
 

 

 

合格おめでとうございます！ 

 

入学式および授業開始までのご案内 

（２０２３年度 入学者・全学科対象） 

 

※新型コロナ感染症により内容が変更される可能性があります。常に最新のバージョンを確認す

るようにしてください。変更の際はＰＣ入学手続で入力されたメールアドレス等に連絡します。 
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         入学予定者・保護者 各位 

入学予定者・保護者の皆様、合格おめでとうございます。 

 さて、羽衣国際大学では、新入生の皆様の入学前の不安を解消し、入学後

の学生生活にスムーズに入っていけるよう各種入学前教育及びガイダンス

を行っています。これらの行事は入学予定者全員に行われるもので、必ずご

参加いただきますようお願い申し上げます。皆様の羽衣国際大学での 4 年間

が充実したものとなりますよう心から願っています。 

 各行事におきまして、事前に届け出なく欠席した場合は、入学の意志がな

いものとみなし、入学許可を取り消すことがありますので、ご注意ください。 

また、各行事の当日にやむを得ない事情で欠席をする場合は、事前に教学

センター 学生支援課へ連絡してください。なおこの「入学式および授業開

始までのご案内」は印刷等をして２０２３年 4 月７日（金）の授業開始日ま

でいつでも参照できるようにしてください。 

また、各行事についてご質問等がございましたら、下記連絡先へお問い合

わせください。 

羽衣国際大学  学生支援課 

 

この案内の内容に関するお問い合わせ先 

   

電話番号  072-265-7127 

   Email：gakusei@hagoromo.ac.jp          

    

 

 

mailto:gakusei@hagoromo.ac.jp
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課まで事前にお問い合わせください。 
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１．入学式まで・入学式後の行事予定 

◆入学式前の行事予定について 

１．入学前教育説明会（入学予定者＆保護者） 
全学科 （1 年生対象、3 年編入生除く）＊12 月以降の合格者は除く   Ｐ．7 参照 

 【日  時】 202２年 12 月 11 日（日） 13 時 00 分～1５時 50 分 

【場  所】 学校法人羽衣学園 講堂 

【内  容】 入学前教育（e-Learning など）についての説明 

＊遠方の方で出席できない方、また 12 月以降の合格者の方は、後日資料を合格

者専用ページで公開しますのでご覧ください。 

＊保護者の方と一緒にお越しください。服装は自由です。 

 

２．入学前集中講座 全学科（1 年生対象、3 年編入生除く）                     
 現代社会学部（現代社会学科）１年 

   【日  時】 202３年 3 月２２日（水）13 時 00 分～16 時 00 分 

【場  所】 １４０１教室（1 号館４階）  

現代社会学部（放送・メディア映像学科）１年 

   【日  時】 202３年 3 月２２日（水）13 時 00 分～16 時 00 分 

【場  所】 1１0４教室（1 号館１階） 

人間生活学部（食物栄養学科）１年 

【日  時】 ①202３年 3 月２０日（月）1０時 00 分～1４時５0 分 

②202３年 3 月２２日（水）1０時 00 分～1４時５0 分 

③202３年 3 月２３日（木）1０時 00 分～1４時５0 分 

④202３年 3 月２４日（金）1０時 00 分～1４時５0 分 

【場  所】 1１０３教室（1 号館１階） 

 人間生活学部（人間生活学科）１年 

【日  時】 202３年 3 月２２日（水）13 時 00 分～1４時３0 分 

【場  所】 ３１０１教室（３号館１階） 

          ※食クリは全体説明後 1102教室 

☆内容は、大学生活のイメージ作りが中心となります。服装は自由です。 

☆３年次編入生は対象外です。 

 

３．日本学生支援機構奨学金 予約採用対象説明会全学科（3 年編入除く）                       
 【日  時】 202３年 3 月２２日（水） 

現代社会学部：1６時１５分～1７時 00 分 

人間生活学部：15 時～15 時 45 分 

※学部により時間が違います。ご注意ください。 

【場  所】 1１0３教室（1 号館１階）  

【内  容】 日本学生支援機構の奨学金を高校で予約した学生を対象に手続き方法の説明を行な

います。 

 【そ の 他】 採用候補者決定通知を持参してください。 
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４．学生証・通学証明書発行 全学科                            
 【日  時】 202３年 3 月３０日（木）１２時３０分～１３時３０分 

【場  所】 全学科：レストラン（４号館３階）  

【提 出 物】  ※以下のものを封筒に学部学科名、受験番号、氏名を記入して提出すること。 

日本人 ①出身高校等の卒業証明書（卒業証書ではない）又はこれに代わるもの（高

等学校卒業程度認定試験合格証明書等）の原本※コピー不可 

 

       留学生 ①直近在籍校（日本語学校等）の卒業証明書、②出席率証明書（日本語教

育機関出身の場合）③成績証明書④（在留資格及び在留期間を明記した）

住民票の写し⑤在留カードのコピー（両面）、③旅券（パスポート）のコピ

ー（顔写真、氏名、国籍、パスポート NO,発行年月日、有効期間満了日記

載ページ）⑦（国民健康保険証などの）保険証のコピー⑧保護者の住民票

（氏名と住所が確認できるもの） 

【内  容】 上記の物を提出した者に学生証と通学証明書（通学定期購入時に必要なもの）を発

行します。忘れた場合、提出ができない場合は発行できません。事前に出身学校等

に「証明書」などの発行を依頼して当日持参できるようにしてください。 

【そ の 他】 〇通学区間証明書は、通学定期券を購入される方は最寄りの駅で提示の上、購入し

てください。 

〇未提出により学生証未発行の者は後日入学許可を取り消す場合があります。 

  

5．プレイスメントテスト 全学科(1 年生) 3 年編入留学生                                 
【日  時】 202３年 3 月２８日（火） 

1 年日本人 9 時００分～12 時 30 分  

1 年・3 年留学生 9 時 00 分～10 時 30 分 

 

【集合場所】 現代社会学科・日本人 1 年           1401 教室（1 号館 4 階）  

       現代社会学科・留学生 1 年、3 年編入       1103 教室（1 号館 1 階）  

       放送・ﾒﾃﾞｨｱ映像学科・日本人 1 年        3101 教室（3 号館 1 階） 

       放送・ﾒﾃﾞｨｱ映像学科・留学生 1 年、3 年編入   1103 教室（1 号館 1 階） 

              食物栄養学科・日本人学生 1 年          1104 教室（1 号館 1 階） 

       人間生活学科・日本人 1 年           2301 教室（2 号館 3 階）  

       人間生活学科・留学生 1 年、3 年編入       1103 教室（1 号館 1 階）  

【内  容】 英語・国語・日本語（留学生）の実力テスト  

 【持 参 物】 筆記用具（シャーペン、消しゴム）、時計（手元に必要な方） 

        ※テスト欠席者は 4 月２日（日）入学式後に行います。 

  ※【準 GCP（グローバルチャレンジプログラム）説明会及び面接について】 

英語プレイスメントテストの上位成績者は準 GCP 生の候補者となります。候補者の方は説明会   

に参加し、その後プログラム参加希望者には同日で面接を行い、準 GCP 生を決定致します。説明

会及び面接日は以下の通りです。 

   ≪準GCP生説明会＆面接≫  ※英語プレイスメントテスト上位成績者対象（後日連絡します） 

【日  時】 202３年 4 月２日（日）14 時 00 分 

 【集合場所】 1103 教室（1 号館 1 階） 

 

 

 

 

 



 5 

６．新入生健康診断について 全学科 1 年・3 年編入生   Ｐ．7 参照     
 【日  時】 202３年 3 月３0 日（木）※健康診断は必ず受けてください。 

         全学科         男子  13 時 00 分 

         全学科         女子  14 時 30 分 

 【集合場所】 110３教室（1 号館 1 階） 

 

 

７．日本学生支援機構奨学金 予約採用対象（3 年編入生除く）（重要）                         
 【日  時】 202３年 3 月３０日（木）1４時３０分～1６時３0 分（予定） 

【場  所】 レストラン（４号館３階）  

【内  容】 ３月２２日（水）に配布した提出書類および準備書類の確認と受付を行います。 

 【そ の 他】 指示した提出物を持参してください。 

 

◆入学式について 

【日  時】 202３年 4 月２日（日） 10 時３0 分 開式（羽衣学園講堂） 

【集合時刻】 １０時１５分（現代社会学科、放送・メディア映像学科、人間生活学科） 

       9 時 15 分（食物栄養学科） 

【集合場所】 羽衣学園 講堂（現代社会学科、放送・メディア映像学科、人間生活学科） 

       1401 教室（食物栄養学科）一旦集合し、その後、講堂へ移動します。 

【連絡事項】 〇当日持参する物  筆記用具 

※本学は、学内に駐車するスペースがありません。公共交通機関をご利用ください。なお、身体障

害者等配慮が必要な方は、学生支援課まで事前に連絡してください。（072-265-7127） 

 
８．特待生（授業料免除）審査基準説明会                 

202３年 4 月２日（日）１1 時 40 分～ １2 時 00 分  場所：1104 教室(1 号館 1 階) 

 入試時に授業料減免の特典を受けた人（GCP、スカラシップチャレンジ）は在学中の審査基準に

ついて説明します。全員必ず参加してください。 

  ※日本学生支援機構の奨学金（在学採用）を希望する人もこちらを優先してください。 

※入学金免除のみの場合は参加の必要はありません。 

 
 
９．日本学生支援機構奨学金 在学採用対象説明会（日本人学生のみ）     

新規採用 202３年 4 月２日（日）１1 時 40 分～１2 時 30 分場所：３１０１教室（3 号館 1

階） 

 日本学生支援機構の奨学金を大学で新たに借りたい学生を対象に手続き方法について説明します。 

※筆記用具と奨学金に関する書類を持参してください。 

 

◆入学式後の行事予定について 

 
１0．学生生活ガイダンス&新入生歓迎会                           
【日  時】 202３年 4 月３日（月）９時００分～1４時 00 分 

【集合場所】 羽衣学園講堂（開場 8：50） 

【内  容】 大学生活に関するガイダンス、講演、新入生歓迎会 

       ＊新入生歓迎会の詳細は後日連絡。 
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【持 参 物】 筆記用具 

 

１１．日本学生支援機構 在学採用(大学新規申込)対象 提出書類受付                 
 【日  時】 202３年 4 月 3 日（月）１４時１５分～1６時０0 分（予定） 

【場  所】 1１0３教室（1 号館１階）  

【内  容】 ４月２日（日）に配布する提出書類および準備書類の確認と受付を行います。 

 【そ の 他】 指示した提出物を持参してください。 

 

１２．日本学生支援機構の奨学金説明会（予備日）（日本人学生のみ）     
【日  時】 202３年 4 月４日（火） 9 時 00 分～ ９時４５分  

【場  所】 ３１0１教室（３号館１階） 

上記、日本学生支援機構の奨学金の説明会に参加できなかった方に手続き方法について説明します。 

※筆記用具と奨学金に関する書類を持参してください。 

 

 
１３．履修ガイダンス                          
【日  時】 202３年 4 月４日（火） 

 【場  所】①現代社会学科１年 10:00-12:00 日本人学生    １４０１教室（１号館４階） 

留学生      １１０４教室（１号館１階）   

       ②現代社会学科３年 10:00-12:00          １２０２教室（１号館２階） 

       ③放送・ﾒﾃﾞｨｱ映像学科１年 10:00-12:00       1103 教室（1 号館 1 階） 

       ④放送・ﾒﾃﾞｨｱ映像学科３年 10:00-12:00       ゼミ８教室（1 号館２階） 

       ⑤食物栄養学科１年 10:00-16:00           ２３０１教室教室（２号館３

階） 

       ⑥食物栄養学科３年10:00-12:00           臨床栄養実習室（3号館2階） 

       ⑦人間生活学科・食クリエイト１年 10:00-12:00   110１教室（1 号館 1 階） 

⑧人間生活学科・ﾌｧｯｼｮﾝ／住空間１年 10:00-12:00  ２３０２教室（２号館３階） 

⑨人間生活学科３年 10:00-12:00                1２０１教室（1 号館２階） 

 【内  容】 履修登録の方法、前期授業科目の登録 

【持 参 物】 筆記用具 

１４．留学生ガイダンス 【全学科】                                         
【日  時】 202３年 4 月４日（火） 12 時３０分～1４時０0 分 

【集合場所】 3101 教室（3 号館 1 階） 

【内  容】 大学生活に関する各種連絡 

【そ の 他】 昼食は各自持参してください。 

１５．新入生学外研修 （編入生除く）                         
 【日  時】 202３年 4 月５日（水）  

 【目  的】 教職員や同級生との懇親を深め、大学生活に早く慣れるため。 

＊新入生の皆さんは全員参加してください。     

 【そ の 他】 詳細は後日お知らせいたします。 

1６．前期授業                             
※ 202３年 4 月７日（金）から開始します。 

授業開始以降の日程は、履修ガイダンス時に年間行事予定表（前期）を配付します。 
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3 年次編入生への連絡事項 
①最終出身校の最終成績証明書、最終出身校のシラバス（受験時に提出をしていない者）を 

202３年 3 月３０（木）に学生支援課へ提出してください。 

※ただし、受験時に既卒の方で提出済の方は改めて提出する必要はありません。 

②上記予定について３年次編入生に関することを熟読し、対象のガイダンス等を受けて 

ください。 

 

 

２．入学前教育について   （3 年次編入生は除く） 
  

これから大学生活を送る上で一番大切なことは、羽衣国際大学での 4 年間をいかに過ごすのかにつ

いて計画をしっかり立てることです。大学４年間の過ごし方次第で、物の見方、考え方が大きく変わ

ります。ということは、皆さんの人生がそれによって大きく変わるということです。 

これから入学式までの間は、皆さんが大学で変化することへ向けての助走期間であり、充実した４

年間の大学生活を送るための大切な準備期間なのです。この準備期間を無駄に過ごすことなく、学習

に取り組むことによりスムーズに大学生活をスタートさせることができます。 

 入学前教育の目的は、入学前の期間を利用して、入学後の大学での学びに備えて、中学、高校で学

んできたことの復習をしてもらうことと、大学４年間で何をどのように学ぶのか、そのイメージを作

ることの二点です。 

2022 年 1２月 3 日（土）までに合格された方は、ご本人及びその保護者を対象に「入学前教育説

明会」を 2022 年 12 月１1 日（日）に実施します。必ずご参加ください。集合時刻、場所等は学科、

コースごとの「入学までの行事予定表」をご覧ください。また、12 月以降に合格された方には、「入

学前教育について」（学部学科ごとの内容）を合格者専用ページで公開しますので、案内が届き次第、

学習を進めてください。合格の時期により入学前教育の量が異なります。ご質問等がございましたら、

入学前教育問い合わせアドレス（q-nyuugakumae@hagoromo.ac.jp）までご連絡ください。 

 

３．健康診断について 
 疾病の予防、早期発見、自己の健康管理を目的として、健康診断を実施します。（学校保健安全法

により、年に 1 度の健康診断が義務付けられています）。全員、必ず受診してください。 

【日  時】  2023 年 3 月 30 日（木） 

【健診内容】  胸部レントゲン、内科健診、血圧、検尿、視力、聴力、身長、体重、面談 

【集合場所】  110３教室（1 号館 1 階） 

【集合時刻】  学科・コース、男女ごとに集合時間が異なります。P3 をご確認ください。 

【欠 席 等】  当日、やむを得ない事情で欠席される場合は、学生支援課健康診断担当まで電話連

絡の上、下記日時にて健康診断を受けてください。 

         ＊予備日 2023 年 4 月 8 日（土）13 時００分～受付 14 時００分まで 

1103 教室（1 号館 1 階） 

        なお、上記の日に受診しない場合は、個人で受診（費用は個人負担、健診内容は、
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上記参照）し、「健康診断書」を提出してください。 

【連絡事項】 ① 筆記用具（えんぴつ）を持参してください。 

       ② レントゲン検査時 は、模様のないＴシャツを用意してください。 

② 貴重品は、各自で管理してください。 

③ 体の障がい等により、健康診断時に特別な配慮を必要とされる場合は、学生支援

課（072-265-7000 保健室）までご連絡ください。 

４．学生相談室について  
本学では、臨床心理士による悩みの相談室を設置しています。「友達ができるかな・・・」「大学生

活にうまくなじめるのかな・・・」等大学入学に関して悩んでいる人は、電話連絡の上、気軽にお越

しください。 

【日時とカウンセラー】 月・木・金曜日（12 時 00 分～17 時００分）岩戸 歩美／酒井 生  

【場  所】     学生相談室（4 号館 1 階 保健室奥） 

【連 絡 先】         072-265-7127（学生支援課直通） 

 

５．入学式までの“不安や悩み相談”について 
本学では、一人ひとりの学生を徹底して教育するために、クラスアドバイザー（ゼミ担当教員）制

をとっています。入学に際し、不安に思っていることや大学に伝えておきたいことなどがございまし

たらご相談ください。 

【授業や学生生活全般について】 学生支援課 

【健康面に関すること】     学生支援課（保健室） 

【連絡先】072-265-7127（学生支援課直通） 

【障がいのある学生へ】 

障がいのある学生は「障害者差別解消法」という法律により、学生が修学上の困難に対して、

周囲の環境調整を行う「合理的配慮」を求めることができます。本人との面談をふまえて、関

係教職員との話し合いをした上で、可能な範囲での配慮内容を決定します。 

ご相談のある方は、上記連絡先までご連絡ください。 

 

6．特待生（授業料免除）審査基準説明会 について 
 授業料減免対象特待生の皆さま、合格おめでとうございます。 

 さて、標記の説明会を入学式後に開催しますので、対象者の学生は必ずご参加願います。 

 【説明会参加対象者】 ・スカラシップチャレンジ制度合格者 

・グローバル・チャレンジ・プログラム合格者 

・内部指定校推薦入試（A・B/S）合格者 

・スポーツ推薦入試授業料減免合格者 

・編入学試験（特待生入試）合格者 

 【日 時】  202３年 4 月２日（日）入学式終了後 11：40～（所要時間 30 分） 

 【場 所】  1104 教室（1 号館 1 階） 

 【連絡先】 学生支援課（TEL:072-265-7127） 

tel:072-265-7127
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７．日本学生支援機構奨学金について（日本人学生対象） 

大学入学後、日本学生支援機構の奨学金を希望する場合は、それぞれ該当する次の説明会に出席し

てください。 

 

① 【予約採用候補者対象】（高校で手続きを済ませ、採用候補者として決定した方） 

＜説明会＞ 

202３年３月２２日（水）1６時１５分から 1７時００分まで 

1103 教室（1 号館 1 階）で説明会を行いますので、採用候補者は必ず出席し「奨学生採用 

候補者決定通知〔進学先提出用〕」を持参してください。 

＜提出書類受付＞ 

202３年３月 30 日（水）1４時３０分から 1６時３0 分まで 

レストラン（４号館３階）にて受付を行いますので、3 月２２日の説明会で指示された書類：「奨

学生採用候補者決定通知〔進学先提出用〕」・進学届入力下書き用紙（すべて記載しておくこと。）

を提出してください。担当者確認後、進学届を提出（インターネットによる入力）していただき

ます。 

※この手続きをとらなければ、奨学金を受けることができません。 

 

② 【在学採用対象】（上記、高校で手続きをしていなくて、新規に申し込みを希望する方） 

＜説明会＞ 

日時：202３年 4 月２日（日）入学式終了後（11：40～12：30 予定） 

場所：3101 教室（3 号館１階） 

   ※この説明会に出席していない場合は、奨学金を申し込むことができません。 

なお、前項の「特待生審査基準説明会」該当者はそちらを優先してください。 

＜提出書類受付＞ 

202３年４月３日（月）14 時 15 分から 1６時 00 分まで 

１１０３教室にて行いますので、４月２日の説明会で指示された書類：「スカラネット入力下書

き用紙および給付奨学金確認書もしくは【貸与奨学金】確認書兼個人信用情報の取り扱いに関

する同意書」を提出してください。担当者確認後、進学届を提出（インターネットによる入力）

していただきます。 

 

③【奨学金説明会（予備日）】（上記説明会にやむを得ない理由で出席できない方） 

202３年 4 月４日（火）9 時 00 分から 9 時 45 分まで 

3101 教室（3 号館 1 階）で説明会を行いますので、上記説明会に出席できなかった採用候補

者は必ず出席してください。 

＜提出書類受付＞ 

202３年４月 8 日（金）以降 

学生支援課（4 号館 1 階）で受け付けますので、４月 5 日の説明会で指示された書類：「スカ

ラネット入力下書き用紙および給付奨学金確認書もしくは【貸与奨学金】確認書兼個人信用情報

の取り扱いに関する同意書」を提出してください。担当者確認後、進学届を提出（インターネッ
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トによる入力）していただきます。 

 

８．学内規則（自動車通学の禁止、自転車通学）について 

①自動車通学の禁止について 

本学では、「すべての学生が、快適に大学生活を送るため」に一定のルールがあります。それを守

れなければ学則にのっとり厳重に処分されます。特に、自動車通学に関しては学生諸君が多発する

交通事故の加害者、被害者となるのを防ぐため、また、近隣地での迷惑駐車を防止するため、本学

では全面的に自動車通学を禁止しています。 

新入生、保護者の皆様には、上記の趣旨を十分ご理解いただきますようお願いします。 

 

②自転車通学について 

最近、自転車での事故が多発しています。大阪府では、2016 年 4 月 1 日に「大阪府自転車の

安全で適正な利用の促進に関する条例が施行されました。 

自転車に乗る場合は、ルール・マナーを守り安全適正に利用し、定期的に自転車の安全点検及び

整備を行ってください。また、2016 年 7 月 1 日から自転車損害賠償保険の加入が義務化されて

います。万が一、損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るために自

転車損害賠償保険には必ず加入しましょう。 
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