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学習院
NOWキャンパスライフをカスタマイズしよう！

学長　井上　寿一

　新入生のみなさん、入学おめでとうございます。みなさんと目白の杜で会える日を楽しみに待っていました。歓迎します。
　メッセージを送ります。「キャンパスライフをカスタマイズしよう！」学習院大学でのキャンパスライフをじぶん仕様にカスタマイズしませんか？
　なぜこのようなメッセージを送るのかというと、高校までと大学とは学ぶことの意味が大きくちがうからです。高校までは唯一の正解にたどり着くこと
が学習の目標でした。大学ではちがいます。正解がいくつもある、あるいは正解がどうしてもわからない、そのような問題に取り組みます。大学では与えら
れた問題を解くだけでなく、問題を発見して自ら解くことの方がより重要なのです。
　このような学びの場で充実した生活を過ごすには、キャンパスライフをじぶんに使い勝手がいいようにカスタマイズすることが大切です。
　カスタマイズの仕方を例示します。
　第1に授業時間割はじぶんで作りましょう。課外活動のクラブやサークルに入ると、先輩たちが「時間割を組みます」とサービスしてくれることがあります。
先輩の厚意は参考に止めましょう。時間割を組むのはじぶん自身です。所属する学部学科の専門科目だけでなく、他学部他学科の科目や各学部共通
の科目を組み入れましょう。
　第2に学びの機会を広げましょう。学びの機会はふだんの授業だけとは限りません。学習院大学は海外研修や留学、
インターンシップなどの多様なプログラムを用意しています。キャンパスの外で知的刺激を受けて、キャンパスのな
かでの学びを深めましょう。このような学びの機会は、学習院大学のいくつものセンターが情報を発信しています。
情報の受信感度を高めましょう。
　第3にスケジュールの余白を大きくとりましょう。みなさんは手帳やスマホでスケジュール管理をしていると思います。
その際、少しでも余白を少なくしようとしていませんか。スケジュールに余白が少ない＝充実した大学生活とは限り
ません。スケジュールを埋め尽くして追い立てられるような日 を々送るのではなく、できるだけ余白を作るようにして
みませんか。真っ白の時間にじぶんを見つめ直し、将来を考え、本を読むのです。
　目白の杜は多様なメンバーが作る〈知〉のコミュニティです。このコミュニティのなかで、みなさんが自由にのびのび
とキャンパスライフを送ることができるように、学習院大学はサポートします。充実感と達成感のある学生生活を
過ごされるよう強く願っています。

四年後を見据えて
学生センター所長　常岡　孝好

　新入生の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。
　2014年2月、ソチオリンピックで、皆さんと同世代の日本代表選手が大きな活躍を見せ、立派な成績を残してくれたことは記憶に新しいところです。
少し残念だったのは、17歳の高梨沙羅さんの結果が予想とは若干違ったことです。それでも入賞という成績は立派ですし、何よりも、高梨さんは、FIS
スキージャンプ・ワールドカップでの通算優勝回数がダントツのトップ、年間優勝回数もトップです。私は、彼女こそが、この競技で、世界の第一人者である
と確信しています。高梨さんは、もう既に、4年後を見据えて、計画を立て、一つ一つ課題を克服する地道な作業を始めているようです。
　いきなりの高梨さんの話題には戸惑ったかもしれません。しかし、4年後にかけるという点では、皆さんと高梨さんとは同じ立場なのではないでしょうか。
確かに、皆さんは、晴れて大学生になりました。しかし、それで勉強が終わったわけではありませんし、ましてや人生が決まったわけでもありません。皆さん
にとっての本当の勝負は、これからで、特に4年先ではないでしょうか。4年先こそが皆さんの長い人生を大きく決定づける年になるのだと思います。
したがって、高梨さんと同様、皆さんにとってこの4年間をどう過ごすかが、決定的に重要です。
　ところで、大学生活4年間はあっという間です。これからの1年1年は、高校時代にも増して高速で過ぎてゆきます（そのうち、実感を持ってわかること
になるでしょう）。油断していると、就活など進路決定の時期になっていたとして、焦ることになりかねません。そうならないためにも、まずは、4月中に大学
生活を軌道に乗せて下さい。どのような方針で、どのような授業を受講するのか、また、どのような知識、スキル、体力、特技を身につけるのか、自身で
考えて下さい。まさに独り立ちのチャンスです。そして、お勧めしたいのは、1週間、1学期間、1年間のスケジュールをしっかりと立てることです。
　私たち学習院大学は、新入生の皆さん一人一人が4年間で大きな成長を遂げてくれることを願っています。専門の
勉学面はもちろんのこと、語学力、情報スキル、スポーツの技能、さらには対人関係の構築力やコミュニケーション能力
等々においてです。そして、こうした成長をサポートしバックアップするため、学習院大学は、様々な人的、物的資源を擁
しています。皆さんに声を大にして言いたいです。学習院大学が持っているこうした有用な資源を大いに活用して欲し
いと。知の先人たる教員に積極的にアプローチして下さい。授業、試験、学費、奨学金などについては、学生センターが
あります。どんなことでも悩み事があれば学生相談室を訪ねてみましょう。これら以外にも、皆さん方の多様な要望に
応えるための施設やセンターがいくつかあります。とにかく、学習院の様々な資源を最大限「活用」して下さい。これら
の資源にアプローチする皆さん方の積極的な一歩が、これからの4年間を豊かなものにするきっかけとなるのではな
いでしょうか。
　学習院大学での4年間、さらなる飛躍を目指して、実りある大学生生活を送ってもらえればと願っています。私たち
教職員スタッフは、協力を惜しまないつもりです。

学生の表彰について ※学年は平成25年時のものとなります

　平成26年3月14日（金）、院長室において表彰状と副賞が授与
されました。　
　学習院の設置する各学校に在学する学生・生徒・児童・園児が、
国または地方自治体その他が行う大会またはコンクールに個人また
は団体で参加し優秀な成績をおさめた場合、または学習院長が特
に表彰に価すると認めた場合に表彰するものです。

●輔仁会大学支部　観世会部
表彰理由
　「第5回全国学能コンクール」において最優秀賞を受賞したため。
また、第1～5回の全国学能コンクールにおいて、5年連続の入賞を
果たし、内2回最優秀賞を受賞しているため。
　哲学科3年　久喜　泰裕さんのコメント
　平成25年7月28日に行われた第5回全国学生能楽コンクールで、私た
ち観世会部は最優秀賞を受賞いたしました。このコンクールは初めて開
催されてからまだ日の浅い大会ではありますが、学習院大学観世会部は
毎回入賞を果たしており、今回は2度目の最優
秀賞受賞となりました。
　こういった成果を評価していただいて、更に
院長表彰までいただき誠に光栄です。この名誉
に恥ずることのないように、更なる研鑽を続けて
行こうと思います。

　平成26年3月13日（木）、学長室において表彰状と副賞が授与
されました。　
　本学に在学する学生で学術研究活動等が学会等において高く評
価された者に対して行うものです。

●自然科学研究科化学専攻　博士後期課程2年　野嶋　優妃
表彰理由
　平成24年1月に開催された「第11回放射線化学と光化学に関する
トロンベイ会議」でのポスター発表にて、ポスター賞を受賞したため。
また、平成25年11月に開催された「平成25年度日本分光学会年次
講演会」での口頭発表にて、若手講演賞を受賞したため。

研究内容
　生体膜中では光合成など数多くの生化学反応が進行します。
これらの生化学反応は、実験室で行われる化学反応よりもずっと
効率よく進行します。私は生化学反応がどうして非常に効率よく
進行するのかを知るために研究を行っています。化学反応の速度
は、その反応が起きる場所の化学的性質の影響を受けます。その
ため生化学反応の反応速度は、生体膜の主要な構成要素である
脂質二重膜の化学的性質の影響を受けます。私はレーザー分光
法を用いて、脂質二重膜中の微視的な粘度やエネルギー移動特性
などの化学的性質を調べています。そうすることで、脂質二重膜中
において生化学反応がどのように進行するかをより深く知ろうと
しています。

野嶋さんのコメント
　今回、学長表彰という名誉ある賞を頂き、大変光栄に思います。
日々 の研究成果がこのような賞につながり大変うれしいです。このよう
な賞を頂けたのも、指導教員である岩田耕一教授および諸先生方の
温かいご指導のおかげです。この場を借りて、この研究に携わった
すべての方々に心より感謝いたします。今回の受賞を励みに、今後
とも研究に邁進していきたいです。

学長表彰 院長表彰

文化活動賞：学術文化の分野における国際的または全国的な大会・
 コンクール等において優秀な成績をおさめたもの

●政治学科３年　山縣　優菜（ラクロス部女子）
表彰理由
　「第6回APLUアジアパシフィック選手権大会」に出場する2013年
21歳以下女子日本代表に選出され、日本代表チームの優勝に大きく
貢献する活躍をみせたため。
　山縣さんのコメント
　この度はこのような栄誉ある賞を受ける事になり、感激でいっぱい
であります。
　大学から始めたラクロスですが、無限の可能性をもつこのスポーツ
に魅了され、いつしかプレーの幅を世界に広げていきたいと思うように
なり、21歳以下日本代表への挑戦を決めました。アジア大会では、世
界のプレーを肌で実感し、自分の課題を見つけることができた事はも
ちろん、アジア制覇までの様々な困難を、仲間と共に試行錯誤し乗り
越えて行く中で、人間的成長ができたと思っております。
　私の次の挑戦は主将として学習院女子ラ
クロス部を学生日本一に導く事です。この受
賞に満足することなく、これまで以上に精進を
積み、日頃の感謝を"勝利"という形で皆様に
伝えたいと思っておりますので、今までと変わ
らぬご支援のほどお願い申し上げます。

スポーツ活動賞：オリンピックまたは世界大会に日本代表として出場した
 場合や国民体育大会その他スポーツ・体育における全国
 大会等において優秀な成績をおさめたもの

TSRP-2014でポスター賞を受賞したときの写真
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学習院
NOWキャンパスライフをカスタマイズしよう！

学長　井上　寿一

　新入生のみなさん、入学おめでとうございます。みなさんと目白の杜で会える日を楽しみに待っていました。歓迎します。
　メッセージを送ります。「キャンパスライフをカスタマイズしよう！」学習院大学でのキャンパスライフをじぶん仕様にカスタマイズしませんか？
　なぜこのようなメッセージを送るのかというと、高校までと大学とは学ぶことの意味が大きくちがうからです。高校までは唯一の正解にたどり着くこと
が学習の目標でした。大学ではちがいます。正解がいくつもある、あるいは正解がどうしてもわからない、そのような問題に取り組みます。大学では与えら
れた問題を解くだけでなく、問題を発見して自ら解くことの方がより重要なのです。
　このような学びの場で充実した生活を過ごすには、キャンパスライフをじぶんに使い勝手がいいようにカスタマイズすることが大切です。
　カスタマイズの仕方を例示します。
　第1に授業時間割はじぶんで作りましょう。課外活動のクラブやサークルに入ると、先輩たちが「時間割を組みます」とサービスしてくれることがあります。
先輩の厚意は参考に止めましょう。時間割を組むのはじぶん自身です。所属する学部学科の専門科目だけでなく、他学部他学科の科目や各学部共通
の科目を組み入れましょう。
　第2に学びの機会を広げましょう。学びの機会はふだんの授業だけとは限りません。学習院大学は海外研修や留学、
インターンシップなどの多様なプログラムを用意しています。キャンパスの外で知的刺激を受けて、キャンパスのな
かでの学びを深めましょう。このような学びの機会は、学習院大学のいくつものセンターが情報を発信しています。
情報の受信感度を高めましょう。
　第3にスケジュールの余白を大きくとりましょう。みなさんは手帳やスマホでスケジュール管理をしていると思います。
その際、少しでも余白を少なくしようとしていませんか。スケジュールに余白が少ない＝充実した大学生活とは限り
ません。スケジュールを埋め尽くして追い立てられるような日 を々送るのではなく、できるだけ余白を作るようにして
みませんか。真っ白の時間にじぶんを見つめ直し、将来を考え、本を読むのです。
　目白の杜は多様なメンバーが作る〈知〉のコミュニティです。このコミュニティのなかで、みなさんが自由にのびのび
とキャンパスライフを送ることができるように、学習院大学はサポートします。充実感と達成感のある学生生活を
過ごされるよう強く願っています。

四年後を見据えて
学生センター所長　常岡　孝好

　新入生の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。
　2014年2月、ソチオリンピックで、皆さんと同世代の日本代表選手が大きな活躍を見せ、立派な成績を残してくれたことは記憶に新しいところです。
少し残念だったのは、17歳の高梨沙羅さんの結果が予想とは若干違ったことです。それでも入賞という成績は立派ですし、何よりも、高梨さんは、FIS
スキージャンプ・ワールドカップでの通算優勝回数がダントツのトップ、年間優勝回数もトップです。私は、彼女こそが、この競技で、世界の第一人者である
と確信しています。高梨さんは、もう既に、4年後を見据えて、計画を立て、一つ一つ課題を克服する地道な作業を始めているようです。
　いきなりの高梨さんの話題には戸惑ったかもしれません。しかし、4年後にかけるという点では、皆さんと高梨さんとは同じ立場なのではないでしょうか。
確かに、皆さんは、晴れて大学生になりました。しかし、それで勉強が終わったわけではありませんし、ましてや人生が決まったわけでもありません。皆さん
にとっての本当の勝負は、これからで、特に4年先ではないでしょうか。4年先こそが皆さんの長い人生を大きく決定づける年になるのだと思います。
したがって、高梨さんと同様、皆さんにとってこの4年間をどう過ごすかが、決定的に重要です。
　ところで、大学生活4年間はあっという間です。これからの1年1年は、高校時代にも増して高速で過ぎてゆきます（そのうち、実感を持ってわかること
になるでしょう）。油断していると、就活など進路決定の時期になっていたとして、焦ることになりかねません。そうならないためにも、まずは、4月中に大学
生活を軌道に乗せて下さい。どのような方針で、どのような授業を受講するのか、また、どのような知識、スキル、体力、特技を身につけるのか、自身で
考えて下さい。まさに独り立ちのチャンスです。そして、お勧めしたいのは、1週間、1学期間、1年間のスケジュールをしっかりと立てることです。
　私たち学習院大学は、新入生の皆さん一人一人が4年間で大きな成長を遂げてくれることを願っています。専門の
勉学面はもちろんのこと、語学力、情報スキル、スポーツの技能、さらには対人関係の構築力やコミュニケーション能力
等々においてです。そして、こうした成長をサポートしバックアップするため、学習院大学は、様々な人的、物的資源を擁
しています。皆さんに声を大にして言いたいです。学習院大学が持っているこうした有用な資源を大いに活用して欲し
いと。知の先人たる教員に積極的にアプローチして下さい。授業、試験、学費、奨学金などについては、学生センターが
あります。どんなことでも悩み事があれば学生相談室を訪ねてみましょう。これら以外にも、皆さん方の多様な要望に
応えるための施設やセンターがいくつかあります。とにかく、学習院の様々な資源を最大限「活用」して下さい。これら
の資源にアプローチする皆さん方の積極的な一歩が、これからの4年間を豊かなものにするきっかけとなるのではな
いでしょうか。
　学習院大学での4年間、さらなる飛躍を目指して、実りある大学生生活を送ってもらえればと願っています。私たち
教職員スタッフは、協力を惜しまないつもりです。

学生の表彰について ※学年は平成25年時のものとなります

　平成26年3月14日（金）、院長室において表彰状と副賞が授与
されました。　
　学習院の設置する各学校に在学する学生・生徒・児童・園児が、
国または地方自治体その他が行う大会またはコンクールに個人また
は団体で参加し優秀な成績をおさめた場合、または学習院長が特
に表彰に価すると認めた場合に表彰するものです。

●輔仁会大学支部　観世会部
表彰理由
　「第5回全国学能コンクール」において最優秀賞を受賞したため。
また、第1～5回の全国学能コンクールにおいて、5年連続の入賞を
果たし、内2回最優秀賞を受賞しているため。
　哲学科3年　久喜　泰裕さんのコメント
　平成25年7月28日に行われた第5回全国学生能楽コンクールで、私た
ち観世会部は最優秀賞を受賞いたしました。このコンクールは初めて開
催されてからまだ日の浅い大会ではありますが、学習院大学観世会部は
毎回入賞を果たしており、今回は2度目の最優
秀賞受賞となりました。
　こういった成果を評価していただいて、更に
院長表彰までいただき誠に光栄です。この名誉
に恥ずることのないように、更なる研鑽を続けて
行こうと思います。

　平成26年3月13日（木）、学長室において表彰状と副賞が授与
されました。　
　本学に在学する学生で学術研究活動等が学会等において高く評
価された者に対して行うものです。

●自然科学研究科化学専攻　博士後期課程2年　野嶋　優妃
表彰理由
　平成24年1月に開催された「第11回放射線化学と光化学に関する
トロンベイ会議」でのポスター発表にて、ポスター賞を受賞したため。
また、平成25年11月に開催された「平成25年度日本分光学会年次
講演会」での口頭発表にて、若手講演賞を受賞したため。

研究内容
　生体膜中では光合成など数多くの生化学反応が進行します。
これらの生化学反応は、実験室で行われる化学反応よりもずっと
効率よく進行します。私は生化学反応がどうして非常に効率よく
進行するのかを知るために研究を行っています。化学反応の速度
は、その反応が起きる場所の化学的性質の影響を受けます。その
ため生化学反応の反応速度は、生体膜の主要な構成要素である
脂質二重膜の化学的性質の影響を受けます。私はレーザー分光
法を用いて、脂質二重膜中の微視的な粘度やエネルギー移動特性
などの化学的性質を調べています。そうすることで、脂質二重膜中
において生化学反応がどのように進行するかをより深く知ろうと
しています。

野嶋さんのコメント
　今回、学長表彰という名誉ある賞を頂き、大変光栄に思います。
日々 の研究成果がこのような賞につながり大変うれしいです。このよう
な賞を頂けたのも、指導教員である岩田耕一教授および諸先生方の
温かいご指導のおかげです。この場を借りて、この研究に携わった
すべての方々に心より感謝いたします。今回の受賞を励みに、今後
とも研究に邁進していきたいです。

学長表彰 院長表彰

文化活動賞：学術文化の分野における国際的または全国的な大会・
 コンクール等において優秀な成績をおさめたもの

●政治学科３年　山縣　優菜（ラクロス部女子）
表彰理由
　「第6回APLUアジアパシフィック選手権大会」に出場する2013年
21歳以下女子日本代表に選出され、日本代表チームの優勝に大きく
貢献する活躍をみせたため。
　山縣さんのコメント
　この度はこのような栄誉ある賞を受ける事になり、感激でいっぱい
であります。
　大学から始めたラクロスですが、無限の可能性をもつこのスポーツ
に魅了され、いつしかプレーの幅を世界に広げていきたいと思うように
なり、21歳以下日本代表への挑戦を決めました。アジア大会では、世
界のプレーを肌で実感し、自分の課題を見つけることができた事はも
ちろん、アジア制覇までの様々な困難を、仲間と共に試行錯誤し乗り
越えて行く中で、人間的成長ができたと思っております。
　私の次の挑戦は主将として学習院女子ラ
クロス部を学生日本一に導く事です。この受
賞に満足することなく、これまで以上に精進を
積み、日頃の感謝を"勝利"という形で皆様に
伝えたいと思っておりますので、今までと変わ
らぬご支援のほどお願い申し上げます。

スポーツ活動賞：オリンピックまたは世界大会に日本代表として出場した
 場合や国民体育大会その他スポーツ・体育における全国
 大会等において優秀な成績をおさめたもの
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学習院大学課外活動優秀団体・優秀者表彰
　平成26年1月17日（金）百周年記念会館小講堂にて、学習院大学
課外活動優秀団体・優秀者表彰式が行われました。
　この表彰式は、平成23年度より運動部常任委員会、文化部常任委員
会及び文化系同好会常任委員会の合同で行われているもので、大会・
コンクールで優秀な成績を収めた団体及び個人などが表彰されます。

【運動部】
最優秀選手賞
ウェイト・トレーニング同好会　住田　祐輔（フランス語圏文化学科3年）
　世界ジュニアベンチプレス選手権大会　ジュニア男子74kg級第6位

最優秀団体賞
水上スキー部
　全日本学生水上スキー選手権大会　女子総合1位　男子総合5位

優秀選手賞
ラクロス部女子　山縣　優菜（政治学科3年）
　U-21日本代表　APLUアジアパシフィック選手権大会　優勝
ラクロス部女子　廣野　睦（化学科3年）
　U-21日本代表　APLUアジアパシフィック選手権大会　優勝

優秀団体賞
馬術部　ホースセラピーによる地域貢献
ソフトボール部男子　東日本大会　第3位

新人賞
剣道部　西島　晴輝（法学科2年）
　関東学生剣道選手権大会ベスト16（500名中）

功労賞
運動部常任委員会　春木　裕彰（経済学科4年）
　第64回 四大学運動競技大会推進局長

敢闘賞
ラグビー部　江見　翔太（経済学科4年）
　7人制ラグビー日本代表　HSBCアジアセブンズシリーズ出場
　RWC Sevens 2013（ワールドカップ）出場
【文化部】
最優秀団体賞　
観世会部　第5回全国学生能楽コンクール　最優秀賞

【文化系同好会】
最優秀団体賞
国際政治研究会
　大学祭において学内外の興味関心を高める活動を評価
社交舞踏研究会　
　東部日本学生競技ダンス選手権大会二部戦において優秀な成績を収めた

学生の表彰について ※学年は平成25年時のものとなります

●輔仁会大学支部　應援團
表彰理由
　献血活動の推進に積極的に協力したとして、平成25年7月5日に
福岡国際会議場において開催された「第49回献血運動推進全国
大会」にて、厚生労働大臣感謝状の贈呈を受けたため。
　
経済学科3年　木原　雄大さんのコメント
　この度、院長表彰という格別な賞を頂き、團員一同光栄に感じて
おります。
　弊團では、年に三回献血の呼び掛け活動を実施しております。
應援團の真髄である奉仕活動。その中でも献血活動は命の尊さを学
び、また広く一般社会に貢献出来る機会であり、奉仕の精神を十二
分に体現する中核を担っております。昨
今は若年層の献血離れが叫ばれておりま
すが、我々は継続的な呼び掛けで、より多
くの学生や一般の方々に関心を持って頂
けるよう、誠心誠意取り組んで参ります。
是非、積極的なご協力を今後も宜しくお
願い申し上げます。

　2016年のリオデジャネイロオリンピックでのセブンズ（七人制ラグ
ビー）が正式種目となり、また2019年にはラグビーW杯の日本開催
が決定しています。是非今までラグビーを見ていなかったと言う方
もラグビーを身近に感じてもらえたらと
思います。
　社会人になってもトップリーグ（社会人ラ
グビーリーグ）のサントリーサンゴリアスに
所属しラグビーを続けていく予定です。これ
からも日本代表を狙って、練習に励んでいき
たいと思います。

●物理学科2年　野沢　俊策
表彰理由
　「第25回フィンスイミング日本選手権大会」にて、アプニア50m 6位入
賞、サーフィス50m 6位入賞の好成績を収め「CMAS World Cup 
2013 Golden Final（ジュネーブ大会）」に出場する日本代表に選出され
た。本大会では「アプニア50m」「サーフィス100m」「サーフィス50m」
「サーフィスリレー」の4種目に出場し、日本代表選手として活躍したため。
野沢さんのコメント
　この度は院長表彰という名誉ある賞を頂きありがとうございます。
　私は、足ヒレを使って泳ぎタイムを競う競技であるフィンスイミングで世界
を舞台に戦いました。フィンスイミングは日本ではまだ知名度が低く競技人口
も少ないので、今回の受賞をきっかけに多くの方に知っていただき、競技
人口の増加に繋がったらうれしいです。
　選手としては、今年の代表選考会でアジア選手権の代表権を獲得
すること、また学習院大学として出場する全日本学生選手権で優勝
することを目標に、１年間精進していきたいと思います。

特別賞：人命救助、その他学生・生徒等の模範となる行為を行い、
 院長が表彰に価すると認めたもの

院長表彰
●化学科３年　廣野　睦（ラクロス部女子）
表彰理由
　「第6回APLUアジアパシフィック選手権大会」に出場する2013年
21歳以下女子日本代表に選出され、日本代表チームの優勝に大きく
貢献する活躍をみせたため。
　廣野さんのコメント
　この度はこのような賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。
　私はラクロス日本代表としてアジア大会に出場し、優勝することが
できました。優勝するまでには、幾多の困難がありましたが、それを乗り
越えることができたのは両親をはじめとして家族、チームメイトの支え
があったからであると感じております。学習院のラクロス部には「感謝・
挑戦・感動」という理念があります。ラクロス部に関わる全ての人に
感謝の気持ちを持ち、絶えず挑戦を続
け、見ている人に感動を与えるというもの
です。この理念のもと、今回代表活動で
培った経験を学生日本一を目指すチーム
に還元したいと思います。最後になります
が、日頃より活動を支援してくださっている父
母、卒業生の方に深く御礼申し上げます。

●フランス語圏文化学科3年　住田　祐輔（ウェイトトレーニング同好会）
表彰理由
　「第93回関東学生パワーリフティング選手権大会」、「第39回全日本学
生パワーリフティング選手権大会」、「第24回全日本ベンチプレス選手権
大会」などの複数の国内大会で優秀な成績を収め「第5回世界サブジュ
ニア＆ジュニアベンチプレス選手権大会」への出場権を獲得し、ジュニア
男子74kg級において、6位入賞の好成績を収める活躍をみせたため。
　住田さんのコメント
　この度は、院長表彰という大変栄誉ある賞を賜り、恐縮至極に
存じます。
　私は、ウェイトトレーニング同好会に所属し、そこで筋トレとして世に
知られている「ベンチプレス」が競技スポーツとして行われていること
を知りました。この競技はバーベルの最大挙上重量を競うを一見単純
に見えるスポーツですが、ルールが定められていたり、テクニックが
あったりと、とても奥の深いスポーツです。私は、同好会の仲間たちと
日々切磋琢磨し、練習での努力がすぐに挙上重量に表れました。学習
院大学の設備の整ったトレーニングルー
ムのおかげもあり、私は大学から始めた競
技ベンチプレスの世界で全国大会で優勝
し、日本代表として世界大会にも出場する
ことができました。今回の結果に甘んじる
ことなく、国際大会でも表彰台に立てるよ
う日々 精進して参ります。

●経済学科4年　江見　翔太（ラグビー部）
表彰理由
　「HSBCアジアセブンズシリーズ2013（マレーシアセブンズ）」に出場
する男子7人制日本代表に選出され、本大会の優勝に大きく貢献した
ため。また、「ラグビーワールドカップ・セブンズ」に出場する日本代表にも
選出され、本大会のボウル・トーナメント準優勝に大きく貢献したため。
江見さんのコメント
　この度は名誉ある賞をいただき、ありがとうございます。
　ラグビーは日本語で「闘球」と書きます。サッカーと同じフィールドで
サッカーように走り回る要素もあれば、格闘技のように体と体をぶつ
け合う要素もある、魅力あるスポーツです。私のポジションはWTB・
FBという走る事が多いポジションで、相手をどう抜くか、どうすればト
ライできるかを常に考えてプレーしています。

「第28回オール学習院の集い」
開催のお知らせ

　本院では、毎年4月に、学習院父母会、学習院桜友会及び常磐会の
ご協力を得て「オール学習院の集い」を開催し、学生・生徒・児童・
園児・教職員は勿論、卒業生・父母の方々、更には近隣にお住まいの
方々の親睦と交流の場としてご好評を頂いております。
　この催しは、春の一日、学習院のシンボルである桜の下、世代を
超えて親睦と交流の輪を広げ、学習院との絆をより深めていただこう
との趣旨で実施しているものであります。
　当日は、オール学習院大合同演奏会や各種展示会、屋外ステージ、親善
試合等の催し物、豪華商品が当たるチャリティーラッフル（収益は慈善団体へ
の寄付とするクジ）や模擬店等、楽しい企画をたくさんご用意しております。
　大学の学生団体も参加しますので、学生の皆さんのお越しをお待ち
しております。
　なお、開会式及び大合同演奏会では、席数を大幅に上回る来場者
が予想されますので、入場券を配付いたします。詳細は、下記及び本院
ホームページをご確認ください。

　平成26年度、学習院大学では、北京郵電大学（中国）との間で、交流
協定が締結されました。
　北京郵電大学は、1955年に開学した、中国北京市に所在する総合
大学です。広大なキャンパスには、中心となる情報通信系の学部の
他、工学、科学、経営、経済、法律、教育、人文学等14学部36学科
が置かれています。留学生寮も完備しており、世界40ヶ国、70以上
の大学からの留学生が寮生活を送っています。
　中国とは、5校目の大学間協定締結となります。
　これを機に、本学の海外交流が、ますます発展していくことが期待
されます。

日　時：平成26年４月13日（日）
午前9時30分～午後4時（雨天決行）

会　場：学習院目白キャンパス（豊島区目白１－５－１）
開会式及び大合同演奏会の入場券について

１．配付日時：当日８時50分頃
２．配付場所：西５号館２階201教室
３．配付方法：先着順に一人１枚ずつ入場券を配付
４．注意事項：10時までにご入場願います。

入場後、会館の外に出ますと再入場はできません。
備　考：詳しくは学生センター学生課の窓口で配付するプログラム

又はホームページをご覧ください。
（http://www.gakushuin.ac.jp/ad/somu/all/）

記

北京郵電大学（中国）との新規協定締結について
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学習院大学課外活動優秀団体・優秀者表彰
　平成26年1月17日（金）百周年記念会館小講堂にて、学習院大学
課外活動優秀団体・優秀者表彰式が行われました。
　この表彰式は、平成23年度より運動部常任委員会、文化部常任委員
会及び文化系同好会常任委員会の合同で行われているもので、大会・
コンクールで優秀な成績を収めた団体及び個人などが表彰されます。

【運動部】
最優秀選手賞
ウェイト・トレーニング同好会　住田　祐輔（フランス語圏文化学科3年）
　世界ジュニアベンチプレス選手権大会　ジュニア男子74kg級第6位

最優秀団体賞
水上スキー部
　全日本学生水上スキー選手権大会　女子総合1位　男子総合5位

優秀選手賞
ラクロス部女子　山縣　優菜（政治学科3年）
　U-21日本代表　APLUアジアパシフィック選手権大会　優勝
ラクロス部女子　廣野　睦（化学科3年）
　U-21日本代表　APLUアジアパシフィック選手権大会　優勝

優秀団体賞
馬術部　ホースセラピーによる地域貢献
ソフトボール部男子　東日本大会　第3位

新人賞
剣道部　西島　晴輝（法学科2年）
　関東学生剣道選手権大会ベスト16（500名中）

功労賞
運動部常任委員会　春木　裕彰（経済学科4年）
　第64回 四大学運動競技大会推進局長

敢闘賞
ラグビー部　江見　翔太（経済学科4年）
　7人制ラグビー日本代表　HSBCアジアセブンズシリーズ出場
　RWC Sevens 2013（ワールドカップ）出場
【文化部】
最優秀団体賞　
観世会部　第5回全国学生能楽コンクール　最優秀賞

【文化系同好会】
最優秀団体賞
国際政治研究会
　大学祭において学内外の興味関心を高める活動を評価
社交舞踏研究会　
　東部日本学生競技ダンス選手権大会二部戦において優秀な成績を収めた

学生の表彰について ※学年は平成25年時のものとなります

●輔仁会大学支部　應援團
表彰理由
　献血活動の推進に積極的に協力したとして、平成25年7月5日に
福岡国際会議場において開催された「第49回献血運動推進全国
大会」にて、厚生労働大臣感謝状の贈呈を受けたため。
　
経済学科3年　木原　雄大さんのコメント
　この度、院長表彰という格別な賞を頂き、團員一同光栄に感じて
おります。
　弊團では、年に三回献血の呼び掛け活動を実施しております。
應援團の真髄である奉仕活動。その中でも献血活動は命の尊さを学
び、また広く一般社会に貢献出来る機会であり、奉仕の精神を十二
分に体現する中核を担っております。昨
今は若年層の献血離れが叫ばれておりま
すが、我々は継続的な呼び掛けで、より多
くの学生や一般の方々に関心を持って頂
けるよう、誠心誠意取り組んで参ります。
是非、積極的なご協力を今後も宜しくお
願い申し上げます。

　2016年のリオデジャネイロオリンピックでのセブンズ（七人制ラグ
ビー）が正式種目となり、また2019年にはラグビーW杯の日本開催
が決定しています。是非今までラグビーを見ていなかったと言う方
もラグビーを身近に感じてもらえたらと
思います。
　社会人になってもトップリーグ（社会人ラ
グビーリーグ）のサントリーサンゴリアスに
所属しラグビーを続けていく予定です。これ
からも日本代表を狙って、練習に励んでいき
たいと思います。

●物理学科2年　野沢　俊策
表彰理由
　「第25回フィンスイミング日本選手権大会」にて、アプニア50m 6位入
賞、サーフィス50m 6位入賞の好成績を収め「CMAS World Cup 
2013 Golden Final（ジュネーブ大会）」に出場する日本代表に選出され
た。本大会では「アプニア50m」「サーフィス100m」「サーフィス50m」
「サーフィスリレー」の4種目に出場し、日本代表選手として活躍したため。
野沢さんのコメント
　この度は院長表彰という名誉ある賞を頂きありがとうございます。
　私は、足ヒレを使って泳ぎタイムを競う競技であるフィンスイミングで世界
を舞台に戦いました。フィンスイミングは日本ではまだ知名度が低く競技人口
も少ないので、今回の受賞をきっかけに多くの方に知っていただき、競技
人口の増加に繋がったらうれしいです。
　選手としては、今年の代表選考会でアジア選手権の代表権を獲得
すること、また学習院大学として出場する全日本学生選手権で優勝
することを目標に、１年間精進していきたいと思います。

特別賞：人命救助、その他学生・生徒等の模範となる行為を行い、
 院長が表彰に価すると認めたもの

院長表彰
●化学科３年　廣野　睦（ラクロス部女子）
表彰理由
　「第6回APLUアジアパシフィック選手権大会」に出場する2013年
21歳以下女子日本代表に選出され、日本代表チームの優勝に大きく
貢献する活躍をみせたため。
　廣野さんのコメント
　この度はこのような賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。
　私はラクロス日本代表としてアジア大会に出場し、優勝することが
できました。優勝するまでには、幾多の困難がありましたが、それを乗り
越えることができたのは両親をはじめとして家族、チームメイトの支え
があったからであると感じております。学習院のラクロス部には「感謝・
挑戦・感動」という理念があります。ラクロス部に関わる全ての人に
感謝の気持ちを持ち、絶えず挑戦を続
け、見ている人に感動を与えるというもの
です。この理念のもと、今回代表活動で
培った経験を学生日本一を目指すチーム
に還元したいと思います。最後になります
が、日頃より活動を支援してくださっている父
母、卒業生の方に深く御礼申し上げます。

●フランス語圏文化学科3年　住田　祐輔（ウェイトトレーニング同好会）
表彰理由
　「第93回関東学生パワーリフティング選手権大会」、「第39回全日本学
生パワーリフティング選手権大会」、「第24回全日本ベンチプレス選手権
大会」などの複数の国内大会で優秀な成績を収め「第5回世界サブジュ
ニア＆ジュニアベンチプレス選手権大会」への出場権を獲得し、ジュニア
男子74kg級において、6位入賞の好成績を収める活躍をみせたため。
　住田さんのコメント
　この度は、院長表彰という大変栄誉ある賞を賜り、恐縮至極に
存じます。
　私は、ウェイトトレーニング同好会に所属し、そこで筋トレとして世に
知られている「ベンチプレス」が競技スポーツとして行われていること
を知りました。この競技はバーベルの最大挙上重量を競うを一見単純
に見えるスポーツですが、ルールが定められていたり、テクニックが
あったりと、とても奥の深いスポーツです。私は、同好会の仲間たちと
日々切磋琢磨し、練習での努力がすぐに挙上重量に表れました。学習
院大学の設備の整ったトレーニングルー
ムのおかげもあり、私は大学から始めた競
技ベンチプレスの世界で全国大会で優勝
し、日本代表として世界大会にも出場する
ことができました。今回の結果に甘んじる
ことなく、国際大会でも表彰台に立てるよ
う日々 精進して参ります。

●経済学科4年　江見　翔太（ラグビー部）
表彰理由
　「HSBCアジアセブンズシリーズ2013（マレーシアセブンズ）」に出場
する男子7人制日本代表に選出され、本大会の優勝に大きく貢献した
ため。また、「ラグビーワールドカップ・セブンズ」に出場する日本代表にも
選出され、本大会のボウル・トーナメント準優勝に大きく貢献したため。
江見さんのコメント
　この度は名誉ある賞をいただき、ありがとうございます。
　ラグビーは日本語で「闘球」と書きます。サッカーと同じフィールドで
サッカーように走り回る要素もあれば、格闘技のように体と体をぶつ
け合う要素もある、魅力あるスポーツです。私のポジションはWTB・
FBという走る事が多いポジションで、相手をどう抜くか、どうすればト
ライできるかを常に考えてプレーしています。

「第28回オール学習院の集い」
開催のお知らせ

　本院では、毎年4月に、学習院父母会、学習院桜友会及び常磐会の
ご協力を得て「オール学習院の集い」を開催し、学生・生徒・児童・
園児・教職員は勿論、卒業生・父母の方々、更には近隣にお住まいの
方々の親睦と交流の場としてご好評を頂いております。
　この催しは、春の一日、学習院のシンボルである桜の下、世代を
超えて親睦と交流の輪を広げ、学習院との絆をより深めていただこう
との趣旨で実施しているものであります。
　当日は、オール学習院大合同演奏会や各種展示会、屋外ステージ、親善
試合等の催し物、豪華商品が当たるチャリティーラッフル（収益は慈善団体へ
の寄付とするクジ）や模擬店等、楽しい企画をたくさんご用意しております。
　大学の学生団体も参加しますので、学生の皆さんのお越しをお待ち
しております。
　なお、開会式及び大合同演奏会では、席数を大幅に上回る来場者
が予想されますので、入場券を配付いたします。詳細は、下記及び本院
ホームページをご確認ください。

　平成26年度、学習院大学では、北京郵電大学（中国）との間で、交流
協定が締結されました。
　北京郵電大学は、1955年に開学した、中国北京市に所在する総合
大学です。広大なキャンパスには、中心となる情報通信系の学部の
他、工学、科学、経営、経済、法律、教育、人文学等14学部36学科
が置かれています。留学生寮も完備しており、世界40ヶ国、70以上
の大学からの留学生が寮生活を送っています。
　中国とは、5校目の大学間協定締結となります。
　これを機に、本学の海外交流が、ますます発展していくことが期待
されます。

日　時：平成26年４月13日（日）
午前9時30分～午後4時（雨天決行）

会　場：学習院目白キャンパス（豊島区目白１－５－１）
開会式及び大合同演奏会の入場券について

１．配付日時：当日８時50分頃
２．配付場所：西５号館２階201教室
３．配付方法：先着順に一人１枚ずつ入場券を配付
４．注意事項：10時までにご入場願います。

入場後、会館の外に出ますと再入場はできません。
備　考：詳しくは学生センター学生課の窓口で配付するプログラム

又はホームページをご覧ください。
（http://www.gakushuin.ac.jp/ad/somu/all/）

記

北京郵電大学（中国）との新規協定締結について
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外国語教育研究センター

英語能力試験TOEIC－IPについて
　下記の日程でTOEIC-IP試験を行います。
　新1年生全員（学部生のみ）、および、インテンシヴ・コース履修希望
者は必ず受験して下さい。（無料）
日時：4月2日（水）12:45～15:45　持ち物：学生証、筆記用具（ボールペン不可）

平成26年度　英語インテンシヴ・コースの履修について
　英語インテンシヴ・コースは、国際人として通用する英語の実践的能力の養成
を目指す上級向けのコースです。現在のところ、すべてがNative speaker
による授業で、履修者の積極的な参加によって更に充実した授業が望めます。
■対象：履修希望者（全学部対象）のうち、下記の条件を満たす者
　履修対象者は、左記の日程で実施される英語能力試験（TOEIC-IP）の結果に
よって選抜されます。1年生でこのコースの受講を希望する人は、その試験を必ず受験
した上で、下記の履修希望者ガイダンスに必ず出席し、そこで申し込みをしてください。
また、2年生以上の履修希望者も上記の英語能力試験を必ず受験し、履修希望者ガイ
ダンスにも出席し申し込みをしてください。なお、以前インテンシヴ・コースに合格している
学生は、再度受験する必要はありません。そのままコースの授業を履修できます。
■履修希望者ガイダンス
4月3日（木）16:00～17:00　西2-201
※合格者は4月4日（金）12:00から北1号館西側の外国語教育研究センター掲示板、および、
中央教育研究棟６階の外国語教育研究センター事務室掲示板にて掲示発表します。

計算機センター
計算機センターの利用について

〔1〕実習室等のコンピュータの利用について 
１.学部学生の場合 
①情報科目のうち「初等情報処理１」（あるいは「情報処理入門１」）を履修する。
　　授業を履修している期間、コンピュータを利用することができます。これらの単位
を取得した学生に限り、卒業まで継続してコンピュータを利用することができます。
②①以外の「コンピュータを使用する授業科目」を履修する。
  　その授業を履修している期間に限り、コンピュータを利用することができます。
③計算機センター主催の認定試験に合格する。
　　4月、８月頃に行われる計算機センター主催の認定試験に合格
すると、卒業まで継続して利用することができます。
　くわしくは計算機センターの掲示を見てください。
 ※①、②の場合、ユーザ登録手続きは授業で説明します。計算機センター事務室
ではユーザ登録をすることはできません。注意してください。

２.転部・転科をした学生の場合
　　成績表もしくは成績証明書の原本と学生証を計算機センター事務室へ持参してく
ださい。1.-①の単位が取得済みであることを確認後、ユーザ登録手続きを行います。

３.編入学、学士入学をした学生の場合
　　 1.-①に該当する科目が単位認定されていても、コンピュータは利用できません。コンピュー
タを使いたい場合は、４月18日（金）16時までに計算機センターにお問い合わせください。

４.大学院生の利用について　4月2日（水）のガイダンスで説明します。
５.その他の学生について　計算機センターにお問い合わせください。
６.平成２6年度新入学生（学部生および大学院生）について
　　新入学生ガイダンスにて、仮登録を行います。詳細は、既に配布
済みの資料を確認してください。

〔２〕利用時間
計算機センター実習室
月曜日～金曜日：９時～１８時／土曜日：９時～１４時／日祝日：閉室
　　計算機センター実習室以外にも、コンピュータを利用できる場
所があります。詳細は「学生生活の手引」等を参照してください。

【2年生以上】
平成26年度
英語インテンシヴ・コース履修希望者

西１-304
西１-305

法学科

政治学科

経済学科

経営学科

哲学科

史学科

日本語日本文学科

中央‐302
中央‐401
西２‐201
西２‐301
西２‐302
西２‐401
西２‐402
西５‐202
中央‐404
中央‐405
西５‐303

学 科 教 室
【1年生】

英語英米文化学科
ドイツ語圏文化学科
フランス語圏文化学科
心理学科

教育学科

物理学科
化学科
数学科

生命科学科

中央‐301
西１‐309
西５‐302
西２‐501
西１‐108
西１‐109
西２‐303
中央‐402
西５‐301
西１‐307
西１‐308

学 科 教 室

履修手続きについて
（1）履修の計画

①履修要覧（入学時のみ交付）、シラバス（毎年度配付）などをよく読んで、
履修しなければならない科目や履修したい科目をピックアップしてください。

②履修登録するまでの期間は、履修を希望する授業に自由に出
席することができます。それによって最終的にどの科目を履修
するのかを決定します。なお、第１回目の授業に必ず出席しなけ
ればならない科目もありますので注意してください。

（2）履修登録
　履修を希望する授業科目について、以下に示す履修登録期間内に
大学ポータルサイト（G-Port）上で登録を行います。履修登録期間内は、
自由に履修登録の変更が可能です。当年度に履修する科目がない場合
においても履修科目がない状態で登録を行う必要があります。なお、
事前に登録手続きが必要な科目（外国語科目、情報科目、スポーツ・
健康科学科目、演習科目等）については、必ず各科目で要求されている
手続きを経た上で、履修登録しなければなりません。

（3）履修登録修正
　以下に示す履修登録修正期間内に限り、登録科目の修正が可能です。
必要に応じ、登録結果をもとにして、大学ポータルサイト（G-Port）上で
科目の修正（追加および削除）の入力を行ってください。なお、事前に
登録手続きが必要な科目については、修正することができません。修正
期間後は、原則として履修登録の変更は認められません。

（4）履修登録科目の確認
　上記（2）および（3）終了後、履修登録が正しくなされているかどう
かを、大学ポータルサイト（G-Port）の「履修科目確認画面」で確認し
てください（同画面はプリントアウトし必ず保存すること）。誤った履修
登録がされていると試験に合格しても単位は認められません。

■履修登録期間
●法科大学院生（第1学期科目）　4月2日（水）～3日（木）
●学部学生・大学院生（通年・第1学期・第2学期・集中科目）
　4月9日（水）～22日（火）

■履修登録修正期間
●法科大学院生（第1学期科目）　4月29日（火）～30日（水）
●学部学生・大学院生（通年・第1学期・第2学期・集中科目）※
　4月29日（火）～30日（水）
※第2学期・集中（第2学期）科目に限り、9月22日（月）～27日（土）に修正することもできます。

◎各受付時間等の詳細、法科大学院の第2学期科目の登録・修正は別途掲示します。

f-Campus の履修手続きについて

　 〈第2学期科目〉
　 登録申請：9月2日（火）正午～9月10日（水）午前9時30分
　 結果発表：9月11日（木）午前9時30分

f-Campus バーチャル事務局ホームページ http://www.f-campus.org/

【注意】履修登録上限のある学科（法学科（24年度以降入学者）、経済
学部、教育学科）の学生は、f-Campas科目の第2学期分の追加により上限
単位数を超過する場合には登録してはならないので充分に留意すること。

履 修について

学生センター教務課

司書資格の取得を希望する方へ
　学習院女子大学で開設されている司書課程科目を、科目等履修生
として履修することにより、司書の資格を取得することができます。
　司書課程科目の履修を希望する方を対象としたガイダンスを開催
しますので、必ず出席してください。
■日　時　4月3日（木）12時30分～14時00分
■場　所　学習院女子大学　2号館201教室
＊司書課程科目を履修することができるのは学部2～4年生および大学院生です。
ただし、ガイダンスは学部１年生でも出席することができます。
＊ガイダンスに出席しないと、履修が認められない場合があります。
＊すでに司書課程科目を履修している方は、あらためて出席する必要はありません。
＊出願要項・願書は学生センター教務課（中央教育研究棟1階）で配付します。
出願期間は４月9日（水）～11日（金）です。

＊科目登録できる単位数の上限は、他の４大学合計で年間12単位までです。
＊登録期間内は24時間受け付けます。
＊応募者が定員を超過した場合は、抽選を行います。
＊２次登録はありません。
＊詳細については下記ホームページをご覧ください。

平成２6年度　博物館に関する科目の履修について
■本学において、この資格を取得するためのガイダンスが、下記のとおり開催
されます。学芸員資格を取得するため「博物館に関する科目」の履修登録を希望
する学生は、必ずガイダンスに出席したうえで、所定の手続を行ってください。
　●「博物館に関する科目履修ガイダンス」

日時：４月7日（月）　１４時２０分～　場所：西２－２０１教室
　●「博物館に関する科目履修申込受付」

日時：４月１０日（木）　９時３０分～１７時３０分　場所：学芸員課程事務室

平成２6年度　「博物館実習」の履修について
■平成２6年度に「博物館実習」を履修する学生のためのガイダンスが、下記の通り開催
されます。平成２6年度に「博物館実習」の履修を予定し、平成25年度中に「仮登録」
を済ませた学生は、必ずガイダンスに出席したうえで、所定の手続を行ってください。

学芸員課程事務室
　「学芸員」とは、博物館や美術館などにおいて様々な資料の収集や
保管、展示、調査研究等にあたる専門職員のことをいいます。

教職を目指す学生諸君へ

教職課程事務室

■教職課程説明会
　教職課程についての説明会を下記のとおり実施します。新入学生（平成26年４月入学者）
および本年度から新たに教職課程の履修を希望する者は、必ずこの説明会に出席してください。
日　時：①4月5日（土）10時30分～　　場　所：西5－202教室
対象者：法学部・経済学部・院生で新たに教職課程の履修を希望する者（主に新入学生）
日　時：②4月5日（土）12時00分～　　場　所：西5－201教室
対象者：文学部・理学部・院生で新たに教職課程の履修を希望する者（主に新入学生）

■教職課程履修登録ガイダンス
　平成25年度までに「教育基礎」および「教職概論」を履修し単位を取得した
者は、今年度より、教職課程を正規履修することが可能となります。履修登録につき
ガイダンスを行いますので、該当者は必ずこのガイダンスに出席してください。なお、
このガイダンスに欠席した者は、平成26年度の正規履修資格がなくなります。
日　時：4月3日（木）10時00分～　　場　所：中央－301教室
対象者：主に新2年生
※他大学で学籍を持ったことがある者および大学院生のうち、本年度から新たに教職
課程の履修を希望する者は、必ず事前に教職課程事務室へ相談してください。

受験会場が2つある学科の場合は、どちらの会場になるか、当日教室入口に掲示される配当表をご覧下さい。

　学習院女子大学・日本女子大学・立教大学・早稲田大学との５大
学間単位互換制度（f-Campus）に基づく科目登録を受け付けます。
　科目登録は下記のホームページ上で行います。（G-Port上での登録は不要）
■対象者　2年次以上の学部学生（正規学生）
■登録申請期間
　〈第1学期・通年・夏季集中科目〉
　登録申請：3月26日（水）正午～4月3日（木）午前9時30分
　結果発表：4月4日（金）午前9時30分

　●「第２回 博物館実習履修ガイダンス」
日時：４月7日（月）　１８時００分～　場所：中央－302教室

　●「博物館実習履修申込受付」
日時：４月１1日（金）　９時３０分～１７時３０分　場所：学芸員課程事務室

※ガイダンス・履修手続に事前の連絡なく欠席した者は、履修資格を失うことになります。
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外国語教育研究センター

英語能力試験TOEIC－IPについて
　下記の日程でTOEIC-IP試験を行います。
　新1年生全員（学部生のみ）、および、インテンシヴ・コース履修希望
者は必ず受験して下さい。（無料）
日時：4月2日（水）12:45～15:45　持ち物：学生証、筆記用具（ボールペン不可）

平成26年度　英語インテンシヴ・コースの履修について
　英語インテンシヴ・コースは、国際人として通用する英語の実践的能力の養成
を目指す上級向けのコースです。現在のところ、すべてがNative speaker
による授業で、履修者の積極的な参加によって更に充実した授業が望めます。
■対象：履修希望者（全学部対象）のうち、下記の条件を満たす者
　履修対象者は、左記の日程で実施される英語能力試験（TOEIC-IP）の結果に
よって選抜されます。1年生でこのコースの受講を希望する人は、その試験を必ず受験
した上で、下記の履修希望者ガイダンスに必ず出席し、そこで申し込みをしてください。
また、2年生以上の履修希望者も上記の英語能力試験を必ず受験し、履修希望者ガイ
ダンスにも出席し申し込みをしてください。なお、以前インテンシヴ・コースに合格している
学生は、再度受験する必要はありません。そのままコースの授業を履修できます。
■履修希望者ガイダンス
4月3日（木）16:00～17:00　西2-201
※合格者は4月4日（金）12:00から北1号館西側の外国語教育研究センター掲示板、および、
中央教育研究棟６階の外国語教育研究センター事務室掲示板にて掲示発表します。

計算機センター
計算機センターの利用について

〔1〕実習室等のコンピュータの利用について 
１.学部学生の場合 
①情報科目のうち「初等情報処理１」（あるいは「情報処理入門１」）を履修する。
　　授業を履修している期間、コンピュータを利用することができます。これらの単位
を取得した学生に限り、卒業まで継続してコンピュータを利用することができます。
②①以外の「コンピュータを使用する授業科目」を履修する。
  　その授業を履修している期間に限り、コンピュータを利用することができます。
③計算機センター主催の認定試験に合格する。
　　4月、８月頃に行われる計算機センター主催の認定試験に合格
すると、卒業まで継続して利用することができます。
　くわしくは計算機センターの掲示を見てください。
 ※①、②の場合、ユーザ登録手続きは授業で説明します。計算機センター事務室
ではユーザ登録をすることはできません。注意してください。

２.転部・転科をした学生の場合
　　成績表もしくは成績証明書の原本と学生証を計算機センター事務室へ持参してく
ださい。1.-①の単位が取得済みであることを確認後、ユーザ登録手続きを行います。

３.編入学、学士入学をした学生の場合
　　 1.-①に該当する科目が単位認定されていても、コンピュータは利用できません。コンピュー
タを使いたい場合は、４月18日（金）16時までに計算機センターにお問い合わせください。

４.大学院生の利用について　4月2日（水）のガイダンスで説明します。
５.その他の学生について　計算機センターにお問い合わせください。
６.平成２6年度新入学生（学部生および大学院生）について
　　新入学生ガイダンスにて、仮登録を行います。詳細は、既に配布
済みの資料を確認してください。

〔２〕利用時間
計算機センター実習室
月曜日～金曜日：９時～１８時／土曜日：９時～１４時／日祝日：閉室
　　計算機センター実習室以外にも、コンピュータを利用できる場
所があります。詳細は「学生生活の手引」等を参照してください。

【2年生以上】
平成26年度
英語インテンシヴ・コース履修希望者

西１-304
西１-305

法学科

政治学科

経済学科

経営学科

哲学科

史学科

日本語日本文学科

中央‐302
中央‐401
西２‐201
西２‐301
西２‐302
西２‐401
西２‐402
西５‐202
中央‐404
中央‐405
西５‐303

学 科 教 室
【1年生】

英語英米文化学科
ドイツ語圏文化学科
フランス語圏文化学科
心理学科

教育学科

物理学科
化学科
数学科

生命科学科

中央‐301
西１‐309
西５‐302
西２‐501
西１‐108
西１‐109
西２‐303
中央‐402
西５‐301
西１‐307
西１‐308

学 科 教 室

履修手続きについて
（1）履修の計画

①履修要覧（入学時のみ交付）、シラバス（毎年度配付）などをよく読んで、
履修しなければならない科目や履修したい科目をピックアップしてください。

②履修登録するまでの期間は、履修を希望する授業に自由に出
席することができます。それによって最終的にどの科目を履修
するのかを決定します。なお、第１回目の授業に必ず出席しなけ
ればならない科目もありますので注意してください。

（2）履修登録
　履修を希望する授業科目について、以下に示す履修登録期間内に
大学ポータルサイト（G-Port）上で登録を行います。履修登録期間内は、
自由に履修登録の変更が可能です。当年度に履修する科目がない場合
においても履修科目がない状態で登録を行う必要があります。なお、
事前に登録手続きが必要な科目（外国語科目、情報科目、スポーツ・
健康科学科目、演習科目等）については、必ず各科目で要求されている
手続きを経た上で、履修登録しなければなりません。

（3）履修登録修正
　以下に示す履修登録修正期間内に限り、登録科目の修正が可能です。
必要に応じ、登録結果をもとにして、大学ポータルサイト（G-Port）上で
科目の修正（追加および削除）の入力を行ってください。なお、事前に
登録手続きが必要な科目については、修正することができません。修正
期間後は、原則として履修登録の変更は認められません。

（4）履修登録科目の確認
　上記（2）および（3）終了後、履修登録が正しくなされているかどう
かを、大学ポータルサイト（G-Port）の「履修科目確認画面」で確認し
てください（同画面はプリントアウトし必ず保存すること）。誤った履修
登録がされていると試験に合格しても単位は認められません。

■履修登録期間
●法科大学院生（第1学期科目）　4月2日（水）～3日（木）
●学部学生・大学院生（通年・第1学期・第2学期・集中科目）
　4月9日（水）～22日（火）

■履修登録修正期間
●法科大学院生（第1学期科目）　4月29日（火）～30日（水）
●学部学生・大学院生（通年・第1学期・第2学期・集中科目）※
　4月29日（火）～30日（水）
※第2学期・集中（第2学期）科目に限り、9月22日（月）～27日（土）に修正することもできます。

◎各受付時間等の詳細、法科大学院の第2学期科目の登録・修正は別途掲示します。

f-Campus の履修手続きについて

　 〈第2学期科目〉
　 登録申請：9月2日（火）正午～9月10日（水）午前9時30分
　 結果発表：9月11日（木）午前9時30分

f-Campus バーチャル事務局ホームページ http://www.f-campus.org/

【注意】履修登録上限のある学科（法学科（24年度以降入学者）、経済
学部、教育学科）の学生は、f-Campas科目の第2学期分の追加により上限
単位数を超過する場合には登録してはならないので充分に留意すること。

履 修について

学生センター教務課

司書資格の取得を希望する方へ
　学習院女子大学で開設されている司書課程科目を、科目等履修生
として履修することにより、司書の資格を取得することができます。
　司書課程科目の履修を希望する方を対象としたガイダンスを開催
しますので、必ず出席してください。
■日　時　4月3日（木）12時30分～14時00分
■場　所　学習院女子大学　2号館201教室
＊司書課程科目を履修することができるのは学部2～4年生および大学院生です。
ただし、ガイダンスは学部１年生でも出席することができます。
＊ガイダンスに出席しないと、履修が認められない場合があります。
＊すでに司書課程科目を履修している方は、あらためて出席する必要はありません。
＊出願要項・願書は学生センター教務課（中央教育研究棟1階）で配付します。
出願期間は４月9日（水）～11日（金）です。

＊科目登録できる単位数の上限は、他の４大学合計で年間12単位までです。
＊登録期間内は24時間受け付けます。
＊応募者が定員を超過した場合は、抽選を行います。
＊２次登録はありません。
＊詳細については下記ホームページをご覧ください。

平成２6年度　博物館に関する科目の履修について
■本学において、この資格を取得するためのガイダンスが、下記のとおり開催
されます。学芸員資格を取得するため「博物館に関する科目」の履修登録を希望
する学生は、必ずガイダンスに出席したうえで、所定の手続を行ってください。
　●「博物館に関する科目履修ガイダンス」

日時：４月7日（月）　１４時２０分～　場所：西２－２０１教室
　●「博物館に関する科目履修申込受付」

日時：４月１０日（木）　９時３０分～１７時３０分　場所：学芸員課程事務室

平成２6年度　「博物館実習」の履修について
■平成２6年度に「博物館実習」を履修する学生のためのガイダンスが、下記の通り開催
されます。平成２6年度に「博物館実習」の履修を予定し、平成25年度中に「仮登録」
を済ませた学生は、必ずガイダンスに出席したうえで、所定の手続を行ってください。

学芸員課程事務室
　「学芸員」とは、博物館や美術館などにおいて様々な資料の収集や
保管、展示、調査研究等にあたる専門職員のことをいいます。

教職を目指す学生諸君へ

教職課程事務室

■教職課程説明会
　教職課程についての説明会を下記のとおり実施します。新入学生（平成26年４月入学者）
および本年度から新たに教職課程の履修を希望する者は、必ずこの説明会に出席してください。
日　時：①4月5日（土）10時30分～　　場　所：西5－202教室
対象者：法学部・経済学部・院生で新たに教職課程の履修を希望する者（主に新入学生）
日　時：②4月5日（土）12時00分～　　場　所：西5－201教室
対象者：文学部・理学部・院生で新たに教職課程の履修を希望する者（主に新入学生）

■教職課程履修登録ガイダンス
　平成25年度までに「教育基礎」および「教職概論」を履修し単位を取得した
者は、今年度より、教職課程を正規履修することが可能となります。履修登録につき
ガイダンスを行いますので、該当者は必ずこのガイダンスに出席してください。なお、
このガイダンスに欠席した者は、平成26年度の正規履修資格がなくなります。
日　時：4月3日（木）10時00分～　　場　所：中央－301教室
対象者：主に新2年生
※他大学で学籍を持ったことがある者および大学院生のうち、本年度から新たに教職
課程の履修を希望する者は、必ず事前に教職課程事務室へ相談してください。

受験会場が2つある学科の場合は、どちらの会場になるか、当日教室入口に掲示される配当表をご覧下さい。

　学習院女子大学・日本女子大学・立教大学・早稲田大学との５大
学間単位互換制度（f-Campus）に基づく科目登録を受け付けます。
　科目登録は下記のホームページ上で行います。（G-Port上での登録は不要）
■対象者　2年次以上の学部学生（正規学生）
■登録申請期間
　〈第1学期・通年・夏季集中科目〉
　登録申請：3月26日（水）正午～4月3日（木）午前9時30分
　結果発表：4月4日（金）午前9時30分

　●「第２回 博物館実習履修ガイダンス」
日時：４月7日（月）　１８時００分～　場所：中央－302教室

　●「博物館実習履修申込受付」
日時：４月１1日（金）　９時３０分～１７時３０分　場所：学芸員課程事務室

※ガイダンス・履修手続に事前の連絡なく欠席した者は、履修資格を失うことになります。
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インフォメーション

2．東アジアの持続可能な社会を目指す初等中等教育の実態比較
（諏訪哲郎教授［文学部］）
3．第二次世界大戦期における占領下アジア地域の社会経済調査
について（眞嶋史叙教授［経済学部］）

4．東アジアの家族・地域社会による高齢者の保護（岡　孝教授
［法学部］）
5．東アジア各国における歴史認識とコンテンツ（辻　大和助教
［東洋文化研究所］）

　東洋文化研究所では、学内外の研究者による研究プロジェクトを
行っています。2014年度に活動する東洋文化研究所の一般研究
プロジェクトは以下の通りです（カッコ内は代表研究員）。
1．日本とアジアにおけるマイノリティ言語（危機言語）復興運動
とネットワーク形成（桂木隆夫教授［法学部］）

 東洋文化研究所の利用案内

2014年度研究プロジェクトのご案内

東洋文化研究所

　東洋文化研究所は東アジアの法学・教育学・政治学・経済学・言語
学・歴史学・哲学など様々な分野の研究を「東アジア学」として学際的
に研究しています。当研究所は中国・朝鮮半島を中心とした東アジア
に関する資料を豊富に所蔵していますので、東アジアに関連したゼミ
発表やレポート作成、論文執筆の際に助けになるはずです。お気軽に
閲覧にお越しください。
開室時間　月～金　9:30～17:00（出納・複写受付は16:30まで）

土　　　9:30～11:30
所在：北1号館　4階　東洋文化研究所
ホームページ：http://www.gakushuin.ac.jp/univ/rioc/

「東アジア学バーチャルミュージアム」web上で公開中です
　東洋文化研究所は学習院大学が所蔵する東アジア資料（古文物・
拓本・古典籍）についての画像データをweb上で公開しています。
「学習院にこんなものがあったのか」と驚くこと必至です。中国の銅鏡
や広開土王碑拓本、朝鮮総督府文書（友邦文庫）、漢籍、古写真など
の展示を行なっています。ぜひ一度ご覧ください。
URL:http://www.gakushuin.ac.jp/univ/rioc/vm/index.html

学習院大学は博物館と連携しています

学芸員課程事務室

　学習院大学では、学内に博物館相当施設である史料館を設置する
ほか、科学技術や美術・歴史などに対する皆さんの関心を高めることを
目的として、学外の博物館と下記の連携を結んでいます。各館の窓口
で学生証を提示すると、常設展が無料で観覧でき、一部特別展・企画
展が割引になるなど、さまざまな特典があります。連携や特典について
の詳細は、学内担当部署 学芸員課程のＨP（http://www.gakushuin.
ac.jp /univ/curator/index.html）や、各館ＨＰの連携専用ページ
をご確認ください。
【連携名称と対象となる博物館】
■国立科学博物館大学パートナーシップ→国立科学博物館
■東京国立博物館キャンパスメンバーズ→東京国立博物館
■東京都歴史文化財団パートナーシップ→江戸東京博物館・
江戸東京たてもの園・東京都現代美術館・東京都写真美術館 他
■国立美術館キャンパスメンバーズ→東京国立近代美術館・
国立西洋美術館・国立新美術館

国際交流センター

IELTS対策講座・TOEFLテスト対策コースの開講について
　平成26年度より、英語圏への留学希望者の支援を目的とした「IELTS
対策講座」及び「TOEFL対策コース」が開講します。IELTS対策講座で
は、IELTSのスコア取得に必要な指導を、ネイティブの講師により受ける
ことができます。また、TOEFL対策コースは、e-learning形式で、受講
者の時間やニーズにあわせて学習できます。
　受講等の詳細については、4月上旬実施予定のオリエンテーション
で説明しますので、センターホームページ、G-Port及び掲示板で日時
を確認の上、参加してください。

平成26年度基礎教養科目について
　平成26年度より、国際交流センターでは、外国人留学生、及び留学
を希望する日本人学生を対象とした基礎教養科目を開講します。
　「英語で学ぶ日本事情～Introduction to Japanese Culture, Society, 
and Scientific Research」では、オムニバス形式の授業がすべて英語で
行われ、受講する学生は、日本の諸分野を幅広く学ぶことができます。
　また、「海外語学研修」は、夏季休業期間、国際交流センター主催の
語学研修に参加する学生を対象とし、海外の言語や文化等の知識
を深め、研修をより充実させる目的のものです。
　受講を希望する方は、本年度のシラバスを確認してください。

留学生書道体験教室を開催しました
　国際交流センターでは、平成26年1月22日（水）に、霞会館のご助成
のもと、「留学生書道体験教室」を開催しました。体験教室には、本学と
学習院高等科の留学生12名（うち2名が高等科）のほか、日本人学生
9名の合計21名が参加しました。
　今回の体験教室では、本学の書道部員が指導を行いました。参加
した留学生の多くは、書道未経験でしたが、書道部員から、墨の作り
方や筆の使い方を学びながら、書道を楽しみました。体験教室の最後
には、参加学生がそれぞれ選んだ文字を色紙に清書しました。
　今回の体験教室には、平成26年度海外協定校へ派遣が決まって
いる日本人学生も参加し、海外で日本文化を伝えるための演習として、
留学生と交流し、書道に取り組みました。
　参加した留学生からは「書道は初めてだったが、コツを教えてもらい、
書けるようになった。」「もっと練習したい。」といった声が聞かれました。
　今回の体験教室での留学生による作品は、センター前に掲示
されています。

国際交流センターボランティア「短期ホームステイ制度」について
　国際交流センターでは、センター主催のイベントや、協定留学生の
バディ等の交流活動をサポートしてくれる「国際交流センターボラン
ティア」を随時募集しています。
　平成26年度には、ボランティア活動の一つとして、「留学生短期
ホームステイ制度」が開始します。この制度は、本学の留学生がセン
ターボランティアの家庭に一週間滞在し、ボランティア学生及びその
ご家族との間の国際交流や文化理解を深めるプログラムです。募集
についての詳細は、4月以降を予定しています。
　なお、ホストファミリーになるためには、センターでのボランティア
登録が必要です（登録は１年生の２学期から可能です）。

国際交流センターオリエンテーション
　国際交流センターの紹介と、本学の海外留学制度や留学に関する
基本的な情報についての説明会を、下記のとおり開催します。留学を考
えている学生の皆さんは必ず参加してください。
日時：4月5日（土）9：00～10：00　場所：西5号館-201

外国人留学生オリエンテーション
　在留資格が「留学」の外国人留学生を対象にしたオリエンテーショ
ンを、下記のとおり開催します。新入生は必ず参加してください。
日時：4月3日（木）10：00～11：00　場所：中央教育研究棟-401

国際交流センターホームページのご案内
　国際交流センターでは、上記のプログラム、各奨学金、及び国際交
流イベント等の情報を、センターホームページ、G-Port、及び掲示板
を通してお知らせしています。
　http://www.gakushuin.ac.jp/univ/cie/（「学習院 CIE」など
で検索してもヒットします）
　留学や国際交流のことが気になったら、まずはこちらを確認してください。

本学の留学プログラム、海外留学のための奨学金等について
協定留学プログラム
　本学の海外協定校へ1年間、協定留学生として派遣されるプログラムです。
プログラムの内容は派遣先により異なりますが、ほとんどの場合、派遣先での学
費免除や、学生寮などの設備に加え、派遣先で取得した単位の認定を申請で
きる等のメリットを受けられます。なお、本プログラムは平成25年度には、（独）日
本学生支援機構の「国際交流支援制度（短期派遣）」に採択されました。
留学先：韓国・中国・台湾・タイ・オーストラリア・ニュージーランド・アメリカ・イギリス・

フランス・ドイツ・スペイン・イタリア・アイスランドの各協定校
出願・選考：年2回（第一期：6～７月頃、第二期：10～11月頃）、書類選考及び面接
※第一期の募集は、5月頃、センターホームページ、G-Port及び掲示板で公示します。
短期語学研修プログラム
　国際交流センター、外国語教育研究センター、国際研究教育機構、
及び一部の学部学科等では、春夏の長期休業期間中、各国での語学
研修を開催しています。詳細については、学内掲示等に順次発表され
ますので、そちらを確認してください。
※国際交流センターでは、夏季には英語、スペイン語、及び韓国語研修、春季には中国語研修
　を予定しており、その一部は、平成26年度基礎教養科目として単位修得が可能です。
学習院大学海外留学奨学金、奨励金
　留学に伴う経済的負担を軽減し、少しでも多くの学生に留学を経験
してもらうことを目的とした奨学金です。
出願条件 ： 教授会（院生は研究科委員会）で留学が
  許可されているか、海外の大学等へ出願中の学生
奨学金額 ： １名あたり50万円以内（返還義務なし）特に優秀な
  学生に、「奨励金」10万円以内を重ねて支給
採用予定数 ： 年間20名程度（「奨励金」対象者10名を含む）
出願・選考 ： 年2回（6月頃、12月頃）、書類選考及び面接
学習院大学TOEFL/IELTS受験の助成（新規制度）
　英語圏への留学に必要な語学能力試験を受験する学生のための
支援制度です。
出願条件  ：TOEFLまたはIELTSを受験した学生
奨学金額  ：1万円以内（返還義務なし）
採用予定数  ：50名程度　
出願・選考：年2回（6月頃、12月頃）、書類選考
その他の奨学金・助成
　○学習院大学海外短期語学研修奨学金
　○学習院大学春季語学研修奨学金
　○大学院学生の国外における研究発表援助
　※詳細についてはセンターホームページ及びG-Portで確認してください。

学生センター学生課

平成２6年度　奨学金新規募集説明会について

　新規に奨学金の申請を希望する学生に対し、奨学金全般の説明
を行います。

法学部・経済学部

文学部・理学部 

学部　２～４年生
（編入学者・再入学者を含む）

大学院生・法科大学院生

４月４日（金）　１５：００～１６：００

４月7日（月）　１２：２０～１３：００

  ９：００～１０：００

１０：３０～１１：３０
４月5日（土）

西２号館
２０１教室

北１号館
２０１教室
中央
301教室

対象学生 開催日時 開催場所

1年生

■日本学生支援機構奨学金を希望する学生
　上記説明会でのみ申請書を配付します。（窓口での配付は行いません）
希望者は必ず出席してください。
■学内奨学金（貸与・給付）を希望する学生
　上記説明会で「奨学金の手引－2014年度版－」を配付します。
希望者は必ず出席してください。
■現在「日本学生支援機構奨学金」貸与中の学生
　平成２５年度も同奨学金の継続のみを希望する場合は、出席の必要
はありません。

書道部員のお手本を見つめる留学生 真剣に書道実施中
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2．東アジアの持続可能な社会を目指す初等中等教育の実態比較
（諏訪哲郎教授［文学部］）
3．第二次世界大戦期における占領下アジア地域の社会経済調査
について（眞嶋史叙教授［経済学部］）

4．東アジアの家族・地域社会による高齢者の保護（岡　孝教授
［法学部］）
5．東アジア各国における歴史認識とコンテンツ（辻　大和助教
［東洋文化研究所］）

　東洋文化研究所では、学内外の研究者による研究プロジェクトを
行っています。2014年度に活動する東洋文化研究所の一般研究
プロジェクトは以下の通りです（カッコ内は代表研究員）。
1．日本とアジアにおけるマイノリティ言語（危機言語）復興運動
とネットワーク形成（桂木隆夫教授［法学部］）

 東洋文化研究所の利用案内

2014年度研究プロジェクトのご案内

東洋文化研究所

　東洋文化研究所は東アジアの法学・教育学・政治学・経済学・言語
学・歴史学・哲学など様々な分野の研究を「東アジア学」として学際的
に研究しています。当研究所は中国・朝鮮半島を中心とした東アジア
に関する資料を豊富に所蔵していますので、東アジアに関連したゼミ
発表やレポート作成、論文執筆の際に助けになるはずです。お気軽に
閲覧にお越しください。
開室時間　月～金　9:30～17:00（出納・複写受付は16:30まで）

土　　　9:30～11:30
所在：北1号館　4階　東洋文化研究所
ホームページ：http://www.gakushuin.ac.jp/univ/rioc/

「東アジア学バーチャルミュージアム」web上で公開中です
　東洋文化研究所は学習院大学が所蔵する東アジア資料（古文物・
拓本・古典籍）についての画像データをweb上で公開しています。
「学習院にこんなものがあったのか」と驚くこと必至です。中国の銅鏡
や広開土王碑拓本、朝鮮総督府文書（友邦文庫）、漢籍、古写真など
の展示を行なっています。ぜひ一度ご覧ください。
URL:http://www.gakushuin.ac.jp/univ/rioc/vm/index.html

学習院大学は博物館と連携しています

学芸員課程事務室

　学習院大学では、学内に博物館相当施設である史料館を設置する
ほか、科学技術や美術・歴史などに対する皆さんの関心を高めることを
目的として、学外の博物館と下記の連携を結んでいます。各館の窓口
で学生証を提示すると、常設展が無料で観覧でき、一部特別展・企画
展が割引になるなど、さまざまな特典があります。連携や特典について
の詳細は、学内担当部署 学芸員課程のＨP（http://www.gakushuin.
ac.jp /univ/curator/index.html）や、各館ＨＰの連携専用ページ
をご確認ください。
【連携名称と対象となる博物館】
■国立科学博物館大学パートナーシップ→国立科学博物館
■東京国立博物館キャンパスメンバーズ→東京国立博物館
■東京都歴史文化財団パートナーシップ→江戸東京博物館・
江戸東京たてもの園・東京都現代美術館・東京都写真美術館 他
■国立美術館キャンパスメンバーズ→東京国立近代美術館・
国立西洋美術館・国立新美術館

国際交流センター

IELTS対策講座・TOEFLテスト対策コースの開講について
　平成26年度より、英語圏への留学希望者の支援を目的とした「IELTS
対策講座」及び「TOEFL対策コース」が開講します。IELTS対策講座で
は、IELTSのスコア取得に必要な指導を、ネイティブの講師により受ける
ことができます。また、TOEFL対策コースは、e-learning形式で、受講
者の時間やニーズにあわせて学習できます。
　受講等の詳細については、4月上旬実施予定のオリエンテーション
で説明しますので、センターホームページ、G-Port及び掲示板で日時
を確認の上、参加してください。

平成26年度基礎教養科目について
　平成26年度より、国際交流センターでは、外国人留学生、及び留学
を希望する日本人学生を対象とした基礎教養科目を開講します。
　「英語で学ぶ日本事情～Introduction to Japanese Culture, Society, 
and Scientific Research」では、オムニバス形式の授業がすべて英語で
行われ、受講する学生は、日本の諸分野を幅広く学ぶことができます。
　また、「海外語学研修」は、夏季休業期間、国際交流センター主催の
語学研修に参加する学生を対象とし、海外の言語や文化等の知識
を深め、研修をより充実させる目的のものです。
　受講を希望する方は、本年度のシラバスを確認してください。

留学生書道体験教室を開催しました
　国際交流センターでは、平成26年1月22日（水）に、霞会館のご助成
のもと、「留学生書道体験教室」を開催しました。体験教室には、本学と
学習院高等科の留学生12名（うち2名が高等科）のほか、日本人学生
9名の合計21名が参加しました。
　今回の体験教室では、本学の書道部員が指導を行いました。参加
した留学生の多くは、書道未経験でしたが、書道部員から、墨の作り
方や筆の使い方を学びながら、書道を楽しみました。体験教室の最後
には、参加学生がそれぞれ選んだ文字を色紙に清書しました。
　今回の体験教室には、平成26年度海外協定校へ派遣が決まって
いる日本人学生も参加し、海外で日本文化を伝えるための演習として、
留学生と交流し、書道に取り組みました。
　参加した留学生からは「書道は初めてだったが、コツを教えてもらい、
書けるようになった。」「もっと練習したい。」といった声が聞かれました。
　今回の体験教室での留学生による作品は、センター前に掲示
されています。

国際交流センターボランティア「短期ホームステイ制度」について
　国際交流センターでは、センター主催のイベントや、協定留学生の
バディ等の交流活動をサポートしてくれる「国際交流センターボラン
ティア」を随時募集しています。
　平成26年度には、ボランティア活動の一つとして、「留学生短期
ホームステイ制度」が開始します。この制度は、本学の留学生がセン
ターボランティアの家庭に一週間滞在し、ボランティア学生及びその
ご家族との間の国際交流や文化理解を深めるプログラムです。募集
についての詳細は、4月以降を予定しています。
　なお、ホストファミリーになるためには、センターでのボランティア
登録が必要です（登録は１年生の２学期から可能です）。

国際交流センターオリエンテーション
　国際交流センターの紹介と、本学の海外留学制度や留学に関する
基本的な情報についての説明会を、下記のとおり開催します。留学を考
えている学生の皆さんは必ず参加してください。
日時：4月5日（土）9：00～10：00　場所：西5号館-201

外国人留学生オリエンテーション
　在留資格が「留学」の外国人留学生を対象にしたオリエンテーショ
ンを、下記のとおり開催します。新入生は必ず参加してください。
日時：4月3日（木）10：00～11：00　場所：中央教育研究棟-401

国際交流センターホームページのご案内
　国際交流センターでは、上記のプログラム、各奨学金、及び国際交
流イベント等の情報を、センターホームページ、G-Port、及び掲示板
を通してお知らせしています。
　http://www.gakushuin.ac.jp/univ/cie/（「学習院 CIE」など
で検索してもヒットします）
　留学や国際交流のことが気になったら、まずはこちらを確認してください。

本学の留学プログラム、海外留学のための奨学金等について
協定留学プログラム
　本学の海外協定校へ1年間、協定留学生として派遣されるプログラムです。
プログラムの内容は派遣先により異なりますが、ほとんどの場合、派遣先での学
費免除や、学生寮などの設備に加え、派遣先で取得した単位の認定を申請で
きる等のメリットを受けられます。なお、本プログラムは平成25年度には、（独）日
本学生支援機構の「国際交流支援制度（短期派遣）」に採択されました。
留学先：韓国・中国・台湾・タイ・オーストラリア・ニュージーランド・アメリカ・イギリス・

フランス・ドイツ・スペイン・イタリア・アイスランドの各協定校
出願・選考：年2回（第一期：6～７月頃、第二期：10～11月頃）、書類選考及び面接
※第一期の募集は、5月頃、センターホームページ、G-Port及び掲示板で公示します。
短期語学研修プログラム
　国際交流センター、外国語教育研究センター、国際研究教育機構、
及び一部の学部学科等では、春夏の長期休業期間中、各国での語学
研修を開催しています。詳細については、学内掲示等に順次発表され
ますので、そちらを確認してください。
※国際交流センターでは、夏季には英語、スペイン語、及び韓国語研修、春季には中国語研修
　を予定しており、その一部は、平成26年度基礎教養科目として単位修得が可能です。
学習院大学海外留学奨学金、奨励金
　留学に伴う経済的負担を軽減し、少しでも多くの学生に留学を経験
してもらうことを目的とした奨学金です。
出願条件 ： 教授会（院生は研究科委員会）で留学が
  許可されているか、海外の大学等へ出願中の学生
奨学金額 ： １名あたり50万円以内（返還義務なし）特に優秀な
  学生に、「奨励金」10万円以内を重ねて支給
採用予定数 ： 年間20名程度（「奨励金」対象者10名を含む）
出願・選考 ： 年2回（6月頃、12月頃）、書類選考及び面接
学習院大学TOEFL/IELTS受験の助成（新規制度）
　英語圏への留学に必要な語学能力試験を受験する学生のための
支援制度です。
出願条件  ：TOEFLまたはIELTSを受験した学生
奨学金額  ：1万円以内（返還義務なし）
採用予定数  ：50名程度　
出願・選考：年2回（6月頃、12月頃）、書類選考
その他の奨学金・助成
　○学習院大学海外短期語学研修奨学金
　○学習院大学春季語学研修奨学金
　○大学院学生の国外における研究発表援助
　※詳細についてはセンターホームページ及びG-Portで確認してください。

学生センター学生課

平成２6年度　奨学金新規募集説明会について

　新規に奨学金の申請を希望する学生に対し、奨学金全般の説明
を行います。

法学部・経済学部

文学部・理学部 

学部　２～４年生
（編入学者・再入学者を含む）

大学院生・法科大学院生

４月４日（金）　１５：００～１６：００

４月7日（月）　１２：２０～１３：００

  ９：００～１０：００

１０：３０～１１：３０
４月5日（土）

西２号館
２０１教室

北１号館
２０１教室
中央
301教室

対象学生 開催日時 開催場所

1年生

■日本学生支援機構奨学金を希望する学生
　上記説明会でのみ申請書を配付します。（窓口での配付は行いません）
希望者は必ず出席してください。
■学内奨学金（貸与・給付）を希望する学生
　上記説明会で「奨学金の手引－2014年度版－」を配付します。
希望者は必ず出席してください。
■現在「日本学生支援機構奨学金」貸与中の学生
　平成２５年度も同奨学金の継続のみを希望する場合は、出席の必要
はありません。

書道部員のお手本を見つめる留学生 真剣に書道実施中

compass_vol.61_p8-9_2014.03.05_入稿
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国際研究教育機構

学習院大学国際研究教育機構、活動開始！！
　2014年４月、学習院大学国際研究教育機構が学長付国際研究交流オフィス
の実績を基に常設組織として誕生しました。国際研究・国際教育・国際連携を
三つの柱として、学習院のグローバル化を推進します。場所は東１号館７階です。

　今年の夏、国際研究教育機構では中国・台湾・韓国・モンゴル・フランス・マレーシアを舞
台に８つの海外短期研修プログラムを実施します。合計100名以上の学生を大募集します。
無限の可能性の広がるグローバル体験をしませんか？必ずあなたの人生が変わります！ 
※各プログラムの費用、日数は予定のものです。詳細は上記機構事務室までお気軽に問い合わせください。

学習院大学国際研究教育機構（東1号館７階）
URL:http://www.gakushuin.ac.jp/univ/geore/
E-mail: georeoff@gakushuin.ac.jp

学習院大学／学習院女子大学　グローバル・
キャンパス・アジア2014中国・台湾・韓国

　今年も中国・台湾・韓国での海外研修を実施します。４年目の今年は北京郵電
大学が新たに増えて５つのキャンパスから選べます。企業訪問、歴史遺産調査、中
国・韓国文化体験など目的は様々。午前中はしっかり語学研修、その他の時間は
各自で設定したテーマに取り組む「課題探求型現地研修」を行います。アジアとい
う学舎（キャンパス）で、語学力・チャレンジ精神・プロジェクト遂行能力を育てよう！！
※これまで３年間の参加者は約120名。上海カネボウ・ユニクロ・キヤノンなどの日系企業訪問も実施。

募集対象：学習院大学・学習院女子大学正規課程学生（学部不問、大学院生も歓迎）
日程：８月（22～28日間）※コースによって異なります。
キャンパス（コース）： ①中国・上海・復旦大学 ②韓国・大邱・慶北大学校
③中国・西安・陝西師範大学 ④台湾・台北・東呉大学 ⑤中国・北京・北京郵電大学
※①③⑤は研修終了後１週間の大同緑化ツアーに参加できます。（立教大学と連携）
※②の課題探求型現地研修はソウルでおこないます。（予定）
募集人数：全コース合計60名
費用：約20万円（航空券・宿舎費・学費・手数料）※コースによって異なります。
申し込み期間：2014 年4月～5月16日（金） 申し込み・問い合わせ：国際研究教育機構

台湾・東呉大学コース／台北中国・復旦大学コース／上海 韓国・慶北大学校コース／大邱

中国・陝西師範大学コース／西安 中国・大同・オプショナル緑化ツアー

財　務　部

平成２6年度学費納入について

　平成２6年度第１期分の学費納付金振込依頼書（振込用紙）の発
送予定および納付期限は、下記のとおりです。納入について不明な点
などございましたら、会計課までお早めにご相談ください。
● 発送時期　平成２6年４月中旬
● 納付期限　平成２6年4月30日（水）

◎必ず送付された振込用紙にて納付してください。
◎年額を納付することもできます。（第１期分のみの振込依頼書と
年額分の振込依頼書を送付いたします。）
◎住所変更をされた方は学生センター教務課へ届け出てください。

※は、第１期徴収分です。　＊は、研究実験費であり、授業料に含みます。
大学生については、上記納付金のほかに、桜友会基本会費（永年同窓会費：徴収は１回のみ）35,000円を入学後３年目の学費第１期分にて徴収いたします。ただし、編入学者、再入学者、外国人学生特別
入試入学者については、桜友会が入学手続後または在学中に徴収いたします。桜友会基本会費に関するお問い合わせは、桜友会事務局にご照会願います。
桜友会事務局　03-3988-3288　学習院目白キャンパス内

※
輔仁会費　　

※
新聞代　　

※
学会費　　

※
父母会費　　※在籍料

項　　目
区　　分

入学年度 合　計 ※
施設設備費計第２期※第１期第２期第１期

授　　業　　料分納額・分納期
（単位　円）

博
士
後
期
課
程

博
士
前
期
課
程

理

学

部

文

学

部

学　費　一　覧　表

大

　
　
　
　
　
　
　
　
　学

大

　
　
　
　
　学

　
　
　
　
　院

心理学科
教育学科

哲学科・史学科
日本語日本文学科
英語英米文化学科
ドイツ語圏文化学科
フランス語圏文化学科

物理学科
化学科

生命科学科

数学科

法学部

経済学部

人 文
科 学 心理学・

臨床心理学

心理学・臨床
心理学以外

政治学
経済学・経営学

法学・政治学
経済学・経営学

自 然
科 学 

専門職大学院　法務研究科

実　験
理　論

人 文
科 学

心理学以外
心理学

自 然
科 学 

実　験
理　論

H17～H18
H19

H20～H24
H25

H16～H18
H19

H20～H24
H25
H18
H19

H20～H24
H25
H18
H19

H20～H24
H25
H18
H19
H20

H21～H24
H25
H19
H20

H21～H24
H25

H23～H25
H23～H25

H21～H25

H24～H25
H23～H25
H23～H25
H20～H25
H20～H25
H18～H25
H20～H25
H20～H25
H20～H25
H21～H25

870,800
910,800
950,800
1,010,800
867,800
907,800
947,800
1,007,800
943,800
983,800
1,023,800
1,083,800
973,800
1,013,800
1,053,800
1,113,800
1,315,800
1,365,800
1,415,800
1,465,800
1,525,800
1,285,800
1,335,800
1,385,800
1,445,800
710,200
707,200

703,200

733,200
955,200
885,200
670,200
667,200
663,200
693,200
905,200
835,200
1,301,200

565,800
591,800
617,800
677,800
562,800
588,800
614,800
674,800
598,800
623,800
648,800
708,800
628,800
653,800
678,800
738,800
845,800
876,800
907,800
938,800
998,800
796,800
827,800
858,800
918,800
456,200
453,200

448,200

478,200
611,200
541,200
430,200
427,200
423,200
453,200
580,200
510,200
744,200

305,000
319,000
333,000
333,000
305,000
319,000
333,000
333,000
345,000
360,000
375,000
375,000
345,000
360,000
375,000
375,000
470,000
489,000
508,000
527,000
527,000
489,000
508,000
527,000
527,000
254,000
254,000

255,000

255,000
344,000
344,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
557,000

305,000
319,000
333,000
333,000
305,000
319,000
333,000
333,000
345,000
360,000
375,000
375,000

489,000
508,000
527,000
527,000
254,000
254,000

255,000

344,000
240,000
240,000
240,000

325,000
557,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

305,000
319,000
333,000
333,000
305,000
319,000
333,000
333,000
345,000
360,000
375,000
375,000
345,000
360,000
375,000
375,000
470,000
489,000
508,000
527,000
527,000
489,000
508,000
527,000
527,000
254,000
254,000

255,000

255,000
344,000
344,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
557,000

610,000
638,000
666,000
666,000
610,000
638,000
666,000
666,000
690,000
720,000
750,000
750,000

978,000
1,016,000
1,054,000
1,054,000
508,000
508,000

510,000

688,000
480,000
480,000
480,000

650,000
1,114,000

246,000
258,000
270,000
270,000
246,000
258,000
270,000
270,000
240,000
250,000
260,000
260,000
240,000
250,000
260,000
260,000
284,000
296,000
308,000
320,000
320,000
296,000
308,000
320,000
320,000
198,000
198,000

190,000

190,000
196,000
196,000
186,000
186,000
180,000
180,000
184,000
184,000
186,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
1,200
1,200

1,200

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

3,000
3,000
3,000
3,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

3,000

2,000

2,000

3,000

2,000
2,000

＊　30,000
375,000

＊　30,000
390,000

＊　30,000
405,000

＊　30,000
405,000

＊　80,000
550,000

＊　80,000
569,000

＊　80,000
588,000

＊　80,000
607,000

＊　80,000
607,000

＊　30,000
285,000

＊　70,000
414,000

＊　30,000
270,000

＊　70,000
395,000

＊　30,000
720,000

＊　30,000
750,000

＊　30,000
780,000

＊　30,000
780,000

＊　80,000
1,020,000
＊　80,000
1,058,000
＊　80,000
1,096,000
＊　80,000
1,134,000
＊　80,000
1,134,000

＊　30,000
540,000

＊　70,000
758,000

＊　30,000
510,000

＊　70,000
720,000

対象：学習院大学・学習院女子大学正規課程学生（学部不問）
日程：９月（10日間、予定） 場所：フランス・アルザス
募集人数：20名程度 費用：約26万円（2013年度実績。航空券・宿舎費・手数料）
申し込み期間：2014年４月～5月23日（金） 申し込み・問い合わせ：国際研究教育機構

学習院グリーン元気プロジェクト（Gakushuin Green Genki Project）

対象：学習院大学・学習院女子大学・両高等科 正規課程学生・生徒（学部不問）
日程：８月（14日間） 場所：中国・内モンゴル自治区／モンゴル国
募集人数：20名程度 費用：約15万円（航空券・宿舎費・手数料の一部に充当）
申し込み期間：2014年４月～5月23日（金） 申し込み：国際研究教育機構
問い合わせ：経済学部上田隆穂研究室（東２号館13階）／計算機センター 
横山悦郎研究室／文学部教育学科佐藤陽治研究室

　毎年恒例の国際ボランティア、現地大学との
交流、乗馬等の異文化体験、３Gプロジェクト。
　今年も８月に、中国・内モンゴルでの植林活
動、さらには馬に乗って草原の広がるモンゴル
国へと入ります。アジアの奥深くまで旅をします。 学習院グリーン元気プロジェクト in 内モンゴル2010

学習院海外協力研修活動DISSOLVA（ボルネオプロジェクト）

対象：学習院大学・学習院女子大学正規課程学生（学部不問）
日程：8月（18日間） 場所：マレーシア・サバ州（ボルネオ島）
募集人数：15名程度 費用：約16万円（航空券・宿舎費・手数料） 
申し込み期間：2014年4月～5月16日（金）
申し込み・問い合わせ：経済学部眞嶋史叙研究室（東2号館10 階）／国際研究教育機構

　ジャングルにとけこみ山村生活の温か
さにふれる国際ボランティア活動です。
グローバルな課題に対する多様で持続
可能な解決策を、現地大学生・村人と
ともに探っていきます。 ボルネオプロジェクト2013

　今年も７月７日から25日に海外から短期研修生がやってきます！この
短期研修プログラムの運営サポートや研修に参加する日本側の学生
を募集します（募集人数100名）。日本語研修への参加、課題探求型
現地研修のサポート、大交流会の運営など、学生の皆さんの積極的
な参加を期待します。この夏、目白でグローバル体験！！
募集期間：2014年4月末ごろまで
 （定員になり次第、締め切ります）
応募条件：学習院大学・学習院女子大学の

学生（1年生も大歓迎！）
募集コース（複数希望可）：
1.日本語研修コース（60名）
2.課題探求型現地研修コース（20名）
3.グローバル・マネージメントコース（20名）※終了後に修了証を発行します
応募方法：以下のサイトの申し込みフォームに必要事項を記入してください。
 URL：https://www.supportyou.jp/ori/form/7/
参加者の皆さんには「学習院グローバルポートフォリオMANABA」に
登録してもらいます（無料）。

日本文化教室

グローバル・キャンパス・アジア2014東京　日本側参加者募集！

学習院－アルザス欧州日本学研究所連携海外研修プログラム
　昨年から始まったフランスのアルザス
欧州日本学研究所での海外研修を今
年も実施します。ストラスブール大学の
学生との交流会、欧州議会への訪問な
どもりだくさんのプログラムです。 アルザス欧州日本学研究所にて（2013年）

compass_vol.61_p10-11_2014.03.05_入稿
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国際研究教育機構

学習院大学国際研究教育機構、活動開始！！
　2014年４月、学習院大学国際研究教育機構が学長付国際研究交流オフィス
の実績を基に常設組織として誕生しました。国際研究・国際教育・国際連携を
三つの柱として、学習院のグローバル化を推進します。場所は東１号館７階です。

　今年の夏、国際研究教育機構では中国・台湾・韓国・モンゴル・フランス・マレーシアを舞
台に８つの海外短期研修プログラムを実施します。合計100名以上の学生を大募集します。
無限の可能性の広がるグローバル体験をしませんか？必ずあなたの人生が変わります！ 
※各プログラムの費用、日数は予定のものです。詳細は上記機構事務室までお気軽に問い合わせください。

学習院大学国際研究教育機構（東1号館７階）
URL:http://www.gakushuin.ac.jp/univ/geore/
E-mail: georeoff@gakushuin.ac.jp

学習院大学／学習院女子大学　グローバル・
キャンパス・アジア2014中国・台湾・韓国

　今年も中国・台湾・韓国での海外研修を実施します。４年目の今年は北京郵電
大学が新たに増えて５つのキャンパスから選べます。企業訪問、歴史遺産調査、中
国・韓国文化体験など目的は様々。午前中はしっかり語学研修、その他の時間は
各自で設定したテーマに取り組む「課題探求型現地研修」を行います。アジアとい
う学舎（キャンパス）で、語学力・チャレンジ精神・プロジェクト遂行能力を育てよう！！
※これまで３年間の参加者は約120名。上海カネボウ・ユニクロ・キヤノンなどの日系企業訪問も実施。

募集対象：学習院大学・学習院女子大学正規課程学生（学部不問、大学院生も歓迎）
日程：８月（22～28日間）※コースによって異なります。
キャンパス（コース）： ①中国・上海・復旦大学 ②韓国・大邱・慶北大学校
③中国・西安・陝西師範大学 ④台湾・台北・東呉大学 ⑤中国・北京・北京郵電大学
※①③⑤は研修終了後１週間の大同緑化ツアーに参加できます。（立教大学と連携）
※②の課題探求型現地研修はソウルでおこないます。（予定）
募集人数：全コース合計60名
費用：約20万円（航空券・宿舎費・学費・手数料）※コースによって異なります。
申し込み期間：2014 年4月～5月16日（金） 申し込み・問い合わせ：国際研究教育機構

台湾・東呉大学コース／台北中国・復旦大学コース／上海 韓国・慶北大学校コース／大邱

中国・陝西師範大学コース／西安 中国・大同・オプショナル緑化ツアー

財　務　部

平成２6年度学費納入について

　平成２6年度第１期分の学費納付金振込依頼書（振込用紙）の発
送予定および納付期限は、下記のとおりです。納入について不明な点
などございましたら、会計課までお早めにご相談ください。
● 発送時期　平成２6年４月中旬
● 納付期限　平成２6年4月30日（水）

◎必ず送付された振込用紙にて納付してください。
◎年額を納付することもできます。（第１期分のみの振込依頼書と
年額分の振込依頼書を送付いたします。）
◎住所変更をされた方は学生センター教務課へ届け出てください。

※は、第１期徴収分です。　＊は、研究実験費であり、授業料に含みます。
大学生については、上記納付金のほかに、桜友会基本会費（永年同窓会費：徴収は１回のみ）35,000円を入学後３年目の学費第１期分にて徴収いたします。ただし、編入学者、再入学者、外国人学生特別
入試入学者については、桜友会が入学手続後または在学中に徴収いたします。桜友会基本会費に関するお問い合わせは、桜友会事務局にご照会願います。
桜友会事務局　03-3988-3288　学習院目白キャンパス内

※
輔仁会費　　

※
新聞代　　

※
学会費　　

※
父母会費　　※在籍料

項　　目
区　　分

入学年度 合　計 ※
施設設備費計第２期※第１期第２期第１期

授　　業　　料分納額・分納期
（単位　円）

博
士
後
期
課
程

博
士
前
期
課
程

理

学

部

文

学

部

学　費　一　覧　表

大

　
　
　
　
　
　
　
　
　学

大

　
　
　
　
　学

　
　
　
　
　院

心理学科
教育学科

哲学科・史学科
日本語日本文学科
英語英米文化学科
ドイツ語圏文化学科
フランス語圏文化学科

物理学科
化学科
生命科学科

数学科

法学部

経済学部

人 文
科 学 心理学・

臨床心理学

心理学・臨床
心理学以外

政治学
経済学・経営学

法学・政治学
経済学・経営学

自 然
科 学 

専門職大学院　法務研究科

実　験
理　論

人 文
科 学

心理学以外
心理学

自 然
科 学 

実　験
理　論

H17～H18
H19

H20～H24
H25

H16～H18
H19

H20～H24
H25
H18
H19

H20～H24
H25
H18
H19

H20～H24
H25
H18
H19
H20

H21～H24
H25
H19
H20

H21～H24
H25

H23～H25
H23～H25

H21～H25

H24～H25
H23～H25
H23～H25
H20～H25
H20～H25
H18～H25
H20～H25
H20～H25
H20～H25
H21～H25

870,800
910,800
950,800
1,010,800
867,800
907,800
947,800
1,007,800
943,800
983,800
1,023,800
1,083,800
973,800
1,013,800
1,053,800
1,113,800
1,315,800
1,365,800
1,415,800
1,465,800
1,525,800
1,285,800
1,335,800
1,385,800
1,445,800
710,200
707,200

703,200

733,200
955,200
885,200
670,200
667,200
663,200
693,200
905,200
835,200
1,301,200

565,800
591,800
617,800
677,800
562,800
588,800
614,800
674,800
598,800
623,800
648,800
708,800
628,800
653,800
678,800
738,800
845,800
876,800
907,800
938,800
998,800
796,800
827,800
858,800
918,800
456,200
453,200

448,200

478,200
611,200
541,200
430,200
427,200
423,200
453,200
580,200
510,200
744,200

305,000
319,000
333,000
333,000
305,000
319,000
333,000
333,000
345,000
360,000
375,000
375,000
345,000
360,000
375,000
375,000
470,000
489,000
508,000
527,000
527,000
489,000
508,000
527,000
527,000
254,000
254,000

255,000

255,000
344,000
344,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
557,000

305,000
319,000
333,000
333,000
305,000
319,000
333,000
333,000
345,000
360,000
375,000
375,000

489,000
508,000
527,000
527,000
254,000
254,000

255,000

344,000
240,000
240,000
240,000

325,000
557,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

305,000
319,000
333,000
333,000
305,000
319,000
333,000
333,000
345,000
360,000
375,000
375,000
345,000
360,000
375,000
375,000
470,000
489,000
508,000
527,000
527,000
489,000
508,000
527,000
527,000
254,000
254,000

255,000

255,000
344,000
344,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
557,000

610,000
638,000
666,000
666,000
610,000
638,000
666,000
666,000
690,000
720,000
750,000
750,000

978,000
1,016,000
1,054,000
1,054,000
508,000
508,000

510,000

688,000
480,000
480,000
480,000

650,000
1,114,000

246,000
258,000
270,000
270,000
246,000
258,000
270,000
270,000
240,000
250,000
260,000
260,000
240,000
250,000
260,000
260,000
284,000
296,000
308,000
320,000
320,000
296,000
308,000
320,000
320,000
198,000
198,000

190,000

190,000
196,000
196,000
186,000
186,000
180,000
180,000
184,000
184,000
186,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
1,200
1,200

1,200

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

3,000
3,000
3,000
3,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

3,000

2,000

2,000

3,000

2,000
2,000

＊　30,000
375,000

＊　30,000
390,000

＊　30,000
405,000

＊　30,000
405,000

＊　80,000
550,000

＊　80,000
569,000

＊　80,000
588,000

＊　80,000
607,000

＊　80,000
607,000

＊　30,000
285,000

＊　70,000
414,000

＊　30,000
270,000

＊　70,000
395,000

＊　30,000
720,000

＊　30,000
750,000

＊　30,000
780,000

＊　30,000
780,000

＊　80,000
1,020,000
＊　80,000
1,058,000
＊　80,000
1,096,000
＊　80,000
1,134,000
＊　80,000
1,134,000

＊　30,000
540,000

＊　70,000
758,000

＊　30,000
510,000

＊　70,000
720,000

対象：学習院大学・学習院女子大学正規課程学生（学部不問）
日程：９月（10日間、予定） 場所：フランス・アルザス
募集人数：20名程度 費用：約26万円（2013年度実績。航空券・宿舎費・手数料）
申し込み期間：2014年４月～5月23日（金） 申し込み・問い合わせ：国際研究教育機構

学習院グリーン元気プロジェクト（Gakushuin Green Genki Project）

対象：学習院大学・学習院女子大学・両高等科 正規課程学生・生徒（学部不問）
日程：８月（14日間） 場所：中国・内モンゴル自治区／モンゴル国
募集人数：20名程度 費用：約15万円（航空券・宿舎費・手数料の一部に充当）
申し込み期間：2014年４月～5月23日（金） 申し込み：国際研究教育機構
問い合わせ：経済学部上田隆穂研究室（東２号館13階）／計算機センター 
横山悦郎研究室／文学部教育学科佐藤陽治研究室

　毎年恒例の国際ボランティア、現地大学との
交流、乗馬等の異文化体験、３Gプロジェクト。
　今年も８月に、中国・内モンゴルでの植林活
動、さらには馬に乗って草原の広がるモンゴル
国へと入ります。アジアの奥深くまで旅をします。 学習院グリーン元気プロジェクト in 内モンゴル2010

学習院海外協力研修活動DISSOLVA（ボルネオプロジェクト）

対象：学習院大学・学習院女子大学正規課程学生（学部不問）
日程：8月（18日間） 場所：マレーシア・サバ州（ボルネオ島）
募集人数：15名程度 費用：約16万円（航空券・宿舎費・手数料） 
申し込み期間：2014年4月～5月16日（金）
申し込み・問い合わせ：経済学部眞嶋史叙研究室（東2号館10 階）／国際研究教育機構

　ジャングルにとけこみ山村生活の温か
さにふれる国際ボランティア活動です。
グローバルな課題に対する多様で持続
可能な解決策を、現地大学生・村人と
ともに探っていきます。 ボルネオプロジェクト2013

　今年も７月７日から25日に海外から短期研修生がやってきます！この
短期研修プログラムの運営サポートや研修に参加する日本側の学生
を募集します（募集人数100名）。日本語研修への参加、課題探求型
現地研修のサポート、大交流会の運営など、学生の皆さんの積極的
な参加を期待します。この夏、目白でグローバル体験！！
募集期間：2014年4月末ごろまで
 （定員になり次第、締め切ります）
応募条件：学習院大学・学習院女子大学の

学生（1年生も大歓迎！）
募集コース（複数希望可）：
1.日本語研修コース（60名）
2.課題探求型現地研修コース（20名）
3.グローバル・マネージメントコース（20名）※終了後に修了証を発行します
応募方法：以下のサイトの申し込みフォームに必要事項を記入してください。
 URL：https://www.supportyou.jp/ori/form/7/
参加者の皆さんには「学習院グローバルポートフォリオMANABA」に
登録してもらいます（無料）。

日本文化教室

グローバル・キャンパス・アジア2014東京　日本側参加者募集！

学習院－アルザス欧州日本学研究所連携海外研修プログラム
　昨年から始まったフランスのアルザス
欧州日本学研究所での海外研修を今
年も実施します。ストラスブール大学の
学生との交流会、欧州議会への訪問な
どもりだくさんのプログラムです。 アルザス欧州日本学研究所にて（2013年）

compass_vol.61_p10-11_2014.03.05_入稿



12 13

学習院生涯学習センター

2014年度春期　資格・検定対策、語学、スキルアップ講座のご案内

◆お問い合わせ・連絡先：学習院生涯学習センター
Tel 03（5992）1040／Fax 03（5992）1124
E-mail：shogaigakushu@gakushuin.ac.jp
URL: http://open.gakushuin.ac.jp/

テニス
コート

生涯学習
センター

（西11号館）
西坂門西門

目
白
通
り

デサント←池袋
目白駅

新宿→公団住宅 切手の博物館

輔仁
会館

■どんどん活用しよう！生涯学習センターの講座
　生涯学習センターでは、今春も学生の皆さんのスキルアップ、自己啓発を応援
する講座を下表のとおり開設します。目標の実現に向けて、また、自分の可能
性を広げるために、生涯学習センターの講座を積極的に活用してください。

■学習院　 大学講座開講のお知らせ
　昨秋からスタートした学習院　大学講座（午前７～８時台開始）を引き続き開講い
たします。早朝の時間を有効活用し、自分磨きをしたいとお考えの方におすすめです。
〔今春期講座については、金曜日のみ、また、すべて生涯学習センター
（西11号館）教室で開講いたします。〕

■募集要項・講座案内はこちらへ
　各講座の日程詳細や申込方法を記した募集要項は、西11号館生涯学習センター
窓口のほか、キャリアセンターカウンター、西５号館学生ホール西側・東側入口・西２号
館入口・輔仁会館１Ｆ学生食堂食器返却口付近に設置のスタンドからお取りください。

●2014年度春期（夏期）開設予定　
資格・検定・語学・キャリアアップ講座一覧
※春期講座の詳細は、総合パンフレットをご確認ください。

★秘書検定準１級・２級講座
☆貿易実務講座
☆医療事務講座（医療事務検定試験対応）
☆２級FP技能検定（AFP）試験対策講座
☆初学者向け日商簿記２級ストレート講座
☆総合・国内旅行業務取扱管理者講座
☆宅建主任者総合講座
☆行政書士総合講座
☆通関士試験対策講座
★証券外務員二種資格試験対策講座
★マナー・プロトコール検定３級対策講座
☆夏期集中　３級FP技能検定試験対策講座
明日から使えるビジネス英会話（基礎編）
ビジネス英文E-mail講座
リスニング強化！CNNニュースで学ぶ英語講座
はじめてのTOEFL®iBTテスト対策講座
TOEIC®スコアアップ対策講座
TOEIC®650DASH!
Success TOEIC®730突破!
夏期集中TOEFL®iBTテストスコアアップ講座
夏期集中TOEIC®Workshop600
夏期集中TOEIC®Workshop700

講 座 名 開講期間（予定） 本試験日

「☆」→在学生受講料給付制度対象予定講座　「★」→在学生向け割引受講料設定予定講座

５月12日～６月23日
５月13日～７月22日
５月13日～７月１日
５月14日～９月１日
５月14日～11月12日
５月16日～10月7日
５月17日～10月11日
５月19日～10月30日
５月19日～９月18日
６月３日～６月27日
６月11日～７月２日
８月４日～９月２日
５月14日～７月２日
５月12日～７月７日
５月15日～７月17日
５月27日～７月10日
５月14日～７月９日
５月13日～７月15日
５月８日～７月10日
８月１日～８月14日
８月１日～８月14日
８月１日～８月14日

６月下旬
８月上旬
７月上旬
９月中旬
11月中旬
９・10月上旬
10月中旬
11月上旬
10月上旬
随時
７月中旬
９月中旬
－
－
－
随時
随時
随時
随時
随時
随時
随時

★朝一番の知のビタミン補給　TOEIC®リスニング対策
★朝一番の知のビタミン補給　TOEIC®文法対策
★朝活!初級ビジネス英会話
★朝活!中級ビジネス英会話
坂田ゼミナール　日経新聞読破コース
坂田ゼミナール　会社四季報読破コース
目白の杜から、日本経済・実況中継

開講期間（予定） 本試験日
５月９日～７月25日
５月９日～７月25日
５月９日～７月25日
５月９日～７月25日
５月９日～７月18日
５月16日～７月25日
5月9日～7月18日

随時
随時
－
－
－
－
－

講 座 名

朝
朝

インフォメーション

　また、資格の内容や取得のメリット、授業内容や使用教材等を説明する
ガイダンスを実施いたします。日程は、キャンパス内の立看板やポスターで
ご案内します。語学講座・一部資格講座を除き、事前予約は不要ですので、
都合の良い時間帯にご参加ください。いずれのガイダンスも参加は無料です。

■頑張るあなたを支援する “在学生対象受講料給付制度”
　学習院大学在学生の皆さんを対象とした“受講料給付制度”があり
ます。この制度は、センターの指定する対象講座（下表参照）を受講し、
講座日程の８割以上出席した場合、受講料の20～25％が給付される
というものです。自分の将来を真剣に考えている目的意識の高い皆さん
に有用な講座を提供するだけでなく、経済的な面でもバックアップする
ことを目的としています。例年100名以上の受講生が給付を受けてい
ます。これにより、皆さんの実質的な受講料負担額は、大幅に軽減され、
いっそう格安な費用で資格・検定講座が受講できます。

学習院　 大学講座一覧朝

「★」→在学生向け割引受講料設定予定講座

●2014年度 在学生受講料給付制度対象講座および給付予定金額
＊受講料の20～25％相当を給付します。

貿易実務講座
医療事務講座（医療事務検定試験対応）
２級ＦＰ技能検定
（ＡＦＰ）試験対策講座
初学者向け
日商簿記2級ストレート講座
総合・国内旅行業務
取扱管理者講座（Ｗ受験コース）
総合・国内旅行業務
取扱管理者講座（科目免除コース）
宅建主任者総合講座
行政書士総合講座
通関士試験対策講座
夏期集中
３級ＦＰ技能検定試験対策講座

33,000
43,500

69,000

43,000

77,000

44,000

64,500
82,000
118,000

26,500

6,600
8,700

17,250

8,600

19,250

8,800

16,100
20,500
29,500

5,300

26,400
34,800

51,750

34,400

57,750

35,200

48,400
61,500
88,500

21,200

☆別途テキスト代が必要となります。詳細はセンターにお問い合わせください。

受講料給付対象講座名 受講料 給付金額
実質受講料
負担額☆

単位：円

キャリアアップ
 サポート

キャリアセンター

3年生・博士前期課程1年生対象
■キャリア（就職・進学等）ガイダンス
～2016年卒業（修了）予定者は全員参加！～
　日時：4月22日（火）
 18:00～　
　　　 4月23日（水）
 18:00～
　いよいよ、学生生活も後半戦が始まります。就職か進学か、自分の将来
の進路について考えながら、後半の学生生活を将来につなげるために、
キャリアセンターからセミナーの説明、アドバイスを送ります。これからの3
年生に必要な手続きについても説明をし、3年生対象の就職ガイドブック
をお渡ししますので、2016年卒業（修了）予定者は全員参加してください。

４年生・博士前期課程２年生対象
■推薦状発行について
　企業より推薦状の提出を求められている場合、次の要件を満たして
いる者に交付します。
①「進路登録票」をG-Portで入力していること
②卒業・修了見込証明書の交付が受けられる者
●受付開始日：6月24日（火）
●交付開始日：7月1日（火）以降、受付日の翌日交付します。
　　　　　　（日曜・祝日等事務室閉室日は含まない）

その他
■個別相談（キャリア・就職）
　キャリア支援や就職活動に関する個人相談を随時受け付けてい
ます。希望者は、G-Portより予約してください。
■就職関連情報
　就職希望者に対する情報・連絡は、主に掲示とG-Portによって
行っています。掲示板は西1号館北口と西5号館4階キャリアセンター
事務室前に設置されているので、各自確認するようにしてください。
　また、キャリアセンターホームページでは、学習院大学宛に届いた
求人票を見ることもできます。こまめにアクセスしてください。
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/career/
■G-Portでの情報提供について
　キャリアセンターでは、掲示・立看板・HPのほかに、
①緊急性のあるお知らせ
②キャリアセンター主催の各種セミナーの案内
③学校推薦などの求人情報
④インターンシップの受入情報（学校推薦を伴うもの）
などの情報をG-Portで配信しますので、情報を逃さないよう日常的に
G-Portを確認するようにしてください。

4月9日（水）
4月22日（火）
4月23日（水）
5月9日（金）
5月21日（水）
5月28日（水）
5月12日（月）
5月14日（水）
5月26日（月）
5月29日（木）
6月2日（月）
6月3日（火）
6月10日（火）
6月17日（火）
6月24日（火）
6月4日（水）
6月5日（木）
6月10日（火）
6月11日（水）
6月13日（金）
7月4日（金）
7月9日（水）

18:00～19:30

18:00～19:30

18:00～19:30

18:00～19:30
18:00～19:30
18:00～19:30
18:00～19:30
18:00～19:30

18:00～19:30

18:00～19:30
16:20～19:20
10:00～12:00、14:00～16:00
18:00～19:30
18:00～19:30
18:00～19:30
10:00～12:00、14:00～16:00

西5-B1

西5-Ｂ1、西2-201

西5-B1

西5-B1
西5-B1
西5-B1
西5-202
西5-B1

西5-202

西5-B1
西5-301
記念会館小講堂
西5-B1
西5-B1
西5-202
記念会館小講堂

公務員ガイダンス

就職・進学ガイダンス

職種研究ワークショップ（前期）

R-CAP受検会（自己分析・適職発見テスト）
マナー講座
インターンシップ講座①～インターンシップって何？～＋就職サイトの使い方講座
アナウンサーセミナー
女子学生講座(身だしなみ・メイク）
マスコミ・広告セミナー①新聞
マスコミ・広告セミナー②放送
マスコミ・広告セミナー③出版
マスコミ・広告セミナー④広告
インターンシップ講座②～自分を知ろう（自己分析導入編）～
就職リスタート講座①　＜4年生・M2年生＞
学内企業説明会　＜4年生・M2年生＞
インターンシップ講座③～応募書類を書いてみよう（エントリーシート導入編）～
R-CAP解説講座
留学経験者向け就職セミナー
学内企業説明会　＜4年生・M2年生＞

●平成26年度前期　キャリア・就職支援プログラム
月　日 時　間 場　所 行　事　名

※学年の記載がないプログラムは、3年生・M1年生対象です。　
※行事の内容、日時等は変更になることがありますので、キャリアセンターカウンター及びHP等で確認してください。

●受付場所：キャリアセンターカウンター
●事務室開室時間：月～金8：40～16：45　土8：40～12：30
●注意：申込時に印鑑を持参すること。内々定の条件として推薦状を

求められている場合は、提出後の内定辞退はできません。
経済学部　西5-B1
法学部　西2-201
文学部（哲・史・日・英・ド）　西5-B1
文学部（フ・心）・理学部　西2-201
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学習院生涯学習センター

2014年度春期　資格・検定対策、語学、スキルアップ講座のご案内

◆お問い合わせ・連絡先：学習院生涯学習センター
Tel 03（5992）1040／Fax 03（5992）1124
E-mail：shogaigakushu@gakushuin.ac.jp
URL: http://open.gakushuin.ac.jp/
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り
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新宿→公団住宅 切手の博物館
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■どんどん活用しよう！生涯学習センターの講座
　生涯学習センターでは、今春も学生の皆さんのスキルアップ、自己啓発を応援
する講座を下表のとおり開設します。目標の実現に向けて、また、自分の可能
性を広げるために、生涯学習センターの講座を積極的に活用してください。

■学習院　 大学講座開講のお知らせ
　昨秋からスタートした学習院　大学講座（午前７～８時台開始）を引き続き開講い
たします。早朝の時間を有効活用し、自分磨きをしたいとお考えの方におすすめです。
〔今春期講座については、金曜日のみ、また、すべて生涯学習センター
（西11号館）教室で開講いたします。〕

■募集要項・講座案内はこちらへ
　各講座の日程詳細や申込方法を記した募集要項は、西11号館生涯学習センター
窓口のほか、キャリアセンターカウンター、西５号館学生ホール西側・東側入口・西２号
館入口・輔仁会館１Ｆ学生食堂食器返却口付近に設置のスタンドからお取りください。

●2014年度春期（夏期）開設予定　
資格・検定・語学・キャリアアップ講座一覧
※春期講座の詳細は、総合パンフレットをご確認ください。

★秘書検定準１級・２級講座
☆貿易実務講座
☆医療事務講座（医療事務検定試験対応）
☆２級FP技能検定（AFP）試験対策講座
☆初学者向け日商簿記２級ストレート講座
☆総合・国内旅行業務取扱管理者講座
☆宅建主任者総合講座
☆行政書士総合講座
☆通関士試験対策講座
★証券外務員二種資格試験対策講座
★マナー・プロトコール検定３級対策講座
☆夏期集中　３級FP技能検定試験対策講座
明日から使えるビジネス英会話（基礎編）
ビジネス英文E-mail講座
リスニング強化！CNNニュースで学ぶ英語講座
はじめてのTOEFL®iBTテスト対策講座
TOEIC®スコアアップ対策講座
TOEIC®650DASH!
Success TOEIC®730突破!
夏期集中TOEFL®iBTテストスコアアップ講座
夏期集中TOEIC®Workshop600
夏期集中TOEIC®Workshop700

講 座 名 開講期間（予定） 本試験日

「☆」→在学生受講料給付制度対象予定講座　「★」→在学生向け割引受講料設定予定講座

５月12日～６月23日
５月13日～７月22日
５月13日～７月１日
５月14日～９月１日
５月14日～11月12日
５月16日～10月7日
５月17日～10月11日
５月19日～10月30日
５月19日～９月18日
６月３日～６月27日
６月11日～７月２日
８月４日～９月２日
５月14日～７月２日
５月12日～７月７日
５月15日～７月17日
５月27日～７月10日
５月14日～７月９日
５月13日～７月15日
５月８日～７月10日
８月１日～８月14日
８月１日～８月14日
８月１日～８月14日

６月下旬
８月上旬
７月上旬
９月中旬
11月中旬
９・10月上旬
10月中旬
11月上旬
10月上旬
随時
７月中旬
９月中旬
－
－
－
随時
随時
随時
随時
随時
随時
随時

★朝一番の知のビタミン補給　TOEIC®リスニング対策
★朝一番の知のビタミン補給　TOEIC®文法対策
★朝活!初級ビジネス英会話
★朝活!中級ビジネス英会話
坂田ゼミナール　日経新聞読破コース
坂田ゼミナール　会社四季報読破コース
目白の杜から、日本経済・実況中継

開講期間（予定） 本試験日
５月９日～７月25日
５月９日～７月25日
５月９日～７月25日
５月９日～７月25日
５月９日～７月18日
５月16日～７月25日
5月9日～7月18日

随時
随時
－
－
－
－
－

講 座 名

朝
朝

インフォメーション

　また、資格の内容や取得のメリット、授業内容や使用教材等を説明する
ガイダンスを実施いたします。日程は、キャンパス内の立看板やポスターで
ご案内します。語学講座・一部資格講座を除き、事前予約は不要ですので、
都合の良い時間帯にご参加ください。いずれのガイダンスも参加は無料です。

■頑張るあなたを支援する “在学生対象受講料給付制度”
　学習院大学在学生の皆さんを対象とした“受講料給付制度”があり
ます。この制度は、センターの指定する対象講座（下表参照）を受講し、
講座日程の８割以上出席した場合、受講料の20～25％が給付される
というものです。自分の将来を真剣に考えている目的意識の高い皆さん
に有用な講座を提供するだけでなく、経済的な面でもバックアップする
ことを目的としています。例年100名以上の受講生が給付を受けてい
ます。これにより、皆さんの実質的な受講料負担額は、大幅に軽減され、
いっそう格安な費用で資格・検定講座が受講できます。

学習院　 大学講座一覧朝

「★」→在学生向け割引受講料設定予定講座

●2014年度 在学生受講料給付制度対象講座および給付予定金額
＊受講料の20～25％相当を給付します。

貿易実務講座
医療事務講座（医療事務検定試験対応）
２級ＦＰ技能検定
（ＡＦＰ）試験対策講座
初学者向け
日商簿記2級ストレート講座
総合・国内旅行業務
取扱管理者講座（Ｗ受験コース）
総合・国内旅行業務
取扱管理者講座（科目免除コース）
宅建主任者総合講座
行政書士総合講座
通関士試験対策講座
夏期集中
３級ＦＰ技能検定試験対策講座

33,000
43,500

69,000

43,000

77,000

44,000

64,500
82,000
118,000

26,500

6,600
8,700

17,250

8,600

19,250

8,800

16,100
20,500
29,500

5,300

26,400
34,800

51,750

34,400

57,750

35,200

48,400
61,500
88,500

21,200

☆別途テキスト代が必要となります。詳細はセンターにお問い合わせください。

受講料給付対象講座名 受講料 給付金額
実質受講料
負担額☆

単位：円

キャリアアップ
 サポート

キャリアセンター

3年生・博士前期課程1年生対象
■キャリア（就職・進学等）ガイダンス
～2016年卒業（修了）予定者は全員参加！～
　日時：4月22日（火）
 18:00～　
　　　 4月23日（水）
 18:00～
　いよいよ、学生生活も後半戦が始まります。就職か進学か、自分の将来
の進路について考えながら、後半の学生生活を将来につなげるために、
キャリアセンターからセミナーの説明、アドバイスを送ります。これからの3
年生に必要な手続きについても説明をし、3年生対象の就職ガイドブック
をお渡ししますので、2016年卒業（修了）予定者は全員参加してください。

４年生・博士前期課程２年生対象
■推薦状発行について
　企業より推薦状の提出を求められている場合、次の要件を満たして
いる者に交付します。
①「進路登録票」をG-Portで入力していること
②卒業・修了見込証明書の交付が受けられる者
●受付開始日：6月24日（火）
●交付開始日：7月1日（火）以降、受付日の翌日交付します。
　　　　　　（日曜・祝日等事務室閉室日は含まない）

その他
■個別相談（キャリア・就職）
　キャリア支援や就職活動に関する個人相談を随時受け付けてい
ます。希望者は、G-Portより予約してください。
■就職関連情報
　就職希望者に対する情報・連絡は、主に掲示とG-Portによって
行っています。掲示板は西1号館北口と西5号館4階キャリアセンター
事務室前に設置されているので、各自確認するようにしてください。
　また、キャリアセンターホームページでは、学習院大学宛に届いた
求人票を見ることもできます。こまめにアクセスしてください。
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/career/
■G-Portでの情報提供について
　キャリアセンターでは、掲示・立看板・HPのほかに、
①緊急性のあるお知らせ
②キャリアセンター主催の各種セミナーの案内
③学校推薦などの求人情報
④インターンシップの受入情報（学校推薦を伴うもの）
などの情報をG-Portで配信しますので、情報を逃さないよう日常的に
G-Portを確認するようにしてください。

4月9日（水）
4月22日（火）
4月23日（水）
5月9日（金）
5月21日（水）
5月28日（水）
5月12日（月）
5月14日（水）
5月26日（月）
5月29日（木）
6月2日（月）
6月3日（火）
6月10日（火）
6月17日（火）
6月24日（火）
6月4日（水）
6月5日（木）
6月10日（火）
6月11日（水）
6月13日（金）
7月4日（金）
7月9日（水）

18:00～19:30

18:00～19:30

18:00～19:30

18:00～19:30
18:00～19:30
18:00～19:30
18:00～19:30
18:00～19:30

18:00～19:30

18:00～19:30
16:20～19:20
10:00～12:00、14:00～16:00
18:00～19:30
18:00～19:30
18:00～19:30
10:00～12:00、14:00～16:00

西5-B1

西5-Ｂ1、西2-201

西5-B1

西5-B1
西5-B1
西5-B1
西5-202
西5-B1

西5-202

西5-B1
西5-301
記念会館小講堂
西5-B1
西5-B1
西5-202
記念会館小講堂

公務員ガイダンス

就職・進学ガイダンス

職種研究ワークショップ（前期）

R-CAP受検会（自己分析・適職発見テスト）
マナー講座
インターンシップ講座①～インターンシップって何？～＋就職サイトの使い方講座
アナウンサーセミナー
女子学生講座(身だしなみ・メイク）
マスコミ・広告セミナー①新聞
マスコミ・広告セミナー②放送
マスコミ・広告セミナー③出版
マスコミ・広告セミナー④広告
インターンシップ講座②～自分を知ろう（自己分析導入編）～
就職リスタート講座①　＜4年生・M2年生＞
学内企業説明会　＜4年生・M2年生＞
インターンシップ講座③～応募書類を書いてみよう（エントリーシート導入編）～
R-CAP解説講座
留学経験者向け就職セミナー
学内企業説明会　＜4年生・M2年生＞

●平成26年度前期　キャリア・就職支援プログラム
月　日 時　間 場　所 行　事　名

※学年の記載がないプログラムは、3年生・M1年生対象です。　
※行事の内容、日時等は変更になることがありますので、キャリアセンターカウンター及びHP等で確認してください。

●受付場所：キャリアセンターカウンター
●事務室開室時間：月～金8：40～16：45　土8：40～12：30
●注意：申込時に印鑑を持参すること。内々定の条件として推薦状を

求められている場合は、提出後の内定辞退はできません。
経済学部　西5-B1
法学部　西2-201
文学部（哲・史・日・英・ド）　西5-B1
文学部（フ・心）・理学部　西2-201

compass_vol.61_p12-13_2014.03.05_入稿
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図書館
へ行こう

　レポート作成や学習・研究に欠かせない資料収集の際に便利な、
さまざまなデータベースをご紹介します。
　下記は学習院大学図書館が提供している資料検索・閲覧用データ
ベースの一覧です。全て、大学図書館ホームページからアクセスでき
ます。是非ご利用ください。

ヘルス・サポート

■ 案内図
❶ 2階 学生相談室
❷ 地下1階 保健センター
❸ 地下2階 トレーニングルーム

西1号館

西２号館

西5号館

北グランド

北1号館

東2号館

北2号館

中央教育研究棟

❶
❷
❸

学生定期健康診断
健康診断証明書発行開始
健康診断の結果通知
有機溶剤・特定化学物質・電離放射線使用者の特殊健康診断
応急救護講習会〔主催：運動部常任委員会〕
救命講習会

4月1・2・3・4・5日
5月1日から
4月末
5月中旬・10月中旬
7月初旬
9月末

曜　　日
月
火
水

第2・4火（予約制）

時　　間
14：00～16：00
13：00～15：00
13：00～15：00
9：30～11：30

担 　　当
髙野 加壽惠
大越 敦
原 秀雄
濱田 庸子

◎相談内容、個人のプライバシーは厳守します。

■学校医来室時間

■保健に関する予定

学生相談室のご案内

保健センター

いつでも、だれでも、どんなことでも。
―より充実した豊かな学生生活を送るために―

　新たな生活がスタートしました。喜びや期待に心はずむ季節ですが、
その一方で慣れない環境にとまどい不安に思うこともあるかもしれま
せん。一人で考え、自力で解決していくことは大切ですが、時にはなか
なか解決の糸口が見えないこともあるでしょう。
　そんな時には一人で悩まず、学生相談室を訪ねてみてください。
学業のこと、進路のこと、人間関係のこと、自分の性格や心のこと
など、皆さんが直面した様々な問題について専門の相談員（カウン
セラー）がご相談を受けています。

＊編入学生や新1年生の方で学生相談室のオリエンテーションに出席できなかった方は、
ぜひ一度お立ち寄りください。
＊ご家族の方からのご相談もお受けしています。
＊カウンセラーには相談内容についての守秘義務があるので、安心して相談できます。

■相談受付時間
月～金 ９：３０～１７：００　　土 ９：３０～１２：３０

■場所
中央教育研究棟２階

■電話
03（3986）0221　内線2514

　新たな生活がスタートしました！
　保健センターでは、年間3,000件以上の利用があります。皆さんが
主体的に心身の健康管理をしていくうえで、個々のライフスタイルが
豊かなものになるよう、医師や看護師がサポートしています。気軽に
ご利用ください。また、相談や診察等の内容は守秘義務で守られて
いますのでご安心ください。

■保健センターの主な業務
●定期健康診断・特殊健康診断
　定期健康診断（全学年対象）・特殊健康診断（理学部対象者）
の実施。
●健康教育
　アルコール体質テスト、救命講習会、講演会、応急手当法の
指導、体成分測定などの実施。
●健康相談と医療機関の紹介
　こころやからだの健康に関して、学校医、精神科医、看護師が相談
に応じています。また必要時には、医療機関の紹介も行っています。
●応急処置や休養への対応
　体調がすぐれなかったり、けがをしたときなどに応急的に処置対応を
しています。医療機関ではありませんので、原則として薬はお渡しして
いません。日頃から自分にあった薬を携帯しておくことをお勧めします。
●健康診断証明書
　就職、進学、留学、試合などに必要な健康診断証明書を発行
しています。定期健康診断を受けていることが原則です。

■開室時間
月～金8：40～16：45　土8：40～12：30

■場所
西２号館　地下1階

スポーツ・健康科学センター

　本学の学生・教職員は講習会に参加すると、どなたでもトレーニング
ルームを使用することができます。トレーニングルームでは、エアロバイク、
筋力トレーニングマシーン、フリーウエイトなどを完備しており、測定室
では血圧測定や身体測定なども行えます。
　また、インストラクターも常駐しており、初心者の方でも安心してご利用
いただけます。健康増進・体力向上のために、ぜひご活用ください。

※開室時間や講習会のスケジュールは、スポーツ・健康科学センター掲示板、または
　ホームページ（http://www.gakushuin.ac.jp/univ/shsc/）で確認ができます。
※講習会のお申し込みは、トレーニングルーム受付でお願いいたします。

■ 場所
西2号館地下2階
※地下2階入口では、学生証が必要です。ICカードリーダーに学生証をタッチして
　入館、退館してください。

■ 開室時間
月～土 9：00～20：30（授業期間中）
授業期間以外は、掲示板、またはホームページでご確認ください。

トレーニングルームの利用について

特集：
～パソコンで便利、さまざまなデータベース～

※学習院大学 Discovery Serviceのサービス開始をもって、 GLIM/NAVI電子リソ
ース入手支援システムサービスは終了する予定です。

■図書館ガイダンス実施のお知らせ
【大学図書館・法経図書センター・理学部図書室共通】
　図書館では、図書館やデータベースの使い方、情報の検索方法
などについて定期的にガイダンスを実施しています。今年度も各館
でさまざまな内容のガイダンスを実施する予定ですので、館内ポス
ターや図書館ホームページ等にご注目ください。

■新入生応援キャンペーンを実施します
【大学図書館】

　大学図書館では、新入生を対象に下記の「応援キャンペーン」を
実施します。充実した学生生活を図書館から始めてみませんか？
①先輩からのオススメ本紹介コーナーの設置
②新入生へのメッセージコーナーの設置
③学生生活に役立つ資料展示
④図書館ボランティアスタッフによる図書館案内
⑤図書館オリジナルグッズの配布

■プロジェクタの貸出とホワイトボードの設置について
【法経図書センター】

　グループ学習支援の一環として、昨秋より7階グループ学習室
を利用するグループにプロジェクタ1台の貸出を始めました（予約
優先）。また、5階セミナールームに小さなホワイトボードを2台設置
しました。グループ学習の際に、ご活用ください。

■地震対策を実施しました（書棚転倒防止）
【法経図書センター】

　5階参考図書コーナーの書棚の転倒防止の工事を行いました
（なお、3・4・6階の書棚については、すでに工事を終了しています）。

■春季休業中の長期貸出の返却期限について　
【大学図書館・法経図書センター・理学部図書室共通】
　春季休業中の長期貸出の返却期限日は下記の通りです。
返却期限日： 4月14日（月）

■大学図書館でグループ学習しませんか？
【大学図書館】

　4月より、大学図書館3階のオー
プンルームとグループ閲覧室を「グ
ループラーニング室」として新たに
開放します。自由に入退室ができ、
グループ学習（学習会話可）も個人
学習も行えるのが特徴です。グルー
プでの予約貸切利用も可能です。どうぞご活用ください。

お知らせ

昭和24年以降に受入された学習院大学で
所蔵している本・雑誌を検索できます。
また、資料予約、学習院女子大学図書館から
の取り寄せ申込、貸出延長などの個人向け
サービスMy GLIMもここから利用できます。

GLIM/OPAC

昭和2年12月末当時、學習院圖書館（現・
学習院大学図書館）が所蔵していた和漢
書を検索できます。

学習院図書館和漢図書目録

学習院大学が契約するデータベース（一部
を除いて学内アクセス限定）と、無料公開の
データベースを検索・利用できます。
例）CiNii Articles、聞蔵Ⅱ ビジュアル
 （朝日新聞記事）等

学習院データベースNAVI（学内者限定）

学習院大学図書館所蔵の貴重書や特殊
なコレクションの一部に加え、史料館、東洋
文化研究所の収蔵資料を検索・本文閲覧
できます。
例）伊勢物語（貴重書）

学習院大学デジタルライブラリー

学習院大学内外の図書や雑誌、電子ジャ
ーナル・データベースなどの情報源を一括
して検索できる新しいタイプの情報検索
ツールです。GLIM/OPACも検索対象

となっています。これにより個別にデータベースを何度も検索することなく、
一度の検索で結果を得られ、文献・資料探しが便利になります。

新サービス［平成26年4月～］
学習院大学 Discovery Service※

学校法人学習院において作成された研究
教育活動の成果物を検索・本文閲覧でき
ます。
例）研究年報/学習院大学文学部
 学習院大学経済論集

学習院学術成果リポジトリ
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図書館
へ行こう

　レポート作成や学習・研究に欠かせない資料収集の際に便利な、
さまざまなデータベースをご紹介します。
　下記は学習院大学図書館が提供している資料検索・閲覧用データ
ベースの一覧です。全て、大学図書館ホームページからアクセスでき
ます。是非ご利用ください。

ヘルス・サポート

■ 案内図
❶ 2階 学生相談室
❷ 地下1階 保健センター
❸ 地下2階 トレーニングルーム

西1号館

西２号館

西5号館

北グランド

北1号館

東2号館

北2号館

中央教育研究棟

❶
❷
❸

学生定期健康診断
健康診断証明書発行開始
健康診断の結果通知
有機溶剤・特定化学物質・電離放射線使用者の特殊健康診断
応急救護講習会〔主催：運動部常任委員会〕
救命講習会

4月1・2・3・4・5日
5月1日から
4月末
5月中旬・10月中旬
7月初旬
9月末

曜　　日
月
火
水

第2・4火（予約制）

時　　間
14：00～16：00
13：00～15：00
13：00～15：00
9：30～11：30

担 　　当
髙野 加壽惠
大越 敦
原 秀雄
濱田 庸子

◎相談内容、個人のプライバシーは厳守します。

■学校医来室時間

■保健に関する予定

学生相談室のご案内

保健センター

いつでも、だれでも、どんなことでも。
―より充実した豊かな学生生活を送るために―

　新たな生活がスタートしました。喜びや期待に心はずむ季節ですが、
その一方で慣れない環境にとまどい不安に思うこともあるかもしれま
せん。一人で考え、自力で解決していくことは大切ですが、時にはなか
なか解決の糸口が見えないこともあるでしょう。
　そんな時には一人で悩まず、学生相談室を訪ねてみてください。
学業のこと、進路のこと、人間関係のこと、自分の性格や心のこと
など、皆さんが直面した様々な問題について専門の相談員（カウン
セラー）がご相談を受けています。

＊編入学生や新1年生の方で学生相談室のオリエンテーションに出席できなかった方は、
ぜひ一度お立ち寄りください。
＊ご家族の方からのご相談もお受けしています。
＊カウンセラーには相談内容についての守秘義務があるので、安心して相談できます。

■相談受付時間
月～金 ９：３０～１７：００　　土 ９：３０～１２：３０

■場所
中央教育研究棟２階

■電話
03（3986）0221　内線2514

　新たな生活がスタートしました！
　保健センターでは、年間3,000件以上の利用があります。皆さんが
主体的に心身の健康管理をしていくうえで、個々のライフスタイルが
豊かなものになるよう、医師や看護師がサポートしています。気軽に
ご利用ください。また、相談や診察等の内容は守秘義務で守られて
いますのでご安心ください。

■保健センターの主な業務
●定期健康診断・特殊健康診断
　定期健康診断（全学年対象）・特殊健康診断（理学部対象者）
の実施。
●健康教育
　アルコール体質テスト、救命講習会、講演会、応急手当法の
指導、体成分測定などの実施。
●健康相談と医療機関の紹介
　こころやからだの健康に関して、学校医、精神科医、看護師が相談
に応じています。また必要時には、医療機関の紹介も行っています。
●応急処置や休養への対応
　体調がすぐれなかったり、けがをしたときなどに応急的に処置対応を
しています。医療機関ではありませんので、原則として薬はお渡しして
いません。日頃から自分にあった薬を携帯しておくことをお勧めします。
●健康診断証明書
　就職、進学、留学、試合などに必要な健康診断証明書を発行
しています。定期健康診断を受けていることが原則です。

■開室時間
月～金8：40～16：45　土8：40～12：30

■場所
西２号館　地下1階

スポーツ・健康科学センター

　本学の学生・教職員は講習会に参加すると、どなたでもトレーニング
ルームを使用することができます。トレーニングルームでは、エアロバイク、
筋力トレーニングマシーン、フリーウエイトなどを完備しており、測定室
では血圧測定や身体測定なども行えます。
　また、インストラクターも常駐しており、初心者の方でも安心してご利用
いただけます。健康増進・体力向上のために、ぜひご活用ください。

※開室時間や講習会のスケジュールは、スポーツ・健康科学センター掲示板、または
　ホームページ（http://www.gakushuin.ac.jp/univ/shsc/）で確認ができます。
※講習会のお申し込みは、トレーニングルーム受付でお願いいたします。

■ 場所
西2号館地下2階
※地下2階入口では、学生証が必要です。ICカードリーダーに学生証をタッチして
　入館、退館してください。

■ 開室時間
月～土 9：00～20：30（授業期間中）
授業期間以外は、掲示板、またはホームページでご確認ください。

トレーニングルームの利用について

特集：
～パソコンで便利、さまざまなデータベース～

※学習院大学 Discovery Serviceのサービス開始をもって、 GLIM/NAVI電子リソ
ース入手支援システムサービスは終了する予定です。

■図書館ガイダンス実施のお知らせ
【大学図書館・法経図書センター・理学部図書室共通】
　図書館では、図書館やデータベースの使い方、情報の検索方法
などについて定期的にガイダンスを実施しています。今年度も各館
でさまざまな内容のガイダンスを実施する予定ですので、館内ポス
ターや図書館ホームページ等にご注目ください。

■新入生応援キャンペーンを実施します
【大学図書館】

　大学図書館では、新入生を対象に下記の「応援キャンペーン」を
実施します。充実した学生生活を図書館から始めてみませんか？
①先輩からのオススメ本紹介コーナーの設置
②新入生へのメッセージコーナーの設置
③学生生活に役立つ資料展示
④図書館ボランティアスタッフによる図書館案内
⑤図書館オリジナルグッズの配布

■プロジェクタの貸出とホワイトボードの設置について
【法経図書センター】

　グループ学習支援の一環として、昨秋より7階グループ学習室
を利用するグループにプロジェクタ1台の貸出を始めました（予約
優先）。また、5階セミナールームに小さなホワイトボードを2台設置
しました。グループ学習の際に、ご活用ください。

■地震対策を実施しました（書棚転倒防止）
【法経図書センター】

　5階参考図書コーナーの書棚の転倒防止の工事を行いました
（なお、3・4・6階の書棚については、すでに工事を終了しています）。

■春季休業中の長期貸出の返却期限について　
【大学図書館・法経図書センター・理学部図書室共通】
　春季休業中の長期貸出の返却期限日は下記の通りです。
返却期限日： 4月14日（月）

■大学図書館でグループ学習しませんか？
【大学図書館】

　4月より、大学図書館3階のオー
プンルームとグループ閲覧室を「グ
ループラーニング室」として新たに
開放します。自由に入退室ができ、
グループ学習（学習会話可）も個人
学習も行えるのが特徴です。グルー
プでの予約貸切利用も可能です。どうぞご活用ください。

お知らせ

昭和24年以降に受入された学習院大学で
所蔵している本・雑誌を検索できます。
また、資料予約、学習院女子大学図書館から
の取り寄せ申込、貸出延長などの個人向け
サービスMy GLIMもここから利用できます。

GLIM/OPAC

昭和2年12月末当時、學習院圖書館（現・
学習院大学図書館）が所蔵していた和漢
書を検索できます。

学習院図書館和漢図書目録

学習院大学が契約するデータベース（一部
を除いて学内アクセス限定）と、無料公開の
データベースを検索・利用できます。
例）CiNii Articles、聞蔵Ⅱ ビジュアル
 （朝日新聞記事）等

学習院データベースNAVI（学内者限定）

学習院大学図書館所蔵の貴重書や特殊
なコレクションの一部に加え、史料館、東洋
文化研究所の収蔵資料を検索・本文閲覧
できます。
例）伊勢物語（貴重書）

学習院大学デジタルライブラリー

学習院大学内外の図書や雑誌、電子ジャ
ーナル・データベースなどの情報源を一括
して検索できる新しいタイプの情報検索
ツールです。GLIM/OPACも検索対象

となっています。これにより個別にデータベースを何度も検索することなく、
一度の検索で結果を得られ、文献・資料探しが便利になります。

新サービス［平成26年4月～］
学習院大学 Discovery Service※

学校法人学習院において作成された研究
教育活動の成果物を検索・本文閲覧でき
ます。
例）研究年報/学習院大学文学部
 学習院大学経済論集

学習院学術成果リポジトリ
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課外活動
レポート

部会活動予定 【2013年4月～7月に行われる大会・イベント等】

硬式野球部

硬式庭球部

水泳部（水球部門）

水泳部（競泳部門）

漕艇部

アメリカンフットボール部

合気道部

ゴルフ部

弓道部

フェンシング部

ラクロス部(男子)

トランポリン部
ハンドボール部
竿友会同好会

トライアスロン部

ラケットボール愛好会

平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs成蹊大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs成蹊大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs大正大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs大正大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs芝浦工業大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs芝浦工業大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs順天堂大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs順天堂大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs上智大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs上智大学
※東都大学野球春季リーグ戦1位の場合、東都大学野球2部3部入替戦、6位の場合、東都大学野球3部4部入替戦（6月上旬）
関東学生テニストーナメント大会
対甲南大学運動競技総合定期戦
四大学運動競技大会
関東学生水球リーグ戦
第２４回関東学生春季公認記録会
第２８回関東学生夏季公認記録会
第51回三大学競漕大会
第36回全日本軽量級選手権大会
第35回東日本大学選手権競漕大会
四大学運動競技大会初戦
四大学運動競技大会決勝
学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦
オール学習院の集い演武会
第52回全日本合気道演武大会　5/24　
平成26年度関東学生ゴルフ連盟男子4月月例会（男女）
平成26年度関東大学春季B・C・Dブロック対抗戦（男子）
平成26年度関東女子大学春季A・B・C・Dブロック対抗戦（女子）
平成26年度関東学生ゴルフ連盟男子6月月例会 （男女）
第62回関東学生ゴルフ選手権予選会(第1会場)（男子）
第62回関東学生ゴルフ選手権予選会(第2会場)（男子）
四大戦
全関個人予選
全関団体予選
全関個人・団体決勝
全国大学弓道選抜大会
関東学生フェンシングリーグ戦大会
四大学運動競技大会
対甲南大学運動競技総合定期戦
東日本学生トランポリン競技選手権大会
関東学生ハンドボール春季リーグ（４部）
全日本学生釣魚連盟関東支部シーバス大会
学生スプリングトライアスロン選手権
関東トライアスロン選手権/彩の国トライアスロン川北辺大会
関東学生トライアスロン選手権那須塩原大会
全日本学生ラケットボール選手権大会

芝浦工業大学グラウンド
芝浦工業大学グラウンド
本学グランド
本学グランド
成蹊大学グラウンド
成蹊大学グラウンド
本学グランド
本学グランド
本学グランド
本学グランド

各大学テニスコート
学習院大学テニスコート
場所未定
未定（各大学プール）
町田市立室内プール
平塚総合体育館温水プール
戸田市戸田オリンピックボートコース
戸田市戸田オリンピックボートコース
戸田市戸田オリンピックボートコース
未定
学習院大学目白グランド
未定
学習院大学武道場
日本武道館
フレンドシップカントリークラブ
万木城カントリークラブ
フレンドシップカントリークラブ
一の宮カントリークラブ
ウッドストックカントリークラブ
スプリングフィルズゴルフクラブ
各大学弓道場
各大学弓道場
日本武道館
日本武道館
未定
未定
未定
甲南大学マリンフィールド
東京農業大学
未定
東京都品川区周辺（湾岸一帯）
群馬県渡良瀬遊水地
埼玉県加須市渡良瀬遊水池
群馬県那須塩原
桜美林大学多摩アカデミーヒルズ

4月12日（土）13時～
4月13日（日）10時30分～
4月19日（土）10時30分～
4月20日（日）13時～
5月 3日（土）13時～
5月 4日（日）10時30分～
5月10日（土）13時～
5月11日（日）10時30分～
5月17日（土）10時30分～
5月18日（日）13時～

4月中旬
5月中旬
６月
5～6月土日
5月10日（土）、11日（日）
6月29日（日）
4月26日（土）
5月16日（金）、17日（土）、18日（日）
6月14日（土）、15日（日）
5月11日（日）
5月25日（日）
6月15日（日）
4月13日（日）
5月24日（土）
4月25日（金）
5月20日（火）、21日（水）
6月 4日（水）、　5日（木）
6月11日（水）
6月24日（火）、25日（水） 
6月26日（木）、27日（金）｠
6月8日（日）
6月15日（日）
6月21日（土）
6月22日（日）
6月28日（土）、29日（日）
5月12日(月)、13日(火)、20日(火)、21日(水)、22日(木)、23日(金)
未定
6月下旬
6月1日（日）
４月～６月
5月下旬
5/18(日)
6月上旬
6/29(日)
5月

部会名 日程大会名 場所

運動部会

音楽部

スカイサウンズジャズオーケストラ部

陶芸研究会

学習院輔仁会音楽部管弦楽団第53回定期演奏会
オール学習院の集い
JazzLine
第45回山野ビッグバンドジャズコンテスト予選
紫陽展

新宿区立新宿文化センター 大ホール
学習院大学輔仁会館周辺屋外ステージ
お台場シンボルプロムナード公園
府中の森芸術劇場
富士見会館

5月11日(日)   13:30開場14:00開演
4月13日（日）
4月20日（日）
5月6日（火）
6月上旬

部会名 日程開催イベント 場所

文化部会等

　竿友会同好会は昨年、創部60年を迎えました。さらに、新年度から同好会へ昇格することがで
きました。現在、30名の部員が所属し、「月例釣行」「合宿」「大会出場」の３本柱で活動しています。
【月例釣行】毎月、日帰りで様々な釣りに行きます。関東周辺の海、川や管理釣り
場がフィールドです。新入生の皆さんには、まずは手軽な歓迎釣行で釣りの楽し
さを味わってもらいたいと思っています。ほかにも、有志での釣行や運動部として
戦績をあげるべく、大会に向けた練習を行っています。
【合宿】休日や長期休暇を利用した年間３回の合宿があります。とくに伊豆諸島で
の２泊４日の夏合宿は、きれいな海で普段はなかなかお目にかかれない大物を釣
ったり、部員同士の交流が深まったりして、思い出深い行事のひとつです。

竿友会同好会

　トライアスロンはスイム、バイク、ランを連続して行う持久スポーツです。
　トライアスロンといえば過酷なスポーツというイメージがあるかも知れませんが、
部員は全員大学からトライアスロンを始め、結果を残しています。
　私たちは、6月下旬に行われる関東学生トライアスロン選手権を3名以上が通

トライアスロン部

各部会より
【トランポリン部】
　私たちトランポリン部は部員が少ないながら和気あいあいと、週4日体育館で活動して
おります。「より高くより美しく」を目標に、全日本インカレでの上位入賞に向けて練習に励
んでおります。トランポリンは競技人口が少なく、大学から
始めた初心者でも努力すれば結果を残せるスポーツで
す。そして、宙に高く跳ぶことができとても楽しいです。オリ
ンピック選手は9m、3階建てのビルの高さまで跳躍しま
す。一年中新入部員、マネージャーを募集しております。
少しでも気になった方は体育館に覗きに来て下さい。
http://gakutra.nomaki.jp
【ハンドボール部】
　現在、ハンドボール部は関東学生ハンドボールリーグ４部に所属しています。部員はプ
レーヤー１６人マネージャー３人の計１９人で主に火曜日・木曜日・土曜日の週３日間活動
しています。プレーヤーには経験者だけでなく、大学から始めた初心者も居ます。チーム
の雰囲気はやる時はやる、楽しむ時は楽しむといった感じでメリハリのある部活です。
　ハンドボールというと、あまり知られていないマイナースポーツのイメージがあり
ますが、実際はかなり迫力のあるハードなスポーツです。見るのも良し！やるのも良
し！興味を持った方はお気軽に部室までお越しください。プレーヤーもマネージャー
も大歓迎です。私たちと一緒に充実したキャンパスライフを作っていきましょう！
【ラケットボール愛好会】
　5月に全日本学生ラケットボール選手権大会という9大学ほどの学生が集まり競い
合う大会が行われます。この大会では男女それぞれ個人戦となっています。今年度
行われる久々の大会でもありそれぞれの練習の成果が発揮される場です。学年関
係なく試合が行われるため後輩が先輩を打ち負かすなど、毎回白熱した試合が繰り
広げられ、みどころはたくさんあります。また普段は会うことのない他大学の学生と会
うこともできるため仲良くなることができるという良い点もあります。マイナースポーツ
であるため全体の人数が少ないということから、親睦を深めやすいです。そのような
点においてもたいへん良い場となっています。場所は桜美林大学多摩アカデミーヒ
ルズで行われており、観戦は自由です。興味のある方は是非観にきてみて下さいね。
【音楽部】
　学習院輔仁会音楽部管弦楽団の１年間の集大成となる演奏会です。今年は家
田厚志先生を指揮者としてお迎えし、チャイコフスキー作曲『１８１２年』、ストラヴィン
スキー作曲『組曲「火の鳥」（１９１９年版）』、そしてブラームス作曲『交響曲第１番』の
全３曲を演奏致します。大学から楽器を始めた人や経験者を含め、約１５０名の団員
がプロのトレーナーの先生方に御指導を賜りながら練習してきました。今年の管弦
楽団の目標である調和と協調を大切にし、又お世話になっている先生や先輩方、一
緒に演奏する仲間達、そして会場に来て下さるお客様全てに感謝の気持ちを込め
て団員全員一丸となって精一杯演奏致します。是非御家族や友人と一緒に会場
で、伝統ある学習院輔仁会音楽部管弦楽団の演奏に触れて頂けたらと思います。
【手話サークル"のぞみ"】
　手話サークル“のぞみ”は毎週月、木曜日の放課後に活動を行っています！
　現在４３名在籍する部員のほとんどが、手話を大学から始めた初心者です。のぞみ
はとてもアットホームな雰囲気で、学習会やゲームを通して皆で楽しく手話を学んでい
ます。普段の活動では基礎的な単語や文法などの習得を目的とした初級活動、日常
会話レベルの手話能力の習得を目的とした中級活動の２つにわかれて主に活動を行
っています。そして、学祭、年３回ある合宿、他大学の手話団体との交流会やボランテ
ィアなど、様 な々イベントにも積極的に参加しております。この他にも、聾者の方 と々の
交流の機会もありますので、手話サークルならではの貴重な経験をすることができま
す。「楽しみながら新しい何かを身につけたい」そんな方にぴったりのサークルです。
【大学新聞社】
　学習院大学新聞社は、年8回の新聞発行を通じて、学生の皆さんに、学内のイベン
ト情報から運動部の試合結果まで幅広い情報を提供しています。自分たちで、企画を
練り、特集記事を作ることもでき、1人1人の主体性を活かせる環境が整っています。
　新入生との交流を大切にし、5月には新入生歓迎合宿を行い、月1回程度で懇親会も行
う予定です。その一方、非常に長い歴史のある団体で、ОＢ会を毎年11月に行っています。
　大学新聞社は、「何か新しいことを始めたい！」・「自分のアイディアを発揮した
い！」など、新たなチャレンジをすることができ、さらに取材などによって様々な方々
と交流することが出来る、非常に有意義な団体です。1年生から活躍出来る場が
整っているので、興味を持った方はぜひ部室まで足を運んでください！

【硬式野球部】
　学習院大学硬式野球部は、東都大学野球連盟の3部に所属しております。東
都大学野球連盟は、「戦国東都」の愛称で親しまれ、80年以上の歴史がありま
す。毎シーズン、レベルの高いリーグ戦と、白熱した入替戦を行っています。東都
大学野球のリーグ戦は、同カードで2つ先勝したチームが勝ち点を獲得し、その勝
ち点で順位が争われます。同カードが、1勝1敗と並んだ場合は、第二戦の翌日に
もう一度対戦し、勝敗を争います。
　私たちは、昨年度春季リーグ戦2位、秋季リーグ戦4
位という結果に終わりました。毎年、「今年こそは」とい
う思いでリーグ戦に望んでおりますが、「3部優勝・2部
昇格」が達成できておりません。そこで、今年のチーム
は「熱烈峻厳」というスローガンをもとに、チーム内に
厳しさを持ち、「3部優勝・2部昇格」を目指していきま
す。ぜひ球場へ足を運んでいただき、熱戦をご覧くださ
い。皆様のご声援、宜しくお願い致します。
【硬式庭球部】
　私たち硬式庭球部は現在、関東大学テニスリーグにおいて、男子は４部、女子は
３部に所属しております。今年度の目標は男女共に「リーグ戦昇格」、この目標を達
成するために一人ひとりが何をすべきかを考えて過ごしています。”テニスは個人競
技だ”と思われがちですが、私たち硬式庭球部
は「チーム力」が誇りです。個人ひとりの力では
昇格なんて決して成し得ることができません。
最後の学生生活、「昇格」という１つの大きな目
標に向かい、思いっきりテニスに没頭し、最高の
仲間をつくりませんか？部員一同、たくさんの仲
間ができることをとても楽しみに待っております。
【合気道部】
　合気道は相手の力を利用して技を行う武道です。試合がなく、子供からお年寄
りまで幅広い方々が一緒にできるということも特徴です。今回、私達が日々 の稽古
で学んできた成果をオール学習院の集いの演武会にて披露致します。また、その
際には現役部員だけではなくOB・OGによる演武も行われます。少しでも興味が
ある方は是非お越し下さい。部員一同お待ちしております。
【ゴルフ部】
　学習院大学ゴルフ部は今年で創立63年目に入る伝統ある運動部です。現在男
子17名、女子8名の計25名で活動しております(2月現在)。また、伝統校らしく礼儀
作法も重点的に意識しており、ゴルフの技術向上はもちろん、社会に出ても通用出
来る様な人物になることも部活動の中での大きな目標でもあります。学生ゴルフは
4月からシーズンが始まる為、4月から6月の間は連戦が続きます。個人戦や団体
戦、試合形式は様 で々すが、これらで結果を出す為部員達は現在から協力しながら
試合を見据えて練習を行っております。試合に出るメンバーでは大学から始めた者
もおり、敷居の高いスポーツと思われがちですが、練習次第ではいい結果を残せま
す。実際に過去には初心者で始めたにも関わらず1年生の5月からリーグ戦に出場
し、最終的にトッププレーヤーの仲間入りをした者もおります。ですので、ゴルフに興
味が有るかもしれないと思っている初心者、礼儀を学びたい人、ゴルフをやってい
る人、ゴルフ部に興味があればいつでもいらして下さい。お待ちしております。
【弓道部】
　私たち弓道部は四大戦や全関に向け日々 練習に励んでいます。弓道は28m先
の的を狙って矢を放ちます。そのため技術はもちろん精神面においても鍛えられ、
まさに武道と呼べるスポーツです。良い成果を出せるように部一丸となって精進
致しますので今後ともご声援よろしくお願い致します。
【ラクロス部（男子）】
　8月下旬から始まる関東学生ラクロスリーグ戦が4年生にとって最後の大会と
なります。これに向けて日々 精進し、今年は3部リーグ全勝、そして2部リーグ昇格
に向け熱い思いをぶつけ、練習に取り組んでいます。また、同じく8月には新1年生
のみで行われるサマーステージという新人戦の舞台も用意されていて、入学して
きたばかりの1年生にも活躍の場が与えられます。まずは男子ラクロスというスポ
ーツ、激しくて繊細かつ完成度の求められるスポーツ、これを知っていただければ
男子ラクロスに釘付けになるも間違いなしです。

竿友会愛好会が竿友会同好会に、トライアスロン同好会がトライアスロン部に昇格となりました。
【大会出場】日頃の練習の成果を発揮する場として、魚種別に開催される「全日本
学生釣魚連盟」主催の関東大会や全日本大会に参加しています。釣った魚の数、
大きさ、重さなどを競います。また、大会を通して他大学とのつながりも生まれます。
　釣りの楽しみ方は、新鮮な魚を食べる、一発大物狙いなど人それぞれです。竿友
会同好会は普段はのんびり、でもやるときはやる、部員同士の仲もよい部活です。大
学で釣りを始めた部員がほとんど
ですが、すぐに上達できますし、運
が味方するのも釣りの面白さで
す。新しい仲間を待っています！お
気軽に黎明会館512号室へお越
しください。近況はブログやホーム
ページで発信しています。

過し、団体で全国学生選手権に出場することを目標に日々 練習に励んでいます。
　今年度からは同好会から部会に昇
格することもあり、一層学習院の運動
部の中で存在感をアピールしていきた
いと思いますので、応援お願いします！
　また、途中入部等も受け付けておりますので
気になった方は是非黎明517まで起こし下さい！
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課外活動
レポート

部会活動予定 【2013年4月～7月に行われる大会・イベント等】

硬式野球部

硬式庭球部

水泳部（水球部門）

水泳部（競泳部門）

漕艇部

アメリカンフットボール部

合気道部

ゴルフ部

弓道部

フェンシング部

ラクロス部(男子)

トランポリン部
ハンドボール部
竿友会同好会

トライアスロン部

ラケットボール愛好会

平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs成蹊大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs成蹊大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs大正大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs大正大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs芝浦工業大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs芝浦工業大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs順天堂大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs順天堂大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs上智大学
平成26年度東都大学野球春季リーグ戦（3部）vs上智大学
※東都大学野球春季リーグ戦1位の場合、東都大学野球2部3部入替戦、6位の場合、東都大学野球3部4部入替戦（6月上旬）
関東学生テニストーナメント大会
対甲南大学運動競技総合定期戦
四大学運動競技大会
関東学生水球リーグ戦
第２４回関東学生春季公認記録会
第２８回関東学生夏季公認記録会
第51回三大学競漕大会
第36回全日本軽量級選手権大会
第35回東日本大学選手権競漕大会
四大学運動競技大会初戦
四大学運動競技大会決勝
学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦
オール学習院の集い演武会
第52回全日本合気道演武大会　5/24　
平成26年度関東学生ゴルフ連盟男子4月月例会（男女）
平成26年度関東大学春季B・C・Dブロック対抗戦（男子）
平成26年度関東女子大学春季A・B・C・Dブロック対抗戦（女子）
平成26年度関東学生ゴルフ連盟男子6月月例会 （男女）
第62回関東学生ゴルフ選手権予選会(第1会場)（男子）
第62回関東学生ゴルフ選手権予選会(第2会場)（男子）
四大戦
全関個人予選
全関団体予選
全関個人・団体決勝
全国大学弓道選抜大会
関東学生フェンシングリーグ戦大会
四大学運動競技大会
対甲南大学運動競技総合定期戦
東日本学生トランポリン競技選手権大会
関東学生ハンドボール春季リーグ（４部）
全日本学生釣魚連盟関東支部シーバス大会
学生スプリングトライアスロン選手権
関東トライアスロン選手権/彩の国トライアスロン川北辺大会
関東学生トライアスロン選手権那須塩原大会
全日本学生ラケットボール選手権大会

芝浦工業大学グラウンド
芝浦工業大学グラウンド
本学グランド
本学グランド
成蹊大学グラウンド
成蹊大学グラウンド
本学グランド
本学グランド
本学グランド
本学グランド

各大学テニスコート
学習院大学テニスコート
場所未定
未定（各大学プール）
町田市立室内プール
平塚総合体育館温水プール
戸田市戸田オリンピックボートコース
戸田市戸田オリンピックボートコース
戸田市戸田オリンピックボートコース
未定
学習院大学目白グランド
未定
学習院大学武道場
日本武道館
フレンドシップカントリークラブ
万木城カントリークラブ
フレンドシップカントリークラブ
一の宮カントリークラブ
ウッドストックカントリークラブ
スプリングフィルズゴルフクラブ
各大学弓道場
各大学弓道場
日本武道館
日本武道館
未定
未定
未定
甲南大学マリンフィールド
東京農業大学
未定
東京都品川区周辺（湾岸一帯）
群馬県渡良瀬遊水地
埼玉県加須市渡良瀬遊水池
群馬県那須塩原
桜美林大学多摩アカデミーヒルズ

4月12日（土）13時～
4月13日（日）10時30分～
4月19日（土）10時30分～
4月20日（日）13時～
5月 3日（土）13時～
5月 4日（日）10時30分～
5月10日（土）13時～
5月11日（日）10時30分～
5月17日（土）10時30分～
5月18日（日）13時～

4月中旬
5月中旬
６月
5～6月土日
5月10日（土）、11日（日）
6月29日（日）
4月26日（土）
5月16日（金）、17日（土）、18日（日）
6月14日（土）、15日（日）
5月11日（日）
5月25日（日）
6月15日（日）
4月13日（日）
5月24日（土）
4月25日（金）
5月20日（火）、21日（水）
6月 4日（水）、　5日（木）
6月11日（水）
6月24日（火）、25日（水） 
6月26日（木）、27日（金）｠
6月8日（日）
6月15日（日）
6月21日（土）
6月22日（日）
6月28日（土）、29日（日）
5月12日(月)、13日(火)、20日(火)、21日(水)、22日(木)、23日(金)
未定
6月下旬
6月1日（日）
４月～６月
5月下旬
5/18(日)
6月上旬
6/29(日)
5月

部会名 日程大会名 場所

運動部会

音楽部

スカイサウンズジャズオーケストラ部

陶芸研究会

学習院輔仁会音楽部管弦楽団第53回定期演奏会
オール学習院の集い
JazzLine
第45回山野ビッグバンドジャズコンテスト予選
紫陽展

新宿区立新宿文化センター 大ホール
学習院大学輔仁会館周辺屋外ステージ
お台場シンボルプロムナード公園
府中の森芸術劇場
富士見会館

5月11日(日)   13:30開場14:00開演
4月13日（日）
4月20日（日）
5月6日（火）
6月上旬

部会名 日程開催イベント 場所

文化部会等

　竿友会同好会は昨年、創部60年を迎えました。さらに、新年度から同好会へ昇格することがで
きました。現在、30名の部員が所属し、「月例釣行」「合宿」「大会出場」の３本柱で活動しています。
【月例釣行】毎月、日帰りで様々な釣りに行きます。関東周辺の海、川や管理釣り
場がフィールドです。新入生の皆さんには、まずは手軽な歓迎釣行で釣りの楽し
さを味わってもらいたいと思っています。ほかにも、有志での釣行や運動部として
戦績をあげるべく、大会に向けた練習を行っています。
【合宿】休日や長期休暇を利用した年間３回の合宿があります。とくに伊豆諸島で
の２泊４日の夏合宿は、きれいな海で普段はなかなかお目にかかれない大物を釣
ったり、部員同士の交流が深まったりして、思い出深い行事のひとつです。

竿友会同好会

　トライアスロンはスイム、バイク、ランを連続して行う持久スポーツです。
　トライアスロンといえば過酷なスポーツというイメージがあるかも知れませんが、
部員は全員大学からトライアスロンを始め、結果を残しています。
　私たちは、6月下旬に行われる関東学生トライアスロン選手権を3名以上が通

トライアスロン部

各部会より
【トランポリン部】
　私たちトランポリン部は部員が少ないながら和気あいあいと、週4日体育館で活動して
おります。「より高くより美しく」を目標に、全日本インカレでの上位入賞に向けて練習に励
んでおります。トランポリンは競技人口が少なく、大学から
始めた初心者でも努力すれば結果を残せるスポーツで
す。そして、宙に高く跳ぶことができとても楽しいです。オリ
ンピック選手は9m、3階建てのビルの高さまで跳躍しま
す。一年中新入部員、マネージャーを募集しております。
少しでも気になった方は体育館に覗きに来て下さい。
http://gakutra.nomaki.jp
【ハンドボール部】
　現在、ハンドボール部は関東学生ハンドボールリーグ４部に所属しています。部員はプ
レーヤー１６人マネージャー３人の計１９人で主に火曜日・木曜日・土曜日の週３日間活動
しています。プレーヤーには経験者だけでなく、大学から始めた初心者も居ます。チーム
の雰囲気はやる時はやる、楽しむ時は楽しむといった感じでメリハリのある部活です。
　ハンドボールというと、あまり知られていないマイナースポーツのイメージがあり
ますが、実際はかなり迫力のあるハードなスポーツです。見るのも良し！やるのも良
し！興味を持った方はお気軽に部室までお越しください。プレーヤーもマネージャー
も大歓迎です。私たちと一緒に充実したキャンパスライフを作っていきましょう！
【ラケットボール愛好会】
　5月に全日本学生ラケットボール選手権大会という9大学ほどの学生が集まり競い
合う大会が行われます。この大会では男女それぞれ個人戦となっています。今年度
行われる久々の大会でもありそれぞれの練習の成果が発揮される場です。学年関
係なく試合が行われるため後輩が先輩を打ち負かすなど、毎回白熱した試合が繰り
広げられ、みどころはたくさんあります。また普段は会うことのない他大学の学生と会
うこともできるため仲良くなることができるという良い点もあります。マイナースポーツ
であるため全体の人数が少ないということから、親睦を深めやすいです。そのような
点においてもたいへん良い場となっています。場所は桜美林大学多摩アカデミーヒ
ルズで行われており、観戦は自由です。興味のある方は是非観にきてみて下さいね。
【音楽部】
　学習院輔仁会音楽部管弦楽団の１年間の集大成となる演奏会です。今年は家
田厚志先生を指揮者としてお迎えし、チャイコフスキー作曲『１８１２年』、ストラヴィン
スキー作曲『組曲「火の鳥」（１９１９年版）』、そしてブラームス作曲『交響曲第１番』の
全３曲を演奏致します。大学から楽器を始めた人や経験者を含め、約１５０名の団員
がプロのトレーナーの先生方に御指導を賜りながら練習してきました。今年の管弦
楽団の目標である調和と協調を大切にし、又お世話になっている先生や先輩方、一
緒に演奏する仲間達、そして会場に来て下さるお客様全てに感謝の気持ちを込め
て団員全員一丸となって精一杯演奏致します。是非御家族や友人と一緒に会場
で、伝統ある学習院輔仁会音楽部管弦楽団の演奏に触れて頂けたらと思います。
【手話サークル"のぞみ"】
　手話サークル“のぞみ”は毎週月、木曜日の放課後に活動を行っています！
　現在４３名在籍する部員のほとんどが、手話を大学から始めた初心者です。のぞみ
はとてもアットホームな雰囲気で、学習会やゲームを通して皆で楽しく手話を学んでい
ます。普段の活動では基礎的な単語や文法などの習得を目的とした初級活動、日常
会話レベルの手話能力の習得を目的とした中級活動の２つにわかれて主に活動を行
っています。そして、学祭、年３回ある合宿、他大学の手話団体との交流会やボランテ
ィアなど、様 な々イベントにも積極的に参加しております。この他にも、聾者の方 と々の
交流の機会もありますので、手話サークルならではの貴重な経験をすることができま
す。「楽しみながら新しい何かを身につけたい」そんな方にぴったりのサークルです。
【大学新聞社】
　学習院大学新聞社は、年8回の新聞発行を通じて、学生の皆さんに、学内のイベン
ト情報から運動部の試合結果まで幅広い情報を提供しています。自分たちで、企画を
練り、特集記事を作ることもでき、1人1人の主体性を活かせる環境が整っています。
　新入生との交流を大切にし、5月には新入生歓迎合宿を行い、月1回程度で懇親会も行
う予定です。その一方、非常に長い歴史のある団体で、ОＢ会を毎年11月に行っています。
　大学新聞社は、「何か新しいことを始めたい！」・「自分のアイディアを発揮した
い！」など、新たなチャレンジをすることができ、さらに取材などによって様々な方々
と交流することが出来る、非常に有意義な団体です。1年生から活躍出来る場が
整っているので、興味を持った方はぜひ部室まで足を運んでください！

【硬式野球部】
　学習院大学硬式野球部は、東都大学野球連盟の3部に所属しております。東
都大学野球連盟は、「戦国東都」の愛称で親しまれ、80年以上の歴史がありま
す。毎シーズン、レベルの高いリーグ戦と、白熱した入替戦を行っています。東都
大学野球のリーグ戦は、同カードで2つ先勝したチームが勝ち点を獲得し、その勝
ち点で順位が争われます。同カードが、1勝1敗と並んだ場合は、第二戦の翌日に
もう一度対戦し、勝敗を争います。
　私たちは、昨年度春季リーグ戦2位、秋季リーグ戦4
位という結果に終わりました。毎年、「今年こそは」とい
う思いでリーグ戦に望んでおりますが、「3部優勝・2部
昇格」が達成できておりません。そこで、今年のチーム
は「熱烈峻厳」というスローガンをもとに、チーム内に
厳しさを持ち、「3部優勝・2部昇格」を目指していきま
す。ぜひ球場へ足を運んでいただき、熱戦をご覧くださ
い。皆様のご声援、宜しくお願い致します。
【硬式庭球部】
　私たち硬式庭球部は現在、関東大学テニスリーグにおいて、男子は４部、女子は
３部に所属しております。今年度の目標は男女共に「リーグ戦昇格」、この目標を達
成するために一人ひとりが何をすべきかを考えて過ごしています。”テニスは個人競
技だ”と思われがちですが、私たち硬式庭球部
は「チーム力」が誇りです。個人ひとりの力では
昇格なんて決して成し得ることができません。
最後の学生生活、「昇格」という１つの大きな目
標に向かい、思いっきりテニスに没頭し、最高の
仲間をつくりませんか？部員一同、たくさんの仲
間ができることをとても楽しみに待っております。
【合気道部】
　合気道は相手の力を利用して技を行う武道です。試合がなく、子供からお年寄
りまで幅広い方々が一緒にできるということも特徴です。今回、私達が日々 の稽古
で学んできた成果をオール学習院の集いの演武会にて披露致します。また、その
際には現役部員だけではなくOB・OGによる演武も行われます。少しでも興味が
ある方は是非お越し下さい。部員一同お待ちしております。
【ゴルフ部】
　学習院大学ゴルフ部は今年で創立63年目に入る伝統ある運動部です。現在男
子17名、女子8名の計25名で活動しております(2月現在)。また、伝統校らしく礼儀
作法も重点的に意識しており、ゴルフの技術向上はもちろん、社会に出ても通用出
来る様な人物になることも部活動の中での大きな目標でもあります。学生ゴルフは
4月からシーズンが始まる為、4月から6月の間は連戦が続きます。個人戦や団体
戦、試合形式は様 で々すが、これらで結果を出す為部員達は現在から協力しながら
試合を見据えて練習を行っております。試合に出るメンバーでは大学から始めた者
もおり、敷居の高いスポーツと思われがちですが、練習次第ではいい結果を残せま
す。実際に過去には初心者で始めたにも関わらず1年生の5月からリーグ戦に出場
し、最終的にトッププレーヤーの仲間入りをした者もおります。ですので、ゴルフに興
味が有るかもしれないと思っている初心者、礼儀を学びたい人、ゴルフをやってい
る人、ゴルフ部に興味があればいつでもいらして下さい。お待ちしております。
【弓道部】
　私たち弓道部は四大戦や全関に向け日々 練習に励んでいます。弓道は28m先
の的を狙って矢を放ちます。そのため技術はもちろん精神面においても鍛えられ、
まさに武道と呼べるスポーツです。良い成果を出せるように部一丸となって精進
致しますので今後ともご声援よろしくお願い致します。
【ラクロス部（男子）】
　8月下旬から始まる関東学生ラクロスリーグ戦が4年生にとって最後の大会と
なります。これに向けて日々 精進し、今年は3部リーグ全勝、そして2部リーグ昇格
に向け熱い思いをぶつけ、練習に取り組んでいます。また、同じく8月には新1年生
のみで行われるサマーステージという新人戦の舞台も用意されていて、入学して
きたばかりの1年生にも活躍の場が与えられます。まずは男子ラクロスというスポ
ーツ、激しくて繊細かつ完成度の求められるスポーツ、これを知っていただければ
男子ラクロスに釘付けになるも間違いなしです。

竿友会愛好会が竿友会同好会に、トライアスロン同好会がトライアスロン部に昇格となりました。
【大会出場】日頃の練習の成果を発揮する場として、魚種別に開催される「全日本
学生釣魚連盟」主催の関東大会や全日本大会に参加しています。釣った魚の数、
大きさ、重さなどを競います。また、大会を通して他大学とのつながりも生まれます。
　釣りの楽しみ方は、新鮮な魚を食べる、一発大物狙いなど人それぞれです。竿友
会同好会は普段はのんびり、でもやるときはやる、部員同士の仲もよい部活です。大
学で釣りを始めた部員がほとんど
ですが、すぐに上達できますし、運
が味方するのも釣りの面白さで
す。新しい仲間を待っています！お
気軽に黎明会館512号室へお越
しください。近況はブログやホーム
ページで発信しています。

過し、団体で全国学生選手権に出場することを目標に日々 練習に励んでいます。
　今年度からは同好会から部会に昇
格することもあり、一層学習院の運動
部の中で存在感をアピールしていきた
いと思いますので、応援お願いします！
　また、途中入部等も受け付けておりますので
気になった方は是非黎明517まで起こし下さい！
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東２号館８階８１７室　内線 ４８１７

東２号館９階９１７室　内線 ４９１７

東２号館１１階１１０１室　内線 ４１０１

東２号館１１階１１０４室　内線 ４１０４

北２号館４階４１１室　内線 ５７１７

北２号館９階９０７室　内線 ５７８６

南４号館３階３１２室　内線 ６４８３

中央教育研究棟１０階１００７室　内線 ６７２１

中央教育研究棟１１階１１０８室　内線 ６７３８

中央教育研究棟８階８１３室　内線 ６３８７

中央教育研究棟１階　内線 2401

連　絡　先氏　　名 所　属・職

e-mail： yoshinori.abe@gakushuin.ac.jp

e-mail： kaoru.endo@gakushuin.ac.jp

e-mail： hiroshi.mukunoki@gakushuin.ac.jp

e-mail： yukari.shirota@gakushuin.ac.jp

e-mail： arata.shimao@gakushuin.ac.jp

e-mail：  junko.araki@gakushuin.ac.jp

e-mail： daisuke.ida@gakushuin.ac.jp

e-mail： tatsuki.inada@gakushuin.ac.jp

e-mail： megumi.hara@gakushuin.ac.jp

e-mail： norie.hiro@gakushuin.ac.jp

法学部　法学科教員

法学部　政治学科教員

経済学部　経済学科教員

経済学部　経営学科教員

文学部　哲学科教員

文学部　英語英米文化学科教員

理学部　物理学科教員

法科大学院教員

法科大学院教員

スポーツ・健康科学センター教員

学生センター職員

あべ・よしのり

えんどう・かおる

むくのき・ひろし

しろた・ゆかり

しまお・あらた

あらき・じゅんこ

いだ・だいすけ

いなだ・たつき

はら・めぐみ

ひろ・のりえ

阿部　克則

遠藤　薫

椋　寛

白田　由香利

島尾　新

荒木　純子

井田　大輔

稲田　龍樹

原　恵美

廣　紀江

学生センター部長

●学部・学科等を問わず、誰にでも相談できます。
●相談員は、あなたのプライバシーを必ず守ります。
●関連規程、ガイドラインは、「大学ホームページ（学生センター学生課）」に掲載されています。

　最近、大学キャンパス内において、学外者がコンサートやボランティアを誘い文句に親しげに本学学生に声をかけ、接触する事例が多発して
います。本学では、このような学外者の勧誘は一切認めておりません。また、在学生による学内での布教活動も一切認めておりません。
　声を掛けられても、不用意に自分の名前、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報を教えないよう、十分に気をつけてください。
　一部の宗教団体には、日常的な学生生活を送れなくなるような行動を強いるカルト集団があります。学生の皆さんは、安易な誘いに乗ら
ないよう、充分に注意をしてください。
　何らかの勧誘をされた等、不安のある学生は、学生課まで相談に来てください。

●学内での飲酒、学内への酒類持込みについて
　特別に許可された行事以外の野外での飲酒、許可されている施設以外での飲酒は一切禁止です。
　また、酒類の学内持込みも厳禁です。卒業生からの寄贈品や合宿等から持ち帰った酒類を黎明会館部室に保管（放置）することも禁止ですので注意
してください。違反が認められた場合は、厳重に処分します。
●学外での飲酒について
　４月は新入生歓迎会等、飲酒する機会が増えてくることと思います。節度ある飲酒を心がけてください。
　● 未成年の飲酒禁止（法律で禁止されています）　　×未成年は飲まない　×飲ませない
　● イッキ飲みの禁止　　×イッキ飲みをしない　×させない
　● 会合終了後は速やかに解散すること　　×飲食店や駅の前で騒がない　×付近の通行を妨げない　×近隣の方 に々迷惑をかけない

　学習院大学は完全分煙です。
　喫煙は、学内6箇所に設置している「喫煙ゾーン」でお願いします。分煙を
徹底するために、全ての喫煙ゾーンには路面ゾーン標示を施していますので、
よく確認をし、喫煙マナーを守ってください。受動喫煙防止にご協力をお願いします。

硬式テニスコート
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学習院大学ハラスメント相談窓口　― 平成２6年度相談員 ―

キャンパスマナー

カルト教団・宗教の勧誘活動にご注意ください

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の使い方について
　スマートフォンの普及も手伝い、皆さんは、日常的にSNSと関わる時間が多いことでしょう。手軽で便利で、もはや友人間のコミュニケーションには
欠かせないツールになっているかもしれませんが、その使い方についてもう一度考えてみてください。
　どのようなサービスにどのようなテキストや画像を載せるかは、皆さんの意思に任されています。誰に許可を得ることもなく主体的に出来てしまい
ます。しかし、掲載した時点で、自分の意思では、回収も消滅も完全には出来なくなります。この事実をはじめによく認識してください。
　その上で、掲載した内容によっては、周囲に大きな影響を及ぼすことを改めて想像してください。他意が無かったとしても、自身が誤解されたり、
他者を傷つけてしまう結果を招くかも知れないのです。その後始末は、けっして自分では出来ません。自己責任というのもこの場合は適用され
ません。大学生がとれる責任範囲ではおさまらないのです。
　閉じたネットワークでの遊び、と思っているかもしれません。しかし、SNSである以上、結果としてオープンになってしまうことを理解してください。
　自分のテキストであれ画像であれ、皆さんには自分が所属する社会との関係性を断ち切ることができません。皆さんには、家族や高校までの
友人関係や、本学の学生であるという立場があるということです。
　「学習院大学の学生」というのは、社会一般では一定の評価をいただいています。社会は、皆さん自身が思っている何倍も、皆さんを学習院大
学の学生として認識し、注目し、期待しています。自らを過小評価しないように、常に、学習院大学生としての誇りをもって、SNSの利用に当
たっても慎重な活用を心がけてください。

以上

飲酒マナー

学内での喫煙マナー

●建物内はベランダを含めて全て喫煙禁止です。違反行為者に対しては、
厳正に対処します。
●大学内での喫煙は必ず屋外の「喫煙
ゾーン」で行ってください（喫煙場所
は「喫煙ゾーンマップ」を参照して
ください）。
●歩きタバコ・吸殻のポイ捨て等、
喫煙マナーに反する行為は禁止です。

学内PCアカウントの不正使用について
学生センター所長　常岡 孝好

　学内ＰＣのアカウントの貸し借りが頻発しています。
　この行為は、「不正アクセス行為」に相当し、法律に抵触するばかりでなく、学内のセキュリティ対策に脅威をもたらすものです。
　例えば、アカウントを貸し出したために、第三者による不正な履修登録や課題提出などがなされ、その結果、自らの成績に重大な
影響を及ぼされることにもなりかねません。
　学生諸君は、情報倫理の欠落による、これらの重大な結果を引き起こす前に、あらためて「アカウントの貸し借り」は、貸し出す側も
借り受ける側も双方共に決して許されぬ行為であることを心に銘記し、絶対に行わないようにしてください。

以上

警告
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平成２6年度　学年暦

●法科大学院
 ４月 １日（火）
 ４月 2日（水）
 ４月 ２日（水）
 ４月 3日（木）
 ４月 5日（土）
 ４月 ８日（火）
 4月29日（火）
 ５月１5日（木）
 ７月 ２日（水）
 ７月18日（金）
 ７月19日（土）
 ７月２２日（火）

 ８月 ６日（水）

 ９月 1日（月）
 ９月 5日（金）
 ９月１5日（月）
 ９月１5日（月）
１０月１5日（水）
１０月１7日（金）
１０月１7日（金）
１０月１８日（土）
１０月31日（金）
１０月31日（金）
１２月 9日（火）
１２月２3日（火）
 １月 ８日（木）
 １月１6日（金）
 １月１７日（土）
 １月１9日（月）

 ２月 １日（日）
 ２月２3日（月）
 ３月１０日（火）
 ３月１０日（火）
 ３月２０日（金）

     ３日（木）
     4日（金）

 
     30日（水）

    １５日（火）

    ２1日（月）

 ９月１３日（土）
 ８月 ８日（金）

    １1日（木）

    １６日（火）
    １６日（木）

   1 9 日（日）

11月 4日（火）
11月 4日（火）
    ２2日（月）
 １月 ７日(水）

    １７日（土）

    ３１日（土）
 ２月 4日（水）
 ３月３１日（火）
    ２８日（土）
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～

◎休日開講日 
  ４月２９日（火）　［昭和の日］
  ５月１５日（木）　［開学記念日］
  ７月２１日（月）　［海の日］
  ９月１５日（月）　［敬老の日］
  ９月２３日（火）　［秋分の日］
１０月１３日（月）　［体育の日］
１１月２４日（月）　［勤労感謝の日・振替休日］
  １月１２日（月）　［成人の日］

オリエンテーション

健康診断

新入生履修指導等              

入学式（学部・大学院・法科大学院合同）

第１学期授業開始              

履修登録期間（学部・大学院） 

履修登録修正期間

大学開学記念日（開講日）             

授業評価実施（全学）

補講期間              

試験振替期間

第１学期授業終了（学期末試験を含む）

夏季休業             

学期末試験追試験出願期間

集中講義期間

学期末試験追試験

第２学期授業開始（休日開講）              

履修登録修正期間

開院記念日（休講日）

四大学運動競技大会（休講日）

大学祭（準備・後片付日含む）（休講日）

授業評価実施（全学）

冬季休業             

補講期間             

試験振替期間

第２学期授業終了（学年末試験を含む）             

学年末試験追試験出願期間             

春季休業

学年末試験追試験

卒業者･修了者発表

卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同）

●学部・大学院
 ４月 １日（火）

 ４月 １日（火）

 ４月 1日（火）

 ４月 8日（火）

 ４月 ９日（水）

 ４月 ９日（水）

 4月29日（火）

 ５月１５日（木）

 ７月 ２日（水）

 ７月１６日（水）

 ７月２３日（水）

 ７月３１日（木）

 ８月 １日（金）

 ９月 1日（月）

 ９月 5日（金）

 ９月１5日（月）

 ９月22日（月）

１０月１7日（金）

１０月１7日（金）

１０月31日（金）

１２月 9日（火）

１２月２3日（火）

 １月１9日（月）

 １月３１日（土）

 ２月 １日（日）

 2月23日（月）

 ３月1０日（火）

 ３月２0日（金）

     7日（月）

     ５日（土）

     ８日（火）

    ２2日（火）

    3 0日（水）

    １５日（火）

    １８日（金）

　　３１日（木）

 

 ９月１3日（土）

 ８月 ５日（火）

    １3日（土）

    １1日（木）

    2 7日（土）

    1 9日（日）

 11月 4日（火）

    ２2日（月）

 １月 ７日（水）

 1月３１日（土）

 ２月 4日（水）

 ３月３１日（火）

    ２８日（土）
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◎休日開講日
  ４月２９日（火）　［昭和の日］
  ５月１５日（木）　［開学記念日］
  ７月２１日（月）　［海の日］
  ９月１５日（月）　［敬老の日］
  ９月２３日（火）　［秋分の日］
１０月１３日（月）　［体育の日］
１１月２４日（月）　［勤労感謝の日・振替休日］

１月８日（木）、１4日（水）、１5日（木）

◎曜日振替
４月２日（水）に火曜日の授業を実施
４月３日（木）に土曜日の授業を実施
◎集中講義日
４月５日（土）       

オリエンテーション
第１学期授業開始              
履修登録期間（第１学期） 
健康診断
集中講義日
入学式（学部・大学院・法科大学院合同）
履修登録修正期間（第１学期）
大学開学記念日（開講日）             
授業評価実施（全学）
補講日
履修登録取消期間（第１学期）
第１学期授業終了     
学期末試験           
夏季休業             
学期末試験追試験出願期間
成績公開開始
学期末試験追試験
第２学期授業開始（休日開講）              
履修登録期間（第２学期） 
履修登録修正期間（第２学期）
開院記念日（休講日）
四大学運動競技大会
四大学運動競技大会期間中の開講日
大学祭（準備・後片付日含む）
大学祭期間中の開講日
授業評価実施（全学）
冬季休業             
補講日
履修登録取消期間（第２学期）
第２学期授業終了             
学年末試験     
学年末試験追試験出願期間             
春季休業
学年末試験追試験
卒業者･修了者発表
成績公開開始   
卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同）

７月２３日（水）～８月１日（金）・８月４日（月）・８月５日（火）

大学学生食堂 リニューアルオープンのお知らせ
大学学生食堂で2月から実施していました1階と3階の改修工事が終わり、新学期よりリニューアルオープンします。

明るい雰囲気に生まれ変わった大学学生食堂を、どうぞご活用ください。

改修後イメージ（1階）

compass_vol.61_h1-4_2014.03.05_入稿


