
学習院蓁々会からのお知らせ
8月1日（月）から9月15日（木）までの大学夏季休業中の売店・食堂他の営業時間は、7月中旬
に学習院蓁々会ホームページへ掲載予定です。
多くの店舗で休業または短縮営業になりますのでご注意願います。

学習院蓁々会ホームページ　http://g-shinshinkai.co.jp/
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夏季休業中の事務取扱時間
夏季休業期間中の土・日曜日、祝日と8月12日（金）～15日（月）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　
教職課程事務室）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
期　　間 曜　　日 時　　間 備　　考

8月13日（土）・14日（日）は閉門
＊8月22日～9月15日は工事のため通行不可
9月16日（金）より8：00～21：00

6：00～22：00

8：00～18：00

月～日

月～日

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

※1：8月12日（金）～15日（月）は閉室、休館となります。　※2：8月9日（火）～15日（月）は休室となります。

計算機センター

史料館
学芸員課程事務室

※1
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。

9：00～17：00
閉室

9：30～17：00 ※1

8月1日（月）～9月15日（木）
火・水・木　開室
（上記以外閉室）

学生相談室

大学図書館

9：30～17：00

8：50～18：00
休館

※1

※1
改修工事のため、※1以外にも
臨時休館を予定しています。

月～金
土・日

火・木　開室
（上記以外閉室）

法経図書センター

理学部図書室

8：50～20：00
休館

8：50～16：30
休室

※1

※2

月～金
土・日

月～金
土・日

月～金
土・日祝

【事務取扱】
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本学では 2016年 4月より次の先生方を新たにお迎えしました。
所属 氏名 職名 専門分野 主な担当科目 学生へのメッセージ

法
学
部

法
学
科

林　圭介 教授 民事手続法
民事執行法
倒産法
 「交渉と法」演習など

社会生活を送る上で大変重要なことは対話の充実です。サークル
やゼミなどを通じて、幅広い人々との対話を楽しんで下さい。充
実した対話が豊かで創造的な力を育ててくれます。また、読書も
先人との貴重な対話です。

辻　優 特別客員
教授

国際法、
外交実務（安全保障等）

特殊講義（外交実務、
国際法と国内法、
国際社会の刑事裁判）

国際社会が大きく動いていく中で、国際社会を規律する国際法の世
界も不断に変化している。外交官として、国際法や安全保障政策の
現場にいた経験を共有し、一緒に議論することで理解を深めたい。

政
治
学
科

三輪　洋文 准教授 日本政治過程論
特殊講義（イデオロギー
と現代政治）
日本政治過程論演習

普段当たり前だと思っていることも、よくよく考えてみると当たり
前ではないと分かることがあります。常識を疑って考えて直してみ
ることは知的にとても楽しいものです。大学の授業はその助けにな
るでしょう。

経
済
学
部

経
済
学
科

岡村　誠 特別客員
教授

応用ミクロ経済学、
産業組織論、公共経済学、
国際貿易

ミクロ経済学、
上級経済数学、入門演習

大学生時代は、時間が希少ではないので（たくさんある）むだに使い
がちですが人生全体を考えるとすごく希少な財です。大学でしか出
来ないこと、長編小説を読む、直接役に立たない哲学や歴史学、数
学などをかじってみる、ことに時間を使うことを強く薦めます。

経
営
学
科

斉藤　徹 特別客員
教授

起業、企業経営
ソーシャルキャピタル

企業経営とトップマネジメント 
企業経営とソーシャルキャピタル
起業論、インキュベーション塾

僕の志は、人を幸せにする起業家を輩出し、学生諸君とともに世界
をより優しい場所にしていくこと。就任してわずかですが、学生諸
君のおかげで毎日がとても幸せです。いつもありがとう！

山﨑　京子 特別客員
教授

組織行動学
人的資源管理

キャリア・デザイン
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

キャリア＝就活＝ゴール、と思わないで下さいね。自己成長にゴー
ルがないように、キャリアにもゴールはありません。いま、ここで
の経験の積み重ねが、これからのキャリアの指針になる、その連続
です。恐れずにチャレンジしましょう！

本川　勝哲 准教授 財務会計
財務会計
国際会計
経営入門演習

「高校までは、おそらく確かだろうことを学びます。しかし、大学からは確か
かどうか分からないことを学びます。」これは、私が大学に入学した時のオリエ
ンテーションで学寮長からかけられた言葉です。そもそも、この言葉は確か
でしょうか。もし確かだと考えるなら、皆さんは大学で何をどう学びますか。

文
学
部

哲
学
科

宮本　郷史 助教 日本思想史
この4年間（延長がなければ）でたくさんの旅行とたくさんの読書を最低限
して欲しい。それもどちらも１人で。友達と一緒に旅行なんて不必要、
知り合いと読書会も要らぬ。じっくりゆったり１人の時間をできるだけ
多く持つ４年間に。時間の感覚を忘れて学年を忘れてしまうくらいに。

英
語
英
米

文
化
学
科

熊澤　清美 助教 英語学
意味論

文化背景演習
英語R(中級）

大学生活には自由があります。それは同時に自分自身に責任がある
ということです。社会の一員としての自覚をもち、勉強だけでなく、
様々なことに挑戦し経験をつんでください。そして、楽しい学生生
活を送ってください。

心
理
学
科

田中　千穂子 教授 臨床心理学 臨床心理学〜関係性で
とらえるこころの育ち

臨床心理学は、パソコンやスマホではなく、なまのこころに触れる
面白さと怖さ、奥深さ、すさまじさなどを実感するところからはじ
まる不思議な学問です。

理
学
部

物
理
学
科

坪田　雅功 助教 結晶工学
物性物理学

物理実験２
物理実験３

学生時代は短いです。やりたいことを見つけ、やりたいことだけやっ
て楽しんでください。もし見つからなければ、目の前のことに全力で
挑んでみてください。培った考える力というのは他で活かすことがで
きます。

化
学
科

齊藤　結花 教授 物理化学
構造科学
化学演習2
化学実験

理系の教科が嫌いな人がいるかもしれません、もしそれらを難しい
と感じることがあれば、それはどこかに誤解があるからです。自然
科学の原理は、いつもシンプルで美しい形をしています。

坂田　周平 助教 放射年代学
地球化学

化学演習２
化学実験１

私達が住んでいる世界の仕組みは様々な手法で調べられてきま
した。その中でも化学は中心的な役割を果たしてきましたし、
これからもそうあるでしょう。化学の基礎を学ぶことで物事を
捉える視点が大きく開かれることを願います。

数
学
科

三石　史人 助教 リーマン幾何学
位相空間演習
曲線と曲面演習
位相空間入門演習

数学の良い所は何よりも自由である所です。将来何の役に立つかな
んて不自由な考えを捨てて数学を思いっきり楽しんでください。私
は皆さんの数学体験をサポートいたします。学生時代の数学体験は
皆さんの人生を豊かにしてくれるでしょう。

生
命
科
学
科

阿形　清和 教授 再生生物学
分子細胞生物学1 
分子細胞生物学4 
生命科学実験2

講義や実験のポイントを確実に押さえるトレーニングを積んでくだ
さい。どんな社会にでても、そのトレーニングが間違いなく役立つ
はずです。ポイントをはずさない学生、そして将来の社会人を目指
してください。

高島　明彦 教授 神経生物
（特にアルツハイマー病）

分子細胞生物
神経科学

全てのことに手抜きなし、全力でぶつかって、自分の未来への道を
切り開いて欲しい。そういう学生が好きです。

井上　武 助教 再生神経生物学 基礎科学実験
生命科学実験 おもしろく、おかしく、たのしくを真剣に。

住岡　暁夫 助教 神経科学
基礎科学実験（生命科学） 
生命科学実験1、2
生命科学先端研究技術演習Ⅱ

理学部生命科学科高島研究室に着任した住岡です。実習では、みなさんの
日常とは異なるやり方や約束事に驚かれるかもしれません。技術だけでは
なく、そうした手続き論の背景にある考え方も伝えられたら嬉しいです。

新任教員紹介
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所属 氏名 職名 専門分野 主な担当科目 学生へのメッセージ

国
際
社
会
科
学
部

国
際
社
会
科
学
科

伊藤　匡 教授 国際貿易論 ミクロ経済学
国際貿易論

自分自身で学ぶと同時に人から学ぶことが大切です。大学入学
時のやる気を維持しつつ、よく学び、よく遊び、よく考える充実
した大学4年間を送ってください。皆さんの成長を側面から支援
して参ります。

伊藤　元重 教授
国際経済学
産業経済
日本の経済政策

グローバル経済論
経済政策論 
International Business

経済のメカニズムが分かると、日本のこと世界のことがよくわかり
ます。いま内外で起きていることをできるだけビビッドに語ると同時
に、それを理解するための枠組みとしての経済学の考え方についても
伝えていければと考えています。

澁谷　覚 教授
消費者行動 
メディア・
コミュニケーション

マーケティング
マーケティングと消費者行動 
Marketing Strategy

皆さんと同じように、私たち国際社会科学部の教員もまたこの春から
学習院大学への新入生としてスタートします。これから皆さんと一緒
によい学部を作っていきたいと思っています。積極的にいろいろなこ
とを吸収しながら、楽しく充実した4年間にしましょう。

末廣　昭 教授 アジア経済論
アジア経済論入門
地域研究の手法
 Politics and Economy of Southeast Asia.

将来、国際社会で活躍するためには、今や過去の世界だけでなく、
20年後の世界を予測し分析する力が重要です。

野崎　與志子 教授
歴史社会学、
社会調査方法、高等教育、
日本研究、アメリカ研究

海外研修1＆2、
プレゼンテーション1＆2

学生参加型の授業で楽しく学べるクラスを作りたいと思っています。積極的な学
生を歓迎します。また、学生が英語圏でのアカデミックな活動に参加できるよう
に、知識やスキルを実践的に教えていきたいと思ってます。そのような文脈の中で、
私の専門にかかわるトピックを、議論することができたら嬉しいと思っています。

牧田　りえ 教授 地理学
開発研究

入門演習I・II
開発と環境の地理学

大学には新しいことに挑戦する機会が数多く用意されています。今
まで苦手だな、自分には関係ないなと思っていたこと（学問も含
む！）にも、勇気を出してぜひ飛び込んでみてください。思いがけな
い出会いと発見がきっとあなたを待っています。

柏木　昌成 准教授 マクロ経済学
国際マクロ経済学

マクロ経済学
国際金融論

米国で博士号を取得後、イタリアおよび台湾で研究教育活動に従
事してきました。国際社会科学部では、国際金融関連科目を中心
に講義するとともに、自分自身の多様な地域での社会経験を活か
し、国際経済・社会問題に対する多角的な視点を提供します。

玉置　えみ 准教授 社会学
人口学

社会学
International Migration 

ご入学おめでとうございます。大学生活を通して皆さんの可能性が
大きく広がることを願っています。また、授業を通じてそのお手伝
いが出来ればと思います。

趙　萌 准教授
中国経済、医療経済学、
教育経済学、開発経済学、
応用経済学

中国経済論
中国社会の経済分析
China's Economic
Sustainability and Social Issues

グローバル化の波はこれまで世界経済を大きく変容させてきました。
これからも変容させ続けていくでしょう。私はそうしたグローバル
なビジネスの世界で向き合うであろう機会や困難に対して準備した
いと思う学生の一助となりたいと思っています。

鄭　有希 准教授
組織行動論
戦略的人的資源管理
キャリア形成理論

マネジメント論
組織行動論
International Human
Resource Management

企業で働く「人」のパーソナリティ、価値観、職務態度、集団における人間関係など
が私の主な研究テーマです。このような知識は、日本社会だけにこだわって仕事が
できなくなったグローバル時代に最も必要なものです。学生がグローバルな人材と
して自ら問題を発見し、解決する知恵と力を身につけるような授業を目指します。

山﨑　泉 准教授
アフリカ地域研究、
教育経済学、開発経済学、
ミクロ実証分析

国際開発論、アフリカ経済論、
Education and Economic 
Development in Africa

社会の複雑な課題を解決するための高度な知的能力や認知能力は、
一度学問と真剣に向き合うことで身に着くと考えています。大学時
代の4年間は学問にしっかり取り組み、それを糧に国際社会に飛び出
していって下さい。

計
算
機

セ
ン
タ
ー

安部　健太 助教
（支援） 社会心理学

いま手にしているこの冊子のタイトル「コンパス」のように、みなさ
んの「針路」はこれからいろいろな方向に向かうことが出来ます。広
い視野をもって充実した学生生活を送ってください。

ス
ポ
ー
ツ・

健
康
科
学

セ
ン
タ
ー

北村　麻衣 助教 コーチング論
トレーニング論

スポーツ・健康科学
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

「バスケットボール」

仲間と共に身体を動かすことでより充実したキャンパスライフを
送って欲しいと思います。皆さんの輝く笑顔に出逢えることを楽し
みにしています。

外
国
語

教
育
研
究

セ
ン
タ
ー

小野　泰教 准教授 中国近代思想史
中国語B（初級）
中国語C（初級） 
中国語R（中級）［政治・経済］

大学生活の目標は、なにより自分自身の「問い」を発見し、それをと
ことん考え抜くことだと思います。私も授業を通して、みなさん自
身の「問い」の発見をサポートしていきたいと考えています。一緒に
頑張りましょう。

法
務
研
究
科

（
法
科
大
学
院
）

神田　秀樹 教授 商法 商法Ⅰ
会社法１

商法の対象は経済や社会の複雑な仕組みと活動であり、商法を勉強
すれば自分の知らないことや経験のないことに出会ったときにどう
対応するかという力を身に付けることができます。幅広く、充実し
た大学生活を送ってください。

髙橋　理恵 教授
（実務家教員） 刑事法

刑事訴訟法１
刑事模擬裁判
法文書作成指導３

学生ですから、勉強することはもちろんですが、それにとどまらず
多様な経験を積んで、人間力も鍛えていってください。どんな経験
もどこかで必ず役に立ちます。法曹になるにも、知識だけではなく、
人間力が必要です。
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試 験について

平成28年度　学期末試験について
■告　　　示
　すでに発表されたとおり、来る７月21日（木）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、誘惑をしりぞける勇気である。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28年７月

学　長

「棄権」の廃止について
　これまで、定期試験の行われる科目について、試験会場で解答用紙に「棄権」と大きく記載して意思表示をすることにより、当該科目の全ての
権利を放棄（具体的には無評価となり成績原簿に表示されない）することが認められていたが、平成27年度をもって、「棄権」は廃止された。仮
に「棄権」と書いても無効であり、正答ではないという評価を受けることになるので、十分に注意すること。

■学期末試験にあたって
　本年度学期末試験が７月21日（木）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28年７月

学生センター所長

1 時限

2 時限

3 時限

4 時限

5 時限

6 時限

  9：00～10：30

10：50～12：20

13：10～14：40

15：00～16：30

16：50～18：20

18：40～20：10

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28年度　学期末試験　実施日程・時間など
●大学・大学院　７月21日（木）～７月2８日（木） ●法科大学院　７月21日（木）～7月29日（金）、8月1日（月）～8月3日（水）

　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約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）

◆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
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、携帯電話・スマートフォン等の通信機能を
備えた機器については、持ち込みが許可されている場合を除き、
必ず電源を切って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）この他、学生は、試験場においては、監督者の指示に従わなけ
ればならない。

（12）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。

◆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）番号札又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、故意に番号札又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、携帯電話・

スマートフォン等の電子機器等を参照すること。
（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、携帯電話・スマートフォン
等の電子機器等を貸借すること。

（5）代理受験を依頼すること又は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、自己の答案を他人に写させ

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2日（火）まで（法科大学院は8月8日（月）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

平成28年度　学期末試験について
■告　　　示
　すでに発表されたとおり、来る７月21日（木）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、誘惑をしりぞける勇気である。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28年７月

学　長

「棄権」の廃止について
　これまで、定期試験の行われる科目について、試験会場で解答用紙に「棄権」と大きく記載して意思表示をすることにより、当該科目の全ての
権利を放棄（具体的には無評価となり成績原簿に表示されない）することが認められていたが、平成27年度をもって、「棄権」は廃止された。仮
に「棄権」と書いても無効であり、正答ではないという評価を受けることになるので、十分に注意すること。

■学期末試験にあたって
　本年度学期末試験が７月21日（木）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28年７月

学生センター所長

1 時限

2 時限

3 時限

4 時限

5 時限

6 時限

  9：00～10：30

10：50～12：20

13：10～14：40

15：00～16：30

16：50～18：20

18：40～20：10

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28年度　学期末試験　実施日程・時間など
●大学・大学院　７月21日（木）～７月2８日（木） ●法科大学院　７月21日（木）～7月29日（金）、8月1日（月）～8月3日（水）

　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約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）

◆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
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、携帯電話・スマートフォン等の通信機能を
備えた機器については、持ち込みが許可されている場合を除き、
必ず電源を切って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）この他、学生は、試験場においては、監督者の指示に従わなけ
ればならない。

（12）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。

◆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）番号札又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、故意に番号札又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、携帯電話・

スマートフォン等の電子機器等を参照すること。
（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、携帯電話・スマートフォン
等の電子機器等を貸借すること。

（5）代理受験を依頼すること又は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、自己の答案を他人に写させ

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2日（火）まで（法科大学院は8月8日（月）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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＜ 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。

■行き先別予防接種
●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、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
 　　　　　　　　   045-671-7042
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
　（祝日と年末年始を除く、月曜日から金曜日　8：30～17：15）

■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　03-3834-4102
　（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　9：00～17：00）

●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　9：00～17：00）
●都立多摩総合精神保健福祉センター　TEL　042-371-5560
　（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　9：00～17：00）

■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　17：００～22：00 ※受付は21：30まで）

●Tokyo English Life Line　TEL　03-5774-0992
（9：00-23：00 daily）

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

安倍能成記念教育基金奨学生の
選考結果

●総務部
　６月8日（水）開催の科長会議において、平成28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9日（木）、創立百周年記念会館3階第1会議室・第
2会議室において行われました。

夏季休業中の海外渡航について

Ⅰ. 大学が実施する省エネルギー対策

　5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、
エレベーター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２5年度から２7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28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
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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11年目。実際、学生の
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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２8年５月1日（日）～10月３1日（月）

平成２8年11月～平成２9年4月上旬（予定）

●平成２8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。）
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２6年度
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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（2日間）

8月中の土・日曜日、祝日が休業

　平成２8年８月12日（金）、８月15日（月）

　8月6日、13日、20日、27日の土曜日が休業
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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。
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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（2日間）

8月中の土・日曜日、祝日が休業

　平成２8年８月12日（金）、８月15日（月）

　8月6日、13日、20日、27日の土曜日が休業
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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28日（水）～9月30日（金）18：00～19：30
●会場：創立百周年記念会館正堂
※2018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
　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
している者のみに学長推薦状を交付します。
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月1日（月）～9月15日（木））の土・日曜日
および8月11日（木・祝）、12日（金）、15日（月）（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」
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の使用および複製・
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。G-Port等を
注目するようにしてください。

■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

大学間協定の新規締結について
　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。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。
●国立中山大学（台湾）
　1980年に創立された、6学部約90のプログラムを提供する総合大学
です。TIMES誌世界大学ランキングにランクインしており、台湾でもトッ
プ校の位置を占めています。国際交流も活発に行われており、30カ国
160以上の大学と協定を締結し、毎年1,200人を超える外国人留学生
が学んでいます。

第61回　甲南戦開幕
　第61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23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10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

●学　長　井上寿一
　平成28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（土）～７月15日（金）
　■第２学期　12月7日（水）～12月20日（火）
　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。

平成28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　小島修一
　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 　『ことばの力』

　ことばは使い方によってひとを勇気づけることができ
る一方で、ひとを深く傷つけることができます。この、「こ
とば」という、だれもが毎日、毎時間、毎分、この瞬間に
用いる存在の意義について考えると、2016年という今
においてどのような提言ができるでしょうか。

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２8年９月1日（木）～10月7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

●学長室経営企画課　
　どういう資料を参考にしたらいいかよくわからない、レポートの書き方
が不安だ、英文の読み方が苦手だなど、みなさんが学習を進めていくう
えで湧いてくる様々な質問を受けつける「ラーニング・サポートセン
ター」を６月下旬に開設しました。場所は、西２号館２０４教室です。開室
時間や利用方法等については、掲示や大学ホームページ等で追って
お知らせします。ぜひ積極的に、でも気軽に利用してください。

「ラーニング・サポートセンター」を
新たに開設します！

●学生相談室　
学生相談室では、大学生活での悩みや困りごとについて、学生のみな
さんの相談にのり、必要な情報の提供をしています。以下の通り保証人
のみなさまにもご相談・ご見学等の機会を設けましたので、ぜひこの機
会に、お気軽にお立ち寄りください。　
【日　時】平成28年11月10日（木）　10：00～12：00
　　　   平成29年  3月13日（月）　10：00～12：00
【場　所】中央教育研究棟　2階　学生相談室
ご都合のつかない方は、別の機会を設けます。また、急を要するとき
は、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）
学生相談室ホームページ http://www.gakushuin.ac.jp/univ/sco/

父母の皆さんへ　
～「保証人サロン」へのお誘い～

　5月10日（火）～5月27日（金）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
43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
音楽愛好会／世界民謡研究会
中南米研究会／フライングハウス
応援団／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！
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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（土）～７月15日（金）
　■第２学期　12月7日（水）～12月20日（火）
　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。

平成28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　小島修一
　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 　『ことばの力』

　ことばは使い方によってひとを勇気づけることができ
る一方で、ひとを深く傷つけることができます。この、「こ
とば」という、だれもが毎日、毎時間、毎分、この瞬間に
用いる存在の意義について考えると、2016年という今
においてどのような提言ができるでしょうか。

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２8年９月1日（木）～10月7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

●学長室経営企画課　
　どういう資料を参考にしたらいいかよくわからない、レポートの書き方
が不安だ、英文の読み方が苦手だなど、みなさんが学習を進めていくう
えで湧いてくる様々な質問を受けつける「ラーニング・サポートセン
ター」を６月下旬に開設しました。場所は、西２号館２０４教室です。開室
時間や利用方法等については、掲示や大学ホームページ等で追って
お知らせします。ぜひ積極的に、でも気軽に利用してください。

「ラーニング・サポートセンター」を
新たに開設します！

●学生相談室　
学生相談室では、大学生活での悩みや困りごとについて、学生のみな
さんの相談にのり、必要な情報の提供をしています。以下の通り保証人
のみなさまにもご相談・ご見学等の機会を設けましたので、ぜひこの機
会に、お気軽にお立ち寄りください。　
【日　時】平成28年11月10日（木）　10：00～12：00
　　　   平成29年  3月13日（月）　10：00～12：00
【場　所】中央教育研究棟　2階　学生相談室
ご都合のつかない方は、別の機会を設けます。また、急を要するとき
は、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）
学生相談室ホームページ http://www.gakushuin.ac.jp/univ/sco/

父母の皆さんへ　
～「保証人サロン」へのお誘い～

　5月10日（火）～5月27日（金）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
43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
音楽愛好会／世界民謡研究会
中南米研究会／フライングハウス
応援団／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！
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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。

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7日（木）12：30から富士見会館
403・404で調整会議を行います。
　11～3月分の富士見会館ホール・集会所の調整会議は9月16日（金）
12：30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28年度第2期分　学費納入について
　平成28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28年９月13日（火）　　　●納付期限 平成28年9月30日（金）
　　※送付された振込用紙にて納付してください。

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（情報倫理に関しても
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】　7月29日（金）13：00～　受付締切 7月28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。

総合企画部

第78回 学習院公開講演について
　学校法人学習院では、本院が持つ知的資産を社会へ還元し、広く
市民の文化の高揚に寄与することを目的として、昭和47年11月以
来、全国各地において入場無料の公開講演を実施しています。
　今年度は、岩手県盛岡市で以下のとおり開催します。父母保証人
の皆さま、学生の皆さまのお越しをお待ちしております。また、講演会
終了後の関係者懇談会へのご参加も心よりお待ちしております。
日　　時　平成28年9月3日（土）
　　　　　14：00～16：05
場　　所　ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING
　　　　　盛岡市盛岡駅前北通2番27号
電　　話　 019-625-1211 (代表)
プログラム　第Ⅰ部
　　　　　演　　題　中国の世界戦略　日本はどう対応するか？
　　　　　　　　　　 陸と海のシルクロード構想
　　　　　講　　師　学習院大学国際社会科学部長 末廣　昭　氏
　　　　　第Ⅱ部
　　　　　演　　題　わたしの音楽人生
　　　　　講　　師　作曲家・日本音楽著作権協会会長、本院卒業生
　　　　　　　　　　都倉　俊一　氏
　　　　　※公演会終了後、関係者懇談会を実施いたします。

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。

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われる主な大型工事（予定）
◆西    門　舗装改修工事
◆北2号館　ハロン起動装置更新工事
◆輔仁会館　本館2・3階トイレ改修工事
◆西5号館　AHU系統計装機器交換工事
◆西1号館　エアコン更新工事
◆西1号館　西側外壁改修工事
◆南6号館　空調機、自動計装設備更新工事
◆大学図書館　受変電設備改修工事
◆東2号館　1・2階トイレ改修工事
◆東2号館　外壁改修工事
◆東2号館　5～7階シャッター改修工事
◆西5号館～西1号館～軟式テニスコート　高圧幹線ケーブル工事

大学史料館

　学習院大学文学部フランス文学科で長く教鞭を執った作家・辻邦生
の命日を偲ぶ展覧会を平成28年7月15日（金）～8月12日（金）に開催し
ます。今回は日伊国交樹立150周年記念として画家ボッティチェルリの
生涯を描いた『春の戴冠』と、琳派の本阿弥光悦・俵屋宗達・角倉素庵
の「嵯峨本」を材に取った『嵯峨野明月記』の2作品を中心に紹介します。

日伊国交樹立150周年記念 園生忌 辻邦生ミニ展示
「春の戴冠・嵯峨野明月記」展

【主催】学習院大学史料館
【協力】おひるね茶屋中の郷、河出書房新社、

札幌日本大学高等学校、学習院大学図書館
【後援】イタリア文化会館
【会期】平成28年7月15日（金）～8月12日（金）

閉室：日曜日（7月31日は開室）
開室時間：平日、土曜日、祝日10：00～17:30

【会場】学習院大学史料館（北別館）内　＊入場無料　
【出陳資料】『春の戴冠』、『嵯峨野明月記』（私家版）、自筆原稿、取材ノート、

カヴァリエーレ・ウッフィチャーレ章、嵯峨本『うきふね』など
●関連イベント
１．講演会（第80回学習院大学史料館講座）
「辻邦生のボッティチェリ観をめぐって―小説と歴史のあいだで―」
【講師】小佐野重利氏（東京大学大学院教授）
【日時】7月23日（土）14：00～15：30（13：30開場）
【会場】学習院大学創立百周年記念会館　＊入場無料・事前申込不要
2．朗読会
声でつむぐ辻文学『遠い園生』
辻邦生の命日である7月29日を偲び、高校放送部員による朗読会を開
催します。
『遠い園生』は辻邦生が昭和20年、旧制松本高校時代に執筆した作品です。
【日時】7月29日（金）

第1回　11：00～11：30
第2回　12：30～13：00

【会場】学習院大学史料館（北別館）　＊入場無料・事前申込不要
　　　　　　　　　　　　　　　　  各回先着30名

辻 邦生（1925-1999） 嵯峨本『うきふね』

 第2期分 学費一覧 （単位：円）

学部・研究科 入学年度 平成21〜28年度 平成20年度

大
　
　
学

法 学 部 333,000 333,000
経 済 学 部 333,000 333,000
文 学 部 375,000 375,000
理 学 部 527,000 508,000
国 際 社 会 科 学 部 452,500 －

大
　
　
学
　
　
院

法 学 研 究 科 博 士 前 期 課 程 254,000 －
〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

政 治 学 研 究 科 博 士 前 期 課 程 254,000 254,000
〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

経 済 学 研 究 科 博 士 前 期 課 程 254,000 254,000
〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

経 営 学 研 究 科 博 士 前 期 課 程 254,000 254,000
〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

人文科学研究科 博 士 前 期 課 程 255,000 255,000
〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

自然科学研究科 博 士 前 期 課 程 344,000 344,000
〃 博 士 後 期 課 程 325,000 325,000

専 門 職 大 学 院 法 務 研 究 科 557,000 557,000
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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。

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7日（木）12：30から富士見会館
403・404で調整会議を行います。
　11～3月分の富士見会館ホール・集会所の調整会議は9月16日（金）
12：30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28年度第2期分　学費納入について
　平成28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28年９月13日（火）　　　●納付期限 平成28年9月30日（金）
　　※送付された振込用紙にて納付してください。

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（情報倫理に関しても
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】　7月29日（金）13：00～　受付締切 7月28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。

総合企画部

第78回 学習院公開講演について
　学校法人学習院では、本院が持つ知的資産を社会へ還元し、広く
市民の文化の高揚に寄与することを目的として、昭和47年11月以
来、全国各地において入場無料の公開講演を実施しています。
　今年度は、岩手県盛岡市で以下のとおり開催します。父母保証人
の皆さま、学生の皆さまのお越しをお待ちしております。また、講演会
終了後の関係者懇談会へのご参加も心よりお待ちしております。
日　　時　平成28年9月3日（土）
　　　　　14：00～16：05
場　　所　ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING
　　　　　盛岡市盛岡駅前北通2番27号
電　　話　 019-625-1211 (代表)
プログラム　第Ⅰ部
　　　　　演　　題　中国の世界戦略　日本はどう対応するか？
　　　　　　　　　　 陸と海のシルクロード構想
　　　　　講　　師　学習院大学国際社会科学部長 末廣　昭　氏
　　　　　第Ⅱ部
　　　　　演　　題　わたしの音楽人生
　　　　　講　　師　作曲家・日本音楽著作権協会会長、本院卒業生
　　　　　　　　　　都倉　俊一　氏
　　　　　※公演会終了後、関係者懇談会を実施いたします。

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。

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われる主な大型工事（予定）
◆西    門　舗装改修工事
◆北2号館　ハロン起動装置更新工事
◆輔仁会館　本館2・3階トイレ改修工事
◆西5号館　AHU系統計装機器交換工事
◆西1号館　エアコン更新工事
◆西1号館　西側外壁改修工事
◆南6号館　空調機、自動計装設備更新工事
◆大学図書館　受変電設備改修工事
◆東2号館　1・2階トイレ改修工事
◆東2号館　外壁改修工事
◆東2号館　5～7階シャッター改修工事
◆西5号館～西1号館～軟式テニスコート　高圧幹線ケーブル工事

大学史料館

　学習院大学文学部フランス文学科で長く教鞭を執った作家・辻邦生
の命日を偲ぶ展覧会を平成28年7月15日（金）～8月12日（金）に開催し
ます。今回は日伊国交樹立150周年記念として画家ボッティチェルリの
生涯を描いた『春の戴冠』と、琳派の本阿弥光悦・俵屋宗達・角倉素庵
の「嵯峨本」を材に取った『嵯峨野明月記』の2作品を中心に紹介します。

日伊国交樹立150周年記念 園生忌 辻邦生ミニ展示
「春の戴冠・嵯峨野明月記」展

【主催】学習院大学史料館
【協力】おひるね茶屋中の郷、河出書房新社、

札幌日本大学高等学校、学習院大学図書館
【後援】イタリア文化会館
【会期】平成28年7月15日（金）～8月12日（金）

閉室：日曜日（7月31日は開室）
開室時間：平日、土曜日、祝日10：00～17:30

【会場】学習院大学史料館（北別館）内　＊入場無料　
【出陳資料】『春の戴冠』、『嵯峨野明月記』（私家版）、自筆原稿、取材ノート、

カヴァリエーレ・ウッフィチャーレ章、嵯峨本『うきふね』など
●関連イベント
１．講演会（第80回学習院大学史料館講座）
「辻邦生のボッティチェリ観をめぐって―小説と歴史のあいだで―」
【講師】小佐野重利氏（東京大学大学院教授）
【日時】7月23日（土）14：00～15：30（13：30開場）
【会場】学習院大学創立百周年記念会館　＊入場無料・事前申込不要
2．朗読会
声でつむぐ辻文学『遠い園生』
辻邦生の命日である7月29日を偲び、高校放送部員による朗読会を開
催します。
『遠い園生』は辻邦生が昭和20年、旧制松本高校時代に執筆した作品です。
【日時】7月29日（金）

第1回　11：00～11：30
第2回　12：30～13：00

【会場】学習院大学史料館（北別館）　＊入場無料・事前申込不要
　　　　　　　　　　　　　　　　  各回先着30名

辻 邦生（1925-1999） 嵯峨本『うきふね』
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「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にて公
示、G-Portにて募集要項を配布予定ですので、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。

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、オーストリア、フラ
ンス、イタリア等の協定校への協定留学プログラム第2期派遣学生の
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期派遣学生の募集（台湾、韓国、オーストラリア、ニュー
ジーランド）は締め切りました。

2017（平成29）年度協定留学プログラム
（第２期派遣学生募集について）　

　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サポー
トのため、「2016年度第１回留学フェア　～留学したい気持ち、後押ししま
す！～」を６月13日（月）～17日（金）の５日間で実施しました。当日の様子は、
国際交流センターホームページやFacebookでご覧いただけます。なお、
第２回留学フェアは10月に開催予定です。

13日（月）～16日（木）「協定留学生が語る協定校紹介」
　　　　　　　　  「協定留学経験者による留学報告会」
　　　　　　　　  「留学経験者と留学生による留学相談」
17日（金）　　　　  「世界の言葉を話してみよう！～チャットルーム2016～」

2016（平成28）年度第1回　留学フェアの開催について　

　夏季休業中に、イギリス、エストニア、韓国の協定校（手続き中を含め
る）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）
（平成28年度基礎教養科目単位認定対象）
期間：8月5日（金）～27日（土）
②研修地：タルトゥ大学（エストニア）
期間：8月21日（日）～9月11日（日）
③研修地：ブリティッシュヒルズ（福島）
期間：8月30日（火）～9月1日（木）

■韓国語研修
研修地：東国大学校（韓国）
期間：8月7日（日）～20日（土）

※センターでは春季休業中に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。

2016（平成28）年度夏季語学研修プログラムの
実施について（英語及び韓国語）　

③ブリティッシュヒルズ（福島）

①ヨーク大学（イギリス）

東洋文化研究所

　東洋文化研究所所蔵「小倉進平関係文書」の目録が、『調査研
究報告』60号として刊行されました。
　小倉進平関係資料は、小倉進平氏（1882～1944年。元東京帝国
大学教授、京城帝国大学教授。言語学者）が残した朝鮮語学、日本語
学関係の書簡やカード、ノート、原稿など約3000点の資料群です。
2012年度に小倉進平氏の令息、小倉芳彦氏（元学習院大学学長）
から受け入れました。
　白鳥庫吉や安倍能成など、学習院に在籍した人文学研究者の書
簡が多数含まれており大変貴重です。

『調査研究報告』60号
「小倉進平関係文書目録
̶学習院大学東洋文化研究所所蔵̶」
杉田善弘監修、辻大和・富澤萌未・水野圭士編集、
通堂あゆみ・三ツ井崇解説　
2016年3月刊行　770円（税込）
ISSN：0919-6536

「小倉進平関係文書」の目録が完成しました。
現在、研究所で直接頒布しています。

留学生歓迎会を実施しました　
　4月4日（月）に、今年本学に入学した留学生の歓
迎会を開催しました。当日は、各国からの私費、協
定留学生の他、バディや今年度中に協定校へ派
遣予定の日本人学生等多数参加し、国際交流セ
ンターは活気あふれる国際交流の場となりました。

2016（平成28）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～8月に行います。
　バディは、国際交流センターにボランティア登録をしている学生を
対象に募集します。
　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生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。ボランティア登録希望者は、国際交流センターへお越
しください。

　国際交流センターでは、8月17日（水）～8月26日（金）、アジア及び
オセアニ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月上旬から開始します（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。

2016（平成28）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

留学生バス旅行を実施しました
　5月15日（日）に群馬県富岡・
高崎方面への留学生バス旅行を
実施しました。2014年にユネスコ
「世界遺産」に登録された『富岡
製糸場』の見学と、伝統工芸品
『高崎だるま®』の絵付け体験をし
ました。
　富岡製糸場では、洋式の製糸技術を導入し、外国人を指導者とした
西洋の技術を取り入れた官営模範器械製糸場として設立された歴史
的な背景について、各言語ガイドも参考に学びながら、壮大な世界遺
産・国宝に指定された工場、建物を見学しました。

　国際交流センターでは、本学に留学中の学生を対象に、1週間以内
のホームステイの機会を提供しており、留学生を受け入れてくださる
ホストファミリーを募集します。
　滞在期間は夏季休業期間中の1泊2日～7泊8日を予定しており
ます。留学生は主にアジア・オセアニア・ヨーロッパ出身で、日常会話に
支障がない程度の十分な日本語能力があります。このプログラムは本
学学生にとっても、異文化交流を体験する良い機会となりますので、
ぜひご応募ください（冬季・春季の長期休業期間中にも同様に募集・
実施しております）。詳しい応募条件や謝礼のことなどを記した募集要
項や応募用紙をG-Portに掲載しています。
　なお、本プログラムを含めて、学内での国際交流活動の詳しい様子
は、国際交流センターNewsletter（国際交流センターホームページにも
掲載）でご覧ください。
http://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/cie/newsletter.html

2016（平成28）年度　短期ホームステイプログラム
ホストファミリーの募集について

※上記MOS講座を受講し合格した学習院の学生には受験料金が助成されます。

◆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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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ください。
一括申請対象者（原則）
・平成29年3月卒業見込の学習院大学学部４年生
・平成29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
・学習院大学大学院在学中で、小学校・中学校・高等学校一種免許申請希望の学生
・学習院大学大学院在学中で、小学校・中学校・高等学校専修免許申請希望の学生
・平成29年3月卒業見込の学習院女子大学の科目等履修生
・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
どうかを確認してください。
日時：① 7月11日（月）10：40～ 場所：中央教育研究棟301教室

対象：法学部、経済学部、理学部
日時：② 7月11日（月）13：00～ 場所：中央教育研究棟303教室

対象：文学部教育学科

日時：③ 7月13日（水）13：00～ 場所：中央教育研究棟303教室
対象：文学部（教育学科除く）

日時：④ 7月14日（木）13：00～ 場所：中央教育研究棟401教室
対象：大学院、科目等履修生、女子大学

学習院生涯学習センター
夏期集中講座および春期特別講座・連携講座のお知らせ

■夏期集中講座のお知らせ
　８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！

■春期特別講座・連携講座のご案内
　４月から既に始まっている春期講座の「特別講座」「連携講座」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。
　それらの講座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。
●特別講座「進化；あてどなき変身の系譜 そしてヒトの脳は大きくなった」
講義日程：７月９日（土）１３：３０～１５：００
講師：岡本治正（学習院大学教授）
受講料：１，５００円
内容：１３８億年前に宇宙が生まれ、４６億年前に

太陽系が構成され、３８億年前にその惑星
の一つ、地球上に生命が誕生しました。
我 ヒ々トの体の中で格別目覚ましい働きを
している脳が、３８億年に及ぶ生命の悠久
の歴史の中でどのように進化してきたの
かお話しします。

●連携講座「科学切手の世界 意外な取り合わせの愉快な仲間たち」
講義日程：７月２３日（土）１３：３０～１５：００
講師：安部浩司（国立研究開発法人産業技術研究所主任研究員）
受講料：１，５００円
内容：切手といったらどういう物を思い浮かべます

か？今回取り上げるのは科学切手。決してメ
ジャーではありませんが、ディープで面白い
世界が広がっています。昔学校で習ったよう
な事や身近な物が描かれていたりすると妙
に嬉しくなります。日頃あまり日の目を見ない
科学切手達を楽しく紹介します。
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　夏季休業中に、イギリス、エストニア、韓国の協定校（手続き中を含め
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実施します。（いずれも、参加者募集は終了しました）
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究報告』60号として刊行されました。
　小倉進平関係資料は、小倉進平氏（1882～1944年。元東京帝国
大学教授、京城帝国大学教授。言語学者）が残した朝鮮語学、日本語
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「小倉進平関係文書」の目録が完成しました。
現在、研究所で直接頒布しています。

留学生歓迎会を実施しました　
　4月4日（月）に、今年本学に入学した留学生の歓
迎会を開催しました。当日は、各国からの私費、協
定留学生の他、バディや今年度中に協定校へ派
遣予定の日本人学生等多数参加し、国際交流セ
ンターは活気あふれる国際交流の場となりました。

2016（平成28）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～8月に行います。
　バディは、国際交流センターにボランティア登録をしている学生を
対象に募集します。
　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生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。ボランティア登録希望者は、国際交流センターへお越
しください。

　国際交流センターでは、8月17日（水）～8月26日（金）、アジア及び
オセアニ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月上旬から開始します（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。

2016（平成28）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

留学生バス旅行を実施しました
　5月15日（日）に群馬県富岡・
高崎方面への留学生バス旅行を
実施しました。2014年にユネスコ
「世界遺産」に登録された『富岡
製糸場』の見学と、伝統工芸品
『高崎だるま®』の絵付け体験をし
ました。
　富岡製糸場では、洋式の製糸技術を導入し、外国人を指導者とした
西洋の技術を取り入れた官営模範器械製糸場として設立された歴史
的な背景について、各言語ガイドも参考に学びながら、壮大な世界遺
産・国宝に指定された工場、建物を見学しました。

　国際交流センターでは、本学に留学中の学生を対象に、1週間以内
のホームステイの機会を提供しており、留学生を受け入れてくださる
ホストファミリーを募集します。
　滞在期間は夏季休業期間中の1泊2日～7泊8日を予定しており
ます。留学生は主にアジア・オセアニア・ヨーロッパ出身で、日常会話に
支障がない程度の十分な日本語能力があります。このプログラムは本
学学生にとっても、異文化交流を体験する良い機会となりますので、
ぜひご応募ください（冬季・春季の長期休業期間中にも同様に募集・
実施しております）。詳しい応募条件や謝礼のことなどを記した募集要
項や応募用紙をG-Portに掲載しています。
　なお、本プログラムを含めて、学内での国際交流活動の詳しい様子
は、国際交流センターNewsletter（国際交流センターホームページにも
掲載）でご覧ください。
http://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/cie/newsletter.html

2016（平成28）年度　短期ホームステイプログラム
ホストファミリーの募集について

※上記MOS講座を受講し合格した学習院の学生には受験料金が助成されます。

◆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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新宿→公団住宅 切手の博物館

輔仁
会館

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ください。
一括申請対象者（原則）
・平成29年3月卒業見込の学習院大学学部４年生
・平成29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
・学習院大学大学院在学中で、小学校・中学校・高等学校一種免許申請希望の学生
・学習院大学大学院在学中で、小学校・中学校・高等学校専修免許申請希望の学生
・平成29年3月卒業見込の学習院女子大学の科目等履修生
・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
どうかを確認してください。
日時：① 7月11日（月）10：40～ 場所：中央教育研究棟301教室

対象：法学部、経済学部、理学部
日時：② 7月11日（月）13：00～ 場所：中央教育研究棟303教室

対象：文学部教育学科

日時：③ 7月13日（水）13：00～ 場所：中央教育研究棟303教室
対象：文学部（教育学科除く）

日時：④ 7月14日（木）13：00～ 場所：中央教育研究棟401教室
対象：大学院、科目等履修生、女子大学

学習院生涯学習センター
夏期集中講座および春期特別講座・連携講座のお知らせ

■夏期集中講座のお知らせ
　８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！

■春期特別講座・連携講座のご案内
　４月から既に始まっている春期講座の「特別講座」「連携講座」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。
　それらの講座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。
●特別講座「進化；あてどなき変身の系譜 そしてヒトの脳は大きくなった」
講義日程：７月９日（土）１３：３０～１５：００
講師：岡本治正（学習院大学教授）
受講料：１，５００円
内容：１３８億年前に宇宙が生まれ、４６億年前に

太陽系が構成され、３８億年前にその惑星
の一つ、地球上に生命が誕生しました。
我 ヒ々トの体の中で格別目覚ましい働きを
している脳が、３８億年に及ぶ生命の悠久
の歴史の中でどのように進化してきたの
かお話しします。

●連携講座「科学切手の世界 意外な取り合わせの愉快な仲間たち」
講義日程：７月２３日（土）１３：３０～１５：００
講師：安部浩司（国立研究開発法人産業技術研究所主任研究員）
受講料：１，５００円
内容：切手といったらどういう物を思い浮かべます

か？今回取り上げるのは科学切手。決してメ
ジャーではありませんが、ディープで面白い
世界が広がっています。昔学校で習ったよう
な事や身近な物が描かれていたりすると妙
に嬉しくなります。日頃あまり日の目を見ない
科学切手達を楽しく紹介します。

講　　座　　名 講座ガイダンス 開講期間（回数）

●夏期集中TOEFLⓇiBT
　テストスコアアップ講座

7月6日（水）・7月14日（木）
18:30〜19:00

（無料／要予約）

   8月1日〜8月16日（10回）
月〜金　13:00〜16:00
¥47,000+テキスト代

●夏期集中新TOEICⓇ

　　Workshop600
7月13日（水）・7月15日（金）

18:30〜19:00
（無料／要予約）

   8月1日〜8月16日（10回）
月〜金　13:00〜16:00
¥39,000+テキスト代

●夏期集中新TOEICⓇ

　Workshop730
7月13日（水）・7月15日（金）

19:00〜19:30
（無料／要予約）

8月1日〜8月16日（10回）
月〜金　13:00〜16:00
    ¥39,000+テキスト代

●MOS資格取得対策講座　　
　【Word】 終了

8月2日〜8月5日（4回）
火〜金　10:30〜16:30
本学¥30,000+教材費

●MOS資格取得対策講座　　
　【Excel】 終了

8月16日〜8月19日（4回）
火〜金　10:30〜16:30
本学¥30,000+教材費

●MOS資格取得対策講座　　
　【PowerPoint】 終了

8月23日〜8月26日（4回）
火〜金　10:30〜16:30
本学¥30,000+教材費
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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

　今年も蚊の活動が活発な季節になってきました。一昨年の夏～晩秋に
かけて都内でも大流行したデング熱、昨年から中南米で流行しているジカ
ウィルス感染症は、蚊に刺されることで感染します。デング熱は国内での
感染も報告されており、主な症状は、発熱や発疹、頭痛、骨関節痛、嘔気・
嘔吐などです。ジカウィルス感染症は、海外の流行地で蚊に刺されてから
数日後に、軽度の発熱、発疹、結膜炎、関節痛、倦怠感、頭痛などの症状
が出現します。ジカウィルス感染症は、妊婦が感染するとお腹の赤ちゃん
が小頭症になることがあります。妊娠の可能性のある女性や妊娠中の方
は、可能な限り中南米等の流行地への渡航を控えましょう。
　これからの季節、蚊の発生が多い屋外での活動の際には、長袖や長ズ
ボンを着用し、素足にサンダル履きを避けましょう。また、薄手の衣類や足
首や首筋、手の甲など、小さな露出面でも吸血されることがあるので、虫
よけスプレーなどの忌避剤を使用し感染予防に努めましょう。

今年の夏は、デング熱だけでなく
ジカウィルス感染症にも気をつけましょう！

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
な細菌やウィ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。
　下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

ホームページ：東京都福祉保健局『みんなで知ろう危険ドラッグ』
　　　　　　　　　www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/no_drugs/

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！！
　危険ドラッグは、覚醒剤や大麻に化学構造を似せて
合成された物質などが添加された物質で、「ハーブ」
「お香」「アロマ」「バスソルト」などと称して、一見すると
危険には見えないように偽装して販売されています。危
険ドラッグに添加されている物質は、“身体にどんな影
響があるのか分からない物質”ということがほとんど
で、覚醒剤や大麻よりも脳や身体に対する危険性が低
いわけではありません。身体への影響も個人差があり、
最悪の場合、意識障害や呼吸困難を起こして死に至る
こともあります。インターネットや携帯サイトなどで、「合
法ハーブ」「合法アロマ」「ハーバルインセンス」と称し

合法であることをうたいながら様 な々方法で販売しています。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）９：00～17：00
TEL　 03-5320-4515（東京都福祉保健局 健康安全部 薬物相談窓口）

危険ドラッグ（違法・脱法ドラッグ）は商品によって成分・含有量がまちまち。

東京都福祉保健局
『みんなで知ろう危険ドラッグ』より

危険ドラッグ（違法・脱法ドラッグ）

東京都福祉保健局
『みんなで知ろう危険ドラッグ』より

図書館
へ行こう

■新入生応援キャンペーン実施しました     
【大学図書館】

　大学図書館では、4月から5月にかけて、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　学生生活に役立つ本の展示
③　図書館ボランティアスタッフ（先輩学生）による図書館案内
④　すぐに役立つ図書館オリジナルグッズの配布
⑤　みんなでランチタイム＠図書館

　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。

図書館からのお知らせ

■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28日（土）に実施しました。今回は計4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）付ですの
で、ぜひご覧ください！

■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。

■防火シャッター改修工事に伴う臨時休館のお知らせ
【法経図書センター】

　標記工事のため、夏季休業期間中に臨時休館を予定しております。
スケジュール詳細は決定次第、法経図書センター館内掲示、ホームペ
ージ等でお知らせいたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご
協力の程、よろしくお願いいたします。

■ブラックボードを設置しています　
【法経図書センター】

　法経図書センター入り口に、職員から学生の
皆さんに伝えたい、学校生活に役立つ情報や
メッセージを記載したブラックボードを設置して
います。週替わりで更新中ですので、ぜひチェッ
クしてみてください。

■試験期間中の平日は開館時間が変わ
ります　

【法経図書センター】
　試験期間中（7月）の月曜から金曜までの開館時間は、1時間延長し
て、21：00までとなります。ぜひご利用ください。

■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15日（金）
　返却期限日：9月22日（木・祝）

「みんなでランチタイム＠図書館」の様子

新入生へのメッセージコーナー

図書館ボランティアスタッフによる
新入生への図書館案内

図書館入口ドアの広報の様子

「お香」の例 「バスソルト」の例

「ハーブ」の例 「アロマ」の例
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　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

　今年も蚊の活動が活発な季節になってきました。一昨年の夏～晩秋に
かけて都内でも大流行したデング熱、昨年から中南米で流行しているジカ
ウィルス感染症は、蚊に刺されることで感染します。デング熱は国内での
感染も報告されており、主な症状は、発熱や発疹、頭痛、骨関節痛、嘔気・
嘔吐などです。ジカウィルス感染症は、海外の流行地で蚊に刺されてから
数日後に、軽度の発熱、発疹、結膜炎、関節痛、倦怠感、頭痛などの症状
が出現します。ジカウィルス感染症は、妊婦が感染するとお腹の赤ちゃん
が小頭症になることがあります。妊娠の可能性のある女性や妊娠中の方
は、可能な限り中南米等の流行地への渡航を控えましょう。
　これからの季節、蚊の発生が多い屋外での活動の際には、長袖や長ズ
ボンを着用し、素足にサンダル履きを避けましょう。また、薄手の衣類や足
首や首筋、手の甲など、小さな露出面でも吸血されることがあるので、虫
よけスプレーなどの忌避剤を使用し感染予防に努めましょう。

今年の夏は、デング熱だけでなく
ジカウィルス感染症にも気をつけましょう！

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
な細菌やウィ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。
　下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

ホームページ：東京都福祉保健局『みんなで知ろう危険ドラッグ』
　　　　　　　　　www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/no_drugs/

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！！
　危険ドラッグは、覚醒剤や大麻に化学構造を似せて
合成された物質などが添加された物質で、「ハーブ」
「お香」「アロマ」「バスソルト」などと称して、一見すると
危険には見えないように偽装して販売されています。危
険ドラッグに添加されている物質は、“身体にどんな影
響があるのか分からない物質”ということがほとんど
で、覚醒剤や大麻よりも脳や身体に対する危険性が低
いわけではありません。身体への影響も個人差があり、
最悪の場合、意識障害や呼吸困難を起こして死に至る
こともあります。インターネットや携帯サイトなどで、「合
法ハーブ」「合法アロマ」「ハーバルインセンス」と称し

合法であることをうたいながら様 な々方法で販売しています。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）９：00～17：00
TEL　 03-5320-4515（東京都福祉保健局 健康安全部 薬物相談窓口）

危険ドラッグ（違法・脱法ドラッグ）は商品によって成分・含有量がまちまち。

東京都福祉保健局
『みんなで知ろう危険ドラッグ』より

危険ドラッグ（違法・脱法ドラッグ）

東京都福祉保健局
『みんなで知ろう危険ドラッグ』より

図書館
へ行こう

■新入生応援キャンペーン実施しました     
【大学図書館】

　大学図書館では、4月から5月にかけて、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　学生生活に役立つ本の展示
③　図書館ボランティアスタッフ（先輩学生）による図書館案内
④　すぐに役立つ図書館オリジナルグッズの配布
⑤　みんなでランチタイム＠図書館

　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。

図書館からのお知らせ

■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28日（土）に実施しました。今回は計4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）付ですの
で、ぜひご覧ください！

■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。

■防火シャッター改修工事に伴う臨時休館のお知らせ
【法経図書センター】

　標記工事のため、夏季休業期間中に臨時休館を予定しております。
スケジュール詳細は決定次第、法経図書センター館内掲示、ホームペ
ージ等でお知らせいたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご
協力の程、よろしくお願いいたします。

■ブラックボードを設置しています　
【法経図書センター】

　法経図書センター入り口に、職員から学生の
皆さんに伝えたい、学校生活に役立つ情報や
メッセージを記載したブラックボードを設置して
います。週替わりで更新中ですので、ぜひチェッ
クしてみてください。

■試験期間中の平日は開館時間が変わ
ります　

【法経図書センター】
　試験期間中（7月）の月曜から金曜までの開館時間は、1時間延長し
て、21：00までとなります。ぜひご利用ください。

■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15日（金）
　返却期限日：9月22日（木・祝）

「みんなでランチタイム＠図書館」の様子

新入生へのメッセージコーナー

図書館ボランティアスタッフによる
新入生への図書館案内

図書館入口ドアの広報の様子

「お香」の例 「バスソルト」の例

「ハーブ」の例 「アロマ」の例



学習院蓁々会からのお知らせ
8月1日（月）から9月15日（木）までの大学夏季休業中の売店・食堂他の営業時間は、7月中旬
に学習院蓁々会ホームページへ掲載予定です。
多くの店舗で休業または短縮営業になりますのでご注意願います。

学習院蓁々会ホームページ　http://g-shinshinkai.co.jp/
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夏季休業中の事務取扱時間
夏季休業期間中の土・日曜日、祝日と8月12日（金）～15日（月）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　
教職課程事務室）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
期　　間 曜　　日 時　　間 備　　考

8月13日（土）・14日（日）は閉門
＊8月22日～9月15日は工事のため通行不可
9月16日（金）より8：00～21：00

6：00～22：00

8：00～18：00

月～日

月～日

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

※1：8月12日（金）～15日（月）は閉室、休館となります。　※2：8月9日（火）～15日（月）は休室となります。

計算機センター

史料館
学芸員課程事務室

※1
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。

9：00～17：00
閉室

9：30～17：00 ※1

8月1日（月）～9月15日（木）
火・水・木　開室
（上記以外閉室）

学生相談室

大学図書館

9：30～17：00

8：50～18：00
休館

※1

※1
改修工事のため、※1以外にも
臨時休館を予定しています。

月～金
土・日

火・木　開室
（上記以外閉室）

法経図書センター

理学部図書室

8：50～20：00
休館

8：50～16：30
休室

※1

※2

月～金
土・日

月～金
土・日

月～金
土・日祝

【事務取扱】

店　　名 場　　所 連　絡　先

大学売店 輔仁会館2階 03-3985-1920

大学食堂 輔仁会館1階

03-5952-0565
大学食堂（麺コーナー） 輔仁会館2階

大学食堂（さくらラウンジ） 輔仁会館2階

サブウェイ 中央教育研究棟1階

目白倶楽部松本楼 中央教育研究棟12階 03-3987-7708

カフェ・ラ・スリゼ 西5号館1階 03-3985-8931

セブン・イレブン 輔仁会館2階 03-3986-5860

成文堂 西2号館1階 03-3981-9718

売店・食堂他連絡先


