2017 年 9 月
保証人各位
慶應義塾大学
湘南藤沢事務室看護医療学部担当
貴方が保証人となっておられる学生の「2017 年度春学期学業成績表」をお送りします。以下の成績表の見方を参照の上ご覧ください。
なお、以下のサイトでも本状ならびに成績表を閲覧頂くことができます。
・本状：「塾生の皆様へ」Web サイト（http://www.gakuji.keio.ac.jp/sfc/index.html）
・学業成績表：SFC-SFS(https://vu.sfc.keio.ac.jp/sfc-sfs/)→学事 Web システム
※SFC-SFS および keio.jp の 2 つのパスワードが必要となります。
成績表の見方
（1）評語欄
（2）判定欄

Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｐは合格、Ｄ・Ｆは不合格、Ｇは認定
？の科目は採点がまだ行われていない科目です。
（秋学期の成績表でお知らせします。
）
今学期は判定の対象となりませんので、空欄になっています。
（※判定欄は氏名下の欄です。）

（3）分野

「看護医療学部ガイド 2017」
（P73）を参照してください。

GPA（Grade Point Average） ※2017 年度以降入学者のみ
今学期における「学期 GPA」と、在籍中の全期間における「累積 GPA」が記載されています。GPA は履修登録した科目
の評語を GP（Grade Point）という点数に置き換えて平均を取ったもので、各評語の GP を S:4.0、 A:3.0、 B:2.0、
C:1.0、 D:0.0 として以下の式で計算されます。
GPA=[（履修した科目の単位数×当該科目の GP）の総和]／（履修した科目の総単位数）
なお、評語が P（合格）、F（不合格）となる体育実技等の一部の科目、G（認定）となる他大学等で履修し単位認定
された科目、および自由科目は計算に含めません。

1．2017 年度秋学期学費納入について
大学・大学院在学者の 2017 年度秋学期分学費振込用紙は、10 月中旬に保証人宛に発送する予定です。納入期限は 2017
年 10 月 31 日です。春学期請求時に当年度 1 年分を納入した場合は、秋学期振込用紙は送付されません。
(問い合わせ先：慶應義塾 経理部 電話 03-5427-1528)
＊金融機関で 10 万円以上の振込みを行う際、本人確認が必要になる場合があります。（詳しくは金融機関にお尋ねください）
＊やむを得ない事情により延納を希望する場合は 11 月 15 日までに看護医療学部事務室（3 年生は信濃町学生課学生生
活担当）に申請してください。（延納期限：2017 年 12 月 22 日）
＊保証人の住所変更は看護医療学部事務室（3 年生は信濃町学生課学事担当）に届出てください（要住民票）。

2．定期健康診断について
4 月から 5 月に日吉、三田、SFC などの各キャンパスで行われる定期健康診断は、運動を含む日常生活での制限の有無
の確認や結核をはじめとする感染症予防などのために必要ですので、必ず受診するようご指導ください。また、できれ
ば受診されたことを確認いただければ幸いです。また、健診の結果は保健管理センター窓口において無料で発行する書
面や慶應義塾共通認証システム(keio.jp、SFC 所属学生は SFC-SFS）から確認できます。必ず結果を確認するようご指
導ください。

3．感染症の届出について
学校保健安全法では、インフルエンザ、風疹、麻疹などの学校感染症と診断された場合、出席停止（登校禁止）とされ
ています。詳細は保健管理センターホームページをご参照ください。（http://www.hcc.keio.ac.jp/）また、インフル
エンザ、風疹、麻疹などの学内集団感染を予防するために、かかりつけ医師と相談し、適切なワクチン接種を受けるよ
うご指導ください。

以下は、学生向けの新学期情報となります。
1. 2017 年度秋学期学事日程（一部） ※変更等につきましては、掲示にて随時連絡します。
日時
学事日程
9/20(水)、9/21(木)
秋学期ガイダンス（裏面参照）
9/22(金)
秋学期授業開始
9/26(火)13:00 ～ 9/29(金)10:00
Web 履修申告
9/23(祝土)
三学部合同中期教育（2 年生）
10/11(水)、10/12(木)
履修申告修正期間（対象者のみ）
10/25(水)10:00 ～ 10/26(木)16:45
履修取消期間
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2. 成績質問制度について
成績は確定したものですが、2017 年度春学期に履修した科目の成績評語に対して明確な事由をもって問い合わせたい方
は、成績質問用紙を事務室で受け取り、9 月 11 日(月)16:50 までに「成績表・当該科目のシラバス・学生証」を持参の
うえ、看護医療学部事務室へ学生本人が申し出てください。学習指導教員が判断した上で、必要であれば授業担当者へ
問い合わせます。

3. 3 月卒業予定者の氏名表記について
成績表の「氏名」の欄に印刷されている文字が、卒業式でお渡しする学位記に記載されます。2018 年 3 月卒業予定の方
は確認のうえ、誤りや変更がある場合は 9 月 29 日(金)までに事務室にお知らせください。なお、その際は訂正の字体
を確認しますので、公的な証明書（戸籍抄本、免許証、パスポート等）を持参してください。

4．休学者への注意
休学期間が終了した場合、同封の「就学届」を看護医療学部事務室（3 年生は信濃町学生課）へ提出してください。

5．証明書の発行について
9 月 20 日(水)16：30～9 月 22 日(金) 9:15 は、メンテナンスおよび学期更新作業のため、すべての証明書・学割証の
発行ができませんので注意してください。また、学生証は 9 月 21 日（木）終日、再交付できません。
「在学証明書」
・2017 年度春学期の成績を反映した「成績証明書」･･････
「卒業見込証明書」「卒業見込証明付き成績証明書」(４年生) ･･････････

9 月 22 日（金） 9:15 から
11 月 1 日（水） 9:15 から

6．秋学期のシラバス・時間割の公開について
9 月 6 日(水)から Web 上（https://gslbs.adst.keio.ac.jp）で公開します。事前にシラバスを熟読し、履修選抜等の有
無を確認してください。シラバスは初回授業に持参してください。 第 1 回目の授業は正規の授業として扱われます。

7.総合政策・環境情報学部科目の履修者数制限について
選抜エントリーおよび選抜結果発表は、全科目一斉に行われます。シラバスを元に秋学期に履修を希望する授業（同一
曜日時限１授業のみ）を選択し、9 月 19 日（火）17:00 までに SFC-SFS 上で「選抜エントリー」を行ってください。エ
ントリーした学生を対象に選抜を行い、9 月 21 日（木）17:00 に結果を発表します。初回授業には許可された学生のみ
が出席することになります。
詳細は、
「塾生の皆様へ」Web サイト（http://www.gakuji.keio.ac.jp/sfc/pe/reg_entry.html）を確認してください。
エントリー開始

9 月 12 日(火)13:00（予定）

選抜エントリー締切

9 月 19 日(火)17:00

選抜結果発表

9 月 21 日(木)17:00

8．体育 2･3 の予約について
体育 2・3 は 9 月 8 日(金)より予約を開始します。予約に関する詳細は必ず体育システム Web サイト
(https://wellness.sfc.keio.ac.jp/v3/)を参照してください。学期後半には予約が集中します。予約の定員を超えた
場合には抽選を行うため、希望していた授業の予約ができないことがあります。学期の早い時期から計画的な予約・出
席を心がけてください。

9.秋学期ガイダンス日程
日程

キャンパス

9/20(水)

信濃町

9/21(木)

ＳＦＣ

時限

教室

内容

対象学生

10:00～12:00

孝養舎 202 助産師選択コースガイダンス

3 年生の履修希望者

13:00～14:00

孝養舎 405 保健師選択コースガイダンス

3 年生の履修希望者

14:00～14:40

孝養舎 202 3 年生ガイダンス

3 年生

9:25～11:00

201・202

1 年生ガイダンス

1 年生

12:45～12:50

201・202

3 学部合同中期教育（資料配布）

2 年生、2 編生

12:50～13:00

201・202

就職進路ガイダンス

2 年生、2 編生

13:00～16:15

201・202

母性発達援助実践全体ガイダンス

2 年生、2 編生

【4 年生向け連絡事項】
ガイダンス期間中には4 年生ガイダンスはありませんが、国家試験ガイダンスを11 月上旬～中旬に行う予定です。日程が確定次第「塾
生の皆様へ」Web サイト（http://www.gakuji.keio.ac.jp/sfc/nmc/kokushi_1.html）にてお知らせしますのでご確認ください。
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