着から一週間以上、入学手続きメニューに 

「提出書類を受け付けました。」という表示がされない場合は、お手数ですが入学センターまでお問い合わせください。 

 

市販の長形３号封筒 

OR 

厳封済 
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（３） 【該当者のみ】入学式当日に提出するもの 

出願時に「看護師国家試験受験資格取得（見込）」で受験した方のみ、「看護師国家試験合格証書のコピー」を入学式

当日にアドミッションズオフィス(12号館 1階)に提出してください。 

 

４．入学許可証明書の発行について               
奨学金の申請等で「入学許可証明書」が必要な方は、入学手続メニュー「４ 書類等出力」の「入学許可証明書」

より、印刷が可能です。なお、「入学許可証明書」の発行には、入学手続が完了している必要があります。 

 

５．新学期行事日程（予定） 等                  

（１）新学期行事日程（予定） 

4月入学者の行事日程（予定）は以下のとおりです。詳細は、3月上旬より公開予定の入学手続メニュー 

「４ 書類等出力」の「新入生向けWebサイト」にてご確認ください。 

なお、行事日程とは別に専攻科から個別に連絡することがありますので、出願時に登録したメールアドレス

が確実に＠sophia.ac.jpのメールを受信できるように設定してください。 

 

2023年 4月 1日（土） 

学生証（ID カード）の配布 

入学式（東京国際フォーラム） 

履修登録ガイダンス（オンデマンド、注１） 

2023年 4月 4日（火） 助産学専攻科ガイダンス 

2023 年 4 月 1 日（土）～10 日（月）

のうち、1日実施（予定） 
健康診断（注 2） 

2023年 4月 11日（火） 授業開始 

（注1）履修登録ガイダンスは、重要な事項の説明を行うので、入学後、速やかに視聴してください。4/1までに新入

生サイトにリンクが表示されます。 

（注2）健康診断の詳細は、入学後に配付する定期健康診断の案内を参照してください。 

助産実習を行うにあたり、実習生が院内感染の原因となること、あるいは実習生自身が院内での感染曝露

を避けるために、入学前に、感染症抗体価検査を受け、抗体価を確認する必要があります。また、その結果、

麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘及びＢ型肝炎などの抗体価値が本学の定める基準値に満たない場合は、

ワクチン接種を行うことになります。 

感染症抗体価検査及びワクチン接種の詳細は、2022年12月中に、あらためて通知いたします。 

【問合せ先】 ウェルネスセンター TEL：03-3238-3394 

 

（２） 実習ユニフォームについて 

実習では、上智大学専用のユニフォームを着用して行うことになります。ユニフォームの購入については、

2022年 10月中に、別途通知いたします。 
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６．学則                                 
上智大学学則は本学 Web サイト＞キャンパスライフ＞授業履修/教務/証明書の発行＞学則（学部・大学院）のページ

にて公開していますので、ご一読ください。 

 

７．入学辞退について                        

（１）注意事項 

本学への入学手続を完了した後、事情により入学を辞退する場合は、以下の入学辞退手続を行なってください。 

納入した入学手続に必要な費用は、原則として返還しませんが、入学手続完了後、次の要領で入学辞退を申し出た場

合は、納入金から入学金と返還手数料（20,000 円）を差引いた金額を、指定の金融機関を通じて返還します。（所要期

間：１ヶ月程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）申出方法・期限 

郵送（簡易書留・速達）：２０２３年３月３１日（金）必着 

アドミッションズオフィス（１２号館１階）窓口持参：２０２３年３月３１日（金）午後４時（１６：００）まで 

 

 

Twitter 等で告知されている新入生交流会について【注意喚起】 

 

4 月の入学式前後になると、Twitter などの SNS を通じて、上智大学新入生向けの交流会やイベントの告

知が行われていますが、これらの企画に上智大学は一切関知していません。本学の学部学科や在学生、公

認課外活動団体などが独自に主催しているものがある一方、一部でカルト宗教や悪質商法などが正体を

隠して勧誘を行っていることもありますので、十分に注意し、主催者のはっきりしない企画には決して参

加しないようにしてください。 

また、未成年の飲酒・喫煙は法令違反であり、上智大学はこれらの行為に対して、厳正に対処します。 

Twitter 等で新入生に有益な情報を提供するように見せかけて、フィッシングサイトや広告サイトに誘導す

るような事例もありますので、十分に注意してください。 

上智大学の公式 Twitter のアカウントは「@SophiaUniv_JP」（日本語）、「@SophiaUniv_ENG」（英語）のみで

す。 

■入学辞退届の到着が期限を過ぎた場合、入学手続金の返還はできません。 

■入学辞退届の提出について、電子メール、FAX、電話等による申出は受理しません。 

■入学手続金の「振込金受取書のコピー」が添付されていない場合には、書類不備として受理しません。 

また、記載内容に不備・誤り等がある場合も、受理しません。 

■入学辞退届には、本人および保証人の署名、捺印が必要です。 

■保証人は、Web出願システムの基本情報で入力した保証人と同一の方としてください。 

■入学辞退届を受理した場合、受理通知を本人宛に郵送します。 

■入学辞退届を受理後（入学センターに書類が到着した後）、入学辞退を取り消すことはできません。 
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（３）提出書類 

入学辞退届（裏面に振込金受取書のコピー（金融機関の出納印があるもの）を貼り付け） 

※A4 サイズの用紙に「入学辞退届」と明記し、以下の事項１～２０まで全てを記載し添付書類を裏に糊付けしてく

ださい。 

※手書き（ボールペン使用）でもタイプでも構いませんが、辞退者および保証人の印鑑を捺印していただきますよ

うお願いいたします。外国籍の方で、印鑑をお持ちでない方はサインでも結構です。日本国籍の方はサインでは

お受付できません。 

 

 記載事項 

１ 辞退届の記入年月日 

２ 宛先 （「上智大学長」と記載してください） 

３ 入学辞退者の氏名（漢字）と捺印（氏名の脇に捺印してください） 

４ 入学辞退者の氏名フリガナ 

５ 入学辞退者の住所 （郵便番号から記載してください） 

６ 入学辞退者の電話番号 

７ 入試種別 

８ 入学辞退する専攻科（助産学専攻と記載してください） 

９ 受験番号（５桁の数字） 

１０ 保証人の氏名 

１１ 保証人氏名のフリガナ氏名と捺印（氏名の脇に捺印してください） 

１２ 保証人の住所（郵便番号から記載してください） 

１３ 保証人の電話番号 

１４ 納入済み金額合計 

１５ 返還先銀行の銀行名 口座情報が全て正しく記載されていないと、返還が

滞ります。ご提出前にご確認をお願いいたします。 

口座名義人のフリガナを必ず記入してください。 

※国内各金融機関利用可能です（ただし、ゆうちょ銀

行の場合は振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必

要です）。 

１６ 返還先銀行の支店名 

１７ 預金種別（普通か当座か記入してください） 

１８ 返還先銀行の口座番号 

１９ 口座名義人 

２０ 口座名義人のフリガナ 

２１（任意） 辞退の事由（差支えのない範囲でご記入ください）  ※例「〇〇大学に進学するため」 

添付書類 

※裏面に貼り付

けること 

振込金受取書のコピー（金融機関の出納印があるもの） 

※「入学辞退届」（A4）の裏面に剥がれないように糊で貼り付けてください。 

 

（４）提出先 

〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1 

上智大学 入学センター 助産学専攻科入試係宛 

※封筒表面に「入学辞退書類在中」と朱記し、簡易書留・速達で郵送する。 

※入学辞退届の提出時には、Web出願システムから印刷した宛名ラベルは絶対に使用しないこと。 
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８．住まいのご案内（学生寮・学生マンションなど）      

（１）上智大学直営寮（管理運営：上智大学） 

リビンググループ制度や様々な行事など、日々の寮生活を通して、寮生同士が多面的に学び合い成長する「教育寮」

です。 

・上智枝川寮（男子寮）  ・祖師谷国際交流会館（男女）  ・アルペ国際学生寮（男女） 

直営寮の様子、募集情報等については、本学Webサイトをご覧ください。 

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/dormitory/gakusei_ryo.html/index.html  

【問合せ先】 学生センター（2号館 1階）TEL：03-3238-4621 dorm-co@sophia.ac.jp 

    10：00〜11：30、12：30〜15：30（土、日、祝祭日、12/24〜1/4 を除く） 

 

（２）上智大学生専用寮 

（管理運営：㈱共立メンテナンス または ㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク UniLife 新宿店） 

・上智大学専用東中野寮（女子寮） 

・上智大学専用葛西インターナショナル・ハウス（女子寮） 

【問合せ先】 株式会社共立メンテナンス 学生寮事務局 

TEL：0120-88-1030   

      ・学生会館 Luxlass（男女） 

【問合せ先】 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク UniLife 新宿店 

TEL：0120-240-530   https://unilife.co.jp/area/area_kanto/shinjuku_shinano/ 

 

（３）上智大学推薦寮（管理運営：聖マリア修道女会） 

・レストナック和泉館（女子寮） 

【問合せ先】 レストナック和泉館 

TEL：03-3321-3600  http://www.izumikan.sakura.ne.jp/index.html 

 

（４）アパート・マンション 

アパート・マンションの紹介を希望される方は、下記の業務委託会社に直接連絡をしてください。物件情報の

検索や資料請求のお問合せは、各社の Web サイトでも行えます。また、各社の店舗でも物件の受付、紹介、相談を

随時行っております。来店の際は、事前に営業日程･時間をご確認の上、｢合格通知書｣（入学手続トップ画面より

印刷可能）をご持参ください。 

なお、業務委託会社については、株式会社ソフィアキャンパスサポートの Webサイト 

（https://sophia-cs.co.jp/Home-information/202008.html）でも公開しておりますので、ご覧ください。 
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【お問合せ先】 

（１）株式会社共立メンテナンス  

学生寮事務局 

0120-88-1030 

TEL：03-5295-7791 

FAX：03-5295-5906 

〒101-8621 

東京都千代田区外神田 2-18-8  

https://dormy-ac.com 

（２）株式会社学生情報センター 

 首都圏リーシングセンター 

0120-749-070 

TEL：03-5909-5749 

FAX：03-3345-6716 

〒163-0823 

東京都新宿区西新宿 2丁目 4番 1号-

新宿 NSビル 23階     

https://749.jp/ 

 

（３）株式会社毎日コムネット  

学生ﾏﾝｼｮﾝ総合案内ｾﾝﾀｰ  

東京駅前ｾﾝﾀｰ｢上智大学アパート・マン

ション相談係｣ 

0120-423-214 

TEL：03-5204-8501 

FAX：03-5204-8503 

〒103-0028 

東京都中央区八重洲 1丁目3-22 八重

洲龍名館ﾋﾞﾙ 4階 

https://www.gakuman-tokyo.com/ 

（４）株式会社ジェイ・エス・ビー・ネット

ワーク UniLife新宿店 

0120-964-142 

TEL：03-3344-3222 

FAX：03-3344-3666 

〒163-1516 

東京都新宿区西新宿 1-6-1 新宿ｴﾙﾀﾜ

ｰ 16階 

https://unilife.co.jp/ 

（５）伊藤忠アーバンコミュニティ株式

会社 

0120-936-799 

TEL：03-3662-5805 

FAX：0120-981-859 

〒103-0023 

東京都中央区日本橋大伝馬町 

1番 4号 日本橋大伝馬町ビル 4階 

https://www.itochu-

gakuseikaikan.com/ 

（６）株式会社フジランド 

東京女子学生会館 

0120-270-310 

TEL：03-6382-4561 

FAX：03-3381-0158 

〒166-0012 

東京都杉並区和田 1丁目 9番 19号 

https://joshikaikan.jp/ 

 

（７）実教出版株式会社  

市ヶ谷女子学生ハイツ事務局 

TEL：03-3234-1881 

FAX：03-3234-5529 

〒102-0076 

東京都千代田区五番町 5-18 

https://www.ichigaya-jgh.jp/ 
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９．上智大学及び上智大学大学院におけるプライバシーポリシー                 

学校法人上智学院(以下「本学院」といいます。)は、上智大学及び上智大学大学院（以下「本学」といいます。）に在籍

する学生、その保証人その他の個人情報について、以下のとおり適正かつ安全に取り扱います。 

 

１．個人情報の定義 

「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第

１項に定める個人情報とし、特定の生存する個人が識別され又は識別され得る情報で、次に掲げるものを含みます。 

（１）当該個人に帰属する情報の他、当該個人に付与された番号、記号、その他の符号、画像若しくは音声等により当

該個人を識別できる又は当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによ

って識別できるもの 

（２）紙に記入若しくは印刷された情報の他、電子計算機、光学式処理装置等により処理又は保存されているもの 

 

２．利用目的 

本学が収集し取り扱う個人情報は、次のとおり、本学の教育事業運営に必要な目的で利用します。  

学生 

（１）授業、定期試験、研究活動等の教育サービス等の提供 

（２）学籍管理、履修管理、成績管理、学位授与等の学修支援 

（３）介護等体験、教育実習、養護実習、館務実習、教員免許状一括申請 

（４）学費その他の学生納付金の請求、又は当該納付金に関する案内 

（５）課外活動、ボランティア活動、福利厚生、学生保険等の学生生活支援 

（６）学生寮の入寮手続、退寮手続、寮費の請求 

（７）奨学金管理、奨学金の支給、奨学事業を行う学外団体に必要な情報の提供等、経済支援 

（８）保健衛生管理・支援（健康診断、カウンセリング等） 

（９）進路指導、就職活動支援、進路・就職進路先情報管理 

（10）交換留学、短期留学プログラム等、国内外の他大学等への留学に必要な手続きの実施 

（11）学内施設設備（教室、図書館等）利用管理、保安管理 

（12）各種証明書の発行 

（13）入学式、学位授与式その他の式典の実施及びその案内 

（14）上智大学後援会（父母会）及び上智大学ソフィア会（同窓会）の運営支援に必要な業務 

（15）本学が行う各種調査・アンケートの実施及びそのデータ分析、公的機関その他の学外団体

が行う各種調査・アンケートへの回答 

（16）寄付金等の募集案内 

（17）学生表彰 

（18）学生指導、学生懲戒等に必要な手続きの実施 

（19）学生への事務連絡、各種案内の送付・通知 

（20）その他、前各号に付随する業務 

 

※ 本学では学生への教育・指導をより適切に行うために、教育的配慮の必要性から保証人に

対して学生の学業成績、出席状況等を開示することや、修学、履修状況等について相談を行う

場合があります。特別な事情により、保証人への学業成績等を開示することに不都合がある場

合は、学事センターにその旨を申し出てください。 

卒業生 

（１）各種証明書の発行 

（２）本学が行う各種調査・アンケートの実施及びそのデータ分析、公的機関その他の学外団体

が行う各種調査・アンケートへの回答 

（３）進路調査 

（４）寄付金等の募集案内 

（５）学内施設設備（図書館）の利用管理 

（６）その他、前各号に付随する業務 
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保証人 

（１）学生への適切な教育・指導のため、修学・履修状況等について情報提供、本学からの相談 

（２）学費その他の学生納付金の請求、又は当該納付金に関する案内 

（３）学生寮の入寮手続、退寮手続、寮費の請求 

（４）学生への奨学金の支給、奨学事業を行う学外団体に必要な情報の提供等、経済支援 

（５）寄付金等の募集案内 

（６）その他、前各号に付随する業務 

受験生・入

学手続者 

（１）入学者選考・入学者選抜試験の実施 

（２）入学手続に必要な手続きの案内、資料の送付 

（３）入学前教育の実施、資料等の送付 

（４）本学が行う各種調査・アンケートの実施及びそのデータ分析、公的機関その他の学外団体

が行う各種調査・アンケートへの回答 

（５）その他、前各号に付随する業務 

 

３．第三者提供 

本学は、本人から同意を得たとき、又は個人情報その他の法令等に定めがある場合を除き、個人情報を第三者に

提供することはありません。 

 

４．個人情報の提供及び受領時の記録等 

個人情報を第三者（国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除き、以下、本項において

同様とします。）に提供し、又は第三者から受領する場合は、個人情報保護法に従って、必要な事項について記録を作

成し、保管いたします。 

 

５．個人情報の共同利用 

本学は、学生支援、学生の福利厚生その他のサービス向上のため、下記のとおり、個人情報を共同利用する場合が

あります。 

（１）株式会社ソフィアキャンパスサポート 

① 共同利用する個人データの項目 

学生の氏名、学生の住所、学生の生年月日、学生の学年、所属（学部学科等）、学生番号、学生の性別 

保証人の氏名、保証人の住所、保証人の電話番号、保証人の Eメールアドレス 

② 共同利用者の範囲 

株式会社ソフィアキャンパスサポート（※） 

※ 「株式会社ソフィアキャンパスサポート」とは、学校法人上智学院 100％出資の事業会社です。株式会社ソフィア

キャンパスサポートは、学校法人上智学院が設置する学校の生徒、学生へのサービス向上を第一に、上智学院の

よきパートナーとして、教育、研究、社会貢献活動を支援するとともに、事業展開から得られる収益を上智学院に

還元し、「魅力ある学校」の創造に貢献することを企業理念としています。 

③ 共同利用における利用目的 

総合的な学生サービスにかかる各種制度、イベント等の情報提供、その他、学生の福利厚生の向上のため 

④ 個人データの管理について責任を有する者の名称 

学校法人上智学院（問合せ先：総務グループ 03-3238-3172） 

 

（２）上智大学後援会 

① 共同利用する個人データの項目 

保証人の氏名、保証人の住所、保証人の連絡先 
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学生の氏名、学生の住所、学生の学年、所属（学部学科等）、学生番号、学生の性別 

② 共同利用者の範囲 

上智大学後援会（※）  

※ 「上智大学後援会」とは、1973 年に、当時のイエズス会所属の先生方が給与から大学に多くの寄付をしていたこ

とを知った父母が、大学を財政面から支援することを目的に設立された任意加入の団体です。会員の皆様から

いただいた会費は大学に寄付され、学生に対し物心両面から様々な支援が実現しています。年に数回、会員限定

の懇親会が開催され、教員や有識者による講演会のほか、会員同士、あるいは理事長、学長ほか各学科の教員と

直接交流する親睦の場となっています。 上智大学後援会への入会を希望しない場合は、入会案内送付の目的以

外には、共同利用されません。  

③ 利用目的 

上智大学後援会への入会案内送付、上智大学後援会（役員会、新入会員歓迎会、総会、秋の懇親会、関西地区懇

親会 等）開催、及びその案内状送付、その他後援会活動に必要な業務の実施 

④ 個人データの管理について責任を有する者の名称 

学校法人上智学院（問合せ先：ソフィア連携室 03-3238-3198） 

 

（３）上智大学ソフィア会 

① 共同利用する個人データの項目 

学生の氏名、学生の住所、学生の連絡先、学生の生年月日、学生の学年、所属（学部学科等）、学生番号、学生の

性別、入学年度、卒業年度、卒業後の進路 

② 共同利用者の範囲 

上智大学ソフィア会（※）  

※ 「上智大学ソフィア会（以下、ソフィア会）」とは、上智大学在学生（準会員）、及び卒業生（正会員）で構成された

同窓会組織です。任意団体で、「会員相互の親睦を深めること、及び上智大学の使命達成と発展に貢献」（会則第

3 条）という目的のもと、常に「会員にふさわしい、会員に開かれた組織にする」ために日々様々な活動に取り組

んでいます。上智大学の学生は入学と同時に準会員に、そして卒業すると正会員となります。ソフィア会の傘下

には、日本はもとより世界各地にさまざまなソフィア会（地域のソフィア会、在学中のクラブや同好会あるいはク

ラスやゼミの OB・OG のソフィア会、職種や企業別の各種ソフィア会、学部・学科同窓会 等）があり、ソフィア会

はこうした地域・各種ソフィア会と連携し、活動の幅を広げています。 

③ 利用目的 

上智大学ソフィア会への入会案内の送付、上智大学ソフィア会からの通知（会報配送、メールニュース配信）、金

祝<卒後 50 年>、ルビー祝<卒後 40 年>、銀祝<卒後 25 年>、銅祝<卒後 15 年>の祝賀会案内状の送付、学部・

学科、クラス、地域ソフィア会からの同窓会開催通知、その他同窓会活動に必要な業務の実施 

④ 個人データの管理について責任を有する者の名称 

学校法人上智学院（問合わせ先：ソフィア連携室 03-3238-3198）  

 

６．第三者への委託 

個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、適正な委託先を選定するとともに個人情報保護に関する契約を委

託先と取り交わし、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。 

 

７．個人情報保護のための安全管理措置 

本学では、個人情報のセキュリティ対策の実施、アクセスの管理、個人情報の持出し制限その他の個人情報の漏え

い、滅失又はき損の防止その他の個人情報・個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置 （以下「安全管理措
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置」といいます。） を講じます。 

 

（１）個人情報の取扱いに係る規程等の整備 

個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、個人情報の取扱・管理方法、責任者・担当者

及びその任務等について規程を定めています。また、個人情報を含む、情報資産の適切な保護のために、情報セキュ

リティにかかる規程を定めています。 

（２） 技術的・物理的安全管理措置 

個人情報を利用するにあたってのセキュリティ対策の実施（パソコンへのマルウェア対策ソフトの導入等）、個人情

報へのアクセスの管理 （利用権限者の限定、安全なパスワードの設定、電子メール及びシステムの動作記録、サーバ

ールームへの入退室管理等） を実施します。 

また、情報漏洩を防止するため、個人情報の持出しの制限（業務上必要ない場合の持ち出し禁止、記憶媒体の利用

許可制・パスワード設定等）、個人情報を学外に送信する場合のルール設定・徹底を実施します。 

（３）組織的安全管理措置 

個人情報管理の責任者として、個人情報データベース等毎に、個人情報管理者を設定するとともに、本学における

個人情報保護に関する主管部署を総務局総務グループとし、全学的な統括を行います。 

また、個人情報の安全管理に関する教職員の責任と権限を明確に規定し法や取扱規程に違反している事実又はか

かる違反の兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備します。 

安全管理に関する内部規程・マニュアルを定め、それらを教職員に遵守させるとともに、その遵守の状況について

の適切な監査を実施します。 

（４）人的安全管理措置 

教職員に対して個人情報の安全管理に関する定期的な教育研修を実施します。 

 

８．個人情報の開示・訂正・利用停止又は消去 

本人から個人情報の内容の開示（個人データの第三者提供記録の開示を含みます。）・訂正・利用停止・消去又は第

三者提供の停止の請求があった場合は、個人情報保護法に基づき適切・迅速に対応いたします。 

請求にあたっての手続は、上智大学ホームページをご参照ください。 

（https://www.sophia.ac.jp/jpn/info/privacypolicy/index.html） 

 

９．問い合わせ先 

その他、本学における個人情報の取り扱い全般については、以下の連絡先までお問合せください。 

〒102-8554 

東京都千代田区紀尾井町 7-1 

学校法人上智学院総務局総務グループ 

TEL：03-3238-3172 

 

１０．個人情報取扱事業者の名称及び住所ならびに代表者の氏名 

学校法人上智学院 

東京都千代田区紀尾井町 7-1 

理事長 佐久間 勤 
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１１．よくある質問 （Q＆A）    
Q手続き書類が大学に到着したか確認したいです。 

A 大変申し訳ありませんが、手続き書類が到着したかの確認はお電話やメール等で受付しておりません。また、

WEB 出願システム（マイページ）に反映されるまでには数日を要します。下記のように入学手続き要項でもご案

内しておりますが、配送状況については郵送した際に郵便局から受領する受領証等に記載の問合せ番号を用い

てご自身で確認してください。 

 

＜以下入学手続要項より抜粋＞ 

 

入学手続き完了 

 

 

※提出された入学手続書類について、不備や不足等があった場合は、本学入学センターからご登録いただいた電話番号またはメールアドレス宛に

連絡させていただく場合があります。 

※入学手続書類の到着確認に関する問合せには応じることができません。 

配送状況については郵送した際に郵便局から受領する受領証等に記載の問合せ番号を用いてご自身で確認してください。郵便局の追跡サービス

上で本学に書類が到着しているにもかかわらず、到着から一週間以上、「提出書類を受け付けました。」という表示がされない場合は、お手数です

が入学センターまでお問い合わせください。 

 

Q出願時から住所が変わりました（または変わる予定です）。新しい住所を知らせる必要はありますか？ 

A お知らせいただく必要はありません。各入学手続き要項の２ページでご案内していますように、基本的には本

学入学センターから合格者宛に郵送するものはありませんので、入学後に自身で Loyola（上智大学教学支援シ

ステム）から住所変更していただければ大丈夫です。 

ソフィアキャンパスサポートからの郵送物についての確認および再送希望等はソフィアキャンパスサポートにメ

ールしてください。 

問合せ先 ㈱ソフィアキャンパスサポート Email: scs-eigyou-co@sophia.ac.jp 

 

＜以下入学手続要項より抜粋＞ 

（4）上智大学入学センターから合格者宛に郵送する書類はありませんが、入学手続締切日から約１～２週間後、㈱ソフィアキャンパ

スサポートから、新入生向けのご案内（保険の冊子等）をお送りします。 

 

（5）入学手続き後に住所が変更となった場合は、入学後 Loyola（上智大学教学支援システム）から住所変更の手続きをご自身で行

ってください。入学センターから合格者にお送りする郵送物はありませんので、入学前に住所変更について入学センターにお知

らせいただく必要はありません。上記（4）の郵送物については㈱ソフィアキャンパスサポートまでお問い合わせください。 

問合せ先 ㈱ソフィアキャンパスサポート Email: scs-eigyou-co@sophia.ac.jp 

「１ 個人情報登録」、「２ 顔写真アップロード」、「３ 

入学手続きに必要な費用の納入」までのステップは、

左側の青いボックス上に「登録済」や「完了」とステー

タス表示がされますが、「４ 書類の出力」以降のステ

ップは、手続きが完了してもステータス表示は変わ

りません。入学センターに書類が到着すると、左のよ

うに黄色いボックスに「提出書類を受け付けまし

た。」というメッセージが表示されます。 
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Q手続き締め切り日まで余裕があるので、「簡易書留・速達」で郵送しなくても良いですか？ 

A「封筒貼付け用宛名（大）」・「封筒貼付け用宛名（小）」で指定の通り、各手続き書類は必ず「簡易書留・速達」で

お送りいただきますようお願いいたします。 

＜以下入学手続要項より抜粋＞ 

※速達・簡易書留で郵送しなかった場合の書類の紛失・事故等について大学は一切責任を負いません。 

宛名ラベルに記載されているバーコードを使用して書類の到着チェックを行っています。指定の宛名ラベルを使用しない場合、書類受理が正常に

行われない可能性があります。必ず正しい宛名ラベルを使用してください。 

 

Q住民票（住民票記載事項証明書）の発行日に指定はありますか？ 

A住民票（住民票記載事項証明書）の発行日に指定はありません。住民票に記載されている情報に変更がなけれ

ば古いものでも構いません。 

＜以下入学手続要項より抜粋＞ 

② 住民票（住民票記載事項証明書）（市区町村発行のもの※コンビニエンスストア等で取得したものでも可）  

※原本のみ受付。コピーしたものでは受付できません。 

■マイナンバー（個人番号）が記載されていないものを提出してください。 

※マイナンバー入りのものは受取できません。また、マイナンバー部分を黒塗り等しての提出はご遠慮ください。 

■本人分のみで結構です。本籍・続柄は表示の有無を問いません。 

■住民登録の住所が通学時の住所でなくても構いません。 

■住民票の発行日は問いません。 

 

Q住民票（住民票記載事項証明書）は全部事項証明書のほうが良いですか？ 

A 入学する方の氏名が記載してあれば、全部事項証明書でなくても問題ありません。なお、外国籍の方は、国籍、

在留資格、在留期間、在留カード番号が記載されているものを提出してください。 

 

Q 住民票に記載している住所と現住所が異なります。現住所と記載されている住所が異なる住民票でも受理

してもらえますか？ 

住民票に記載している住所と通学する際の住所が異なります。通学する際の住所と記載されている住所が異

なる住民票でも受理してもらえますか？ 

A 現住所または通学する住所と住民票に記載されている住所が異なっていても問題ありません。住所変更の手

続きは、入学後 Loyola（上智大学教学支援システム）からご自身で行えます。入学前に入学センターに新しい住

所をお知らせいただく必要はありません。 

 

Q現在海外在住のため、住民票がありません。 

A 手続き要項に記載の通り、巻末の「入学手続きに関する連絡事項票」に記入し、手続き書類に同封してくださ

い。日本に帰国後（入国後）、速やかに住民票を取得し、下記の通り期日までにアドミッションズオフィス（１２号館

１階）に提出してください。 

＜以下入学手続要項より抜粋＞ 

＜現時点で日本国内の住所を持たない方（住民登録していない方）＞ 

巻末の「入学手続きに関する連絡事項票」に記入し、手続き書類に同封してください。入学後、住民票（住民票記載事項証明書）を 4 月末日まで

にアドミッションズオフィス（12 号館 1 階）に提出してください。提出の際は、付箋かメモに「①受験番号、②受験した入試種別、③名前、④入学先

（学部学科または専攻等）」を書いて住民票（住民票記載事項証明書）に添付してください。 
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Q保証人は父母以外でもなれますか？ 

A 保証人は、一家計を立てる成年者で、本人の学費と一身上に関する一切の責任を負うことのできる方、原則

として父母ですが、ご親族の方でも保証人になることができます。 

 

Q父母が海外に在住しています。海外在住でも保証人になれますか？  

A海外在住（海外住所）の方では保証人になることはできません。必ず保証人は日本に在住する方（日本の住所

を持つ方）からお選び下さい。日本に在住する方から保証人を選出できない等、ご事情がある場合は、巻末の

「入学手続きに関する連絡事項票」に記入し、手続き書類に同封してください。 

 

Q 高等学校卒業程度認定試験合格（高卒認定）で大学を受験しました。高等学校の情報はどのように入力すれ

ば良いですか？ 

A 入学手続の要項（２）個人情報入力と写真データ登録の留意点の①個人情報入力の最後に案内していますの

で、その通りにご入力ください。 

＜以下入学手続要項より抜粋＞ 

※高等学校卒業程度認定試験合格（高卒認定）で手続きする方は、下記の事項について矢印のとおり入力（選択）してください。 

高校卒業年月→「高卒認定合格年月」、高校都道府県→「未選択または高卒認定を受験した会場都道府県」、高校種別→「その他」、

高校名→「高等学校卒業程度認定試験合格」 

 

Q二重国籍です。大学では日本名でなく外国名（アルファベット氏名）を使用したいです。 

A二重国籍の方については、外国籍のパスポートの写し（コピー）を提出することで、外国名の使用が認められま

す。入力は以下の通り行ってください。外国籍のパスポートは期限切れのもので受付できます。 

＜以下入学手続要項より抜粋＞ 

日本国籍の方は漢字氏名、外国籍の方は（漢字氏名がある場合でも）アルファベット氏名が学位記、各種証明書等に使用されます。 

日本と日本以外の国との二重国籍の方は、原則として、日本の戸籍名（住民票に記載された氏名）が登録されます｡ ただし、外国籍のパスポートに

記載された氏名の使用を希望する場合は、外国籍のパスポートの写しを入学手続き時に提出することにより、使用することができます（下記参照）。 

※マイページメニューの個人情報登録画面で入力した氏名は、在籍期間中および卒業後に本学が発行する各種書類等に表記されることになりま

す。 

■外国籍のアルファベット氏名を選択する場合 

外国籍のアルファベット氏名が記載されたパスポートの写しを入学手続書類に同封してください。 

マイページメニューの個人情報登録画面の学生情報は、以下のとおり入力してください。 

入力項目 *は、入力必須項目 入力に際しての留意点等 

【学生情報】 

*本人国籍 「日本」を選択してください。 

*本人氏名 

姓、名、（ミドルネーム） 入力不要 

セイ,メイ, 

（ミドルネーム） 
全角カタカナで表記を入力してください。 

SURNAME,GIVEN NAME, 

(MIDDLE NAME) 

半角 英字（大文字） 外国籍のパスポートに記載されたアルファベット表記を入力し
てください。 

二重国籍 チェックをしてください。 
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Q通称名を使用したいです（「通称名使用願い請求方法） 

A入学手続き要項の「３. 入学手続に必要な書類と郵送方法」に通称名について記載しています。 

通称名が住民票に記載されている場合のみ、学内で使用することができます。 

所定用紙を手続き書類と一緒に提出することで、使用が認められます。下記を参照のうえ、手続きしてくださ

い。 

＜以下入学手続要項より抜粋＞ 

※通称名の使用を希望する場合は、住民票に「通称名」の記載がある場合に、「通称名使用願い」を提出することで学内での通称名使用が認め

られます。下記のメールアドレスにご連絡いただけましたら、「通称名使用願い」の所定用紙をお送りいたします。プリントアウトして記入・捺印の

上、手続書類に同封してください。またメールは以下の通りにご記載ください。 

Email：admapp-g-co@sophia.ac.jp 【件名】通称名使用願送付希望 【本文】入学者氏名／入学先学部・学科／受験した入試種別／受験番号 

 

Q名前に特殊漢字がある場合どのように入力したら良いですか？ 

A「はしごだか」などの特殊な漢字を使用しているお名前の場合、使用しているパソコンによって入力できない

場合があります。 

① 「はしごだか」等の漢字をご自身自分パソコンで入力できないが、大学で使用したい場合 

→ 巻末の「入学手続きに関する連絡事項票」に記入し、手続き書類に同封してください。ただし、本学システム

で入力できない文字の場合は、類似の漢字を使用します。 

② 「はしごだか」等の漢字を自分パソコンで入力できないが、使用しなくても構わない場合（住民票と漢字が異

なるが受理してもらえるか心配な場合） 

→著しく差異のない別字体でご入力いただき、印刷した「学籍原簿・誓約書兼個人情報の取り扱いに関する

同意」をそのままご郵送いただければ大丈夫です。 

＜以下入学手続要項より抜粋＞ 

日本国籍の方は、戸籍名（住民票に記載された漢字氏名）を入力してください。外国籍の方は、入力不要です。 

※本項目の入力はシフト JIS（JIS2004）に登録されている漢字に限ります。入力できない漢字については、著しく差異のない別字体

を入力してください。 

 

Q海外在住のため印鑑がありません（入手できません）。印鑑を捺印する箇所はどのようにしたら良いですか？ 

A 原則、日本国籍の学生および保証人は「学籍原簿・誓約書兼個人情報の取り扱いに関する同意」に印鑑を捺印

する必要がありますが、海外在住のため印鑑が無いまたは入手できない事情がある場合、巻末の「入学手続

きに関する連絡事項票」に記入し、手続き書類に同封してください。印鑑が捺印できない場合は、必ず氏名の

横に手書きサインをしてください。 

 

Q手続き書類郵送後に間違いを発見しました。書類を再郵送するにはどうすれば良いですか？ 

A「４ 書類等出力」よりダウンロード・印刷した「封筒貼付け用宛名（大）」を再度印刷し、宛名ラベルに赤字で「再

提出書類在中」と記載し、至急正しい書類を郵送してください。 

高等学校の卒業証明書等、「封筒貼付け用宛名（小）」で郵送する書類は同封しないでください。また、高等学

校の卒業証明書等、「封筒貼付け用宛名（小）」で郵送する封筒の中に再提出書類を同封することもおやめく

ださい。 

書類の到着確認ができなくなる可能性がございます。 

なお、手続き締め切り日まではマイページで個人情報等の変更ができますが、手続き締め切り日を過ぎると

入力ができなくなります。手続き締め切り日後に「学籍原簿・誓約書兼個人情報の取り扱いに関する同意」の

修正を行いたい場合は、入学センターまでお電話下さい。 
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入学手続きに関する連絡事項票 

年   月   日 

氏名 
 

 

受験番号（５ケタの数字） 
 

 

受験した入試種別 
 

入試 

入学する学部学科 

専攻等 

 

 

 

◆連絡したい事項の番号に〇をつけ、あてはまる理由にチェックしてください。 

◆手書き・タイプ両方可（消せるボールペンは使用しないこと）、A4用紙に印刷し、手続き書類に同封してくだ

さい。 

この「入学手続きに関する連絡事項票」は該当する方のみ提出してください。 

 

○をつけること 連絡事項 理由（当てはまるものにチェック✓） 

1 住民票（住民票記載事項証明書）の同封なし 

□現在海外在住のため 

□その他（下記に理由を記載※記入必須） 

 

 

2 （日本国籍の学生）保証人が海外住所 

□日本の住所を持つ保証人を選出できないた

め 

□その他（下記に理由を記載※記入必須） 

 

 

3 

（日本国籍の学生・保証人） 

「学籍原簿・誓約書兼個人情報の取り扱いに

関する同意」に印鑑ではなくサインをした 

□海外在住で印鑑が入手できない状況のため 

□その他（下記に理由を記載※記入必須） 

 

 

4 特殊漢字を使用したい 

大学で使用したい漢字をこの欄にはっきり書いてください。 

本学システムで使用できない漢字の場合は、入学センターよりご連絡

差し上げます。 

 

 

 

 


