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目白音楽祭（平成26年5月14日：世界民謡研究会）
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夏季休業中の売店・食堂 他 営業日及び営業案内

※大学売店、大学食堂、サブウェイ、カフェ・ラ・スリゼについては、8/3（日）・4（月）はオープンキャンパスのため営業いたします。
【大学売店】10:00～16:00　【大学食堂】11:00～16:30（1階・2階麺コーナー・2階さくらラウンジ）
【サブウェイ】11:00～16:30　【カフェ・ラ・スリゼ】9:00～17:00
＊大学売店については、9/15（月・祝）・23（火・祝）は祝日開講日のため営業いたします。　（9:00～16:30）

店　名 場　所

大学売店

大学食堂

大学食堂
（麺コーナー）

大学食堂
（さくらラウンジ）

輔仁会館
2F

輔仁会館
1F

輔仁会館
2F

輔仁会館
2F

中央教育
研究棟
12F

目白倶楽部
松本楼

日　程 時　間
通常
短縮
休業
短縮
通常
通常
休業
通常
通常
休業
通常
通常
休業
通常
通常
短縮
休業
短縮
通常

（平日9:00～18:00　
土曜9:00～12:20　日祝休業）

（平日9:00～16:30　土日祝休業＊）
（平日9:00～18:00
土曜9:00～12:20　日祝休業）

（平日11:00～19:00
土曜11:00～14:00　日祝休業）
（平日11:00～14:00　
土曜11:00～14:00　日祝休業）

（平日11:00～14:00　
土曜11:00～14:00　日祝休業）
（平日9:30～16:00　
土曜9:30～14:00　日祝休業）

（平日9:30～16:00　
土曜9:30～14:00　日祝休業）
（平日11:00～21:00　
土曜11:00～17:00　日祝休業）

（平日11:00～18:00　土日祝休業）

（平日11:00～18:00　土日祝休業）

（平日11:00～21:00　
土曜11:00～17:00　日祝休業）

（平日9:00～16:30　土日祝休業）

（平日11:00～19:00
土曜11:00～14:00　日祝休業）
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7/1（火）
7/23（水）
8/7（木）
8/21（木）
9/16（火）
7/1（火）
8/1（金）
9/15（月）
7/1（火）
8/1（金）
9/15（月）
7/1（火）
8/1（金）
9/15（月）
7/1（火）
8/1（金）
8/11（月）
8/16（土）
9/16（火）

7/22（火）
8/6（水）
8/20（水）
9/15（月）
 
7/31（木）
9/14（日）
 
7/31（木）
9/14（日）
 
7/31（木）
9/14（日）

7/31（木）
8/10（日）
8/15（金）
9/15（月）
 

店　名 場　所

サブウェイ

カフェ・ラ・
スリゼ

セブン・
イレブン

成文堂

中央教育
研究棟1F

西5号館
1F

輔仁会館
2F

西2号館
1F

日　程 時　間
通常
休業
通常
通常
短縮
休業
短縮
通常
通常
休業
通常
通常
短縮
休業
短縮
通常

（平日9:00～17:00　
土曜10:00～14:00　日祝休業）

（平日9:00～17:00　
土曜10:00～14:00　日祝休業）
（平日8:30～19:00　
土曜8:30～17:00　日祝休業）

（平日9:00～17:00　土日祝休業）

（平日9:00～17:00　土日祝休業）
（平日8:30～19:00　
土曜8:30～17:00　日祝休業）
（7:00～22:00）

（7:00～22:00）

（平日10:00～18:00　
土曜10:00～13:00　日祝休業）
（平日10:00～17:00　土日祝休業）

（平日10:00～17:00　土日祝休業）
（平日10:00～18:00　
土曜10:00～13:00　日祝休業）
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7/1（火）
8/1（金）
9/15（月）
7/1（火）
8/1（金）
8/13（水）
8/18（月）
9/15（月）
7/1（火）
8/13（水）
8/18（月）
7/1（火）
8/1（金）
8/13（水）
8/21（木）
9/15（月）

7/31（木）
9/14（日）
 
7/31（木）
8/12（火）
8/17（日）
9/14（日）
　
8/12（火）
8/17（日）
　
7/31（木）
8/12（火）
8/20（水）
9/14（日）
　

夏季休業中の事務取扱時間
夏季休業期間中の土・日曜日と8月13日（水）～15日（金）の夏季一斉休業期間は、大学事務取扱窓口（学生センター
学生相談室　キャリアセンター　保健センター　理学部事務室　アドミッションセンター　国際交流センター）は閉室します。
証明書自動発行機も利用できませんのでご注意ください。
学部学科事務室・研究室・その他窓口につきましては、別途掲示・HP等で確認してください。

項　　目

西門開閉時間

正門開閉時間

計算機センター

史料館
学芸員課程事務室

学生相談室

大学図書館

法経図書センター

理学部図書室

期　　間 曜　　日 時　　間 備　　考

8月15日・16日は閉門
9月1日より8：00～21：00

主な実習室・自習室の開室は
掲示および計算機センターHPで
お知らせします。

6：00～22：00

8：00～18：00

8：50～20：00
休館

9：30～17：00

9：00～17：00
閉室

8：50～18：00
休館

9：00～16：30
休室

9：30～17：00

月～日

月～日

※1

※1

※1

※1

※2

8月1日（金）～9月13日（土）

※1：8月13日～15日は閉室、休館となります。　※2：8月11日～15日は休室となります。

事務部門
（保健センター含む）

※1
証明書自動発行機利用時間
8：40～16：45

8：40～16：45
休業

月～金
土・日

火・水・木　開室
（上記以外閉室）

月～金
土・日

火・木　開室
（上記以外閉室）

教職課程事務室 8：40～16：45
閉室 ※1月～金

土・日

月～金
土・日
月～金
土・日

月～金
土・日祝

【事務取扱】

休業短縮営業
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新任教員紹介
本学では2014年4月より次の教員を新たにお迎えしました。
所属名 氏名 専門分野 主な担当科目 学生へのメッセージ

太田　みき

吉野　由利

田上　竜也

地井　和也

宮盛　邦友

草間　博之

石田　健人

浜口　幸久

高橋　清大

海老根  量介

伊藤　大河

小林　靖明

ゼミナール、
フランス語基礎演習II、
卒業演習

心理学実験演習Ⅰ

教育基礎、
道徳教育の研究、
生徒指導の研究、
教育実習、教職実践演習

英語文化コース入門講義I、
英語文化コース講義B、
英米文学特別演習

有機化学I、
最新有機化学、
有機化学特論V

基礎科学実験１、
化学実験２

ポール・ヴァレリーを中心
とするフランス近現代文学

イギリス・アイルランドの文学

18世紀フランス美術

臨床心理学

教育学理論、
教育法哲学、
子どもの権利論

有機合成化学

発生生理学

分子生物学

有機合成化学、
有機金属化学

中国古代史、
出土資料研究

情報教育、
技術教育、
列車運行管理システム

アルゴリズム論、
組合せ最適化論

職名

准教授

教授

教授

助教

准教授

助教

助教

助教

助教

客員教授

助教
（支援）

助教
（支援）

大学では非常に多くの人、モノ、本、作品との出会いが待ってお
り、みなさんの自由な時間には限りない可能性があります。恐れ
ずに、あらゆることに果敢に挑戦し、よく学び、よく遊び、充実した
4年間を送ってください。卒業後には、単に単位を取ったというだ
けでなく、心の糧となるものを得ているにちがいありません。

皆さんは大学で「新しい」考え方を学ぶことを期待されていると思
います。数多の国境・文化圏を越えて広がった英語圏の文学作
品や批評理論は、最新の学説や今まで自分が思ってもみなかった
他者の視点を含む「新しい」考え方に満ちあふれています。新た
な発見に接する感動を日々 教室で共有したいと願っています。

人間にとって２０歳前後の数年間は、人格陶冶、知的形成の上
で、その後の人生を決定するといって過言ではない豊穣な時
期です。フランス文学・文化との出会いを核として、学生のみな
さんが自身の世界を拡げ成長していく過程に立ち会いつつ、サ
ポートしていければと考えています。どうぞよろしく。

大学での4年間は、望み次第で非常に沢山の事が学べる期間
だと思います。学問、部活・サークル、アルバイト、一人で過ごす
時間。社会に出る前のかけがえのないこの期間を、ぜひとも大
切に過ごしてください。皆さんの学生生活がよりよいものとなる
一助となれれば幸いです。

「子どもとは何か」、「学校とは何か」、そして、「教育とは何か」と
いう問いをもつ皆さんの前に、教職課程は開かれています。私
たちとともに、よい教師をめざして学習・研究をしましょう。

大学の4年間は長いようで意外と短いものです。専門分野の
勉強を一生懸命やることは当然ですが、それ以外にも様々な事
にチャレンジして、是非充実した時を過ごして下さい。

身近な現象を化学で理解できるようになると楽しいものです。
一生懸命勉強して、化学の面白さに触れて頂きたいと思いま
す。たくさん遊んでたくさん勉強しましょう！

生き物が生きていく仕組みは小さくて複雑ですが、意識には上
らずにほぼ自動的（自律的）に行われています。
毎日をよりよく、より元気に生きていくためにも、生物学を勉強し
て下さい。

学習院大学の研究環境は他大に比較しても恵まれています。是
非大学院も踏まえた長い目で見た研究を考えてみてください。

大学生活は無限の可能性を秘めていますが、その可能性を生
かせるかどうかはみなさんの手にゆだねられています。小さくて
も良いから何か目標を持ち、様々な可能性を試してみてくださ
い。われわれ教員はそのささやかなお手伝いができればと思っ
ています。

鉄道系のシステムエンジニアから転職してきました。
大学生活の目標は、卒業して就職することにとどまりません。学
ぶ機会を積極的に活かし、将来自分が「どうありたいか」を見つ
ける大学生活をぜひ送ってください。

大学での4年間はあっという間に過ぎ去ってしまいます。
「まだ○年もある」とは思わずに、「もう○年しかない」という意
識で何事にも積極的に取り組みましょう。
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Ⅰ. 大学が実施する省エネルギー対策

　3年前に発生した東日本大震災以降、23年度は前年度比夏の1日あたりの
最大電力実績のピーク時より一律15％カットする節電目標をたて、また24年度
以降、数値目標を伴わない節電目標となりましたが、夏季の電力省エネに
取り組みました。その結果、目標を大きく上回る節電効果を得ています。今年も、
エレベータなどの使用制限は実施いたしませんが、引き続き、こまめな節電
対策の実施を予定していますので、ご協力をお願いします。
　目白キャンパスでは年間どれくらいエネルギーを消費しているのでしょうか。
　下表は、目白キャンパスの２3年度から２5年度までの3年間の比較です。

　皆さんのご自宅の電気使用料明細をご覧になったことはありますか。それと
比較するとあまりに大きな数字なのでピンとはこないかもしれませんが、
学校は莫大なエネルギーを消費していることを覚えておいてください。
　平成２２年度から適用された改正省エネ法では、学校は大規模事業場に
区分され、目白キャンパス全体でエネルギー使用量の届出義務を負い、一層の
省エネの推進及び設定した削減目標を学習院の全ての学校で達成していく
ことが求められています。

　平成26年度の教室冷暖房の温度を下記のとおり設定し節電・省エネに
取り組んでいます。

　但し、運転をしない期間でも、外気温を見て、適宜運転又は運転を中止
します。また、教室毎に冷暖房が調整できるように改善しています。

学長室経営企画課　省エネルギー推進委員会

●目白キャンパス（大学、中高等科、幼稚園）の
　年間エネルギー使用量比較

1. 空調への取り組み（冷暖房の設定温度の調整）

区　別
冷　房
暖　房

運 転 期 間
６月１０日～９月３０日
１１月２０日～４月  ５日

設定温度
２８℃
２０℃

運 転 期 間
運転開始は使用開始時刻の２０分前、
運転終了は使用終了の時刻

　職員は夏季にクールビズ（ノーネクタイ、ノー上着の軽装）、冬季にウォーム
ビズを実施します。今年のクールビズは、昨年同様５月に開始しました。

2. 省エネのための職員の軽装について（クールビズおよびウォームビズの実施）

Ⅱ. 教職員が実践する節電＆省エネルギー対策

　大学の事務室は、冷房の設定温度を２８℃、暖房の設定温度を２０℃に設定
しています。（冬季に向けての暖房の設定温度は今後検討していきます。）

1. 事務室の冷暖房温度の控えめ設定

　事務室、研究室などは、会議などで一定時間離席する場合のパソコン電源
OFFを励行しています

4. パソコンの電源OFFの励行

　冷暖房運転中の教室の扉を開け放しにしておくと、余計なエネルギー
消費となります。とくに冷房運転中は教室の扉を閉め、ブラインド、カーテンを
閉めきることにより冷房効率をアップすることができます。学生の皆さんも
冷房の効率運転にご協力をお願いします。
　ご自宅の節電も、学校での節電も、一人ひとりの節電・省エネルギーに
対する心掛けにより、大きな効果を生み出します。
　大学としての省エネルギー対策への取り組みも9年目。実際、学生の
皆さん一人ひとりの省エネへの意識や取り組みが大学の省エネルギー
推進に大きな効果をもたらしています。
　今年も是非『キャンパスの省エネ＆節電』への取り組みにご協力ください。

2. 冷暖房運転期間中の対策について
 ⇒扉、ブラインド、カーテンを閉めきる！

Ⅲ．学生の皆さんも協力できる大学の省エネルギー対策
 ・・・大切なことは、エネルギーを消費しているとういう自覚をもつこと

　例えば、西5号館201教室を例にして、1年間、使用していない時間
帯にこまめに電気を消し続けると、１日１時間の節電でも授業期間中で、
約14,000円の節約になります。これは1つの教室の節電ですが、現在大学で
使用している教室の数（約130教室）を、単純に掛算してもかなりの金額の
節約に繋がります。学生の皆さんも使用していない教室の照明がついて
いたら、スイッチOFF！消灯の協力をお願いします。

　平成22年４月から地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく、東京都
環境確保条例の規制の強化が開始されました。地球温暖化防止のためには
二酸化炭素（CO₂）の排出量を減らすことが重要であり、学校においては、
毎月の電気、ガス、水道の使用量を削減することで、中でも電気の使用量を
減らすことは、一番の省エネルギー対策となります。

1. 教室等の照明について
 ⇒使用していない教室の照明は、こまめに消灯！

　平成22年度から、盛夏の電力消費が極大化する時期に、冷房・照明費用の
節減を目的として事務部門の一斉休業を実施し、大きな省エネ効果を
あげています。
　今年度も、夏季一斉休業（8月13日～15日）を実施。8月中の土・日曜日を
あわせ5連休とすることで、1日あたりの夏季使用最大電力節減に貢献したいと
考えています。

3. 節電＆省エネのための夏季一斉休業の実施

　下表は一例ですが、間引きするだけでこんなに節電になります。
2. 照明の間引（各建物の照明を間引き調整）

中央教育
研究棟

１階学生ホール

地下1階～６階 ３８２本

エレベーターホール

節電する
電力量

１本あたり
電力量建　物

西５号館 250W
8W

32W

3.25kW
3.06kW

2.50kW

１３本

78本

富士見会館

場　所 間引数

　ヒーター類の節電効果は大きなものがあります。
3. 夏季の温水洗浄便座の停止

クールビズの実施期間

ウォームビズの実施期間

平成２6年５月1日～10月３1日

平成２6年11月～平成２7年4月上旬（予定）

●平成２6年度の夏季一斉休業期間（注：この期間は事務部門は閉室になります。）
年　 度
23年度
２4年度
２5年度

11,164,782
11,894,886
11,961,170

645,878
715,696
741,068

ガ　ス（m3）電　気（ｋWｈ）

学習院
NOW

停止内容

電源OFF
暖房便座のみOFF

１１０台
１４５台

20W
17W

2.20kW
2.47kW

台　数 １台あたりの電力量 節電する電力量

大学の節電・省エネルギー対策への協力のお願い

夏季一斉休業（3日間）

8月中の土・日曜日が休業

平成２6年８月13日（水）～８月15日（金）

8月2日、9日、16日、23日、30日の土曜日が休業

compass_vol.62_p2-3_2014.06.17
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新任教員紹介
本学では2014年4月より次の教員を新たにお迎えしました。
所属名 氏名 専門分野 主な担当科目 学生へのメッセージ

太田　みき

吉野　由利

田上　竜也

地井　和也

宮盛　邦友

草間　博之

石田　健人

浜口　幸久

高橋　清大

海老根  量介

伊藤　大河

小林　靖明

ゼミナール、
フランス語基礎演習II、
卒業演習

心理学実験演習Ⅰ

教育基礎、
道徳教育の研究、
生徒指導の研究、
教育実習、教職実践演習

英語文化コース入門講義I、
英語文化コース講義B、
英米文学特別演習

有機化学I、
最新有機化学、
有機化学特論V

基礎科学実験１、
化学実験２

ポール・ヴァレリーを中心
とするフランス近現代文学

イギリス・アイルランドの文学

18世紀フランス美術

臨床心理学

教育学理論、
教育法哲学、
子どもの権利論

有機合成化学

発生生理学

分子生物学

有機合成化学、
有機金属化学

中国古代史、
出土資料研究

情報教育、
技術教育、
列車運行管理システム

アルゴリズム論、
組合せ最適化論

職名

准教授

教授

教授

助教

准教授

助教

助教

助教

助教

客員教授

助教
（支援）

助教
（支援）

大学では非常に多くの人、モノ、本、作品との出会いが待ってお
り、みなさんの自由な時間には限りない可能性があります。恐れ
ずに、あらゆることに果敢に挑戦し、よく学び、よく遊び、充実した
4年間を送ってください。卒業後には、単に単位を取ったというだ
けでなく、心の糧となるものを得ているにちがいありません。

皆さんは大学で「新しい」考え方を学ぶことを期待されていると思
います。数多の国境・文化圏を越えて広がった英語圏の文学作
品や批評理論は、最新の学説や今まで自分が思ってもみなかった
他者の視点を含む「新しい」考え方に満ちあふれています。新た
な発見に接する感動を日々 教室で共有したいと願っています。

人間にとって２０歳前後の数年間は、人格陶冶、知的形成の上
で、その後の人生を決定するといって過言ではない豊穣な時
期です。フランス文学・文化との出会いを核として、学生のみな
さんが自身の世界を拡げ成長していく過程に立ち会いつつ、サ
ポートしていければと考えています。どうぞよろしく。

大学での4年間は、望み次第で非常に沢山の事が学べる期間
だと思います。学問、部活・サークル、アルバイト、一人で過ごす
時間。社会に出る前のかけがえのないこの期間を、ぜひとも大
切に過ごしてください。皆さんの学生生活がよりよいものとなる
一助となれれば幸いです。

「子どもとは何か」、「学校とは何か」、そして、「教育とは何か」と
いう問いをもつ皆さんの前に、教職課程は開かれています。私
たちとともに、よい教師をめざして学習・研究をしましょう。

大学の4年間は長いようで意外と短いものです。専門分野の
勉強を一生懸命やることは当然ですが、それ以外にも様々な事
にチャレンジして、是非充実した時を過ごして下さい。

身近な現象を化学で理解できるようになると楽しいものです。
一生懸命勉強して、化学の面白さに触れて頂きたいと思いま
す。たくさん遊んでたくさん勉強しましょう！

生き物が生きていく仕組みは小さくて複雑ですが、意識には上
らずにほぼ自動的（自律的）に行われています。
毎日をよりよく、より元気に生きていくためにも、生物学を勉強し
て下さい。

学習院大学の研究環境は他大に比較しても恵まれています。是
非大学院も踏まえた長い目で見た研究を考えてみてください。

大学生活は無限の可能性を秘めていますが、その可能性を生
かせるかどうかはみなさんの手にゆだねられています。小さくて
も良いから何か目標を持ち、様々な可能性を試してみてくださ
い。われわれ教員はそのささやかなお手伝いができればと思っ
ています。

鉄道系のシステムエンジニアから転職してきました。
大学生活の目標は、卒業して就職することにとどまりません。学
ぶ機会を積極的に活かし、将来自分が「どうありたいか」を見つ
ける大学生活をぜひ送ってください。

大学での4年間はあっという間に過ぎ去ってしまいます。
「まだ○年もある」とは思わずに、「もう○年しかない」という意
識で何事にも積極的に取り組みましょう。

化
学
科

哲
学
科

英
語
英
米

文
化
学
科

生
命
科
学
科

フ
ラ
ン
ス
語
圏

文
化
学
科

心
理
学
科

教
育
学
科

文
学
部

理
学
部

計
算
機
セ
ン
タ
ー

生
命
分
子

科
学
研
究
所

東
洋
文
化

研
究
所

Ⅰ. 大学が実施する省エネルギー対策

　3年前に発生した東日本大震災以降、23年度は前年度比夏の1日あたりの
最大電力実績のピーク時より一律15％カットする節電目標をたて、また24年度
以降、数値目標を伴わない節電目標となりましたが、夏季の電力省エネに
取り組みました。その結果、目標を大きく上回る節電効果を得ています。今年も、
エレベータなどの使用制限は実施いたしませんが、引き続き、こまめな節電
対策の実施を予定していますので、ご協力をお願いします。
　目白キャンパスでは年間どれくらいエネルギーを消費しているのでしょうか。
　下表は、目白キャンパスの２3年度から２5年度までの3年間の比較です。

　皆さんのご自宅の電気使用料明細をご覧になったことはありますか。それと
比較するとあまりに大きな数字なのでピンとはこないかもしれませんが、
学校は莫大なエネルギーを消費していることを覚えておいてください。
　平成２２年度から適用された改正省エネ法では、学校は大規模事業場に
区分され、目白キャンパス全体でエネルギー使用量の届出義務を負い、一層の
省エネの推進及び設定した削減目標を学習院の全ての学校で達成していく
ことが求められています。

　平成26年度の教室冷暖房の温度を下記のとおり設定し節電・省エネに
取り組んでいます。

　但し、運転をしない期間でも、外気温を見て、適宜運転又は運転を中止
します。また、教室毎に冷暖房が調整できるように改善しています。

学長室経営企画課　省エネルギー推進委員会

●目白キャンパス（大学、中高等科、幼稚園）の
　年間エネルギー使用量比較

1. 空調への取り組み（冷暖房の設定温度の調整）

区　別
冷　房
暖　房

運 転 期 間
６月１０日～９月３０日
１１月２０日～４月  ５日

設定温度
２８℃
２０℃

運 転 期 間
運転開始は使用開始時刻の２０分前、
運転終了は使用終了の時刻

　職員は夏季にクールビズ（ノーネクタイ、ノー上着の軽装）、冬季にウォーム
ビズを実施します。今年のクールビズは、昨年同様５月に開始しました。

2. 省エネのための職員の軽装について（クールビズおよびウォームビズの実施）

Ⅱ. 教職員が実践する節電＆省エネルギー対策

　大学の事務室は、冷房の設定温度を２８℃、暖房の設定温度を２０℃に設定
しています。（冬季に向けての暖房の設定温度は今後検討していきます。）

1. 事務室の冷暖房温度の控えめ設定

　事務室、研究室などは、会議などで一定時間離席する場合のパソコン電源
OFFを励行しています

4. パソコンの電源OFFの励行

　冷暖房運転中の教室の扉を開け放しにしておくと、余計なエネルギー
消費となります。とくに冷房運転中は教室の扉を閉め、ブラインド、カーテンを
閉めきることにより冷房効率をアップすることができます。学生の皆さんも
冷房の効率運転にご協力をお願いします。
　ご自宅の節電も、学校での節電も、一人ひとりの節電・省エネルギーに
対する心掛けにより、大きな効果を生み出します。
　大学としての省エネルギー対策への取り組みも9年目。実際、学生の
皆さん一人ひとりの省エネへの意識や取り組みが大学の省エネルギー
推進に大きな効果をもたらしています。
　今年も是非『キャンパスの省エネ＆節電』への取り組みにご協力ください。

2. 冷暖房運転期間中の対策について
 ⇒扉、ブラインド、カーテンを閉めきる！

Ⅲ．学生の皆さんも協力できる大学の省エネルギー対策
 ・・・大切なことは、エネルギーを消費しているとういう自覚をもつこと

　例えば、西5号館201教室を例にして、1年間、使用していない時間
帯にこまめに電気を消し続けると、１日１時間の節電でも授業期間中で、
約14,000円の節約になります。これは1つの教室の節電ですが、現在大学で
使用している教室の数（約130教室）を、単純に掛算してもかなりの金額の
節約に繋がります。学生の皆さんも使用していない教室の照明がついて
いたら、スイッチOFF！消灯の協力をお願いします。

　平成22年４月から地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく、東京都
環境確保条例の規制の強化が開始されました。地球温暖化防止のためには
二酸化炭素（CO₂）の排出量を減らすことが重要であり、学校においては、
毎月の電気、ガス、水道の使用量を削減することで、中でも電気の使用量を
減らすことは、一番の省エネルギー対策となります。

1. 教室等の照明について
 ⇒使用していない教室の照明は、こまめに消灯！

　平成22年度から、盛夏の電力消費が極大化する時期に、冷房・照明費用の
節減を目的として事務部門の一斉休業を実施し、大きな省エネ効果を
あげています。
　今年度も、夏季一斉休業（8月13日～15日）を実施。8月中の土・日曜日を
あわせ5連休とすることで、1日あたりの夏季使用最大電力節減に貢献したいと
考えています。

3. 節電＆省エネのための夏季一斉休業の実施

　下表は一例ですが、間引きするだけでこんなに節電になります。
2. 照明の間引（各建物の照明を間引き調整）

中央教育
研究棟

１階学生ホール

地下1階～６階 ３８２本

エレベーターホール

節電する
電力量

１本あたり
電力量建　物

西５号館 250W
8W

32W

3.25kW
3.06kW

2.50kW

１３本

78本

富士見会館

場　所 間引数

　ヒーター類の節電効果は大きなものがあります。
3. 夏季の温水洗浄便座の停止

クールビズの実施期間

ウォームビズの実施期間

平成２6年５月1日～10月３1日

平成２6年11月～平成２7年4月上旬（予定）

●平成２6年度の夏季一斉休業期間（注：この期間は事務部門は閉室になります。）
年　 度
23年度
２4年度
２5年度

11,164,782
11,894,886
11,961,170

645,878
715,696
741,068

ガ　ス（m3）電　気（ｋWｈ）

学習院
NOW

停止内容

電源OFF
暖房便座のみOFF

１１０台
１４５台

20W
17W

2.20kW
2.47kW

台　数 １台あたりの電力量 節電する電力量

大学の節電・省エネルギー対策への協力のお願い

夏季一斉休業（3日間）

8月中の土・日曜日が休業

平成２6年８月13日（水）～８月15日（金）

8月2日、9日、16日、23日、30日の土曜日が休業
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＜ 注意！ ＞

　海外で「タトゥー」（入れ墨）を入れる人が増えていますが、針からHIVや肝炎などに
感染するケースがあります。　
　将来的に、就職が不利になる場合や、加入している生命保険会社からの給付金
などの支払いが受けられなくなる場合や、医療機関での検査（MRI検査など）が
受けられないこともあります。
　若い時の価値観は、年齢と共に変化していくものですから、後悔しないように
よく考えて行動してください。

　多くの方が、夏季休業を利用して、海外への旅行、語学留学、クラブ
活動の合宿やゼミ旅行、ボランティア活動などを計画していると思います。
慣れない外国では、犯罪など予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性が
十分にありますので、渡航前に必ず、外務省海外安全ホームページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp/）などで現地の状況や安全対策を
確認し「自分の身は自分で守る」ことを念頭に行動してください。
　外務省より危険情報が発信されている国、地域への渡航を考えて
いる方は、渡航計画の再検討をお願いします。
　なお、クラブ活動の合宿などを外国で実施する場合には、必ず事前に
学生課宛に所定の届出をしてください。

■常備薬の準備
●一般的な渡航には、風邪薬（総合感冒薬、解熱鎮痛薬等）、胃腸薬
 （整腸薬、消化薬等）、点眼薬、救急絆創膏などを用意しましょう。 
 しかし必要以上の携行はトラブルのもとです。
●冒険旅行目的の場合や感染症の多い地域に行く場合は、成田空港
 検疫所や旅行会社等で衛生状態をよく調べ、防虫スプレー、消毒薬など
 必要な薬を持参しましょう。
●医師から処方されている人は、必ずその薬、処方箋を持って行きましょう。
＊成田空港検疫所 検疫課　TEL　0476-34-2310
■海外渡航中に病気になった時
●病気になって現地の医療機関にかかる場合は、ホテルのフロントや
 旅行会社に問い合わせましょう。なお多くの国では、救急車の利用は
 有料になっています。
●コレラ汚染区域に指定されている国から帰国したときは、検疫所で
 症状の有無について申告する必要があります。それ以外の国からの
 帰国であっても、現地で下痢や発熱などの症状があった場合は、
 検疫所の健康相談室で相談しましょう。
●海外旅行保険などに入っておくと、いざというときの費用負担が
 軽減されますので、入院証明書や請求書・領収書を必ず持ち帰る
 ようにしてください。
■予防接種
●行き先によっては、予防接種を3回程度接種するものもありますので、
 早い時期からの準備が必要です。また、感染症の流行情報は刻 と々
 変化するため、最新情報を収集しましょう。
【東京近郊で予防接種を実施している主な機関】
（公財）日本検疫衛生協会　東京診療所　TEL　03-3527-9135
 横浜診療所　TEL   045-671-7041
詳しくは厚生労働省検疫所ホームページ参照　http://www.forth.go.jp

＜ 海外渡航のワンポイント・アドバイス ＞ 困ったときのホットライン
■性被害相談
各都道府県の警察に「性犯罪被害１１０番」があります
●警視庁 犯罪被害者ホットライン　TEL　03-3597-7830
　（土、日、祝日を除く）

■薬物問題電話相談
全国の精神保健福祉センターに相談窓口があります
●都立精神保健福祉センター　TEL　03-3842-0946
　（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　午前9時～午後5時）

●都立中部総合精神保健福祉センター　TEL　03-3302-7711
　（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　午前9時～午後5時）
●都立多摩総合精神保健福祉センター　TEL　042-371-5560
　（土、日、祝日を除く　午前9時～午後5時）

■心の電話相談
●東京都夜間こころの電話相談　TEL　03-5155-5028
　（毎日　午後5時～午後10時 ※受付は午後9時30分まで）

●Tokyo English Life Line　TEL　03-5774-0992
（9am-11pm daily）

●社会福祉法人 東京いのちの電話　TEL　03-3264-4343
（24時間）

■デートDV相談窓口
　配偶者間で起こる暴力を一般的にDV（ドメスティック・バイオレンス）
といい、交際相手など親密な間柄で起こる暴力を「デートDV」と呼んで
います。デートDVは、なぐる・けるなどの身体的暴力だけでなく、精神的
暴力、性的暴力、経済的暴力も当てはまります。これらの暴力は人権侵害
として認められています。

●DV相談ナビ　TEL　0570-0-55210
●エポック10電話相談（豊島区立男女平等推進センター）
 TEL　03-3980-7830（一般相談）／03-6872-5250（DV相談） 
 （月曜日から土曜日　午前9時～午後5時　※正午～午後1時を除く）

●東京ウィメンズプラザ　TEL　03-5467-2455 
 （毎日　午前9時～午後9時）

●東京都女性相談センター　TEL　03-5261-3110 
 （月曜日から金曜日　午前9時～午後8時　※年末年始、祝日を除く）

学習院
NOW

安倍能成記念教育基金奨学生の
選考結果

●総務部
　６月11日開催の科長会議において、平成26年度安倍能成記念教育基金
奨学金の給付者（大学院学生14名、大学学部学生5名）が決定しました。
　安倍能成記念教育基金奨学金は、成績・人物共に優れた学生を
厳選して給付されるものです。
　交付式は、６月12日、西5号館5階会議室において行われました。

リヨン政治学院（フランス）との
新規協定締結について

　平成25年度、学習院大学では、リヨン政治学院との間で交流協定が
締結されました。
　1948年創立のリヨン政治学院は、フランスの高度専門教育機関
グランゼコールの一つで、政治学に加え、公共政策、コミュニケーション
といった関連分野の教育機関として国内外から高い評価を受けて
います。また、海外に60カ国160以上の協定機関を有し、毎年約200名の
留学生を受け入れています。
　フランスとは4校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。

第59回　甲南戦開幕
　第59回甲南戦（学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦）の
開会式が、さる４月26日（土）、本学において開催されました。甲南戦は、
神戸の甲南大学との間で、スポーツを通じ交流を深め互いに切磋琢磨
することを目的として行われている運動競技大会で、12月13日（土）の
閉会式まで熱戦がくりひろげられます。
　甲南大学はスポーツ推薦入学制度をもつ強豪です。前回、学習院
大学が優勝を果たしたのは、第37回（平成4年度）大会でした。各部会
ともさらにレベルアップをはかり、優勝目指して頑張りましょう。みなさんの
健闘を期待します。

全学的な授業評価アンケートの
実施について

　平成26年度もファカルティ・ディベロップメント（授業改善のための
組織的な取り組み）の一環として、学生による授業評価アンケートを
下記のとおり全学的に実施いたします。

　＜授業評価アンケート実施期間＞
　■第１学期　7月2日（水）～７月15日（火）
　■第２学期　12月9日（火）～12月22日（月）

　学生による授業評価の取り組みは、平成18年度から始まったもの
ですが、受講生にアンケートを実施し、そのフィードバックによる授業
改善を目的としています。
　学部生が受講しているほぼ全ての授業科目が評価の対象となりま
す。実施の詳細については掲示等でお知らせいたしますので、学生の
皆さんの積極的なご協力をお願いいたします。

●学　長　井上寿一

平成26年度
「学生の提言」募集について

●学　長　井上寿一
●学生センター所長　常岡孝好

　今年度も以下の要領で「学生の提言」を募集します。奮って応募
してください。

１．テ ー マ 　『東京オリンピック開催と日本の課題』
 ２０２０年のオリンピック開催により、一定の経済効果や
 公共設備（インフラ）の改善が見込まれるが、依然日本に
 おける課題（高齢社会・人口減少・エネルギーの確保など）が

残る。オリンピック後にも活躍し続ける若者の考えを
論じてほしい。

２．応募資格　本学に在学している学生
（大学院生・法科大学院生・科目等履修生を含む）
連名及び複数名でも可。

３．原稿字数　１２，０００字以内、１図表は２００字換算
縦Ａ４判横書きとし、Word等のワープロソフトを使用
すること。表紙に、学籍番号・学部学科・学年・氏名・
住所・電話番号を明記し、紙媒体（１部）と電子媒体の
両方を提出してください。

４．提出期間　平成２6年９月1日（月）～９月２6日（金）
５．提 出 先 　学生センター学生課（中央教育研究棟１階）
６．表 　 彰 　優秀賞：賞状・副賞１０万円、佳作：賞状・副賞３万円
７．そ の 他 　受賞者全員の論文内容は、大学ホームページ（12
　　　　　　月頃）に掲載します。

夏季休業中の海外渡航について

　今年度の「大学主催・保証人との懇談会」は、平成26年11月
29日（土）の午後（予定）に開催いたします。詳細につきましては、次号
（63号・平成26年9月発行）でお知らせいたします。

●学長室経営企画課

「大学主催・保証人との懇談会」
開催日のお知らせ
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＜ 注意！ ＞

　海外で「タトゥー」（入れ墨）を入れる人が増えていますが、針からHIVや肝炎などに
感染するケースがあります。　
　将来的に、就職が不利になる場合や、加入している生命保険会社からの給付金
などの支払いが受けられなくなる場合や、医療機関での検査（MRI検査など）が
受けられないこともあります。
　若い時の価値観は、年齢と共に変化していくものですから、後悔しないように
よく考えて行動してください。

　多くの方が、夏季休業を利用して、海外への旅行、語学留学、クラブ
活動の合宿やゼミ旅行、ボランティア活動などを計画していると思います。
慣れない外国では、犯罪など予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性が
十分にありますので、渡航前に必ず、外務省海外安全ホームページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp/）などで現地の状況や安全対策を
確認し「自分の身は自分で守る」ことを念頭に行動してください。
　外務省より危険情報が発信されている国、地域への渡航を考えて
いる方は、渡航計画の再検討をお願いします。
　なお、クラブ活動の合宿などを外国で実施する場合には、必ず事前に
学生課宛に所定の届出をしてください。

■常備薬の準備
●一般的な渡航には、風邪薬（総合感冒薬、解熱鎮痛薬等）、胃腸薬
 （整腸薬、消化薬等）、点眼薬、救急絆創膏などを用意しましょう。 
 しかし必要以上の携行はトラブルのもとです。
●冒険旅行目的の場合や感染症の多い地域に行く場合は、成田空港
 検疫所や旅行会社等で衛生状態をよく調べ、防虫スプレー、消毒薬など
 必要な薬を持参しましょう。
●医師から処方されている人は、必ずその薬、処方箋を持って行きましょう。
＊成田空港検疫所 検疫課　TEL　0476-34-2310
■海外渡航中に病気になった時
●病気になって現地の医療機関にかかる場合は、ホテルのフロントや
 旅行会社に問い合わせましょう。なお多くの国では、救急車の利用は
 有料になっています。
●コレラ汚染区域に指定されている国から帰国したときは、検疫所で
 症状の有無について申告する必要があります。それ以外の国からの
 帰国であっても、現地で下痢や発熱などの症状があった場合は、
 検疫所の健康相談室で相談しましょう。
●海外旅行保険などに入っておくと、いざというときの費用負担が
 軽減されますので、入院証明書や請求書・領収書を必ず持ち帰る
 ようにしてください。
■予防接種
●行き先によっては、予防接種を3回程度接種するものもありますので、
 早い時期からの準備が必要です。また、感染症の流行情報は刻 と々
 変化するため、最新情報を収集しましょう。
【東京近郊で予防接種を実施している主な機関】
（公財）日本検疫衛生協会　東京診療所　TEL　03-3527-9135
 横浜診療所　TEL   045-671-7041
詳しくは厚生労働省検疫所ホームページ参照　http://www.forth.go.jp

＜ 海外渡航のワンポイント・アドバイス ＞ 困ったときのホットライン
■性被害相談
各都道府県の警察に「性犯罪被害１１０番」があります
●警視庁 犯罪被害者ホットライン　TEL　03-3597-7830
　（土、日、祝日を除く）

■薬物問題電話相談
全国の精神保健福祉センターに相談窓口があります
●都立精神保健福祉センター　TEL　03-3842-0946
　（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　午前9時～午後5時）

●都立中部総合精神保健福祉センター　TEL　03-3302-7711
　（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　午前9時～午後5時）
●都立多摩総合精神保健福祉センター　TEL　042-371-5560
　（土、日、祝日を除く　午前9時～午後5時）

■心の電話相談
●東京都夜間こころの電話相談　TEL　03-5155-5028
　（毎日　午後5時～午後10時 ※受付は午後9時30分まで）

●Tokyo English Life Line　TEL　03-5774-0992
（9am-11pm daily）

●社会福祉法人 東京いのちの電話　TEL　03-3264-4343
（24時間）

■デートDV相談窓口
　配偶者間で起こる暴力を一般的にDV（ドメスティック・バイオレンス）
といい、交際相手など親密な間柄で起こる暴力を「デートDV」と呼んで
います。デートDVは、なぐる・けるなどの身体的暴力だけでなく、精神的
暴力、性的暴力、経済的暴力も当てはまります。これらの暴力は人権侵害
として認められています。

●DV相談ナビ　TEL　0570-0-55210
●エポック10電話相談（豊島区立男女平等推進センター）
 TEL　03-3980-7830（一般相談）／03-6872-5250（DV相談） 
 （月曜日から土曜日　午前9時～午後5時　※正午～午後1時を除く）

●東京ウィメンズプラザ　TEL　03-5467-2455 
 （毎日　午前9時～午後9時）

●東京都女性相談センター　TEL　03-5261-3110 
 （月曜日から金曜日　午前9時～午後8時　※年末年始、祝日を除く）

学習院
NOW

安倍能成記念教育基金奨学生の
選考結果

●総務部
　６月11日開催の科長会議において、平成26年度安倍能成記念教育基金
奨学金の給付者（大学院学生14名、大学学部学生5名）が決定しました。
　安倍能成記念教育基金奨学金は、成績・人物共に優れた学生を
厳選して給付されるものです。
　交付式は、６月12日、西5号館5階会議室において行われました。

リヨン政治学院（フランス）との
新規協定締結について

　平成25年度、学習院大学では、リヨン政治学院との間で交流協定が
締結されました。
　1948年創立のリヨン政治学院は、フランスの高度専門教育機関
グランゼコールの一つで、政治学に加え、公共政策、コミュニケーション
といった関連分野の教育機関として国内外から高い評価を受けて
います。また、海外に60カ国160以上の協定機関を有し、毎年約200名の
留学生を受け入れています。
　フランスとは4校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。

第59回　甲南戦開幕
　第59回甲南戦（学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦）の
開会式が、さる４月26日（土）、本学において開催されました。甲南戦は、
神戸の甲南大学との間で、スポーツを通じ交流を深め互いに切磋琢磨
することを目的として行われている運動競技大会で、12月13日（土）の
閉会式まで熱戦がくりひろげられます。
　甲南大学はスポーツ推薦入学制度をもつ強豪です。前回、学習院
大学が優勝を果たしたのは、第37回（平成4年度）大会でした。各部会
ともさらにレベルアップをはかり、優勝目指して頑張りましょう。みなさんの
健闘を期待します。

全学的な授業評価アンケートの
実施について

　平成26年度もファカルティ・ディベロップメント（授業改善のための
組織的な取り組み）の一環として、学生による授業評価アンケートを
下記のとおり全学的に実施いたします。

　＜授業評価アンケート実施期間＞
　■第１学期　7月2日（水）～７月15日（火）
　■第２学期　12月9日（火）～12月22日（月）

　学生による授業評価の取り組みは、平成18年度から始まったもの
ですが、受講生にアンケートを実施し、そのフィードバックによる授業
改善を目的としています。
　学部生が受講しているほぼ全ての授業科目が評価の対象となりま
す。実施の詳細については掲示等でお知らせいたしますので、学生の
皆さんの積極的なご協力をお願いいたします。

●学　長　井上寿一

平成26年度
「学生の提言」募集について

●学　長　井上寿一
●学生センター所長　常岡孝好

　今年度も以下の要領で「学生の提言」を募集します。奮って応募
してください。

１．テ ー マ 　『東京オリンピック開催と日本の課題』
 ２０２０年のオリンピック開催により、一定の経済効果や
 公共設備（インフラ）の改善が見込まれるが、依然日本に
 おける課題（高齢社会・人口減少・エネルギーの確保など）が

残る。オリンピック後にも活躍し続ける若者の考えを
論じてほしい。

２．応募資格　本学に在学している学生
（大学院生・法科大学院生・科目等履修生を含む）
連名及び複数名でも可。

３．原稿字数　１２，０００字以内、１図表は２００字換算
縦Ａ４判横書きとし、Word等のワープロソフトを使用
すること。表紙に、学籍番号・学部学科・学年・氏名・
住所・電話番号を明記し、紙媒体（１部）と電子媒体の
両方を提出してください。

４．提出期間　平成２6年９月1日（月）～９月２6日（金）
５．提 出 先 　学生センター学生課（中央教育研究棟１階）
６．表 　 彰 　優秀賞：賞状・副賞１０万円、佳作：賞状・副賞３万円
７．そ の 他 　受賞者全員の論文内容は、大学ホームページ（12
　　　　　　月頃）に掲載します。

夏季休業中の海外渡航について

　今年度の「大学主催・保証人との懇談会」は、平成26年11月
29日（土）の午後（予定）に開催いたします。詳細につきましては、次号
（63号・平成26年9月発行）でお知らせいたします。

●学長室経営企画課

「大学主催・保証人との懇談会」
開催日のお知らせ
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試 験について

1 時限

2 時限

3 時限

4 時限

5 時限

6 時限

  9時00分～10時30分

10時50分～12時20分

13時10分～14時40分

15時00分～16時30分

16時50分～18時20分

18時40分～20時10分

試験本部は多目的
ホール（西5号館1階）
に設ける。

＜60分で行う科目＞
総合基礎科目（外国語科目とスポーツ・健康科学科目）
＜90分で行う科目＞
専門科目
総合基礎科目（外国語科目とスポーツ・健康科学科目を除く）
教職に関する科目・博物館に関する科目
＜90分または120分で行う科目＞
法科大学院科目

平成26年度　学期末試験について

平成26年度　学期末試験　実施日程・時間など

■告　　　示
　すでに発表されたとおり、来る７月23日（水）から学期末試験が行わ
れる。受験にあたっては、正々堂々自らの実力を発揮し、日頃の研鑽の
成果をあげてほしい。
　この際、特に学生諸君に求めたいのは、決して不正行為を行わない
という決意と、誘惑を斥ける勇気である。これまで再三の注意にも
かかわらず、不正行為が跡を絶たないのは、誠に悲しむべきことと
言わねばならない。諸君は、不正行為が憎むべき裏切り行為であるば
かりでなく、おのが人格の完全な否定であることを知るべきである。
　大学としては、不正行為に対し、断固たる処分をもって臨む方針で
ある。切に諸君の自戒・自粛を望む。
　平成26年７月

学　長

◆受験上の注意
（1）履修登録した授業科目でなければ受験することはできない。
（2）試験時間割には、平常の授業と試験の曜日・時限・教室が異なる

授業科目等があるので注意すること。
（3）受験の際には、必ず学生証を携帯し、試験時間中は写真面を

上にして常に机上に呈示しておかなければならない。
（4）学生証を携帯しない者は、いかなる事情があっても受験できな

い。学生証を忘失した者に対しては、試験期間中に限り特別

■学期末試験にあたって
　本年度学期末試験が７月23日（水）から始まるが、試験に臨むに
当り、履修要覧『履修について』「８．試験について」、法科大学院履
修要覧『履修方法等に関する要項』「９．試験」を再度熟読し、いやし
くも本学学生として学長告示に違背することのないよう特に要望する。
　万一、不正行為があった場合には、「定期試験における不正行為
者への懲戒内規」に基づき処分を行う方針であるから特に自戒を
切望する。
　平成26年７月

学生センター所長

●大学・大学院　７月23日（水）～７月31日（木） ●法科大学院　７月23日（水）～8月1日（金）、8月4日（月）、8月5日（火）

　学期末試験は上記の期間に実施するが、授業科目によっては、この期間外に実施するものもある。
　定期試験の時間割は1～2週間前に掲示によって発表する。
※気象に関する警報が発表された場合、および自然災害・ストライキに起因する交通機関の運行停止の場合の措置については、授業と同様の
扱いとする（学部・大学院履修要覧『履修について』の「５．休講について」、法科大学院履修要覧『履修方法等に関する要項』の「７．休講」参照）

　  に発行する「仮学生証（学内試験用）」（中央教育研究棟1階学
生センター教務課で発行）を持参、呈示した場合に限り、受験を
許可する。

（5）試験場における座席は、番号札もしくは本学備付六法の番号に
よって指定する場合がある。その場合、学生は入室時に必ず番
号札もしくは本学備付六法を受け取り、指定された席に座らな
ければならない。

（6）試験教室に入室する際は、必ず携帯電話などの電源を切り、
バッグ等の中にしまわなければならない。帽子・サングラス等も
同様、バッグ等の中にしまうこと。

（7）着席後は、私語を慎み、筆記具その他予め許可されたもの以外を
机上に置いてはならない。

（8）試験教室に入室した後、手洗い等のために一時退室することは
一切認められない。

（9）試験開始後20分以上遅刻した者は受験を認めない。また、試験
開始後30分を経過するまでは、試験場からの退出を許可しない。

（10）解答用紙には、最初にボールペンもしくは万年筆で学籍番号、
氏名等所要事項を記入し、退出の際には、教卓、教壇等指示さ
れた場所に必ず提出しなければならない。解答を断念した場合も
同様である。

（11）５大学間単位互換制度（f-Campus）に基づく他大学提供科目と
本学授業科目の試験日時が重複した場合には、他大学提供
科目の受験を優先し、本学授業科目の試験については学生セン
ター教務課に相談し、別途指示を受けること。

◆棄権について
　受験の途中で棄権する場合は、学部、学科、学年、学籍番号、氏名を
正確に記載のうえ、科目担当教員が棄権したことを容易に確認でき
るように、解答用紙の表側中央に「棄権」と、大きく記載すること。
　なお、「棄権」と記載した解答用紙を提出した学生は、当該科目の
全ての権利を放棄したものとみなす。したがって、当該科目についての
救済措置（追試験等）はいかなる場合もこれを行わない。
　また、「棄権」した科目の成績評価は行わず、成績表にも記載
されない。

◆不正行為について
　次の行為はこれを不正行為として学則第70条に基づき懲戒を
加える。
　懲戒は訓告、停学又は退学であり、履修単位については無効と
する処分を講じることがある。
（1）番号札もしくは本学備付六法を交換したり、これに応じたりする

こと。また、不正使用の目的をもって故意に番号札もしくは本学
備付六法を持ち帰ること。

（2）持ち込みを許可されていないノート、教科書、参考書等を
参照すること。

（3）持ち込みを許可された六法全書、辞書等に不正行為を目的と
して予め書き込みをすること。

（4）試験時間中にノート、教科書、参考書等を貸借すること。
（5）代理受験を依頼すること及び代理受験をすること。
（6）他人の答案をのぞき見て写したり、自己の答案を写させたり

すること。
（7）試験内容に関する私語をすること。
（8）試験監督者の指示に従わないこと。
（9）以上の不正行為に類する行為をすること。

◆追試験について
（履修要覧記載の『履修について』内、「９．追試験について」、法科大
学院履修要覧の『履修方法等に関する要項』内、「10．追試験」参照）
　やむをえない事情によって所定の日に試験を受けられなかった
者で、所定の期日までに以下に示す詳細な理由を具して願い出た
者に対し、教授会の議を経て追試験を許可する場合がある｡
（1）学期末試験追試験対象科目

第１学期終了科目および通年科目
ただし、掲示による事前周知のない試験科目は対象外とする。

（2）出願期日　8月5日（火）まで（法科大学院は8月8日（金）まで）
（3）手続時間は下記のとおり

月～金曜日　　８：50～16：00
土曜日　　　  ８：50～12：00
日曜日　　　  閉室（ただし、8月は土曜日も閉室）

（4）受験料は、１科目につき1,000円である。
（5）以下の場合については、受験料を徴収しないこととする。

●５大学間単位互換制度に基づき、他大学設置科目の授業・
試験を優先させた場合
●交通機関遅延の場合（ただし、鉄道に限る）

（6）追試験は、必ず評価の対象となり棄権は認められない。
また、追試験の場合は不利な点が多いので、試験期間には健康に
充分留意すること。
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試 験について

1 時限

2 時限

3 時限

4 時限

5 時限

6 時限

  9時00分～10時30分

10時50分～12時20分

13時10分～14時40分

15時00分～16時30分

16時50分～18時20分

18時40分～20時10分

試験本部は多目的
ホール（西5号館1階）
に設ける。

＜60分で行う科目＞
総合基礎科目（外国語科目とスポーツ・健康科学科目）
＜90分で行う科目＞
専門科目
総合基礎科目（外国語科目とスポーツ・健康科学科目を除く）
教職に関する科目・博物館に関する科目
＜90分または120分で行う科目＞
法科大学院科目

平成26年度　学期末試験について

平成26年度　学期末試験　実施日程・時間など

■告　　　示
　すでに発表されたとおり、来る７月23日（水）から学期末試験が行わ
れる。受験にあたっては、正々堂々自らの実力を発揮し、日頃の研鑽の
成果をあげてほしい。
　この際、特に学生諸君に求めたいのは、決して不正行為を行わない
という決意と、誘惑を斥ける勇気である。これまで再三の注意にも
かかわらず、不正行為が跡を絶たないのは、誠に悲しむべきことと
言わねばならない。諸君は、不正行為が憎むべき裏切り行為であるば
かりでなく、おのが人格の完全な否定であることを知るべきである。
　大学としては、不正行為に対し、断固たる処分をもって臨む方針で
ある。切に諸君の自戒・自粛を望む。
　平成26年７月

学　長

◆受験上の注意
（1）履修登録した授業科目でなければ受験することはできない。
（2）試験時間割には、平常の授業と試験の曜日・時限・教室が異なる

授業科目等があるので注意すること。
（3）受験の際には、必ず学生証を携帯し、試験時間中は写真面を

上にして常に机上に呈示しておかなければならない。
（4）学生証を携帯しない者は、いかなる事情があっても受験できな

い。学生証を忘失した者に対しては、試験期間中に限り特別

■学期末試験にあたって
　本年度学期末試験が７月23日（水）から始まるが、試験に臨むに
当り、履修要覧『履修について』「８．試験について」、法科大学院履
修要覧『履修方法等に関する要項』「９．試験」を再度熟読し、いやし
くも本学学生として学長告示に違背することのないよう特に要望する。
　万一、不正行為があった場合には、「定期試験における不正行為
者への懲戒内規」に基づき処分を行う方針であるから特に自戒を
切望する。
　平成26年７月

学生センター所長

●大学・大学院　７月23日（水）～７月31日（木） ●法科大学院　７月23日（水）～8月1日（金）、8月4日（月）、8月5日（火）

　学期末試験は上記の期間に実施するが、授業科目によっては、この期間外に実施するものもある。
　定期試験の時間割は1～2週間前に掲示によって発表する。
※気象に関する警報が発表された場合、および自然災害・ストライキに起因する交通機関の運行停止の場合の措置については、授業と同様の
扱いとする（学部・大学院履修要覧『履修について』の「５．休講について」、法科大学院履修要覧『履修方法等に関する要項』の「７．休講」参照）

　  に発行する「仮学生証（学内試験用）」（中央教育研究棟1階学
生センター教務課で発行）を持参、呈示した場合に限り、受験を
許可する。

（5）試験場における座席は、番号札もしくは本学備付六法の番号に
よって指定する場合がある。その場合、学生は入室時に必ず番
号札もしくは本学備付六法を受け取り、指定された席に座らな
ければならない。

（6）試験教室に入室する際は、必ず携帯電話などの電源を切り、
バッグ等の中にしまわなければならない。帽子・サングラス等も
同様、バッグ等の中にしまうこと。

（7）着席後は、私語を慎み、筆記具その他予め許可されたもの以外を
机上に置いてはならない。

（8）試験教室に入室した後、手洗い等のために一時退室することは
一切認められない。

（9）試験開始後20分以上遅刻した者は受験を認めない。また、試験
開始後30分を経過するまでは、試験場からの退出を許可しない。

（10）解答用紙には、最初にボールペンもしくは万年筆で学籍番号、
氏名等所要事項を記入し、退出の際には、教卓、教壇等指示さ
れた場所に必ず提出しなければならない。解答を断念した場合も
同様である。

（11）５大学間単位互換制度（f-Campus）に基づく他大学提供科目と
本学授業科目の試験日時が重複した場合には、他大学提供
科目の受験を優先し、本学授業科目の試験については学生セン
ター教務課に相談し、別途指示を受けること。

◆棄権について
　受験の途中で棄権する場合は、学部、学科、学年、学籍番号、氏名を
正確に記載のうえ、科目担当教員が棄権したことを容易に確認でき
るように、解答用紙の表側中央に「棄権」と、大きく記載すること。
　なお、「棄権」と記載した解答用紙を提出した学生は、当該科目の
全ての権利を放棄したものとみなす。したがって、当該科目についての
救済措置（追試験等）はいかなる場合もこれを行わない。
　また、「棄権」した科目の成績評価は行わず、成績表にも記載
されない。

◆不正行為について
　次の行為はこれを不正行為として学則第70条に基づき懲戒を
加える。
　懲戒は訓告、停学又は退学であり、履修単位については無効と
する処分を講じることがある。
（1）番号札もしくは本学備付六法を交換したり、これに応じたりする

こと。また、不正使用の目的をもって故意に番号札もしくは本学
備付六法を持ち帰ること。

（2）持ち込みを許可されていないノート、教科書、参考書等を
参照すること。

（3）持ち込みを許可された六法全書、辞書等に不正行為を目的と
して予め書き込みをすること。

（4）試験時間中にノート、教科書、参考書等を貸借すること。
（5）代理受験を依頼すること及び代理受験をすること。
（6）他人の答案をのぞき見て写したり、自己の答案を写させたり

すること。
（7）試験内容に関する私語をすること。
（8）試験監督者の指示に従わないこと。
（9）以上の不正行為に類する行為をすること。

◆追試験について
（履修要覧記載の『履修について』内、「９．追試験について」、法科大
学院履修要覧の『履修方法等に関する要項』内、「10．追試験」参照）
　やむをえない事情によって所定の日に試験を受けられなかった
者で、所定の期日までに以下に示す詳細な理由を具して願い出た
者に対し、教授会の議を経て追試験を許可する場合がある｡
（1）学期末試験追試験対象科目

第１学期終了科目および通年科目
ただし、掲示による事前周知のない試験科目は対象外とする。

（2）出願期日　8月5日（火）まで（法科大学院は8月8日（金）まで）
（3）手続時間は下記のとおり

月～金曜日　　８：50～16：00
土曜日　　　  ８：50～12：00
日曜日　　　  閉室（ただし、8月は土曜日も閉室）

（4）受験料は、１科目につき1,000円である。
（5）以下の場合については、受験料を徴収しないこととする。

●５大学間単位互換制度に基づき、他大学設置科目の授業・
試験を優先させた場合
●交通機関遅延の場合（ただし、鉄道に限る）

（6）追試験は、必ず評価の対象となり棄権は認められない。
また、追試験の場合は不利な点が多いので、試験期間には健康に
充分留意すること。
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キャリアセンター

１～3年生・博士前期課程１年生へ
■就職ガイダンス
〔3年生・M1年生対象〕
●日時：9月16日（火）～19日（金）18：00～19：30
●会場：西5号館B1教室
※2016年卒業（修了）予定の就職希望者は、全員参加してください。
※各日の対象者は後日お知らせします。

■マスコミ・広告セミナー
　「新聞・放送・出版・広告」などのマスコミ業界を目指す学生のため、
その分野で活躍されている先輩方をお招きし、課外セミナーを開講
しています。各コース別に講義を行います。後期は各業界の就職試験の
実情を含め、より実践的な内容となります。貴重な機会ですので、積極
的に参加してください。
●日時：9月～10月の指定日　18：00～19：30
●会場：西5号館202教室
●対象：マスコミ業界に興味のある学生
　　    （大学・女子大学の学生）
※詳しい日程や講師等は、掲示等で周知します。

4年生・博士前期課程2年生へ
■進路決定届
　就職・進学またはそれ以外の進路が決まり次第、全員が必ず提出して
ください。就職が決まった方は、就職活動についてのアンケート及び
就職活動報告書も提出してください。後輩達のためにもご協力をお願い
します。

■学長推薦状交付の取り扱い
　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
している者のみに交付します。
①卒業見込あるいは修了見込証明書の交付が受けられる者
②G-Portで「進路登録票」を登録済みの者
●受付・交付場所：キャリアセンター窓口
●交付日：申込日の翌日（事務室閉室日を除く）
（注意事項）
●推薦状を提出した者は、原則として内定辞退はできません。
●推薦状の交付が受けられるのは、一人１回のみです。
●夏季休業期間中（8/1～9/13）の土・日曜日および8/13～15
（夏季一斉休業日）は発行しません。余裕をもって申し込んで
ください。
●申込時に、印鑑を持参してください。

その他
■卒業生の個人情報提供について
　就職活動でOB・OG訪問等をするために、本学卒業生の住所・電話
番号等個人情報を提供しています。
●資料の種類
①「過去5年・10年入社リスト（企業名50音順）」
②「在社名簿」（企業より提供される本学卒業生の在籍者リスト)
③「面接対策セミナー講師・サポーター名簿」（面接対策セミナー
後より利用可能）

（注意事項）
●名簿閲覧の際は、学生証を呈示してください。
●就職活動でOB・OG訪問をする目的以外に使用することおよび
複製・他の者への譲渡は厳禁です。

●名簿のコピー・写真撮影等は厳禁です。

■個別相談
　就職活動や進路・キャリアに関する個別相談を行っています。
G-Portから予約をしてお越しください。学年は問いませんので、
些細なことでもお気軽にご相談ください。

■就職に関する情報
　夏季休業中も、就職に関する情報は多く入ってきます。キャリア
センターHP・掲示板・G-Portのお知らせ等を確認するようにして
ください。
〈キャリアセンターホームページ〉
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/career

■資料室・キャリアセンターカフェ
　資料室は、キャリアセンターの隣にあります。求人票、就職関連
書籍・雑誌、企業や官公庁の案内パンフレット・先輩の就職活動報
告書等が置いてあります。またパソコンを使って企業情報を集める
こともできます。
　多目的室は、セミナー等で使用していない時間はキャリアセン
ターカフェとして開放しています。飲食可ですので、就職の情報交
換などで活用してください。

キャリアアップ
 サポート

学生センター　学生課

部会室での盗難に注意！　施錠確認を忘れずに！
　夏季休業期間中、黎明会館等を狙った盗難に注意してください。
部会室が無人となる場合は、短時間であっても必ず施錠してくださ
い。また、貴重品類は部会室内に置かず、責任者が一括して保管する
など、被害に遭わないように心掛けてください。

学生センター　教務課

大学ホームページ内【授業関連情報】のご案内
　休講情報・定期試験情報・学年暦・履修要覧・時間割・シラバス等の
一部の情報については、大学ホームページ上にて公開しています。
　また、【授業関連情報】の「教務課からのお知らせ」にも重要な連絡
事項が掲載されるので、随時確認するようにしてください。

アクセス方法
【授業関連情報】学習院大学→ 在学生の方→ 授業関連情報

　ただし、ホームページ上に掲載されている情報は限られたものと
なります。必ず、北1号館西側掲示場・南7号館掲示場（理学部
用）及び学習院大学ポータルサイト「G-Port」を随時確認して
ください。

課外活動後期分使用教室等の申込について
　後期分の教室使用については、7月8日（火）12時30分から富
士見会館403・404で調整会議を行います。
　10～11月分の富士見会館ホール・集会所の調整会議は9月16日
（火）12時30分から富士見会館403・404で行います。

インフォメーション

財務部会計課

平成26年度第2期分　学費納入について
　平成26年度第２期分の納付金振込依頼書（振込用紙）の発送予定日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。
　なお、保証人の住所が変更になった学生のうち、届け出ていない場合は、至急、教務課へ届け出てください。
　　●発送予定日 平成26年９月10日（水）　　　●納付期限 平成26年9月30日（火）
　　※送付された振込用紙にて納付してください。

法 学 部
経 済 学 部
文 学 部
理 学 部

法 学 研 究 科 博士後期課程
政治学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
経済学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
経営学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
人文科学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
自然科学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
専 門 職 大 学 院 法 務 研 究 科

大
　
　学
　
　院

大
　
　学

305,000
305,000
345,000
470,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
－

319,000
319,000
360,000
489,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
－

333,000
333,000
375,000
527,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
255,000
240,000
344,000
325,000
557,000

333,000
333,000
375,000
508,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
255,000
240,000
344,000
325,000
557,000

入学年度学部・研究科

第2期分 学費一覧 （単位：円）

平成19年度 平成18年度平成20年度平成21～26年度

compass_vol.62_p8-9_2014.06.12
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キャリアセンター

１～3年生・博士前期課程１年生へ
■就職ガイダンス
〔3年生・M1年生対象〕
●日時：9月16日（火）～19日（金）18：00～19：30
●会場：西5号館B1教室
※2016年卒業（修了）予定の就職希望者は、全員参加してください。
※各日の対象者は後日お知らせします。

■マスコミ・広告セミナー
　「新聞・放送・出版・広告」などのマスコミ業界を目指す学生のため、
その分野で活躍されている先輩方をお招きし、課外セミナーを開講
しています。各コース別に講義を行います。後期は各業界の就職試験の
実情を含め、より実践的な内容となります。貴重な機会ですので、積極
的に参加してください。
●日時：9月～10月の指定日　18：00～19：30
●会場：西5号館202教室
●対象：マスコミ業界に興味のある学生
　　    （大学・女子大学の学生）
※詳しい日程や講師等は、掲示等で周知します。

4年生・博士前期課程2年生へ
■進路決定届
　就職・進学またはそれ以外の進路が決まり次第、全員が必ず提出して
ください。就職が決まった方は、就職活動についてのアンケート及び
就職活動報告書も提出してください。後輩達のためにもご協力をお願い
します。

■学長推薦状交付の取り扱い
　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
している者のみに交付します。
①卒業見込あるいは修了見込証明書の交付が受けられる者
②G-Portで「進路登録票」を登録済みの者
●受付・交付場所：キャリアセンター窓口
●交付日：申込日の翌日（事務室閉室日を除く）
（注意事項）
●推薦状を提出した者は、原則として内定辞退はできません。
●推薦状の交付が受けられるのは、一人１回のみです。
●夏季休業期間中（8/1～9/13）の土・日曜日および8/13～15
（夏季一斉休業日）は発行しません。余裕をもって申し込んで
ください。
●申込時に、印鑑を持参してください。

その他
■卒業生の個人情報提供について
　就職活動でOB・OG訪問等をするために、本学卒業生の住所・電話
番号等個人情報を提供しています。
●資料の種類
①「過去5年・10年入社リスト（企業名50音順）」
②「在社名簿」（企業より提供される本学卒業生の在籍者リスト)
③「面接対策セミナー講師・サポーター名簿」（面接対策セミナー
後より利用可能）

（注意事項）
●名簿閲覧の際は、学生証を呈示してください。
●就職活動でOB・OG訪問をする目的以外に使用することおよび
複製・他の者への譲渡は厳禁です。

●名簿のコピー・写真撮影等は厳禁です。

■個別相談
　就職活動や進路・キャリアに関する個別相談を行っています。
G-Portから予約をしてお越しください。学年は問いませんので、
些細なことでもお気軽にご相談ください。

■就職に関する情報
　夏季休業中も、就職に関する情報は多く入ってきます。キャリア
センターHP・掲示板・G-Portのお知らせ等を確認するようにして
ください。
〈キャリアセンターホームページ〉
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/career

■資料室・キャリアセンターカフェ
　資料室は、キャリアセンターの隣にあります。求人票、就職関連
書籍・雑誌、企業や官公庁の案内パンフレット・先輩の就職活動報
告書等が置いてあります。またパソコンを使って企業情報を集める
こともできます。
　多目的室は、セミナー等で使用していない時間はキャリアセン
ターカフェとして開放しています。飲食可ですので、就職の情報交
換などで活用してください。

キャリアアップ
 サポート

学生センター　学生課

部会室での盗難に注意！　施錠確認を忘れずに！
　夏季休業期間中、黎明会館等を狙った盗難に注意してください。
部会室が無人となる場合は、短時間であっても必ず施錠してくださ
い。また、貴重品類は部会室内に置かず、責任者が一括して保管する
など、被害に遭わないように心掛けてください。

学生センター　教務課

大学ホームページ内【授業関連情報】のご案内
　休講情報・定期試験情報・学年暦・履修要覧・時間割・シラバス等の
一部の情報については、大学ホームページ上にて公開しています。
　また、【授業関連情報】の「教務課からのお知らせ」にも重要な連絡
事項が掲載されるので、随時確認するようにしてください。

アクセス方法
【授業関連情報】学習院大学→ 在学生の方→ 授業関連情報

　ただし、ホームページ上に掲載されている情報は限られたものと
なります。必ず、北1号館西側掲示場・南7号館掲示場（理学部
用）及び学習院大学ポータルサイト「G-Port」を随時確認して
ください。

課外活動後期分使用教室等の申込について
　後期分の教室使用については、7月8日（火）12時30分から富
士見会館403・404で調整会議を行います。
　10～11月分の富士見会館ホール・集会所の調整会議は9月16日
（火）12時30分から富士見会館403・404で行います。

インフォメーション

財務部会計課

平成26年度第2期分　学費納入について
　平成26年度第２期分の納付金振込依頼書（振込用紙）の発送予定日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。
　なお、保証人の住所が変更になった学生のうち、届け出ていない場合は、至急、教務課へ届け出てください。
　　●発送予定日 平成26年９月10日（水）　　　●納付期限 平成26年9月30日（火）
　　※送付された振込用紙にて納付してください。

法 学 部
経 済 学 部
文 学 部
理 学 部

法 学 研 究 科 博士後期課程
政治学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
経済学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
経営学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
人文科学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
自然科学研究科 博士前期課程

〃 博士後期課程
専 門 職 大 学 院 法 務 研 究 科

大
　
　学
　
　院

大
　
　学

305,000
305,000
345,000
470,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
－

319,000
319,000
360,000
489,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
－

333,000
333,000
375,000
527,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
255,000
240,000
344,000
325,000
557,000

333,000
333,000
375,000
508,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
255,000
240,000
344,000
325,000
557,000

入学年度学部・研究科

第2期分 学費一覧 （単位：円）

平成19年度 平成18年度平成20年度平成21～26年度

compass_vol.62_p8-9_2014.06.12
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計算機センター

計算機センター継続利用認定試験
　計算機センターでは、継続利用認定試験を行っております。この
認定試験に合格すると、「初等情報処理１」あるいは「情報処理
入門１」の単位を取得しなくても卒業まで継続して利用することが
できます。ただし、この認定試験は上級者向け（ネチケットに関しても
熟知していること）ですので、初心者は必ず「初等情報処理１」を
履修してください。

【日時】　8月1日（金）13：00～　受付締切 7月31日（木）16：00
【受験資格】
●継続利用権を有しておらず、今年度「初等情報処理1」あるいは「情報
処理入門1」を履修していない学部学生のうち、コンピュータの
使用方法を既に習得済みの学生。
●継続利用権を有していない科目等履修生。
※詳細は計算機センター事務室までお問い合わせください。

インフォメーション

施設部

違法駐輪について
　馬場門及び南門周辺の車道に自転車が停められています。違法
駐輪は通行に迷惑をかけ、緊急車輌の妨害になりますので、固く
禁じます。

「海外短期語学研修奨学金」について
　夏季休業中に、海外で3週間以上の語学研修に参加した学生の皆さんを
支援するため、標記の制度を設けています。
　今夏、上記の活動を計画している方は、センターホームページ及び
G-Portにて募集要項を配布しますので、確認の上ご活用ください。なお、
奨学金の給付については、帰国後の申請に基づき行われます（昨年度の
支給実績：68名）。

平成26年9月入学協定留学生のバディ募集について
　9月に入学する協定留学生のためのバディの募集を7月下旬に開始します。
　バディは、国際交流センターでボランティア登録をしている学生を対象とし、選ばれた
方には、担当留学生の日常生活のサポート、日本語でのコミュニケーション補助及
び協定留学オリエンテーション（9月初旬）のお手伝い等を担当していただきます。
　募集要項の配布や詳細については、ボランティア登録者にG-Portでお知らせします。

夏季休業期間中の工事について
　今年も夏季休業中に大型工事が予定されております。それに伴い、
建物周辺に足場等が設置されたり、正門から多くの工事車輌が
入構します。安全には万全を期しますが、通行等の際には十分注意
してください。

■夏季休業期間中に行なわれる主な大型工事（予定）
◆百周年記念会館　天井耐震補強工事
◆北２号館　受変電設備改修工事
◆西５号館　１階トイレ改修工事
◆西５号館　放送設備更新工事
◆西１号館　東側外壁他改修工事
◆南７号館　スクラバー増設工事
◆南２号館　改修工事
◆南４号館　バリアフリー工事
　※南門への通路が、一部変更となります。
◆多目的コート　人工芝張替工事

国際交流センター

　中国、韓国、台湾、タイ、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、
アイスランド等の協定校への協定留学プログラムによる派遣学生の募集を
9月下旬より開始します。募集要項の配布、詳細については、センターホーム
ページ、各学部（学科）事務室の提示及びG-Port等でお知らせします。なお、
第１期派遣学生募集（台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランド）は、6月
19日に締め切りました。

2015（平成27）年度協定留学プログラム
（第２期派遣学生募集について）

　夏季休業中に、イギリス、韓国、スペインの協定校及び日本国内の英語
教育施設ブリティッシュヒルズでの語学研修を実施します。（いずれも、
参加者募集は終了しました）
■英語研修
①研修地：ヨーク大学（イギリス）
期間：8月21日～9月11日

②研修地：ブリティッシュヒルズ（日本）
期間：8月7日～9日

■韓国語研修
研修地：東国大学校（韓国）
期間：8月10日～23日

■スペイン語研修
研修地：アルカラ大学シスネロス校（スペイン）
期間：8月15日～9月8日

※センターでは春季休業中も語学研修を実施します。詳細は10月
以降、センターホームページ、G-Port及び掲示でお知らせします。

2014（平成26）年度夏季語学研修プログラムの
実施について（イギリス・日本・韓国・スペイン）

　国際交流センターでは、8月19日（火）から27日（水）まで、アジア地域の協
定校からの留学生を対象にした「夏季短期日本語研修プログラム」を行いま
す。そのプログラムのお手伝いをしてくれるボランティアの学生の募集を、7
月中旬から開始します。（ボランティア登録をしていない人も応募ができます）
　募集要項の配布、詳細については、センターホームページ、掲示及び
G-Portでお知らせします。

2014（平成26）年度夏季短期日本語研修プログラム
ボランティアの募集について

国際研究教育機構

　７月7日から25日まで、海外の大学生を学習院大学に受け入れる
夏期短期研修プログラム「グローバル・キャンパス・アジア東京2014」を
実施します。今年は、世界各国から116名の応募があり、そのなか
から50名を選抜。午前中は学習院大学内で日本語研修、午後は学
内外で課題探求型現地研修を展開します。課題探求では「歴史美
術コース」「伝統文化コース」「現代文化コース」「社会経済コース」
の４つのグループで活動をします。学習院の学生のみなさんもキャン
パスで彼らと会ったら、是非、交流してください！

運営：学習院大学国際研究教育機構（GEORE）
期間：７月7日～25日　参加者：50名
宿舎：国立オリンピック記念青少年総合センター
教室：学習院大学南１号館ほか
参加学生在籍大学：北京郵電大学・北京理工大学・中央民族大学・

陝西師範大学・上海海事大学・上海外国語大学
（中国）、啓明大学校・忠南大学校（韓国）、東呉
大学・台中科技大学・文藻外語大学・輔仁大学・
世新大学（台湾）、ニューサウスウェールズ大学
（オーストラリア）

また、プログラムに関連して以下のイベントを開催します！いずれも
学生のみなさんが参加できるものです。詳しくは国際研究教育機
構（東１号館７階）までお問い合わせください。

グローバル・キャンパス・アジア東京2014を
開催します

■グローバル・キャンパス・アジア大交流会2014
（７月12日・13日、国立オリンピック記念青少年総合センター）
　参加外国人学生とグローバル・キャンパス・アジア中国・韓国・
台湾（海外短期派遣）の参加予定者・OBGおよび本学学生による
200人規模の一泊の大交流会を実施します。プレゼンテーション
大会・ディベート大会、華道体験まで学生の運営スタッフが企画・
運営をします。

■グローバル・キャンパス・アジア東京2014報告会
（７月25日、南7号館101教室・予定）
　研修参加外国人学生による課題探求型現地研修報告会を開催
します。19日間の研修の総まとめ、歴史・経済・グルメからアニメまで
今の日本がどう見えたのか、皆さん聞いてみませんか？（発表は日本語です）

留学生懇親会を実施しました
　5月2日に、今年本
学に入学した留学生
の歓迎を兼ねた、春の
懇親会を開催しまし
た。懇親会には、留学
生、今年協定校へ派遣予定の日本人学生、ボランティア学生、教職員等、
100名を超える参加があり、活気ある国際交流の場となりました。

東洋文化研究所

東洋文化研究叢書第13冊
中居良文編著　『中国の対韓半島政策』
（御茶の水書房）2,000円（税抜）
ISBN：978-4-275-01050-6

東洋文化研究叢書第14冊
福井憲彦監修　伊藤真実子・村松弘一編
『世界の蒐集̶アジアをめぐる
博物館・博覧会・海外旅行』（山川出版社）
4,000円（税抜）　ISBN：978-4-634-67233-8

学習院大学東洋文化研究叢書の新刊が刊行されました。 　いずれも書店等で販売中です。

留学生バス旅行を実施しました
　5月11日に、国際交流センターでは、箱根
方面（神奈川県）への留学生バス旅行を
実施しました。江戸時代まで続いた箱根関
所跡を見学し、箱根の伝統工芸である寄木
細工のコースター作りを体験しました。参加
した留学生からは「職人の方の話に感激した」「関所の歴史を学べた」という
声が聞かれました。次回バス旅行は10月を予定しています。

　国際交流センターでは、留学に関心のある学生への情報提供と支援のため、
「留学セミナー」及び「留学フェア」を5月、6月に連続実施しました。
　留学セミナーは、「留学準備編」「留学生活編」「帰国後編」と3日間に分かれて
開催し、各回には本学の協定派遣プログラムで留学を経験した学生たちが
登壇してくれました。元派遣学生の話に、参加した学生は熱心に聞き入り、
参加者の中からは「留学は実現できるんだと思えた。」「自分も頑張りたい。」
という声が聞かれました。3日間のセミナーには、のべ150名を超える学生が
参加し、留学や国際交流についての情報や意見交換の場となりました。
　また、6月9日～14日には「留学フェア」として、留学生とのチャットタイム、
TOEFL・IELTS説明会及び留学相談コーナー等、留学や国際交流に
触れてもらうプログラムを実施しました。
　2学期の留学に関するイベントの詳細
は、10月以降、センターホームページ、
G-Port及び提示でお知らせします。

2014年度1学期　留学セミナー及び
留学フェアの開催について

compass_vol.62_p10-11_2014.06.17
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計算機センター

計算機センター継続利用認定試験
　計算機センターでは、継続利用認定試験を行っております。この
認定試験に合格すると、「初等情報処理１」あるいは「情報処理
入門１」の単位を取得しなくても卒業まで継続して利用することが
できます。ただし、この認定試験は上級者向け（ネチケットに関しても
熟知していること）ですので、初心者は必ず「初等情報処理１」を
履修してください。

【日時】　8月1日（金）13：00～　受付締切 7月31日（木）16：00
【受験資格】
●継続利用権を有しておらず、今年度「初等情報処理1」あるいは「情報
処理入門1」を履修していない学部学生のうち、コンピュータの
使用方法を既に習得済みの学生。
●継続利用権を有していない科目等履修生。
※詳細は計算機センター事務室までお問い合わせください。

インフォメーション

施設部

違法駐輪について
　馬場門及び南門周辺の車道に自転車が停められています。違法
駐輪は通行に迷惑をかけ、緊急車輌の妨害になりますので、固く
禁じます。

「海外短期語学研修奨学金」について
　夏季休業中に、海外で3週間以上の語学研修に参加した学生の皆さんを
支援するため、標記の制度を設けています。
　今夏、上記の活動を計画している方は、センターホームページ及び
G-Portにて募集要項を配布しますので、確認の上ご活用ください。なお、
奨学金の給付については、帰国後の申請に基づき行われます（昨年度の
支給実績：68名）。

平成26年9月入学協定留学生のバディ募集について
　9月に入学する協定留学生のためのバディの募集を7月下旬に開始します。
　バディは、国際交流センターでボランティア登録をしている学生を対象とし、選ばれた
方には、担当留学生の日常生活のサポート、日本語でのコミュニケーション補助及
び協定留学オリエンテーション（9月初旬）のお手伝い等を担当していただきます。
　募集要項の配布や詳細については、ボランティア登録者にG-Portでお知らせします。

夏季休業期間中の工事について
　今年も夏季休業中に大型工事が予定されております。それに伴い、
建物周辺に足場等が設置されたり、正門から多くの工事車輌が
入構します。安全には万全を期しますが、通行等の際には十分注意
してください。

■夏季休業期間中に行なわれる主な大型工事（予定）
◆百周年記念会館　天井耐震補強工事
◆北２号館　受変電設備改修工事
◆西５号館　１階トイレ改修工事
◆西５号館　放送設備更新工事
◆西１号館　東側外壁他改修工事
◆南７号館　スクラバー増設工事
◆南２号館　改修工事
◆南４号館　バリアフリー工事
　※南門への通路が、一部変更となります。
◆多目的コート　人工芝張替工事

国際交流センター

　中国、韓国、台湾、タイ、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、
アイスランド等の協定校への協定留学プログラムによる派遣学生の募集を
9月下旬より開始します。募集要項の配布、詳細については、センターホーム
ページ、各学部（学科）事務室の提示及びG-Port等でお知らせします。なお、
第１期派遣学生募集（台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランド）は、6月
19日に締め切りました。

2015（平成27）年度協定留学プログラム
（第２期派遣学生募集について）

　夏季休業中に、イギリス、韓国、スペインの協定校及び日本国内の英語
教育施設ブリティッシュヒルズでの語学研修を実施します。（いずれも、
参加者募集は終了しました）
■英語研修
①研修地：ヨーク大学（イギリス）
期間：8月21日～9月11日

②研修地：ブリティッシュヒルズ（日本）
期間：8月7日～9日

■韓国語研修
研修地：東国大学校（韓国）
期間：8月10日～23日

■スペイン語研修
研修地：アルカラ大学シスネロス校（スペイン）
期間：8月15日～9月8日

※センターでは春季休業中も語学研修を実施します。詳細は10月
以降、センターホームページ、G-Port及び掲示でお知らせします。

2014（平成26）年度夏季語学研修プログラムの
実施について（イギリス・日本・韓国・スペイン）

　国際交流センターでは、8月19日（火）から27日（水）まで、アジア地域の協
定校からの留学生を対象にした「夏季短期日本語研修プログラム」を行いま
す。そのプログラムのお手伝いをしてくれるボランティアの学生の募集を、7
月中旬から開始します。（ボランティア登録をしていない人も応募ができます）
　募集要項の配布、詳細については、センターホームページ、掲示及び
G-Portでお知らせします。

2014（平成26）年度夏季短期日本語研修プログラム
ボランティアの募集について

国際研究教育機構

　７月7日から25日まで、海外の大学生を学習院大学に受け入れる
夏期短期研修プログラム「グローバル・キャンパス・アジア東京2014」を
実施します。今年は、世界各国から116名の応募があり、そのなか
から50名を選抜。午前中は学習院大学内で日本語研修、午後は学
内外で課題探求型現地研修を展開します。課題探求では「歴史美
術コース」「伝統文化コース」「現代文化コース」「社会経済コース」
の４つのグループで活動をします。学習院の学生のみなさんもキャン
パスで彼らと会ったら、是非、交流してください！

運営：学習院大学国際研究教育機構（GEORE）
期間：７月7日～25日　参加者：50名
宿舎：国立オリンピック記念青少年総合センター
教室：学習院大学南１号館ほか
参加学生在籍大学：北京郵電大学・北京理工大学・中央民族大学・

陝西師範大学・上海海事大学・上海外国語大学
（中国）、啓明大学校・忠南大学校（韓国）、東呉
大学・台中科技大学・文藻外語大学・輔仁大学・
世新大学（台湾）、ニューサウスウェールズ大学
（オーストラリア）

また、プログラムに関連して以下のイベントを開催します！いずれも
学生のみなさんが参加できるものです。詳しくは国際研究教育機
構（東１号館７階）までお問い合わせください。

グローバル・キャンパス・アジア東京2014を
開催します

■グローバル・キャンパス・アジア大交流会2014
（７月12日・13日、国立オリンピック記念青少年総合センター）
　参加外国人学生とグローバル・キャンパス・アジア中国・韓国・
台湾（海外短期派遣）の参加予定者・OBGおよび本学学生による
200人規模の一泊の大交流会を実施します。プレゼンテーション
大会・ディベート大会、華道体験まで学生の運営スタッフが企画・
運営をします。

■グローバル・キャンパス・アジア東京2014報告会
（７月25日、南7号館101教室・予定）
　研修参加外国人学生による課題探求型現地研修報告会を開催
します。19日間の研修の総まとめ、歴史・経済・グルメからアニメまで
今の日本がどう見えたのか、皆さん聞いてみませんか？（発表は日本語です）

留学生懇親会を実施しました
　5月2日に、今年本
学に入学した留学生
の歓迎を兼ねた、春の
懇親会を開催しまし
た。懇親会には、留学
生、今年協定校へ派遣予定の日本人学生、ボランティア学生、教職員等、
100名を超える参加があり、活気ある国際交流の場となりました。

東洋文化研究所

東洋文化研究叢書第13冊
中居良文編著　『中国の対韓半島政策』
（御茶の水書房）2,000円（税抜）
ISBN：978-4-275-01050-6

東洋文化研究叢書第14冊
福井憲彦監修　伊藤真実子・村松弘一編
『世界の蒐集̶アジアをめぐる
博物館・博覧会・海外旅行』（山川出版社）
4,000円（税抜）　ISBN：978-4-634-67233-8

学習院大学東洋文化研究叢書の新刊が刊行されました。 　いずれも書店等で販売中です。

留学生バス旅行を実施しました
　5月11日に、国際交流センターでは、箱根
方面（神奈川県）への留学生バス旅行を
実施しました。江戸時代まで続いた箱根関
所跡を見学し、箱根の伝統工芸である寄木
細工のコースター作りを体験しました。参加
した留学生からは「職人の方の話に感激した」「関所の歴史を学べた」という
声が聞かれました。次回バス旅行は10月を予定しています。

　国際交流センターでは、留学に関心のある学生への情報提供と支援のため、
「留学セミナー」及び「留学フェア」を5月、6月に連続実施しました。
　留学セミナーは、「留学準備編」「留学生活編」「帰国後編」と3日間に分かれて
開催し、各回には本学の協定派遣プログラムで留学を経験した学生たちが
登壇してくれました。元派遣学生の話に、参加した学生は熱心に聞き入り、
参加者の中からは「留学は実現できるんだと思えた。」「自分も頑張りたい。」
という声が聞かれました。3日間のセミナーには、のべ150名を超える学生が
参加し、留学や国際交流についての情報や意見交換の場となりました。
　また、6月9日～14日には「留学フェア」として、留学生とのチャットタイム、
TOEFL・IELTS説明会及び留学相談コーナー等、留学や国際交流に
触れてもらうプログラムを実施しました。
　2学期の留学に関するイベントの詳細
は、10月以降、センターホームページ、
G-Port及び提示でお知らせします。

2014年度1学期　留学セミナー及び
留学フェアの開催について
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夏期集中TOEFL®
iBTテストスコアアップ講座
（月～金　13：00～16：00）

夏期集中TOEIC®
Workshop600/700
（月～金　13：00～16：00）

夏期集中３級FP技能検定試験
対策講座（Webフォロー付！）
（月・火・木・金　 10：00～12：30）

夏期集中「 介護ヘルパー
初任者研修」開講
（月～金　10：00～17：10）

7/8
（無料/要予約）

7/9・7/10
（無料/要予約）

7/14・7/22
（無料/予約不要）

7/14・7/19
（無料/予約不要）

8/1～14（10回）

8/1～14（10回）

8/4～9/2（14回）

8/4～9/4（15回）

講　　座　　名 講座ガイダンス 開講期間（回数）

■春期特別講座のご案内
　４月から既に始まっている春期講座の「特別講座」として、様々な先生方の
ご講義を用意し、春期講座のスタートに相応しい充実した内容で開催しています。
　「春期特別講座」には、これから開催されるものがまだまだ残っております。
この機会に是非お申し込みください。
●「江戸の相撲」
講義日程：７月５日（土）１３：００～１４：３０
講師：高埜　利彦先生（学習院大学教授）
受講料：１,５００円
内容：現在、大相撲が開催される両国の国技館の館内は、江戸時代の

姿がそのままタイムカプセルで運ばれたような錯覚に陥ります。
鬢付け油の香りも混じり、十両・幕内の土俵入りの相撲取りたちの
様式や仕草など、恐らく江戸の相撲と変わりなく継承されて
いるのではないでしょうか。現在の相撲（日本相撲協会）の源流
となる江戸の相撲が、どのように成立・発展していったのか、
幕府の政策や、相撲年寄・行司・相撲取りなどに焦点を当てて
概説します。

学習院生涯学習センター
夏期集中講座のお知らせと春期特別講座のご案内

■夏期集中講座のお知らせ
　８月（一部９月）に夏期集中キャリアアップ講座を開講します。英語力、サービス業
界への就職など、留学や就活に必要な能力を短期集中で向上させます。本講座の
概要を説明する無料の「講座ガイダンス」もご用意しています。夏休みを有効に
活用し、将来の目標に一気に近づきましょう！ 

図書館
へ行こう

■国立国会図書館デジタル送信サービスが利用できます
【大学図書館】

　国立国会図書館がデジタル化した、絶版などで入手困難な図書・
古典籍・雑誌・博士論文など約131万点（平成26年1月時点）の
資料を、学習院大学図書館内の特定のパソコンから全文閲覧できる
サービスを4月より開始しました。 是非ご利用ください。
※国立国会図書館デジタルコレクションで検索した際に、「国立国会
　図書館/図書館送信限定」のアイコンが付いた資料が対象です。 
※利用の際は大学図書館2階レファレンス・カウンターへの申請が
　必要です。
※著作権法の範囲内であれば、有料でプリントアウトも可能です。

■本屋に遠足－あなたが選ぶ読みたい本－を実施しました      
【大学図書館】

　図書館で購入する本をみなさん（学生）に書店で直接選んでもらう
選書体験ツアーを、5月31日（土）に実施しました。今回は計13名の
学生から応募があり、都内大型書店にて図書館に置いてほしい本を
各自選んでくれました。購入が決まった本は、7月から随時、館内の
新着図書コーナーに
展示されます。一人一人が
精魂込めて作成した宣伝
文（POP）付きですので、
是非ご覧ください！

図書館からのお知らせ

■データベースセミナーのご案内
【法経図書センター】

　毎年秋に開催しているデータベースセミナーを、今年度は前期、
後期の2回開催します。前期は6月に「eol有価証券報告書全文検索
（企業情報）」、「D1-law.com（法判例検索）」を開催しました。eolは
就職活動に、D1-lawはレポートや発表に活用していただけたか
と思います。後期のセミナーも乞うご期待！

■南4号館バリアフリー工事中の利用について
【理学部図書室】

　南4号館バリアフリー工事期間中は、工程により工事音が発生する
等、ご迷惑をお掛けすることがあるかと思いますが、予めご了承ください
ますようお願いいたします。なお、図書室に関係する工事については、
図書室内の掲示にてお知らせします。

■理学部図書室（物化生）閲覧室をリニューアルしました
【理学部図書室】

　理学部図書室（物化生）では紙媒体雑誌のデジタル化による減少
に伴い、閲覧室内のレイアウト変更をし、グループ学習ができる閲覧机を
設置しました（座席も5席増席し
ました）。理学部では従来、図書
室内の資料等を使用しながら
グループ学習をすることが多く、
今回の増席でより多くの利用者に
対応できるようになりました。
是非ご利用ください。

■夏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】

　夏季休業中の長期貸出を下記の日程で行います。

　開始日：7月16日（水）
　返却期限：9月22日（月）

■新入生応援キャンペーンを実施しました
【大学図書館】

　大学図書館では、4月、新入生を対象に下記の「応援キャンペーン」
を実施しました。

①新入生へのメッセージコーナーの設置
②学生生活に役立つ資料展示
③図書館ボランティアスタッフ（学生）による図書館案内
④図書館オリジナルグッズの配布

　期間中は新入生のうち9割以上の来館があり、館内見学や図書の
貸出等を受ける新入生のみなさんの姿が多く見られました。これから
の大学生活において、図書館を有効活用してください。

■夏季休業中の7階縮小のお知らせ
【法経図書センター】

　夏季休業期間中は、7階はグループ学習室のみの利用となります。
資料閲覧や学習には、3階～6階の閲覧席をご利用ください。

先輩から新入生へのメッセージ
コーナー

「タメになった」「面白かった」
先輩からのメッセージに“いいね！”
シールを貼ってもらいました

●「大人の京都学『美の名庭』　京都が誇る池泉庭園・枯山水庭園」
講義日程：８月８日（金）１３：００～１４：３０
講師：若村　亮先生（京都学講師・（株）らくたび代表取締役）
受講料：１,５００円
内容：京都には大自然の雄大さを表した庭園、貴族が好む

雅を表した庭園、厳粛なる禅風を表した庭園、
市中の山居を表した町家の坪庭など、様々な世界
観を表した空間として庭園が存在しています。
時代によって好まれた世界観は異なり、各時代の
政治や思想、宗教や信仰が庭園にも反映され、
京都には日本の庭園史を彩る名庭が現存して
います。京都で見ることができる美の名庭をご紹介しながら、庭園の
様式や鑑賞ポイントをわかりやすく解説します。

■レファレンスカウンターをご利用ください　
【法経図書センター】

　カウンター向かって左端に、レファレンス
カウンターがあります。授業の課題やレポ
ートに関する資料を探したい！探している
本が見つからない！などお困りのことが
あれば、何でもご相談承ります。是非ご利
用ください。

◆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

●「西洋美術史：現地総合篇　そっくり楽しむ西洋美術」
講義日程：７月１２日（土）１３：００～１４：３０
講師：有川　治男先生（学習院大学教授）
受講料：１,５００円
内容：現地ならではの西洋美術の楽しみ方を、現地

撮影の写真を使ってお話しします。教会、
宮殿、美術館といった限られた空間の中だけ
ではなく、街のいたるところにちりばめられ、生活と一体化した人々の
美的営みを、通常の美術書や旅行案内書とは異なった、ときにはミクロな、
ときにはマクロな視点からとらえてみます。併せて、私たちがそれらに
接する時の自然環境（風土、季節、天候、時間）や旅先で出会う人 と々の
関わりについても触れ、私たちが行なっている「美術鑑賞」と「観光
旅行」の意味と重要性についても考えてみます。

教職課程事務室
　教員免許状の一括申請についての説明会を下記のとおり実施します。一括
申請を希望する学生は、該当する学部（院）の説明会に出席して下さい。
一括申請対象者（原則）
・平成27年3月卒業見込の学習院大学・学習院女子大学学部４年生
・平成27年3月修了見込の学習院大学大学院博士前期課程２年生
・博士前期課程在学中で、中学校・高等学校一種免許申請希望の学生
・博士後期課程在学中で、中学校・高等学校専修免許申請希望の学生
・今年度中に必要単位が充足できる見込の科目等履修生
※対象外の学生もいますので、教職課程の掲示にて自分が対象者かどうかを確認
して下さい。

日時：① ７月16日（水） 10：40～ 場所：中央教育研究棟６階 教職課程事務室
対象者：大学院

日時：② ７月16日（水） 13：00～ 場所：中央教育研究棟 302教室
対象者：文学部

日時：③ ７月17日（木） 10：40～ 場所：中央教育研究棟６階 教職課程事務室
対象者：科目等履修生、女子大学

日時：④ ７月17日（木） 13：00～ 場所：中央教育研究棟 302教室
対象者：法学部・経済学部・理学部

インフォメーション
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夏期集中TOEFL®
iBTテストスコアアップ講座
（月～金　13：00～16：00）

夏期集中TOEIC®
Workshop600/700
（月～金　13：00～16：00）

夏期集中３級FP技能検定試験
対策講座（Webフォロー付！）
（月・火・木・金　 10：00～12：30）

夏期集中「 介護ヘルパー
初任者研修」開講
（月～金　10：00～17：10）

7/8
（無料/要予約）

7/9・7/10
（無料/要予約）

7/14・7/22
（無料/予約不要）

7/14・7/19
（無料/予約不要）

8/1～14（10回）

8/1～14（10回）

8/4～9/2（14回）

8/4～9/4（15回）

講　　座　　名 講座ガイダンス 開講期間（回数）

■春期特別講座のご案内
　４月から既に始まっている春期講座の「特別講座」として、様々な先生方の
ご講義を用意し、春期講座のスタートに相応しい充実した内容で開催しています。
　「春期特別講座」には、これから開催されるものがまだまだ残っております。
この機会に是非お申し込みください。
●「江戸の相撲」
講義日程：７月５日（土）１３：００～１４：３０
講師：高埜　利彦先生（学習院大学教授）
受講料：１,５００円
内容：現在、大相撲が開催される両国の国技館の館内は、江戸時代の

姿がそのままタイムカプセルで運ばれたような錯覚に陥ります。
鬢付け油の香りも混じり、十両・幕内の土俵入りの相撲取りたちの
様式や仕草など、恐らく江戸の相撲と変わりなく継承されて
いるのではないでしょうか。現在の相撲（日本相撲協会）の源流
となる江戸の相撲が、どのように成立・発展していったのか、
幕府の政策や、相撲年寄・行司・相撲取りなどに焦点を当てて
概説します。

学習院生涯学習センター
夏期集中講座のお知らせと春期特別講座のご案内

■夏期集中講座のお知らせ
　８月（一部９月）に夏期集中キャリアアップ講座を開講します。英語力、サービス業
界への就職など、留学や就活に必要な能力を短期集中で向上させます。本講座の
概要を説明する無料の「講座ガイダンス」もご用意しています。夏休みを有効に
活用し、将来の目標に一気に近づきましょう！ 

図書館
へ行こう

■国立国会図書館デジタル送信サービスが利用できます
【大学図書館】

　国立国会図書館がデジタル化した、絶版などで入手困難な図書・
古典籍・雑誌・博士論文など約131万点（平成26年1月時点）の
資料を、学習院大学図書館内の特定のパソコンから全文閲覧できる
サービスを4月より開始しました。 是非ご利用ください。
※国立国会図書館デジタルコレクションで検索した際に、「国立国会
　図書館/図書館送信限定」のアイコンが付いた資料が対象です。 
※利用の際は大学図書館2階レファレンス・カウンターへの申請が
　必要です。
※著作権法の範囲内であれば、有料でプリントアウトも可能です。

■本屋に遠足－あなたが選ぶ読みたい本－を実施しました      
【大学図書館】

　図書館で購入する本をみなさん（学生）に書店で直接選んでもらう
選書体験ツアーを、5月31日（土）に実施しました。今回は計13名の
学生から応募があり、都内大型書店にて図書館に置いてほしい本を
各自選んでくれました。購入が決まった本は、7月から随時、館内の
新着図書コーナーに
展示されます。一人一人が
精魂込めて作成した宣伝
文（POP）付きですので、
是非ご覧ください！

図書館からのお知らせ

■データベースセミナーのご案内
【法経図書センター】

　毎年秋に開催しているデータベースセミナーを、今年度は前期、
後期の2回開催します。前期は6月に「eol有価証券報告書全文検索
（企業情報）」、「D1-law.com（法判例検索）」を開催しました。eolは
就職活動に、D1-lawはレポートや発表に活用していただけたか
と思います。後期のセミナーも乞うご期待！

■南4号館バリアフリー工事中の利用について
【理学部図書室】

　南4号館バリアフリー工事期間中は、工程により工事音が発生する
等、ご迷惑をお掛けすることがあるかと思いますが、予めご了承ください
ますようお願いいたします。なお、図書室に関係する工事については、
図書室内の掲示にてお知らせします。

■理学部図書室（物化生）閲覧室をリニューアルしました
【理学部図書室】

　理学部図書室（物化生）では紙媒体雑誌のデジタル化による減少
に伴い、閲覧室内のレイアウト変更をし、グループ学習ができる閲覧机を
設置しました（座席も5席増席し
ました）。理学部では従来、図書
室内の資料等を使用しながら
グループ学習をすることが多く、
今回の増席でより多くの利用者に
対応できるようになりました。
是非ご利用ください。

■夏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】

　夏季休業中の長期貸出を下記の日程で行います。

　開始日：7月16日（水）
　返却期限：9月22日（月）

■新入生応援キャンペーンを実施しました
【大学図書館】

　大学図書館では、4月、新入生を対象に下記の「応援キャンペーン」
を実施しました。

①新入生へのメッセージコーナーの設置
②学生生活に役立つ資料展示
③図書館ボランティアスタッフ（学生）による図書館案内
④図書館オリジナルグッズの配布

　期間中は新入生のうち9割以上の来館があり、館内見学や図書の
貸出等を受ける新入生のみなさんの姿が多く見られました。これから
の大学生活において、図書館を有効活用してください。

■夏季休業中の7階縮小のお知らせ
【法経図書センター】

　夏季休業期間中は、7階はグループ学習室のみの利用となります。
資料閲覧や学習には、3階～6階の閲覧席をご利用ください。

先輩から新入生へのメッセージ
コーナー

「タメになった」「面白かった」
先輩からのメッセージに“いいね！”
シールを貼ってもらいました

●「大人の京都学『美の名庭』　京都が誇る池泉庭園・枯山水庭園」
講義日程：８月８日（金）１３：００～１４：３０
講師：若村　亮先生（京都学講師・（株）らくたび代表取締役）
受講料：１,５００円
内容：京都には大自然の雄大さを表した庭園、貴族が好む

雅を表した庭園、厳粛なる禅風を表した庭園、
市中の山居を表した町家の坪庭など、様々な世界
観を表した空間として庭園が存在しています。
時代によって好まれた世界観は異なり、各時代の
政治や思想、宗教や信仰が庭園にも反映され、
京都には日本の庭園史を彩る名庭が現存して
います。京都で見ることができる美の名庭をご紹介しながら、庭園の
様式や鑑賞ポイントをわかりやすく解説します。

■レファレンスカウンターをご利用ください　
【法経図書センター】

　カウンター向かって左端に、レファレンス
カウンターがあります。授業の課題やレポ
ートに関する資料を探したい！探している
本が見つからない！などお困りのことが
あれば、何でもご相談承ります。是非ご利
用ください。

◆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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西坂門西門

目
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目白駅

新宿→公団住宅 切手の博物館

輔仁
会館

●「西洋美術史：現地総合篇　そっくり楽しむ西洋美術」
講義日程：７月１２日（土）１３：００～１４：３０
講師：有川　治男先生（学習院大学教授）
受講料：１,５００円
内容：現地ならではの西洋美術の楽しみ方を、現地

撮影の写真を使ってお話しします。教会、
宮殿、美術館といった限られた空間の中だけ
ではなく、街のいたるところにちりばめられ、生活と一体化した人々の
美的営みを、通常の美術書や旅行案内書とは異なった、ときにはミクロな、
ときにはマクロな視点からとらえてみます。併せて、私たちがそれらに
接する時の自然環境（風土、季節、天候、時間）や旅先で出会う人 と々の
関わりについても触れ、私たちが行なっている「美術鑑賞」と「観光
旅行」の意味と重要性についても考えてみます。

教職課程事務室
　教員免許状の一括申請についての説明会を下記のとおり実施します。一括
申請を希望する学生は、該当する学部（院）の説明会に出席して下さい。
一括申請対象者（原則）
・平成27年3月卒業見込の学習院大学・学習院女子大学学部４年生
・平成27年3月修了見込の学習院大学大学院博士前期課程２年生
・博士前期課程在学中で、中学校・高等学校一種免許申請希望の学生
・博士後期課程在学中で、中学校・高等学校専修免許申請希望の学生
・今年度中に必要単位が充足できる見込の科目等履修生
※対象外の学生もいますので、教職課程の掲示にて自分が対象者かどうかを確認
して下さい。

日時：① ７月16日（水） 10：40～ 場所：中央教育研究棟６階 教職課程事務室
対象者：大学院

日時：② ７月16日（水） 13：00～ 場所：中央教育研究棟 302教室
対象者：文学部

日時：③ ７月17日（木） 10：40～ 場所：中央教育研究棟６階 教職課程事務室
対象者：科目等履修生、女子大学

日時：④ ７月17日（木） 13：00～ 場所：中央教育研究棟 302教室
対象者：法学部・経済学部・理学部

インフォメーション
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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

保健センター

　学生の皆さんが相談や自習で利用する「学生相談室」に一度いらしてみませんか？
　大学にお尋ねになりたいこと・ご子弟のことで気になることやお悩みのことな
ど、当室の専任相談員3名と、ご一緒に参加された方 と々お茶を飲みながらくつ
ろいでお話しいただける時間を設けております。
　開催の日程は、随時ホームページやチラシでご案内いたします。
　お問い合わせ・ご要望は下記の電話でお問い合わせください。
TEL　03-3986-0221（大代表）　学生センター学生相談室（内線2514）

保証人サロン開催のご案内

学生相談室

課外活動
レポート

部会活動予定 【2014年7月～9月に行われる大会・イベント等】

水泳部水球部門

水泳部競泳部門

漕艇部

應援團（チアリーダー部）
應援團（吹奏楽部）

硬式野球部

弓道部

ハンドボール部
輔仁会ラグビー部

自転車同好会

トライアスロン部

フットサル同好会

第２回水球チャレンジインカレ
水泳部五部対抗
第87回関東学生選手権水泳競技大会
水泳部五部対抗
第90回日本学生選手権水泳競技大会
第64回東日本選手権競漕大会
第69回国民体育大会ボート競技関東ブロック大会
第41回全日本大学選手権大会
第92回全日本選手権大会
JAPAN CUP 2014 日本選手権大会
東京都職場・一般吹奏楽コンクール
甲南戦
夏季オープン戦
東都大学野球連盟秋季リーグ戦
甲南戦
全日本学生弓道選手権大会
リーグ戦
関東学生ハンドボールリーグ
関東ラグビー対抗戦Bグループ 
全日本学生RCS第5戦 お台場サイクルフェスティバル湾岸クリテリウム
全日本学生RCS第6戦 白馬クリテリウムラウンド
文部科学大臣杯 第70回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会
※クラス２以上に昇格できた場合
日本学生トライアスロン選手権観音寺大会
PUMA CUP 2015第20回全日本フットサル選手権大会東京都大会
予選Aブロック3回戦
2014年度東京都大学リーグ2部

成城大学プール
学習院大学プール
横浜国際プール
学習院大学プール
横浜国際プール
戸田オリンピックボートコース
谷中湖（栃木）
戸田オリンピックボートコース
戸田オリンピックボートコース
国立代々木競技場第一体育館
西新井文化ホール
学習院大学野球場
未定
未定
甲南大学弓道場
グリーンアリーナ神戸
各校弓道場
未定
未定
東京都江東区青海　特設競技場
長野県・白馬町特設サーキット

日本ＣＳＣ(静岡県)

香川県観音寺市

ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム

未定

8月20日（水）、21日（木）
8月31日（日）
8月2日（土）～4日（月）
8月31日（日）
9月5日（金）～7日（日）
7月12日（土）、13日（日）
7月19日（土）、20日（日）
8月21日（木）～24日（日）
9月11日（木）～14日（日）
8月22日（金）～24日（日）
8月2日（土）、3日（日）
8月9日（土）
未定
9月
8月11日（月）
8月12日（火）～15日（金）
9月中旬～
未定
9月～11月
7月26日（土）、27日（日）
8月2日（土）、3日（日）

8月28日（木）～31日（日）

9月7日（日）

7月13日（日）

8月～

部会名 日程大会名 場所

運動部会

文化部会・同好会

■学生放送局
　9月後半に、当団体所属学生による自主制作映像などを発表する番組発表会を開催いたします！
日程などの情報は随時公式Twitter（@gsrs_tweet）にて公開いたしますので、ぜひご来場ください！！
■東洋文化研究会
　夏季休業間に福島県飯舘村にてボランティア活動を行う予定です。興味が
ある方には是非参加して頂きたいです。
■音楽部
第35回学習院輔仁会音楽部合唱団定期演奏会
日程：7月13日（日）15:00開場、15:30開演予定
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター　大ホール
指揮：阿部純、花岡由裕、小林昭裕

第58回学習院輔仁会音楽部定期演奏会
日時：11月9日(日)　13:30開場、14:00開演予定
場所：オリンパスホール八王子
指揮：三石精一
チケットをご所望の方は hobirontoha@gmail.com までご一報ください。

各部会より

■漕艇部
　ボート部では現在、新入生トレーニングを行っています！その一区切りが、7月
12日（土）、13日（日）の東日本選手権です。４月に部活に入り損ねた人、新しい
ことをやってみたい人、ボート部の友達がいる人、少しでも興味があったら試合を
覗いてみませんか？応援も大歓迎です。話を聞いてみたい方がいたら、レイメイ
１１７の扉を気軽に叩いてください。個性豊かな部員が待っています。

■硬式野球部
　硬式野球部は、新入部員が17名も加わりました。現在は、部長先生・監督・
コーチ・部員84名で総勢87名のチームになりました。普段は、学習院大学目白
キャンパス内の野球場で練習しております。我が硬式野球部が所属している東都
大学野球連盟は、「戦国東都」の名で親しまれ、日々熱戦を繰り広げております。
今年のチームは、「熱烈峻厳」を合い言葉に、切磋琢磨していますので、応援
宜しくお願い致します。

免疫手帳
※参考

　わが国では、他の先進諸国と比べて、定期接種されるワクチンの
種類や回数が概して少ないのが現状です。日常生活の中では、
さまざまな細菌やウイルスが生存しているため、それぞれに対する
抵抗力が低いと病気にかかってしまいます。予防接種とはワクチンを
接種して、免疫を作り、発病を予防したり、症状を軽くしたりする
方法です。
　右記の疾患に対して免疫の獲得はできていますか？非常に感染力の
強い疾患です。自分の身を守るためだけではなく、社会生活や
学校での集団生活を送っている一員として、免疫を獲得できるよう
行動しましょう。

■予防接種を検討すべき人
●かかったことがない人　●１回しか受けていない人
●まだ１度も受けたことがない人
■最低でも以下の疾患の予防接種を行うようにしましょう
●麻しん　●風しん　●流行性耳下腺炎　●水痘

　予防接種を受けた際には、医療機関から渡される記録を必ず
とっておくか、書いてもらうようにしておきましょう。個人の免疫記録を
保管するためのものとして免疫手帳があります。感染管理の検査・
予防接種時に病院へ持参し、記入してもらうものです。（詳しくは
保健センターまでお問い合わせください。）医療・教育機関への就職、
海外留学時にも必要となります。
＊ワクチン接種や麻しん・風しんなどの感染症にかかった記録はあなたの財産です＊

予防接種について

ヘルス・サポート

　5月7日（水）～5月29日（木）の12：10～13：00、輔仁会館前特設ステージ及
び富士見会館ホールにて、音楽団体による熱い演奏が行われました。この音楽
祭は1974年から開催されているもので、今回で41回目となります。

＊演奏団体＊
軽音楽部／スカイサウンズジャズオーケストラ部
応援団
音楽愛好会／ギターアンサンブル同好会
世界民謡研究会／中南米研究会
フライングハウス
リーダース（公認音楽系団体有志による合同演奏）

目白音楽祭が開催されました！

中南米研究会

フライングハウス音楽愛好会

軽音楽部

ホームページ：東京都福祉保健局
『合法ドラッグ、ないね！みんなで知ろう違法（脱法）ドラッグ』

東京都福祉保健局『合法ドラッグ、
ないね！みんなで知ろう違法（脱法）
ドラッグ』より

あなたの人生を壊す危険な薬物
■薬物使用は１回だけでも乱用です！！
 覚せい剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、
あへんなど、乱用される薬物は何度でも繰り返して
使いたくなる「依存」を引き起こす性質を持っている
ことが特徴です。薬物乱用は、自分だけでなく家族や
まわりの人も不幸にします。興味本位や断れないから
という理由で、「１度だけなら」「少しの量なら」と薬物を
使用することが薬物依存の悪循環の第一歩です。
元気が出る薬、気分が良くなる薬という誘惑にも
のらないようにしましょう。断わる勇気を持ち、薬物を
使用することは絶対にやめてください。持っている
だけでも犯罪です。
■合法？いいえ、大変危険な薬物です！！
 合法ドラッグなどと称する危険な薬物が販売
されています。これらは「合法ハーブ」「お香」「アロマ
オイル」「アロマリキッド」「バスソルト」「ビデオクリー
ナー」などと称していますが、実際には薬物乱用を
あおる目的で販売されています。インターネット、
繁華街の店や自動販売機で販売されるなどその
手口は巧妙になっています。合法ドラッグなどと
称しても非常に危険です。絶対に手を出さないようにしましょう。
■海外では…
 日本では違法な薬物でも、海外では合法の国もあります。その国では合法
でも、身体に与える影響は同じです。海外旅行をしている開放感などから、安
易に薬物に手を出さないようにしてください。
■相談窓口
 本人だけでなく、友人のことでも相談できます。秘密は守られます！
※電話相談受付時間　平日（月曜日から金曜日）午前９時から午後５時まで
TEL　 03-5320-4515（東京都福祉保健局　健康安全部　薬務課）
MAIL　s0000607＠section.metro.tokyo.jp

合法ハーブ等と称して販売される
薬物（警視庁資料「薬物乱用のない
社会を」より）

東京都福祉保健局『合法ドラッグ、
ないね！みんなで知ろう違法（脱法）
ドラッグ』より
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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

保健センター

　学生の皆さんが相談や自習で利用する「学生相談室」に一度いらしてみませんか？
　大学にお尋ねになりたいこと・ご子弟のことで気になることやお悩みのことな
ど、当室の専任相談員3名と、ご一緒に参加された方 と々お茶を飲みながらくつ
ろいでお話しいただける時間を設けております。
　開催の日程は、随時ホームページやチラシでご案内いたします。
　お問い合わせ・ご要望は下記の電話でお問い合わせください。
TEL　03-3986-0221（大代表）　学生センター学生相談室（内線2514）

保証人サロン開催のご案内

学生相談室

課外活動
レポート

部会活動予定 【2014年7月～9月に行われる大会・イベント等】

水泳部水球部門

水泳部競泳部門

漕艇部

應援團（チアリーダー部）
應援團（吹奏楽部）

硬式野球部

弓道部

ハンドボール部
輔仁会ラグビー部

自転車同好会

トライアスロン部

フットサル同好会

第２回水球チャレンジインカレ
水泳部五部対抗
第87回関東学生選手権水泳競技大会
水泳部五部対抗
第90回日本学生選手権水泳競技大会
第64回東日本選手権競漕大会
第69回国民体育大会ボート競技関東ブロック大会
第41回全日本大学選手権大会
第92回全日本選手権大会
JAPAN CUP 2014 日本選手権大会
東京都職場・一般吹奏楽コンクール
甲南戦
夏季オープン戦
東都大学野球連盟秋季リーグ戦
甲南戦
全日本学生弓道選手権大会
リーグ戦
関東学生ハンドボールリーグ
関東ラグビー対抗戦Bグループ 
全日本学生RCS第5戦 お台場サイクルフェスティバル湾岸クリテリウム
全日本学生RCS第6戦 白馬クリテリウムラウンド
文部科学大臣杯 第70回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会
※クラス２以上に昇格できた場合
日本学生トライアスロン選手権観音寺大会
PUMA CUP 2015第20回全日本フットサル選手権大会東京都大会
予選Aブロック3回戦
2014年度東京都大学リーグ2部

成城大学プール
学習院大学プール
横浜国際プール
学習院大学プール
横浜国際プール
戸田オリンピックボートコース
谷中湖（栃木）
戸田オリンピックボートコース
戸田オリンピックボートコース
国立代々木競技場第一体育館
西新井文化ホール
学習院大学野球場
未定
未定
甲南大学弓道場
グリーンアリーナ神戸
各校弓道場
未定
未定
東京都江東区青海　特設競技場
長野県・白馬町特設サーキット

日本ＣＳＣ(静岡県)

香川県観音寺市

ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム

未定

8月20日（水）、21日（木）
8月31日（日）
8月2日（土）～4日（月）
8月31日（日）
9月5日（金）～7日（日）
7月12日（土）、13日（日）
7月19日（土）、20日（日）
8月21日（木）～24日（日）
9月11日（木）～14日（日）
8月22日（金）～24日（日）
8月2日（土）、3日（日）
8月9日（土）
未定
9月
8月11日（月）
8月12日（火）～15日（金）
9月中旬～
未定
9月～11月
7月26日（土）、27日（日）
8月2日（土）、3日（日）

8月28日（木）～31日（日）

9月7日（日）

7月13日（日）

8月～

部会名 日程大会名 場所

運動部会

文化部会・同好会

■学生放送局
　9月後半に、当団体所属学生による自主制作映像などを発表する番組発表会を開催いたします！
日程などの情報は随時公式Twitter（@gsrs_tweet）にて公開いたしますので、ぜひご来場ください！！
■東洋文化研究会
　夏季休業間に福島県飯舘村にてボランティア活動を行う予定です。興味が
ある方には是非参加して頂きたいです。
■音楽部
第35回学習院輔仁会音楽部合唱団定期演奏会
日程：7月13日（日）15:00開場、15:30開演予定
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター　大ホール
指揮：阿部純、花岡由裕、小林昭裕

第58回学習院輔仁会音楽部定期演奏会
日時：11月9日(日)　13:30開場、14:00開演予定
場所：オリンパスホール八王子
指揮：三石精一
チケットをご所望の方は hobirontoha@gmail.com までご一報ください。

各部会より

■漕艇部
　ボート部では現在、新入生トレーニングを行っています！その一区切りが、7月
12日（土）、13日（日）の東日本選手権です。４月に部活に入り損ねた人、新しい
ことをやってみたい人、ボート部の友達がいる人、少しでも興味があったら試合を
覗いてみませんか？応援も大歓迎です。話を聞いてみたい方がいたら、レイメイ
１１７の扉を気軽に叩いてください。個性豊かな部員が待っています。

■硬式野球部
　硬式野球部は、新入部員が17名も加わりました。現在は、部長先生・監督・
コーチ・部員84名で総勢87名のチームになりました。普段は、学習院大学目白
キャンパス内の野球場で練習しております。我が硬式野球部が所属している東都
大学野球連盟は、「戦国東都」の名で親しまれ、日々熱戦を繰り広げております。
今年のチームは、「熱烈峻厳」を合い言葉に、切磋琢磨していますので、応援
宜しくお願い致します。

免疫手帳
※参考

　わが国では、他の先進諸国と比べて、定期接種されるワクチンの
種類や回数が概して少ないのが現状です。日常生活の中では、
さまざまな細菌やウイルスが生存しているため、それぞれに対する
抵抗力が低いと病気にかかってしまいます。予防接種とはワクチンを
接種して、免疫を作り、発病を予防したり、症状を軽くしたりする
方法です。
　右記の疾患に対して免疫の獲得はできていますか？非常に感染力の
強い疾患です。自分の身を守るためだけではなく、社会生活や
学校での集団生活を送っている一員として、免疫を獲得できるよう
行動しましょう。

■予防接種を検討すべき人
●かかったことがない人　●１回しか受けていない人
●まだ１度も受けたことがない人
■最低でも以下の疾患の予防接種を行うようにしましょう
●麻しん　●風しん　●流行性耳下腺炎　●水痘

　予防接種を受けた際には、医療機関から渡される記録を必ず
とっておくか、書いてもらうようにしておきましょう。個人の免疫記録を
保管するためのものとして免疫手帳があります。感染管理の検査・
予防接種時に病院へ持参し、記入してもらうものです。（詳しくは
保健センターまでお問い合わせください。）医療・教育機関への就職、
海外留学時にも必要となります。
＊ワクチン接種や麻しん・風しんなどの感染症にかかった記録はあなたの財産です＊

予防接種について

ヘルス・サポート

　5月7日（水）～5月29日（木）の12：10～13：00、輔仁会館前特設ステージ及
び富士見会館ホールにて、音楽団体による熱い演奏が行われました。この音楽
祭は1974年から開催されているもので、今回で41回目となります。

＊演奏団体＊
軽音楽部／スカイサウンズジャズオーケストラ部
応援団
音楽愛好会／ギターアンサンブル同好会
世界民謡研究会／中南米研究会
フライングハウス
リーダース（公認音楽系団体有志による合同演奏）

目白音楽祭が開催されました！

中南米研究会

フライングハウス音楽愛好会

軽音楽部

ホームページ：東京都福祉保健局
『合法ドラッグ、ないね！みんなで知ろう違法（脱法）ドラッグ』

東京都福祉保健局『合法ドラッグ、
ないね！みんなで知ろう違法（脱法）
ドラッグ』より

あなたの人生を壊す危険な薬物
■薬物使用は１回だけでも乱用です！！
 覚せい剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、
あへんなど、乱用される薬物は何度でも繰り返して
使いたくなる「依存」を引き起こす性質を持っている
ことが特徴です。薬物乱用は、自分だけでなく家族や
まわりの人も不幸にします。興味本位や断れないから
という理由で、「１度だけなら」「少しの量なら」と薬物を
使用することが薬物依存の悪循環の第一歩です。
元気が出る薬、気分が良くなる薬という誘惑にも
のらないようにしましょう。断わる勇気を持ち、薬物を
使用することは絶対にやめてください。持っている
だけでも犯罪です。
■合法？いいえ、大変危険な薬物です！！
 合法ドラッグなどと称する危険な薬物が販売
されています。これらは「合法ハーブ」「お香」「アロマ
オイル」「アロマリキッド」「バスソルト」「ビデオクリー
ナー」などと称していますが、実際には薬物乱用を
あおる目的で販売されています。インターネット、
繁華街の店や自動販売機で販売されるなどその
手口は巧妙になっています。合法ドラッグなどと
称しても非常に危険です。絶対に手を出さないようにしましょう。
■海外では…
 日本では違法な薬物でも、海外では合法の国もあります。その国では合法
でも、身体に与える影響は同じです。海外旅行をしている開放感などから、安
易に薬物に手を出さないようにしてください。
■相談窓口
 本人だけでなく、友人のことでも相談できます。秘密は守られます！
※電話相談受付時間　平日（月曜日から金曜日）午前９時から午後５時まで
TEL　 03-5320-4515（東京都福祉保健局　健康安全部　薬務課）
MAIL　s0000607＠section.metro.tokyo.jp

合法ハーブ等と称して販売される
薬物（警視庁資料「薬物乱用のない
社会を」より）

東京都福祉保健局『合法ドラッグ、
ないね！みんなで知ろう違法（脱法）
ドラッグ』より
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夏季休業中の売店・食堂 他 営業日及び営業案内

※大学売店、大学食堂、サブウェイ、カフェ・ラ・スリゼについては、8/3（日）・4（月）はオープンキャンパスのため営業いたします。
【大学売店】10:00～16:00　【大学食堂】11:00～16:30（1階・2階麺コーナー・2階さくらラウンジ）
【サブウェイ】11:00～16:30　【カフェ・ラ・スリゼ】9:00～17:00
＊大学売店については、9/15（月・祝）・23（火・祝）は祝日開講日のため営業いたします。　（9:00～16:30）

店　名 場　所

大学売店

大学食堂

大学食堂
（麺コーナー）

大学食堂
（さくらラウンジ）

輔仁会館
2F

輔仁会館
1F

輔仁会館
2F

輔仁会館
2F

中央教育
研究棟
12F

目白倶楽部
松本楼

日　程 時　間
通常
短縮
休業
短縮
通常
通常
休業
通常
通常
休業
通常
通常
休業
通常
通常
短縮
休業
短縮
通常

（平日9:00～18:00　
土曜9:00～12:20　日祝休業）

（平日9:00～16:30　土日祝休業＊）
（平日9:00～18:00
土曜9:00～12:20　日祝休業）

（平日11:00～19:00
土曜11:00～14:00　日祝休業）
（平日11:00～14:00　
土曜11:00～14:00　日祝休業）

（平日11:00～14:00　
土曜11:00～14:00　日祝休業）
（平日9:30～16:00　
土曜9:30～14:00　日祝休業）

（平日9:30～16:00　
土曜9:30～14:00　日祝休業）
（平日11:00～21:00　
土曜11:00～17:00　日祝休業）

（平日11:00～18:00　土日祝休業）

（平日11:00～18:00　土日祝休業）

（平日11:00～21:00　
土曜11:00～17:00　日祝休業）

（平日9:00～16:30　土日祝休業）

（平日11:00～19:00
土曜11:00～14:00　日祝休業）

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

7/1（火）
7/23（水）
8/7（木）
8/21（木）
9/16（火）
7/1（火）
8/1（金）
9/15（月）
7/1（火）
8/1（金）
9/15（月）
7/1（火）
8/1（金）
9/15（月）
7/1（火）
8/1（金）
8/11（月）
8/16（土）
9/16（火）

7/22（火）
8/6（水）
8/20（水）
9/15（月）
 
7/31（木）
9/14（日）
 
7/31（木）
9/14（日）
 
7/31（木）
9/14（日）

7/31（木）
8/10（日）
8/15（金）
9/15（月）
 

店　名 場　所

サブウェイ

カフェ・ラ・
スリゼ

セブン・
イレブン

成文堂

中央教育
研究棟1F

西5号館
1F

輔仁会館
2F

西2号館
1F

日　程 時　間
通常
休業
通常
通常
短縮
休業
短縮
通常
通常
休業
通常
通常
短縮
休業
短縮
通常

（平日9:00～17:00　
土曜10:00～14:00　日祝休業）

（平日9:00～17:00　
土曜10:00～14:00　日祝休業）
（平日8:30～19:00　
土曜8:30～17:00　日祝休業）

（平日9:00～17:00　土日祝休業）

（平日9:00～17:00　土日祝休業）
（平日8:30～19:00　
土曜8:30～17:00　日祝休業）
（7:00～22:00）

（7:00～22:00）

（平日10:00～18:00　
土曜10:00～13:00　日祝休業）
（平日10:00～17:00　土日祝休業）

（平日10:00～17:00　土日祝休業）
（平日10:00～18:00　
土曜10:00～13:00　日祝休業）

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

7/1（火）
8/1（金）
9/15（月）
7/1（火）
8/1（金）
8/13（水）
8/18（月）
9/15（月）
7/1（火）
8/13（水）
8/18（月）
7/1（火）
8/1（金）
8/13（水）
8/21（木）
9/15（月）

7/31（木）
9/14（日）
 
7/31（木）
8/12（火）
8/17（日）
9/14（日）
　
8/12（火）
8/17（日）
　
7/31（木）
8/12（火）
8/20（水）
9/14（日）
　

夏季休業中の事務取扱時間
夏季休業期間中の土・日曜日と8月13日（水）～15日（金）の夏季一斉休業期間は、大学事務取扱窓口（学生センター
学生相談室　キャリアセンター　保健センター　理学部事務室　アドミッションセンター　国際交流センター）は閉室します。
証明書自動発行機も利用できませんのでご注意ください。
学部学科事務室・研究室・その他窓口につきましては、別途掲示・HP等で確認してください。

項　　目

西門開閉時間

正門開閉時間

計算機センター

史料館
学芸員課程事務室

学生相談室

大学図書館

法経図書センター

理学部図書室

期　　間 曜　　日 時　　間 備　　考

8月15日・16日は閉門
9月1日より8：00～21：00

主な実習室・自習室の開室は
掲示および計算機センターHPで
お知らせします。

6：00～22：00

8：00～18：00

8：50～20：00
休館

9：30～17：00

9：00～17：00
閉室

8：50～18：00
休館

9：00～16：30
休室

9：30～17：00

月～日

月～日

※1

※1

※1

※1

※2

8月1日（金）～9月13日（土）

※1：8月13日～15日は閉室、休館となります。　※2：8月11日～15日は休室となります。

事務部門
（保健センター含む）

※1
証明書自動発行機利用時間
8：40～16：45

8：40～16：45
休業

月～金
土・日

火・水・木　開室
（上記以外閉室）

月～金
土・日

火・木　開室
（上記以外閉室）

教職課程事務室 8：40～16：45
閉室 ※1月～金

土・日

月～金
土・日
月～金
土・日

月～金
土・日祝

【事務取扱】

休業短縮営業
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