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本誌掲載の内容は、変更になる場合があります。最新情報については、学習院大学ホームページにてご確認をお願いします。（https://www.univ.gakushuin.ac.jp/）

修了式・卒業式・入学式日程について

令和3年度　学年暦
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※オリンピックが延期・中止等試験実施に影響がないことが明らかになった場合、試験振替期間を7/23～29に変更する。変更を行う場合は、令和3年4月末日までに通知する。

◆令和２年度　修了式・卒業式の日程について◆

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催内容等を変更する可能性がございます。最新情報は本学ホームページ（https://www.univ.gakushuin.ac.jp/）にてお知らせいたします。

◆令和３年度　入学式の日程について◆
　令和3年度の入学式は4月3日（土）に挙行する予定ですが、新型コロナウイルス感染症による影響から、現在、開催方法等を検討しております。詳細が決定しましたら本
学ホームページ（https://www.univ.gakushuin.ac.jp/）にてお知らせいたします。
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学習院
NOW

　本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、全ての競技（正
式種目、一般種目、教職員種目）が中止となりましたが、本年度当番校で
ある武蔵大学の大講堂にて、10月24日（土）に特別式典が開催され、
その模様が学生・教職員に対してオンライン配信されました。

第71回四大学運動競技大会

　本年度の学生の提言は、「新型コロナ禍と私たちの生活」という
テーマで募集を行ったところ、9点の応募がありました。応募のあった
論文について、学長、学生センター所長、学生委員（教員）によって厳
正な審査が行われ、優秀賞2作品、佳作2作品が決定しました。受賞
者には、学長から賞状、ならびに学生センター所長から副賞が授与さ
れました。
＜受賞者＞
優秀賞：・国際社会科学部 国際社会科学科 3年　内藤　彩香さん

・自然科学研究科 数学専攻 博士前期課程
1年　加藤　虎太郎さん

佳　作：・法学部 法学科　　　　　　  　 2年　堀　航太さん
・国際社会科学部 国際社会科学科 3年　吉良　光冬さん

令和2年度
「学生の提言」受賞者について

第51回大学祭（桜凛祭）
　本年度の大学祭は、新型コロナウイルス感染症への対応から、特設
ホームページを開設してオンラインによる開催となりました。11月2日

（12：10～18：00）と3日（12：00～19：00）に、①Webページ展示
（各団体の活動を紹介）と②動画配信（事前に収録した各団体の映
像、当日行われた無観客イベントを中継）を行いました。

●主な大学祭実行委員会企画
　11月2日（月）
 　・ お笑いライブ（出演：チョコレートプラネット、ジェラードン、アイロンヘッド）
 　・ トークショー（出演：神木隆之介）
　11月3日（火・祝）
 　・ ミスター学習院コンテスト本選
 　・ 藤巻亮太オンライン弾き語りLIVE

なお、一部内容を除き令和3年3月31日（水）まで閲覧が可能です。
（https://gakushuin-ohrinfes.jp/）

院長　耀　英一
あかる     えいいち

　令和２年10月に学習院長に就任いたしました耀です。
　令和２年は、突如として日本に上陸した新型コロナウイルスに翻弄された１年でした。1月の学年末試験は辛う
じて実施できましたが、人生の大事な節目となる卒業式は中止となり、皆様の先輩方は気持ちの整理をつけられ
ないまま、次のステップに進まれたのではないかと思います。
　在校生の皆様はキャンパス内への入構が禁止となり、これまでのキャンパスライフからは想像もつかない現実
に戸惑われたことと思います。特に、新入生は入学試験で学内に足を踏み入れたものの、４月の入学式は執り行
われず、友達作りもままならず不安な日 を々過ごされたのではないでしょうか。１学期は手探りの遠隔授業でス
タートし、２学期を迎えてようやく一部対面授業が再開したものの、本格的な対面授業までは、今暫く時間がかか
りそうです。
　学習院が擁する高等科以下幼稚園までの各学校は、夏休み明けから感染症対策をしっかりととって対面授業
を再開し、課外活動も始めております。では、なぜ大学はできないのかとの疑問があると思いますが、まず学生数
が違います。もちろん、大学では全ての学生が一度に登校することはありませんが、全面対面授業となれば、例え
ば高等科の何倍もの学生がキャンパスに溢れます。また、大学生は一人ひとりの行動範囲が広く、３年生になれ
ば飲み会で飲酒もできるということで、感染拡大のリスクは未成年者に比べて格段に大きくなると想定されます。
　コロナ禍にあって、現在、大学では遠隔授業が主流になっておりますが、学びの本来の姿は多くの先生や学友
たちと対面で議論を交わしながら知識を身につけていくことであると思います。また、課外活動をはじめ様々な活
動に参加し、多くの友人と出会い交流することは、人生を豊かにし、人間形成にも大いに役立つと思います。そう
してたくさんの経験を積んでおけば、社会に出て予測不能な状況に遭遇することがあってもきっと乗り切れるこ
とでしょう。
　新型コロナウイルス感染症の終息にはワクチンが不可欠といわれており、某製薬会社の臨床試験で好結果
がでたという喜ばしいニュースも流れておりますが、残念ながら市中に出回るまでにはまだハードルがありそうで
す。しかしながら、現状を嘆くだけではなくピンチをチャンスととらえ、何か自分の好きなこと、興味のあること、ある
いはやってみたいことを見つけ、通常の学生生活であれば、ついつい後回しにしてしまいそうなことにもチャレン
ジしてみてはどうでしょうか。中国の故事に「禍を転じて福と為す」という言葉があります。是非、前向きにとらえて
挑戦してください。すぐには役立たないかもしれませんが、これからの人生100年時代ではきっと活きる時がくる
はずです。学習院の教育目標は「ひろい視野、たくましい創造力、ゆたかな感受性」を育むことです。何かにチャレ
ンジし、それを自分のものとしていくことで、豊かな人間性を備え、様々な変化にも対応でき、グローバル社会で活
躍できる力が身につくでしょう。
　学習院大学がある目白キャンパスは、豊島区に残る数少ない大規模な緑の杜で、四季折々の草花が溢れま
す。学生の皆様の笑い声がキャンパスに響く日が、一日も早く戻ることを心より願っております。

在学生の皆様へ

　前号のお知らせのとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により、
残念ながら第65回学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦は、令
和3年度に延期となりました。しかし、甲南大学学園広報誌「KONAN 
TODAY」の企画により、7月に本学運動部常任委員会と甲南大学体
育会本部の学生によるZoom座談会が実現いたしました。

　詳細は甲南大学公式HP
https://www.konan-u.ac.jp/gakuen/kouhou/
　「KONAN TODAY Vol.58」をご参照ください。

本学運動部常任委員会×
甲南大学体育会本部 Zoom座談会
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試 験について

令和2年度　学年末試験について
　例年、１月発行のCOMPASSにて、学年末試験の実施日程や受験上の注意事項を掲載しておりましたが、令和2年度については、新型コロナウ
イルス感染症の収束状況によって試験の実施方法を検討する必要があるため、学年末試験に関する記載を差し控えさせていただきます。
　試験について、詳細が確定いたしましたら、G-Port等で周知いたします。

インフォメーション

学生センター教務課

　３月23日（火）に「Ｇ-Ｐｏｒｔ」で発表します。各自「Ｇ-Ｐｏｒｔ」にログイ
ンした上で、履修・成績タブ内の「成績照会」から確認してください。
　令和元年度の成績を反映させた成績証明書は、令和3年4月6日

（火）から発行できます。

令和2年度成績発表（在学生）

注意事項
成績内容は、新年度の履修計画等にも利用するため、必ず「成績照会
画面」を印刷し保管してください。

令和2年度卒業者・修了者の発表について

　令和2年度卒業者・修了者の発表は、3月10日（水）10：00頃に、
「G-Port」にて行います。また、本学のホームページでも公示します。
　なお、電話による問い合わせには一切応じません。必ず各自で
確認してください。

　3月上旬からWeb上で閲覧できるようになる予定です。

※授業担当者等の変更・訂正については、G-Portでお知らせします。

令和3（2021）年度版シラバス・授業時間割について

令和2年度卒業者（学部）／修了者
（法科大学院・大学院）の証明書の発行について

　3月10日（水）に卒業／修了が決定した学生に対して、次の要領で
証明書を発行します。
（１）証明書の種類

成績証明書（和文・英文）、卒業証明書（和文・英文）、学位取得証明書
（和文・英文 ※法科大学院・大学院修了生対象。修了証明書を兼ねる。）

（２）手数料
和文１通100円　英文１通300円

（３）発行開始予定日
3月15日（月）

★詳細が決定次第、G-Portにてお知らせします。
★郵送でのお申込の場合、必ず卒業・修了発表を確認してから

お申込ください。
　発行・発送は3月15日（月）以降となります。
★卒業追加認定者…3月31日（水）発表後、教務課窓口で発行します。

計算機センター

卒業・修了予定者へ

　３月に卒業・修了する学生は、年度末をもって計算機センターの
利用ができなくなります。必要なファイルなどのデータは３月３１日（水）
までに各自で持ち帰ってください。必要なファイルはインターネット経由
でも取り出せます。
　詳しくは学外からの利用（https://www-cc.gakushuin.ac.jp/）
をご覧ください。
　より詳しい方法は、追ってG-Portでお知らせする予定です。メール
アドレスも抹消されますので、必要に応じて関係者に連絡しましょう。

重要！

令和3年度卒業見込（学部）／修了見込
（法科大学院・大学院）学生の証明書の発行について

（１）証明書の種類
● 成績証明書（和文・英文）
● 卒業見込証明書（和文・英文）【学部用】
● 修了見込証明書（和文・英文）【法科大学院・大学院用】
※令和3年4月1日時点で、卒業、修了年次の学生に対して
発行します。
● 健康診断証明書（和文）

（２）発行開始予定日
4月6日（火）
※健康診断証明書については、健康診断の日程によって発行開

始日が決定します。
令和3年度健康診断および健康診断証明書発行開始日が決
定次第、HPでお知らせします。

（３）発行場所
証明書自動発行機より発行します。
月～金 8：40～18：００　　土 8：40～12：30

令和3年３月卒業予定者へ

　教育職員免許状一括申請の手続きをした学生については、卒業
式・修了式当日に免許状等関係書類を郵送いたします。詳細は第1回
教育職員免許状一括申請資料を確認してください。
　なお、免許取得には至らなかったものの在学中に教職課程を履修し
たことがある学生（辞退した方含む）については、関係書類（介護等体
験証明書、教育実習記録等）を郵送で返却いたします。

教職課程事務室
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インフォメーション

「教育ローン金利助成奨学金」の募集について

　学費納付を目的として教育ローンを利用した場合、家計負担軽減を
目的として在学中に支払った金利の一部を申請により給付します。

１．対象者
学費納付のため教育ローンを利用し、かつ、今年度（2020年度）
金利を支払っている者。

２．給付金額（5万円を上限として給付）
今年度実際に支払った金利のうち、学費を上限とした借入金額
に借入時金利を乗じた金額。

３．申請方法
1月8日（金）以降、大学HPもしくはG-Portよりダウンロードして
①所定申請書②振込口座届③金利支払いを証明する書類を
1月22日（金）までに学生課窓口に提出してください。

４．奨学金の交付
書類審査後、3月初旬に審査結果を通知します。給付決定者には、
3月25日（木）までに指定口座に振込みます。

　日本学生支援機構奨学金および学習院大学奨学金の新規募集
を次のとおり行います。令和3年度から新たに奨学金を希望する学
生は、必ず募集要項やパンフレット等を熟読し、申請資格の有無を自
己判定するとともに、今後の手続日程を確認してください。
※例年、奨学金新規募集説明会を開催し、申請について周知してお

りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年度
は対応が異なる場合があります。必ずG-Portおよび大学HP「キャ
ンパスライフ（https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/）」
を確認してください。

１．募集時期・申請方法
　募集についての詳細は、2月上旬にG-Port、奨学金掲示板
および大学HP「キャンパスライフ」にて、お知らせいたします。

２．奨学金申請資格
　奨学金には、家計および学力基準といった「申請資格」（詳細は募
集の際に周知）を設定しています。また、採用人数に制限がある奨学
金もあり、申請資格を満たしていても必ず採用されるとは限りません。

令和3年度日本学生支援機構奨学金・学習院大学
奨学金新規募集について

　令和2年度卒業記念アルバムの申し込みの受け付けは、令和3年1月
29日（金）までとなっています。
　詳しくは、10月下旬～11月上旬に卒業生委員会から送られたダイレク
トメールをご覧ください。
　本件についてご不明な点がございましたら、学習院大学卒業生委
員会までお問い合わせください。

学習院大学卒業生委員会　03-5992-1497
 sotsugyo@gakushuin.ac.jp
 部会室：富士見会館211号室

４年生　博士前期２年生の皆様へ
「卒業記念アルバム」申し込みについて

入学試験時の入構規制について

　令和3年度入学試験が、2月6日（土）～11日（木・祝）に実施され
ます。皆さんのご協力をお願いします。

【学内入構禁止日時】 一般学生の入構はできません
2月6日（土）6：00～2月12日（金）6：00
※ただし、以下の学生は入構が許可されます。
●大学院生・法科大学院生・理学部学生・馬術部学生のうち、
　事前申請で入構を許可された学生

【入構規制中の事務取扱い】
　事務の取扱いはいたしません。図書の返却やレポート提出もでき
ませんので注意してください。

学生センター学生課

学習院蓁々会からのご案内

　学習院蓁々会では、頑丈で使いやすいと評判のパナソニック
社製ノートPC＜Let’s note＞を、学生様向けに家電量販店より
大幅に安い学割価格にて販売しております。顧客満足度調査で
トップクラスの安心感に加えて、ご購入された年の4月1日から
4年間、本体の不具合であれば、無償で修理できる保証も付い
て大変お買得となっており、活動的にパソコンを使いこなしたい
皆様にオススメです。

　万が一の際の修理受付と返却は、目白キャンパスの学習院
蓁々会事務所にて承っており、ご通学の途中でお立ち寄り頂くこ
とが簡単です。消耗品である交換用バッテリーも、一般販売店で
お求めになるよりお安く入手可能ですので、ご卒業前に、交換用
バッテリーを入手して活動範囲をさらに広げていかれる先輩も
いらっしゃいます。

　Let’s noteの販売は、3月上旬から5月下旬までとなっておりま
すが、売り切れ次第、販売終了となりますので、できるだけ早いタ
イミングでお申し付けください。今年度の販売モデルは、学習院
蓁々会ウェブサイトのパソコンショップページでご確認ください。

　また、在学中のみ適用可能なマイクロソフトOfficeの学割購
入もご案内しております。卒業後も必要なOfficeが、大変安く購
入頂けます。こちらもどうぞご確認ください。

学習院蓁々会/TEL：03-5979-7767 
Mail：it-sales@g-shinshinkai.co.jp

学習院蓁々会からのご案内

【信頼できるIT情報の宝庫、日経パソコンEdu学割販売のご案内】

　新型コロナの感染拡大で、オンライン授業が増え、ビジネスも
遠隔での業務が増えています。今や、IT機器の使用を抜きに社
会生活を営むことは不可能と言っても差し支えない状況になり
つつあります。
　そんな中、IT関係は苦手だ、と避けていては、学業だけでなく
卒業後の社会での活動にも支障が出かねません。

　学習院蓁々会では、日本で最も伝統と信頼性の高いパソコン
雑誌である、『日経パソコン』が提供する、クラウド型のデジタル
教材サービス「日経パソコンEdu」を学割価格で販売しておりま
す。初心者でも安心してスキルアップできるコンテンツから、資
格テスト対策、就職に役立つキャリアデザイン関連書籍まで、日
経BP社が発行する70冊以上の書籍他、様々なオリジナルコン
テンツが用意されています。

　通常価格で1年間7,920円（税込）のアクセス権が、蓁々会パ
ソコンショップのサイトからアクセス頂きますと、1年間2,376円

（税込）と、1/3以下の価格でご購入頂けます。

　様々なIT知識はネット上でも入手可能ですが、本当に信頼で
きる豊富な情報を安心して学べる「日経パソコンEdu」、是非、ご
検討頂ければと存じます。

学習院蓁々会/TEL： 03-5979-7767 
Mail：it-sales@g-shinshinkai.co.jp

【安心で使いやすいパナソニック製ノートPC、Let’s noteの学割販売のご案内】
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外国語教育研究センター

英語能力試験（TOEIC ® L&R IPオンラインテスト）の実施について

　以下の通り英語能力試験（TOEIC ® L&R IPオンラインテスト）を実施
いたします。今回の試験結果を通して、皆さんの現在の英語力や、これま
での学習の成果等を把握し、今後の英語学習に活用してください。

●対　　象　◆法学部・経済学部・文学部・理学部の2年生全員
　　　　　　　　　　　◆法学部・経済学部・文学部・理学部の３、４年生の
　　　　　　   令和元年度インテンシヴ・コース合格者
　　　　　　　　　　　◆法学部・経済学部・文学部・理学部の1年生全員
※国際社会科学部の学生は受験することができませんので、ご注意く

ださい。

●実施日時 令和3年2月1日（月）10：00～
 2月2日（火）15：00 （予定）
※上記時間内でしたら、いつでも受験が可能です。ただし、試験当日の

問い合わせは外国語教育研究センターではなく、TOEICのヘルプ
デスクにお願いします。ヘルプデスクの受付時間は以下の通りです。
受付時間外の対応はできませんのでご注意ください。

TOEIC Program ＜IPテスト（オンライン）ヘルプデスク＞
03-5521-5912（10時～17時）

●PCの推奨環境

※使用するパソコンがmacの場合、Safariでは受験できませんので、
Google Chromeをインストールした上で受験してください。

※スマートフォンやタブレットでの受験はできませんので、ご注意ください。
必ずパソコンからアクセスしてください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校で受験することはで
きません。

受験の流れ
〇試験日が近づきましたら、G-PortにてURLをお知らせしますので、

必ずG-Portを確認してください。パソコンから、通知されたURLに
アクセスしてください。

〇以下の必要事項を入力し、「登録」をクリックしてください。
氏名・性別・生年月日
パソコンのメールアドレス（スマートフォンやタブレットでは受験でき
ません）
受験番号（学籍番号を記入してください。例：20042082）
所属コード：2年生（222）、3・4年生のIC合格者（333）、1年生（111）
パスワード（英数記号から2種類以上、8文字以上16文字以下）
※パスワードは忘れないよう、必ず控えておいてください。
個人情報の同意

〇登録内容を確認の上、再度「登録」をクリックしてください。
〇Authorization Codeを確認し、忘れないよう、メモを取るなどして

控えておいてください。
ログインできずに何度もAuthorization Codeを取得する場合が
多いとのことです。二重登録はしないように注意してください。

〇通知メールを確認してください。
メールに記載のテスト受験用URLにアクセスし、Authorization 
Codeとパスワードを入力後、「ログイン」をクリックしてください。

〇受験情報を確認の上、「アンケートの回答／試験実施」をクリックし
てください。

〇「受験のしおり」の内容を必ず確認の上、「受験する」をクリックしてく
ださい。

〇テスト受験サイト上で、再度Authorization Codeを入力し、
“Submit”をクリックして、テストを開始してください。

〇テスト終了後、“Next”をクリックし、“Exit”で完了となります。
※Authorization Codeとパスワードは、受験後も大切に保管して

ください。
〇テスト結果の取得については、後日TOEICから送られてくるメール

の指示に従ってください。テスト結果確認開始日より翌月末まで結
果を確認することができますので、この期間内に保存等してくださ
い。この期間を過ぎると結果の確認ができなくなりますので、ご注意
ください。

●問い合わせ先
外国語教育研究センター［中央教育研究棟６階］
月～金曜日／8：45～11：30、12：30～16：30、土曜日／8：45～12：30
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html
※なお、試験当日の問い合わせは、上記のTOEICヘルプデスクに

お願いします。

財　務　部

令和3年度学費納入について
　令和3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　令和3年４月中旬
● 納付期限　令和3年4月30日（金）

◎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。
◎令和3年度入学者については、入学手続時に第1期分学費を納入するため掲載し

ていません。第2期分学費については、7月発行のCOMPASSに掲載いたします。

OS ブラウザ その他

Windows 8.1（32 or 64bit版）
Windows 10（64-bitのみ）

Microsoft Internet 
Explorer 11
Google Chrome
Microsoft Edge

＜モニタの解像度＞
1024×768以上、14インチ
以上のモニタを推奨

＜ネットワーク環境＞
LAN： 各コンピュータに

100Mbps
WiFi： 54Mbps以上。1アク

セスポイントにつき
12台まで

macOS 10.14 Mojave
macOS 10.15 Catalina

Google Chrome
※ Safariは対応していません
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	 学　費　一　覧　表	 （単位　円）
項　　　目

入学年度 合　計
分 納 額 ・ 分 納 期

※在籍料
授　　業　　料 ※

施設設備費
※
父母会費

※
輔仁会費

※
新聞代

※
学会費区　　　分 第１期 第２期 ※ 第１期 第２期 計

大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学

法学部

〜H24 950,300 617,300 333,000 333,000 333,000 666,000 270,000 5,000 6,300 500 2,500
H25 〜 H28 1,010,300 677,300 333,000 60,000 333,000 333,000 666,000 270,000 5,000 6,300 500 2,500
H29 〜 R2 1,040,300 697,300 343,000 60,000 343,000 343,000 686,000 280,000 5,000 6,300 500 2,500

経済学部

〜 H24 947,800 614,800 333,000 333,000 333,000 666,000 270,000 5,000 6,300 500
H25 〜 H28 1,007,800 674,800 333,000 60,000 333,000 333,000 666,000 270,000 5,000 6,300 500
H29 〜 R2 1,037,800 694,800 343,000 60,000 343,000 343,000 686,000 280,000 5,000 6,300 500

文
学
部

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

〜 H24 1,023,800 648,800 375,000 375,000 375,000 750,000 260,000 5,000 6,300 500 2,000
H25 〜 H28 1,083,800 708,800 375,000 60,000 375,000 375,000 750,000 260,000 5,000 6,300 500 2,000
H29 〜 R2 1,113,800 728,800 385,000 60,000 385,000 385,000 770,000 270,000 5,000 6,300 500 2,000

心理学科
教育学科

H24 1,053,800 678,800 375,000 ＊　30,000 
405,000 375,000 ＊　30,000 

780,000 260,000 5,000 6,300 500 2,000
H25 〜 H28 1,113,800 738,800 375,000 60,000 ＊　30,000 

405,000 375,000 ＊　30,000 
780,000 260,000 5,000 6,300 500 2,000

H29 〜 R2 1,143,800 758,800 385,000 60,000 ＊　30,000 
415,000 385,000 ＊　30,000 

800,000 270,000 5,000 6,300 500 2,000

理
学
部

物理学科
化学科

生命科学科

〜 H24 1,465,800 938,800 527,000 ＊　80,000 
607,000 527,000 ＊　80,000 

1,134,000 320,000 5,000 6,300 500
H25 〜 H28 1,525,800 998,800 527,000 60,000 ＊　80,000 

607,000 527,000 ＊　80,000 
1,134,000 320,000 5,000 6,300 500

H29 〜 R2 1,565,800 1,023,800 542,000 60,000 ＊　80,000 
622,000 542,000 ＊　80,000 

1,164,000 330,000 5,000 6,300 500

数学科

〜 H24 1,385,800 858,800 527,000 527,000 527,000 1,054,000 320,000 5,000 6,300 500
H25 〜 H28 1,445,800 918,800 527,000 60,000 527,000 527,000 1,054,000 320,000 5,000 6,300 500
H29 〜 R2 1,485,800 943,800 542,000 60,000 542,000 542,000 1,084,000 330,000 5,000 6,300 500

国際社会科学部 〜 R2 1,246,800 794,300 452,500 60,000 452,500 452,500 905,000 270,000 5,000 6,300 500

大
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
院

博
士
前
期
課
程

法学・政治学 〜 R2 709,700 455,700 254,000 254,000 254,000 508,000 198,000 1,200 2,500
経済学・経営学 〜 R2 707,200 453,200 254,000 254,000 254,000 508,000 198,000 1,200

人文
科学

心理学・臨床心理学
教育学以外 〜 R2 703,200 448,200 255,000 255,000 255,000 510,000 190,000 1,200 2,000
心理学・

臨床心理学・教育学 〜 R2 733,200 478,200 255,000 ＊　30,000 
285,000 255,000 ＊　30,000 

540,000 190,000 1,200 2,000

自然
科学

実験 〜 R2 955,200 611,200 344,000 ＊　70,000 
414,000 344,000 ＊　70,000 

758,000 196,000 1,200
理論 〜 R2 885,200 541,200 344,000 344,000 344,000 688,000 196,000 1,200

博
士
後
期
課
程

法学・政治学 〜 R2 669,700 429,700 240,000 240,000 240,000 480,000 186,000 1,200 2,500
経済学・経営学 〜 R2 667,200 427,200 240,000 240,000 240,000 480,000 186,000 1,200

人文
科学

心理学・臨床心理学
教育学以外 〜 R2 663,200 423,200 240,000 240,000 240,000 480,000 180,000 1,200 2,000
心理学・

臨床心理学・教育学 〜 R2 693,200 453,200 240,000 ＊　30,000 
270,000 240,000 ＊　30,000 

510,000 180,000 1,200 2,000

自然
科学

実験 〜 R2 905,200 580,200 325,000 ＊　70,000 
395,000 325,000 ＊　70,000 

720,000 184,000 1,200
理論 〜 R2 835,200 510,200 325,000 325,000 325,000 650,000 184,000 1,200

専門職大学院　法務研究科 〜 R2 1,301,200 744,200 557,000 557,000 557,000 1,114,000 186,000 1,200
※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　TEL：03-3988-3288　学習院目白キャンパス内
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国際センター

クローバル・キャンパス・アジア東京2020を開催

■学習院生と海外研修生が共に学ぶ
　アニメ・漫画に見る日本の文化・社会
　クローバル・キャンパス・アジア東京2020は、新型コロナウイルス感染症の世界
的拡大の影響をうけて、10月3日～12月19日の毎週土曜日9：00～11：00（日本
時間）にZoomを利用したオンライン形式で開催されました。参加者は、学習院大
学の学生（20名程度）と、海外の大学の学生（40名程度）です。海外からの参加者
は、韓国、中国、台湾、タイ、メキシコ、ブラジル、ポーランド、イギリス、オーストラリア
等、国籍が非常に多様です。今回のプログラムは、『ハイキュー！！』『君の名は。』『も
ののけ姫』『鬼滅の刃』等、世界でも広く親しまれている日本のアニメ・漫画作品を
取り上げました。それぞれの作品の中で日本の文化・社会のどのような側面が反
映されているのかについて、日本人学生と外国人学生が話し合い、話し合った内容
を論理的に整理し、その内容を聴衆にわかりやすく伝えられる魅力的なプレゼン
テーションを行うことを目指しました。

学習院大学と海外大学との協定締結について

　この度、学習院大学では新規に下記の大学と大学間協定を締結しました。現在
もいくつかの大学と、協定締結の協議を行っています。

・ヴィリニュス大学
　リトアニアの首都ヴィリニュスに所在する国立総合大学で、キャンパスの多く
はユネスコ世界遺産に登録された旧市街に位置しています。同大学は北海道大
学、東北大学、筑波大学、早稲田大学、立命館大学、上智大学等の日本の大学
と学生交換を含む協定を締結しており、日本人留学生の受入実績も豊富です。

創　立： 1579年
所在地： リトアニア ヴィリニュス
学生数： 19,996人（2018/2019）
学部等： Chemistry and Geosciences, Communication, Economics 

and Business Administration, History, Law, Mathematics 
and Informatics, Medicine, Philology, Philosophy, 
Physics, Institute of International Relations and Political 
Science 等

本学にとって、リトアニアの大学とは初
めて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。

「オンライン日本語チャットルーム」開催

　国際センターでは、海外協定校の留学生と国際センターボランティア学生を対
象として、「オンライン日本語チャットルーム」を実施しました。これは、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受け9月からの留学受入が中止されたことに伴い、協定
留学生と学習院大学生との交流機会を提供するために企画したものです。

　2020年10月から2021年2月まで、毎月2回実施します。募集の段階では学習
院大学生70名近い多数の応募がありました。留学生1人と、学習院大学生2～3
人のグループが作れるように、人数を調整し、毎月の参加者はおよそ30名程度と
させていただきました。
　初対面の人同士でも会話が弾むように、毎回テーマを設定しました。

《各回のテーマ》
第1回「About myself」
第2回「My hometown」
第3回「Language（s） I'm interested in」
第4回「How to stay healthy」
第5回「My language study」

　自分自身のことや出身地、健康、言語や言語学習など、留学生と学習院大生
双方にとって身近で話しやすく、興味がひかれるようなテーマを選定しました。
　参加者にはテーマについて話すときに見せたい画像を準備することをお願い
し、当日はお互いに画面共有機能を使いながら会話をしました。自分の画像フォル
ダから画像を見せたり、インターネット上の画像を見せたり、なかにはオンライン日
本語チャットルームのためにPPTを作成し、スライドショーを見せたりする人もいま
した。初対面の人と、ただ自由に話すだけでは盛り上がりにくいこともありますが、
画像を見せ合いながらだと話しやすくなったようです。

　初回の「オンライン日本語チャットルーム」は会話のテーマを「About myself」
とし、協定留学生10名とボランティアの学習院大学生17名、計27名が自宅から
オンラインで参加しました。終了後のアンケートでは、ほとんどの参加者から「満足
した」という回答が得られました。そのほか、交流の機会が得られたことを喜んで
いるコメントが多く寄せられました。

　「オンライン日本語チャットルーム」開催のお知らせへの反響や毎回の参加者
の積極的な交流の様子からは、学習院大学生の国際交流への意欲と、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で少なくなった、人同士の交流の機会がいかに求めら
れているかが感じられました。国際センターでは今後も国際交流の機会の提供を
続けていきますので、皆さんの参加をお待ちしています。

2021年度４月受入れ協定留学生の
バディの募集について

　国際センターでは、４月に来日する協定留学生のためのバディの募集を３月上
旬に開始します。バディには、仲間、友達、相棒という意味があり、バディになった
場合、協定留学生到着時のオリエンテーションのお手伝いを始め、担当留学生の
日常生活のサポートをしていただきます。
　バディの募集は、国際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て
おり、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。
※ボランティア登録を希望する方は、国際センターホームページや、G-Portのお
　知らせをご覧ください。

海外短期研修奨学金の募集について

　国際センターでは、夏季または春季の長期休業期間中にオンラインにより本学
が主催する短期研修に参加し、有意義な成果を収めた学生を経済的に支援する
ため、奨学金を支給します。
　詳細は、G-Portに掲載されている募集要項を確認の上、応募してください。
※本学では、外務省が発出する「危険情報」「感染症危険情報」ともに、レベル1以

下に引き下げられるまで、学生・教職員の渡航を原則禁止としていることから、海
外で実施される短期研修を対象とした奨学金の募集は見合わせています。

国際センターホームページのご案内

　国際センターでは、留学、海外研修、国際交流に関する各種プログラム、キャン
パス内国際交流イベント、奨学金や助成金等の情報を、国際センターホームペー
ジ、G-Port及び掲示板を通してできるだけ分かりやすく、随時お知らせしていき
ます。
　留学や国際交流に興味を持たれた方は、まずはこちらを確認してください。
https：//www.univ.gakushuin.ac.jp/global/ （日本語）
https：//www.univ.gakushuin.ac.jp/en/global/ （English）
　またFacebookでも国際センター主催イベントの告知や実施状況を報告して
います。
https：//www.facebook.com/ic.gakushuin.ac.jp/

語学能力試験受験の助成について

　国際センターでは、留学希望者への経済支援の一環として、留学に必要な語
学能力試験を受験する学生への受験料助成制度を実施しています。対象は英
語のほか、ドイツ語、フランス語、イタリア語、中国語、韓国語など多岐に亘ります。
募集は1月及び7月の年2回行います。
　本年度第2回の応募締切は、1月15日(金）です。募集要項等は、国際センター
ホームページ及びG-Portで確認してください。

留学フェア

　国際センターでは、10月26日（月）～30日（金）の5日間、2020年度第2回「留
学フェア」を開催しました。本フェアは、留学や国際交流に関心がある学生に、より
気軽に相談等をしてもらえる場として国際センターで年2回実施しています。今年
度は、新型コロナウイルスの影響によりオンラインにて行い、留学に関心のある皆
さんのAfterコロナに向けた後押しになるように実施しました。
●26日（月）～29日（木）
　協定留学経験者による「留学経験談紹介」「質疑応答」「個別相談」
●30日（金）
　「チャットルーム2020 ～一人の勉強とは違う体験をしてみませんか♪～」
　期間を通して多くの方に参加いただき、留学や国際交流についての活発な情
報交換の場となりました。

留学生「和菓子作り」「風鈴絵付け」体験教室（遠隔）を
実施しました［霞会館教育助成金事業］

　本学では一般社団法人霞会館のご助成のもと、例年10月に留学生バス旅行
を開催し、留学生の皆さんに、日本の文化や自然に触れる機会を提供していま
す。令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を中止
しました。その代わりに、国際センターでは、11月から12月に留学生・国際セン
ターボランティア学生を対象として「和菓子作り」「風鈴絵付け」体験教室（遠隔）
を開催いたしました。
　・11月25日（水）「和菓子作り体験教室」

福井県に300年以上続く老舗菓子店『御素麺屋』の和菓子職人さんの指導
を受けながら、秋の上生菓子3種類を作りました。皆さん四苦八苦しながら、
かわいらしい和菓子を作っていました。

　・12月1日（火）「江戸風鈴絵付け体験教室」
江戸時代の末期から庶民に知られるようになったガラスの風鈴、それ以前
は、 庶民が手の届かない程高価なものでした。大名や豪商たちの中で珍品と
して崇め奉られ、“風琴”と呼ばれお屋敷の部屋の中に下げられていました。
透明なガラスの風鈴に思い思いの絵柄を内側から絵付けして作りました。

　コロナ禍のなか、限られた状況のなかでしか交流ができませんでしたが、留学生・ボラ
ンティア学生ともに同じ時間を共有し、日本の伝統文化に触れたひと時を過ごしました。
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インフォメーション

国際センター

クローバル・キャンパス・アジア東京2020を開催

■学習院生と海外研修生が共に学ぶ
　アニメ・漫画に見る日本の文化・社会
　クローバル・キャンパス・アジア東京2020は、新型コロナウイルス感染症の世界
的拡大の影響をうけて、10月3日～12月19日の毎週土曜日9：00～11：00（日本
時間）にZoomを利用したオンライン形式で開催されました。参加者は、学習院大
学の学生（20名程度）と、海外の大学の学生（40名程度）です。海外からの参加者
は、韓国、中国、台湾、タイ、メキシコ、ブラジル、ポーランド、イギリス、オーストラリア
等、国籍が非常に多様です。今回のプログラムは、『ハイキュー！！』『君の名は。』『も
ののけ姫』『鬼滅の刃』等、世界でも広く親しまれている日本のアニメ・漫画作品を
取り上げました。それぞれの作品の中で日本の文化・社会のどのような側面が反
映されているのかについて、日本人学生と外国人学生が話し合い、話し合った内容
を論理的に整理し、その内容を聴衆にわかりやすく伝えられる魅力的なプレゼン
テーションを行うことを目指しました。

学習院大学と海外大学との協定締結について

　この度、学習院大学では新規に下記の大学と大学間協定を締結しました。現在
もいくつかの大学と、協定締結の協議を行っています。

・ヴィリニュス大学
　リトアニアの首都ヴィリニュスに所在する国立総合大学で、キャンパスの多く
はユネスコ世界遺産に登録された旧市街に位置しています。同大学は北海道大
学、東北大学、筑波大学、早稲田大学、立命館大学、上智大学等の日本の大学
と学生交換を含む協定を締結しており、日本人留学生の受入実績も豊富です。

創　立： 1579年
所在地： リトアニア ヴィリニュス
学生数： 19,996人（2018/2019）
学部等： Chemistry and Geosciences, Communication, Economics 

and Business Administration, History, Law, Mathematics 
and Informatics, Medicine, Philology, Philosophy, 
Physics, Institute of International Relations and Political 
Science 等

本学にとって、リトアニアの大学とは初
めて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。

「オンライン日本語チャットルーム」開催

　国際センターでは、海外協定校の留学生と国際センターボランティア学生を対
象として、「オンライン日本語チャットルーム」を実施しました。これは、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受け9月からの留学受入が中止されたことに伴い、協定
留学生と学習院大学生との交流機会を提供するために企画したものです。

　2020年10月から2021年2月まで、毎月2回実施します。募集の段階では学習
院大学生70名近い多数の応募がありました。留学生1人と、学習院大学生2～3
人のグループが作れるように、人数を調整し、毎月の参加者はおよそ30名程度と
させていただきました。
　初対面の人同士でも会話が弾むように、毎回テーマを設定しました。

《各回のテーマ》
第1回「About myself」
第2回「My hometown」
第3回「Language（s） I'm interested in」
第4回「How to stay healthy」
第5回「My language study」

　自分自身のことや出身地、健康、言語や言語学習など、留学生と学習院大生
双方にとって身近で話しやすく、興味がひかれるようなテーマを選定しました。
　参加者にはテーマについて話すときに見せたい画像を準備することをお願い
し、当日はお互いに画面共有機能を使いながら会話をしました。自分の画像フォル
ダから画像を見せたり、インターネット上の画像を見せたり、なかにはオンライン日
本語チャットルームのためにPPTを作成し、スライドショーを見せたりする人もいま
した。初対面の人と、ただ自由に話すだけでは盛り上がりにくいこともありますが、
画像を見せ合いながらだと話しやすくなったようです。

　初回の「オンライン日本語チャットルーム」は会話のテーマを「About myself」
とし、協定留学生10名とボランティアの学習院大学生17名、計27名が自宅から
オンラインで参加しました。終了後のアンケートでは、ほとんどの参加者から「満足
した」という回答が得られました。そのほか、交流の機会が得られたことを喜んで
いるコメントが多く寄せられました。

　「オンライン日本語チャットルーム」開催のお知らせへの反響や毎回の参加者
の積極的な交流の様子からは、学習院大学生の国際交流への意欲と、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で少なくなった、人同士の交流の機会がいかに求めら
れているかが感じられました。国際センターでは今後も国際交流の機会の提供を
続けていきますので、皆さんの参加をお待ちしています。

2021年度４月受入れ協定留学生の
バディの募集について

　国際センターでは、４月に来日する協定留学生のためのバディの募集を３月上
旬に開始します。バディには、仲間、友達、相棒という意味があり、バディになった
場合、協定留学生到着時のオリエンテーションのお手伝いを始め、担当留学生の
日常生活のサポートをしていただきます。
　バディの募集は、国際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て
おり、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。
※ボランティア登録を希望する方は、国際センターホームページや、G-Portのお
　知らせをご覧ください。

海外短期研修奨学金の募集について

　国際センターでは、夏季または春季の長期休業期間中にオンラインにより本学
が主催する短期研修に参加し、有意義な成果を収めた学生を経済的に支援する
ため、奨学金を支給します。
　詳細は、G-Portに掲載されている募集要項を確認の上、応募してください。
※本学では、外務省が発出する「危険情報」「感染症危険情報」ともに、レベル1以

下に引き下げられるまで、学生・教職員の渡航を原則禁止としていることから、海
外で実施される短期研修を対象とした奨学金の募集は見合わせています。

国際センターホームページのご案内

　国際センターでは、留学、海外研修、国際交流に関する各種プログラム、キャン
パス内国際交流イベント、奨学金や助成金等の情報を、国際センターホームペー
ジ、G-Port及び掲示板を通してできるだけ分かりやすく、随時お知らせしていき
ます。
　留学や国際交流に興味を持たれた方は、まずはこちらを確認してください。
https：//www.univ.gakushuin.ac.jp/global/ （日本語）
https：//www.univ.gakushuin.ac.jp/en/global/ （English）
　またFacebookでも国際センター主催イベントの告知や実施状況を報告して
います。
https：//www.facebook.com/ic.gakushuin.ac.jp/

語学能力試験受験の助成について

　国際センターでは、留学希望者への経済支援の一環として、留学に必要な語
学能力試験を受験する学生への受験料助成制度を実施しています。対象は英
語のほか、ドイツ語、フランス語、イタリア語、中国語、韓国語など多岐に亘ります。
募集は1月及び7月の年2回行います。
　本年度第2回の応募締切は、1月15日(金）です。募集要項等は、国際センター
ホームページ及びG-Portで確認してください。

留学フェア

　国際センターでは、10月26日（月）～30日（金）の5日間、2020年度第2回「留
学フェア」を開催しました。本フェアは、留学や国際交流に関心がある学生に、より
気軽に相談等をしてもらえる場として国際センターで年2回実施しています。今年
度は、新型コロナウイルスの影響によりオンラインにて行い、留学に関心のある皆
さんのAfterコロナに向けた後押しになるように実施しました。
●26日（月）～29日（木）
　協定留学経験者による「留学経験談紹介」「質疑応答」「個別相談」
●30日（金）
　「チャットルーム2020 ～一人の勉強とは違う体験をしてみませんか♪～」
　期間を通して多くの方に参加いただき、留学や国際交流についての活発な情
報交換の場となりました。

留学生「和菓子作り」「風鈴絵付け」体験教室（遠隔）を
実施しました［霞会館教育助成金事業］

　本学では一般社団法人霞会館のご助成のもと、例年10月に留学生バス旅行
を開催し、留学生の皆さんに、日本の文化や自然に触れる機会を提供していま
す。令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を中止
しました。その代わりに、国際センターでは、11月から12月に留学生・国際セン
ターボランティア学生を対象として「和菓子作り」「風鈴絵付け」体験教室（遠隔）
を開催いたしました。
　・11月25日（水）「和菓子作り体験教室」

福井県に300年以上続く老舗菓子店『御素麺屋』の和菓子職人さんの指導
を受けながら、秋の上生菓子3種類を作りました。皆さん四苦八苦しながら、
かわいらしい和菓子を作っていました。

　・12月1日（火）「江戸風鈴絵付け体験教室」
江戸時代の末期から庶民に知られるようになったガラスの風鈴、それ以前
は、 庶民が手の届かない程高価なものでした。大名や豪商たちの中で珍品と
して崇め奉られ、“風琴”と呼ばれお屋敷の部屋の中に下げられていました。
透明なガラスの風鈴に思い思いの絵柄を内側から絵付けして作りました。

　コロナ禍のなか、限られた状況のなかでしか交流ができませんでしたが、留学生・ボラ
ンティア学生ともに同じ時間を共有し、日本の伝統文化に触れたひと時を過ごしました。
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インフォメーション 図 書 館
へ行こう

特集：図書館の非来館型サービスのご紹介

　図書館では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための入構規制により来館利用ができない学生向けに、自宅にて学習や研究ができる便利
なサービスを提供しています。その中から2つのサービスをご紹介します。
　各申込専用ページのアクセス先や、サービスの注意事項、申し込み方法の詳細は7月31日および10月29日付G-Portをご覧ください。
　なお、申し込み数が予定数に達した際はサービスを中止する場合があります。

【郵送貸出サービス、雑誌論文の複写送付サービス】

■図書の郵送貸出サービス
　図書の郵送貸出サービスは5月より開始し、9月末時点で約3,800
冊の郵送貸出を行いました。
・対象資料：大学図書館、法経図書センター、理学部図書室、学外庫の

「図書」のうちGLIM/OPACで「利用可能」となっている資料
・送付方法：レターパック（送料大学負担。返却時は自己負担）
・送 付 先：大学に登録されている住所（ただし海外不可）
・申込冊数：1回の申し込みで3冊まで（回数制限なし）

申し込みは、郵送貸出申込専用ページにアクセスし、G-Portと同じ
ID/PWでログインしてください。

論文が掲載されている「雑誌」
をGLIM/OPACで検索し、
必要な巻号の所蔵を確認する

サービスの対象であること
を確認したら、雑誌論文複
写申込ページにアクセス
し、ログイン後、入力

※研究生・科目等履修生の方は、GLIM/OPACのメニューバーにあ
る「お問い合わせ」から、お申し込みください。

■雑誌論文の複写送付サービス
　学内にある雑誌の論文をコピーしてご自宅に郵送するサービスを6
月より開始し、9月末時点で約230人から延べ640件のお申し込みが
ありました。
・対象資料：大学図書館、法経図書センター、理学部図書室、学外庫の「学

術雑誌」のうちGLIM/OPACで「貸出中」になっていない資料
・送付方法：普通郵便（送料大学負担）
・送 付 先：大学に登録されている住所（ただし海外不可）
・申込件数：1日1回の申し込みで5論文まで（回数制限なし）

申し込みは雑誌論文複写申込ページから受け付けています。

◆その他各種問い合わせ、資料の入手方法のご相談は…
　GLIM/OPACのメニューバー「お問い合わせ」から専用フォームで
お問い合わせください。

読みたい雑誌論文をCiNii Articles等で発見したら…

東洋文化研究所

第103回東洋文化講座を開催しました

　東洋文化研究所では、研究成果を広く社会に還元する取り組み
の一環として、毎年秋に、学生および一般の受講者を対象とした「東
洋文化講座」を開講しています。今年度は新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）の収束が見込めなかったため、Zoomによるオン
ライン形式の開催に変更しました。

第103回（12月16日）　堀内淳一氏（皇學館大学文学部准教授）
「華化」と「漢化」ー北魏孝文帝の改革から

　初めてのオンライン開催にも拘らず、数多くの方にご来場頂き、大
変好評な様子でした。来年度秋にも「東洋文化講座」を開講する予
定です。入場無料ですので、お気軽にお越しください！

「株式会社学習院蓁々会」

学芸員課程事務室

　令和2年度の博物館学芸員資格取得者は、令和3年3月10日
（水）頃に発表します。（資格判定の対象者には、G-Portでもお知ら
せします）

令和2年度「博物館学芸員資格取得者」の発表
　令和2年度に博物館学芸員資格を取得した者に対して、「博物館
学芸員資格取得証明書」を交付します。交付の時期は、3月20日

（土・祝）頃を予定しています。交付方法については、3月上旬を目途
にG-Portにてお知らせする予定です。

「博物館学芸員資格取得証明書」の交付
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キャリアアップ
 サポート

3年生・博士前期課程1年生へ
■学内企業説明会　開催

●開催日：2月22日（月）～3月10日（水）※土・日除く
　参加企業・時間・手法等の詳細は別途G-Portをご確認ください。
　約300社の企業の採用に関する説明を聞くことができる大変有用
な機会です。積極的に参加してください。

　資料室は西5号館4階・キャリアセンター事務室の隣です。
求人票や会社説明会の案内ファイル、先輩たちの就職活動報
告書、会社案内や公務員のパンフレット、就職活動に役立つ書
籍等があります。またPCコーナーは、キャリア・就職関係の資
料収集等に利用できます。ぜひご利用ください。

［開室時間］
月～金　8:40～16:30　土　8:40～12:00

※新型コロナウイルス感染症防止の対策により、利用時間や利用方法は変
更になることがあります。最新情報はG-Portにて確認してください。

◆ キャリアセンター資料室の活用◆

キャリアセンター

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

保健センター

2021年度定期健康診断実施について

注意事項
●各自持参のTシャツを着衣してください。寒いことが予測されます

ので長袖Tシャツをお勧めします。無地であれば色は問いません。
　（刺しゅう、プリントなど飾りのあるもの。背中にもボタンやファス

ナー、金具のついているものは、胸部X線検査への影響が考えら
れるため着用を控えてください。）

●会場で個人票を記入してもらいます。黒のボールペンを持参して
ください。

●ネックレス、口紅、マニキュアなどはしないでください。
●頭頂部でまとめた髪型は、身長測定ができませんのでご注意く

ださい。
●メガネ、コンタクトレンズ使用者は、装着したまま視力測定します。
●受診中は携帯電話の電源を切ってください。電磁波の影響によ

り、まれに検査機器が誤作動することがあります。

●健康診断中の貴重品管理は、個人の責任のもとに行ってください。
●期間中、指定された日時に受けられない場合は、他の日時に受け

てください。
●健康診断で再検査が必要な方には、G-portまたは携帯電話にご

連絡します。
●健康診断の結果は、1ヶ月以内にG-portで閲覧できます。
●健康診断を受けていない場合や、学年で指定された項目を受け

なかった場合は、健康診断証明書の発行はできませんので、ご注
意ください。

●科目等履修生、委託生、研究生、法務研究生、法務研修生は別途
配布した用紙をご覧ください。

　定期健康診断は、学校保健安全法により定められています。年に一度は健康チェックをしましょう。

4年生・博士前期課程2年生へ

■「進路決定届（就職・進学・その他）」「就職活動報告書」の
　 提出について

●「進路決定届」は全員提出が義務付けられています。
　就職内定または就職以外の進路が決定していて未提出の
方は、至急提出してください。
・ 進路決定届の提出方法
（①～③のいずれかの方法で提出してください）
①G-Portでの入力
②就職ガイドブックに挟んである進路決定届ハガキの投函
③キャリアセンター窓口にある用紙に記入して提出

●「就職活動報告書」は就職内定者に任意で提出をお願いし
ています。就職が内定した方は、提出にご協力をお願いいた
します。（「進路決定届」の提出方法の①②の方法で提出が
できます。）

■就職希望者で内定していない学生へ
　就職希望者でまだ内定を得ていない学生は、速やかにキャリアセ
ンターに連絡してください。職員が個別に相談に応じ、求人の紹介
も行っています。

スポーツ・健康科学センター

学生相談室

■開室日　下記の閉室日を除き、平常通りに開室しています。
《開室時間》　月～金曜日　9：30～17：00
 （12：00～13：00 昼休みにつき閉室）
 土曜日　　　9：30～12：30
 （昼休みなし）
■閉室日　日曜・祝日
 入試期間　令和3年2月6日（土）～2月11日（木・祝）
■場　所　中央教育研究棟2階
■電　話　03-5992-1062
■ホームページ　https://www.gakushuin.ac.jp/univ/sco/
＊学生相談室の受付、または電話で、事前に相談の予約をおとりください。緊急の場合

は、なるべく早く相談に応じられるように調整します。
＊相談室は秘密厳守としており、相談者のプライバシーは固く守られますので、安心して

ご利用ください。
＊相談は無料です。
＊ご家族・保証人の方々からの学生本人に関するご相談もお受けしています。
＊相談内容や希望に応じて、学内の他の窓口や学外の専門機関を紹介します。
＊新型コロナウイルス感染症の状況が悪化した場合、開室日時等に変更が生じる場合が

あります。その際は、学生相談室ホームページにて改めてお知らせいたします。

春季休業中の開室日および開室時間について

　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。

※現在、新型コロナウイルス感染防止対策を勘案し、開室時間や講習会のスケ
ジュールを検討しています。最新の情報はスポーツ・健康科学センターホーム
ページ（https://www.gakushuin.ac.jp/univ/shsc/）で確認ができます。

■ 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
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春季休業中の開室日および開室時間について

　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。

※現在、新型コロナウイルス感染防止対策を勘案し、開室時間や講習会のスケ
ジュールを検討しています。最新の情報はスポーツ・健康科学センターホーム
ページ（https://www.gakushuin.ac.jp/univ/shsc/）で確認ができます。

■ 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

●2021年度定期健康診断実施日程　 ※健康診断会場は西１号館です
　※日程変更する場合があります。

日　程 4月1日（木） 4月2日（金） 4月3日（土） 4月5日（月） 4月6日（火）

対象学生 対象となる学年・性別等は未定です。
※混雑緩和のため、学部ごとに時間を区切らせていただく予定です。

時　間 時間厳守 　受付時間　8：30〜11：30、13：00〜16：00

順　序

　①西1号館　教室で更衣。
　②受付で学生証提示。
　③係の誘導に沿って受ける。
　④健診がすべて終了後、1階で個人票を提出する。
　⑤教室で更衣を済ませ終了。

項　目
【 4年生・大学院生・法科大学院生 】 身長・体重・視力・血圧・胸部X線・内科診察（簡易聴力）
【 1・2・3年生 】 身長・体重・血圧・胸部X線・内科診察（簡易聴力）
※内科診察時、医師から指示があった場合心電図検査等があります。

持ち物 ※学生証、黒ボールペン、無地のTシャツ

　学長室保健センター　☎03- 5992 -1258

※	決定次第HPまたは	
学内に掲示します。



学習院大学通信

11 January 2021 vol.88

CONTENTS

裏表紙

在学生の皆様へ［院長］
学習院NOW
●第71回四大学運動競技大会
●本学運動部常任委員会×甲南大学体育会本部 
　Zoom座談会
●第51回大学祭（桜凛祭）
●令和2年度　「学生の提言」受賞者について

試験について
●令和2年度　学年末試験について
インフォメーション
●学生センター教務課　●教職課程事務室
●計算機センター　●学生センター学生課　
●外国語教育研究センター　●財務部　●国際センター
●学芸員課程事務室　●東洋文化研究所　

02
03

04

図書館へ行こう
●特集：図書館の非来館型サービスのご紹介
キャリアアップサポート
●キャリアセンター
ヘルス・サポート
●スポーツ・健康科学センター　●学生相談室
●保健センター
修了式・卒業式・入学式日程について
令和3年度　学年暦

04

13

14

14

本誌掲載の内容は、変更になる場合があります。最新情報については、学習院大学ホームページにてご確認をお願いします。（https://www.univ.gakushuin.ac.jp/）

修了式・卒業式・入学式日程について

令和3年度　学年暦

学習院大学通信　COMPASS vol.88　2021年1月11日発行　次号の発行は4月になります。　◆編集発行◆　学習院大学学生センター学生課　東京都豊島区目白1-5-1
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◆令和２年度　修了式・卒業式の日程について◆

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催内容等を変更する可能性がございます。最新情報は本学ホームページ（https://www.univ.gakushuin.ac.jp/）にてお知らせいたします。

◆令和３年度　入学式の日程について◆
　令和3年度の入学式は4月3日（土）に挙行する予定ですが、新型コロナウイルス感染症による影響から、現在、開催方法等を検討しております。詳細が決定しましたら本
学ホームページ（https://www.univ.gakushuin.ac.jp/）にてお知らせいたします。

●学部・大学院
第１学期

行事等 日程
オリエンテーション 4月1日（木）〜7日（水）
健康診断 4月1日（木）〜6日（火）
入学式（学部・大学院・法科大学院合同） 4月3日（土）
○履修事前登録期間（学部・大学院） 4月8日（木）〜12日（月）
第1学期授業開始 4月15日（木）
○履修登録期間（学部・大学院） 4月15日（木）〜21日（水）
○履修登録修正期間 4月29日（木）・30日（金）
大学開学記念日（開講日） 5月15日（土）
○履修取消期間（第1学期） 6月3日（木）〜5日（土）
授業評価アンケート実施 6月24日（木）〜7月7日（水）

補講期間
7月10日（土）
＊1・2限は通常授業、3・4時限のみ補講実施
7月15日（木）

◇試験振替期間 ※ 7月16日（金）〜22日（木）
授業振り返り 7月23日（金）〜29日（木）

◇学期末試験追試験出願期間 　　　　　  〜7月27日（火）
休講日 7月30日（金）・31日（土）
第1学期授業終了（学期末試験を含む） 7月31日（土）
夏季休業 8月1日（日）〜9月12日（日）
集中講義期間 8月31日（火）〜9月3日（金）・6日（月）
◇学期末試験追試験 9月7日（火）〜10日（金）
第 2学期

行事等 日程
〇履修事前登録期間 （学部・大学院） 9月1日（水）〜3日（金）
第2学期授業開始 9月13日（月）
○履修登録修正期間 9月20日（月）〜24日（金）
開院記念日 10月17日（日）
四大学運動競技大会（休講日） 10月22日（金）〜24日（日）

大学祭（準備・後片付日含む）（休講日） 10月31日（日）〜11月4日（木）
○履修取消期間（第 2 学期） 11月10日（水）〜12日（金）
授業評価アンケート実施 12月6日（月）〜18日（土）

冬季休業 12月27日（月）〜1月7日（金）
補講期間 1月8日（土）、11日（火）〜13日（木）、17日（月）・18日（火）
休講日 1月14日（金）・15日（土）
◇試験振替期間 1月19日（水）〜29日（土）
◇予備日 1月31日（月）
第 2 学期授業終了（学年末試験を含む） 1月31日（月）
◇学年末試験追試験出願期間 　　　　　  〜2月3日（木）
春季休業 2月1日（火）〜3月31日（木）
◇学年末試験追試験 2月16日（水）〜22日（火）

卒業者・修了者発表 3月10日（木）
卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同） 3月20日（日）

○履修・成績関係行事
◇試験関係行事

【休日開講日】
授業日：4 月 29 日（木） ［昭和の日］
授業日：5 月 3 日（月） ［憲法記念日］
授業日：5 月 4 日（火） ［みどりの日］
授業日：5 月 5 日（水） ［こどもの日］
授業日：5 月 15 日（土） ［大学開学記念日］

試験振替日：7 月 22 日（木） ［海の日］
授業日：9 月 20 日（月） ［敬老の日］
授業日：9 月 23 日（木） ［秋分の日］
授業日：11 月 23 日（火） ［勤労感謝の日］

●法科大学院
第１学期

行事等 日程
オリエンテーション 4月1日（木）
健康診断 4月1日（木）〜6日（火）
入学式（学部・大学院・法科大学院合同） 4月3日（土）

第1学期授業開始 4月5日（月）
○履修登録期間（第1学期） 4月1日（木）〜4日（日）
○履修登録修正期間（第1学期） 4月15日（木）〜21日（水）

大学開学記念日（開講日） 5月15日（土）
○履修取消期間（第1学期） 5月27日（木）〜29日（土）
授業評価アンケート実施 7月1日（木）〜14日（水）
◇学期末試験 7月19日（月）〜24日（土）
休講日 7月26日（月）〜31日（土）
◇学期末試験追試験出願期間 　　　　　 〜7月28日（水）
第1学期授業終了（学期末試験を含む） 7月31日（土）
夏季休業 8月1日（日）〜9月12日（日）
◇学期末試験追試験 9月7日（火）〜10日（金）
第 2学期

行事等 日程
第 2 学期授業開始 9月13日（月）
○履修登録期間（第 2 学期） 9月6日（月）〜9日（木）
○履修登録修正期間（第 2 学期） 9月20日（月）〜24日（金）
開院記念日 10月17日（日）
四大学運動競技大会（休講日） 10月22日（金）〜24日（日）
大学祭（準備・後片付日含む）（休講日） 10月31日（日）〜11月4日（木）
○履修取消期間（第 2 学期） 11月10日（水）〜12日（金）
授業評価アンケート実施 12月6日（月）〜18日（土）

冬季休業 12月27日（月）〜1月7日（金）
休講日 1月8日（土）、11日（火）〜15日（土）

◇学年末試験 1月24日（月）〜29日（土）
第 2 学期授業終了（学年末試験を含む） 1月31日（月）
◇学年末試験追試験出願期間 　　　　　  〜2月2日（水）

春季休業 2月1日（火）〜3月31日（木）
◇学年末試験追試験 2月16日（水）〜22日（火）

卒業者・修了者発表 3月10日（木）
卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同） 3月20日（日）

○履修・成績関係行事
◇試験関係行事

【休日開講日】
授業日：4 月 29 日（木） ［昭和の日］
授業日：5 月 3 日（月） ［憲法記念日］
授業日：5 月 4 日（火） ［みどりの日］
授業日：5 月 5 日（水） ［こどもの日］
授業日：5 月 15 日（土） ［大学開学記念日］

試験日：7 月 22 日（木） ［海の日］
試験日：7 月 23 日（金） ［スポーツの日］
授業日：9 月 20 日（月） ［敬老の日］
授業日：9 月 23 日（木） ［秋分の日］
授業日：11 月 23 日（火） ［勤労感謝の日］

3月20日（土・祝）
10:00開式

 大学院（全課程、全研究科）
 専門職大学院（法務研究科）
 大学（全学部）

● 式典は、学習院創立百周年記念会館にて行いますが、感染症対策のため、修了生・卒業生は専攻・学科ご
とに会場（教室）を指定し、各教室に式典映像を投影します。実施する教室は改めてお知らせいたします。

● 当日の入構及び式典への出席は修了生・卒業生に限ります。ご家族の皆様におかれましては、式典へのご
参加を心待ちにされていたことと存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、ご家
族の皆様へWeb上で式典映像の同時配信を行います。詳細は本学ホームページ等で改めてお知らせします。

● 当日は、マスクを必ず着用してください。体調不良の方、37.5℃以上の発熱のある方の参加はお断りします。
●令和 2 年度修了者・卒業者の発表については、P.4 に記載しています。


