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修了式・卒業式・入学式日程について

平成30年度　学年暦

◎休日開講日
  4月30日（月）  ［昭和の日の振替休日］
  5月15日（火）  ［大学開学記念日］
  7月16日（月）  ［海の日］
  9月17日（月）  ［敬老の日］
  9月24日（月）  ［秋分の日の振替休日］
  10月8日（月）  ［体育の日］
11月23日（金）  ［勤労感謝の日］
12月24日（月）  ［天皇誕生日の振替休日］
  1月14日（月）  ［成人の日］

◆平成29年度　修了式・卒業式の日程について◆
3月20日（火）

9：30 開式
●人文科学研究科　●文学部
●自然科学研究科　●理学部

●法学研究科　　　●法務研究科（法科大学院）
●政治学研究科　　●法学部
●経済学研究科　　●経済学部
●経営学研究科

11：30 開式

◆平成30年度　入学式の日程について◆
4月3日（火）

●法学研究科　　　●法務研究科（法科大学院）
●政治学研究科　　●法学部
●自然科学研究科   ●理学部

11：30 開式 ●経済学研究科　　●経済学部
●経営学研究科　　●国際社会科学部

14：00 開式 ●人文科学研究科　●文学部

9：30 開式

●保証人の皆さまには、入学式の模様をモニターの中継により教室にてご覧いただきます。●保証人の皆さまには、修了式・卒業式の模様をモニターの中継により教室にてご覧いただきます。
●平成29年度卒業者・修了者の発表については、P06に記載しています。
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10月  8日（月）　［体育の日］
11月23日（金）　［勤労感謝の日］
12月24日（月）　［天皇誕生日の振替休日］
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学習院
NOW

　本年度の対甲南大学運動競技総合定期戦（通称“甲南戦”）は、甲南
大学を当番校として行われていましたが、12月9日（土）の閉会式をもっ
て終了しました。結果は12勝23敗1引分で、本年度も甲南大学の総合
優勝となりました。定期戦規約の目的としても掲げられている、「学生ス
ポーツの向上」のためには、お互いが良いライバル関係にあることが重
要であり、本学運動部学生諸君の一層の研鑽を期待するところです。

第62回学習院大学対甲南大学
運動競技総合定期戦

　成城大学を当番校として行われていた、本年度の四大学運動競技
大会（通称“四大戦”）は、10月22日（日）に閉幕しました。
　昨年度、55回目の総合優勝を果たした本学でしたが、本年度は、
過去のほとんどの大会で1位の正式種目が2位に終わり、一般種目で
も巻き返すことが叶わず、結果、「正式種目」、「一般種目」、「総合優
勝」のどのタイトルも獲れずに、昭和46年の第22回大会以来46年振
りの『無冠』という悔しい結果となりました。
　元日以降に行われる種目は全て第69回大会の得点となりますの
で、準備という意味だけではなく、正に来年度へ向けての戦いはすで
に始まっているといえます。
　第69回大会は本学を当番校として開催されます。ホームで総合優
勝を逃すわけにはいきません。正式種目運動部学生の一層の奮起は
勿論、一般種目に出場すべく学内大会を目指して準備している学生
諸君の不断の努力を期待します。

※教職員種目の得点は総合得点に含まれません。

●第68回四大学運動競技大会 得点表

総合得点
（順 位）

正式種目
（順 位）

一般種目
（順 位）

教職員種目
（順 位）

102.5点
（２位）

78点
（２位）

24.5点
（２位）

１点
（４位）

114.5点
（１位）

82点
（１位）

32.5点
（１位）

３点
（２位）

84.5点
（４位）

63.5点
（４位）

21点
（３位）

２点
（３位）

86.5点
（３位）

66点
（３位）

20.5点
（４位）

４点
（１位）

学習院大学 成蹊大学 武蔵大学 成城大学

どうした？学習院大生
第68回四大学運動競技大会 46年ぶり『無冠』

改めて確認してください

■盗難について
　学内であっても盗難が発生することがあります。
　事例としては、机上・ベンチなどに荷物を置いたままその場を離れ、置き引きにあうケース等、年齢相応の常識があれば防げるもの
がほとんどです。次のことには特に注意してください。
　　・部会室では現金等貴重品を管理しない
　　・所持品から目を離さない
　　・教室・学生ホール・学生食堂・屋外のベンチなどで、荷物を置いたまま席を離れない
　　・財布等貴重品は常に身につけておく（トイレ等で、わずかな時間席を離れる時も、置いたままにはしないこと）
　学内であるという安心感から無防備になりがちですが、学内といえども決して安全ではありません。
　大学構内は、たとえ「窃盗犯」が侵入したとしても、見つけることは困難です。貴重品・手荷物の管理は、個人の責任でしっかりと行っ
てください。

■飲酒について
　未成年飲酒は法律で禁止されているので勿論ですが、成年となってからも、お酒を過剰に飲んだり、一気飲みをすること、させること
は、生命に関わるトラブルに繋がりますので、絶対に行わないでください。
●学内での飲酒、学内への酒類持込みは禁止です
　特別に許可された行事以外の野外での飲酒、許可されている施設以外での飲酒は一切禁止です。
　また、酒類の学内持込みも厳禁です。卒業生からの寄贈品や、合宿等から持ち帰った酒類を黎明会館部室に保管（放置）することも
禁止ですので注意してください。
　違反が認められた場合は厳重に対処します。
●学外での飲酒について
　本学学生であることの自覚を持って、節度ある飲酒を心がけてください。
　　・未成年者の飲酒は厳禁：未成年は飲まない、飲ませない
　　・一気飲みの禁止：一気飲みをしない、させない
　　・会合終了後は速やかに解散：店や駅の前で騒がない、付近の通行を妨げない、近隣に迷惑をかけない
●急性アルコール中毒について
　急激なアルコール摂取は、意識がなくなったり、呼吸が麻痺したりして、死に至る危険性があります。これを「急性アルコール中毒」と
言います。急性アルコール中毒を防ぐには、短時間に大量のお酒を飲まない、自分の適性飲酒量を守ること等が重要です。
　急性アルコール中毒になってしまった場合、東京消防庁救急相談センター（「＃7119」または「03（3212）2323」（24時間対応））に相
談し、必要な場合には救急車を呼び、病院で適切な治療を受けることが大切です。

■ＳＮＳの使い方について
　近年、ＳＮＳの普及により、情報を気軽に世界中に発信できるようになりました。皆さんにとっても、手軽で便利で、友人間のコミュニ
ケーションには欠かせないツールになっていることと思いますが、その使い方について今一度考えてみてください。
　どのようなサービスに、どのようなテキストや画像を載せるかは、皆さんの意思に任されています。誰に許可を得ることもなく主体的に
できてしまいますが、掲載した時点で、自分の意思では回収も消去も完全にはできなくなることをよく認識してください。
　その上で、掲載した内容によっては、周囲に大きな影響を及ぼすことを改めて想像してください。他意が無かったとしても、自分自身が
誤解されたり、他者を傷つけてしまう結果を招くかも知れません。その後始末は自分でつけることはできず、大学生がとれる責任範囲で
はおさまりません。
　情報は常に世界中に向けて発信されています。うっかり知り合いに向けて発信した一言から、個人情報の流出、名誉毀損、犯罪への関
与の疑いがかかることさえあります。また、就職活動の際には、エントリー先の企業の方が、あなたの情報を見ている可能性もあります。
　ＳＮＳの利用にあたっては、リスクを理解し、マナーを守って正しく利用するようにしてください。

　本年度の学生の提言は、「大学生から見た働き方改革」という
テーマで募集を行ったところ、7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、学生委員によって厳正
な審査が行われ、優秀賞1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：文学部教育学科2年　宮島 衣瑛さん
佳　作：経営学研究科経営学専攻 博士前期課程1年　徳吉 哲秀さん

国際社会科学部国際社会科学科2年　小堀 奈穂子さん

　このたび学習院桜友会のご寄贈により、デジタルサイネージ3台を設置しました。西5号館1階の学生ホール
に2台、輔仁会館1階の大学学生食堂に1台設置されています。10月11日（水）には寄贈記念セレモニーが行
われ、内藤政武学習院長が学習院桜友会の東園基政会長に御礼の言葉を述べました。デジタルサイネージ
は今後広報課を主管部署とし、在学生や学習院を訪れた方 を々メインターゲットに、大学のニュースやイベン
ト情報、学生の課外活動の状況などの情報発信を行い、効果的な活用を目指します。

平成29年度　「学生の提言」受賞者について

デジタルサイネージ（電子掲示板）が設置されました

デジタルサイネージの前で握手を交わす
東園桜友会長（左）と内藤学習院長

第48回大学祭（桜凛祭）
　11月3日（金・祝）～5日（日）の３日間、学習院大学大学祭（桜凛祭）
が開催されました。３日間で3万5千人を超える来場者があり、大盛況
のうちに終わることができました。

●主な大学祭実行委員会企画
　11月 3日（金・祝）本祭1日目
　　・Opening run 及び Opening ceremony
　　・千葉雄大 トークショー
　11月 4日（土）本祭2日目
　　・雨のパレード/ぼくのりりっくのぼうよみ コンサート
　11月 5日（日）本祭3日目
　　・ミスター学習院コンテスト本選
　　・Ohrin Magic Night
　　 （出演：ACE/predia/はっちゃけ隊from PASSPO☆）
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　　・ミスター学習院コンテスト本選
　　・Ohrin Magic Night
　　 （出演：ACE/predia/はっちゃけ隊from PASSPO☆）



04 05

試 験について

1 時限

2 時限

3 時限

4 時限

5 時限

6 時限

  9：00～10：30

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分で試験を行う科目＞
総合基礎科目（外国語科目およびスポーツ・健康科学科目）
＜90分で試験を行う科目＞
専門科目
総合基礎科目（外国語科目およびスポーツ・健康科学科目以外）
教職に関する科目・博物館に関する科目
＜90分または120分で試験を行う科目＞
法科大学院科目

平成29年度　学年末試験について

平成29年度　学年末試験　実施日程・時間など

■告　　　示
　すでに発表されたとおり、来る1月18日（木）から学年末試験が行わ
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30年1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）科目によっては、平常の授業と試験の曜日・時限・教室が異なる

場合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

■学年末試験にあたって
　本年度学年末試験が1月18日（木）から始まるが、試験に臨むに
当たり、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30年1月

学生センター所長

●1月18日（木）～1月31日（水）

学年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。
試験時間割は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）。

　  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追試
験の手続きをとること。

◆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、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、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、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。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）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『履修について』の「９．追試験について」、法科大学院
履修要覧『履修方法等に関する要項』の「10．追試験」参照）
　やむを得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）学年末試験追試験対象科目

第2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　2月5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・祝日　 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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「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（平成29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9日（火）以降、学生課窓口で申請書類を受け取り、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23日
（火）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26日（月）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
説明会を次のとおり行います。平成30年度から新たに奨学金を希望
する学生は、必ず説明会に出席のうえ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。

平成30年度日本学生支援機構奨学金・学習院大学
奨学金新規募集説明会（定期採用）の開催について

　平成29年度卒業記念アルバム、卒業記念祝賀会の申し込みの受け
付けは、平成30年1月31日（水）までとなっています。
　詳しくは、12月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、卒業記念祝賀会」申し込みについて

インフォメーション

学生センター教務課

　3月中頃からWeb上で閲覧できるようになる予定です。平成30
（2018）年度から閲覧するためのURLが変更となるため、G-Portにて
お知らせします。

※授業担当者等の変更・訂正については、北1号館掲示板及びG-Port
でお知らせします。

平成30（2018）年度版シラバス・授業時間割について

　３月23日（金）に「Ｇ-Ｐｏｒｔ」で発表します。各自「Ｇ-Ｐｏｒｔ」にログイ
ンした上で、メニューの「成績照会」から確認してください。
　平成29年度の成績を反映させた成績証明書は、平成30年4月6
日（金）から発行できます。

平成29年度成績発表（在学生）

注意事項
1．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。

2．卒業者･修了者の成績表は、3月20日（火）の卒業式･修了式の際に
学位記とともに交付します。

3．科目等履修生の成績表は、3月13日（火）以降、教務課窓口で交付
します。

保証人宛成績通知書送付について

　3月下旬、保証人宛に成績通知書を送付します。
　宛先は入学手続書類に記入していただいた保証人の住所・氏名
をデータとして使用しますので、それ以降住所変更などがある場合に
は、保証人名と新住所が記載されている書類等を持参の上、早急に
学生センター教務課まで変更内容を届け出てください。
　また、発送に際しては、原則としてパソコンで使用できる文字（JIS 第2
水準まで）を使用するため、住所・氏名の文字の一部が届け出いただいた
ものとは異なる場合があります。不都合がありましたらご連絡ください。
　問い合わせ先：03（5992）1453　学生センター教務課 成績担当

平成29年度卒業者・修了者の発表について

　平成29年度卒業者・修了者の発表は、3月10日（土）10：00頃に、
本学北1号館西側掲示場にて行います。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。

平成30年3月卒業者（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（土）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（木）

★詳細が決定次第、掲示板にてお知らせします。
★卒業式当日は証明書自動発行機が大変混み合いますので、
証明書が必要な方は早めに発行を受けてください。
★卒業追加認定者…3月31日（土）発表後受付開始、即日発行します。

平成31年3月卒業見込（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】
※平成30年4月1日時点で、卒業に必要な単位数の不足が
　48単位以下の4年生に対して発行します。
● 修了見込証明書（和文・英文）【法科大学院・大学院用】
● 健康診断証明書（和文）

（２）発行開始予定日
4月6日（金）　※健康診断証明書のみ5月1日（火）

（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

入学試験時の入構規制について

　平成30年度入学試験が、2月6日（火）～11日（日・祝）に実施さ
れます。みな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（火）6：00～2月12日（月）6：00
※ただし、以下の学生は入構が許可されます。
●入構許可証交付者
　（監督補助員及び案内誘導係のアルバイト学生）
●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

東洋文化研究所

第93～95回東洋文化講座を開催しました

　東洋文化研究所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、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「東アジア諸言語の歴史と伝播」と題し
て、中国語・満洲語・朝鮮語・日本語の歴史および各言語とそれによ
る物語の伝播・影響をテーマに連続講演を行いました。

◇第93回（2017年10月27日）：竹越孝（神戸市外国語大学外国語
学部教授）「満洲旗人の言語生活―清代の満洲語学習書から―」
◇第94回（2017年11月10日）：伊藤英人（東京大学他非常勤講
師・元東京外国語大学大学院准教授）「古代・前期中世朝鮮語の
諸相」
◇第95回（2017年11月21日）：瀬間正之（上智大学文学部教授）
「高句麗・百済・伽耶の建国神話と日本」

　どの回も非常にわかりやすいお話をしていただきました。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・事前申し込み
不要ですので、お気軽にお越しください!

１．開催時期・会場
　説明会の詳細は、2月上旬にG-Port、奨学金掲示板にて、お
知らせいたします。

２．奨学金申請資格
　奨学金には、家計及び学力基準といった「申請資格」（詳細は説明
会にて周知）を設定しています。また、採用枠という制約があるので、
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。

平成30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
に免許状を交付いたしますので、当日14：00までに教職課程事務室
へ来室してください。
　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、３月10日（土）～16
日（金）に関係書類（介護等体験証明書、教育実習記録等）を返却い
たしますので、教職課程事務室へ来室してください。

教職課程事務室
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「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（平成29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9日（火）以降、学生課窓口で申請書類を受け取り、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23日
（火）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26日（月）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
説明会を次のとおり行います。平成30年度から新たに奨学金を希望
する学生は、必ず説明会に出席のうえ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。

平成30年度日本学生支援機構奨学金・学習院大学
奨学金新規募集説明会（定期採用）の開催について

　平成29年度卒業記念アルバム、卒業記念祝賀会の申し込みの受け
付けは、平成30年1月31日（水）までとなっています。
　詳しくは、12月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、卒業記念祝賀会」申し込みについて

インフォメーション

学生センター教務課

　3月中頃からWeb上で閲覧できるようになる予定です。平成30
（2018）年度から閲覧するためのURLが変更となるため、G-Portにて
お知らせします。

※授業担当者等の変更・訂正については、北1号館掲示板及びG-Port
でお知らせします。

平成30（2018）年度版シラバス・授業時間割について

　３月23日（金）に「Ｇ-Ｐｏｒｔ」で発表します。各自「Ｇ-Ｐｏｒｔ」にログイ
ンした上で、メニューの「成績照会」から確認してください。
　平成29年度の成績を反映させた成績証明書は、平成30年4月6
日（金）から発行できます。

平成29年度成績発表（在学生）

注意事項
1．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。

2．卒業者･修了者の成績表は、3月20日（火）の卒業式･修了式の際に
学位記とともに交付します。

3．科目等履修生の成績表は、3月13日（火）以降、教務課窓口で交付
します。

保証人宛成績通知書送付について

　3月下旬、保証人宛に成績通知書を送付します。
　宛先は入学手続書類に記入していただいた保証人の住所・氏名
をデータとして使用しますので、それ以降住所変更などがある場合に
は、保証人名と新住所が記載されている書類等を持参の上、早急に
学生センター教務課まで変更内容を届け出てください。
　また、発送に際しては、原則としてパソコンで使用できる文字（JIS 第2
水準まで）を使用するため、住所・氏名の文字の一部が届け出いただいた
ものとは異なる場合があります。不都合がありましたらご連絡ください。
　問い合わせ先：03（5992）1453　学生センター教務課 成績担当

平成29年度卒業者・修了者の発表について

　平成29年度卒業者・修了者の発表は、3月10日（土）10：00頃に、
本学北1号館西側掲示場にて行います。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。

平成30年3月卒業者（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（土）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（木）

★詳細が決定次第、掲示板にてお知らせします。
★卒業式当日は証明書自動発行機が大変混み合いますので、
証明書が必要な方は早めに発行を受けてください。
★卒業追加認定者…3月31日（土）発表後受付開始、即日発行します。

平成31年3月卒業見込（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】
※平成30年4月1日時点で、卒業に必要な単位数の不足が
　48単位以下の4年生に対して発行します。
● 修了見込証明書（和文・英文）【法科大学院・大学院用】
● 健康診断証明書（和文）

（２）発行開始予定日
4月6日（金）　※健康診断証明書のみ5月1日（火）

（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

入学試験時の入構規制について

　平成30年度入学試験が、2月6日（火）～11日（日・祝）に実施さ
れます。みな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（火）6：00～2月12日（月）6：00
※ただし、以下の学生は入構が許可されます。
●入構許可証交付者
　（監督補助員及び案内誘導係のアルバイト学生）
●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

東洋文化研究所

第93～95回東洋文化講座を開催しました

　東洋文化研究所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、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「東アジア諸言語の歴史と伝播」と題し
て、中国語・満洲語・朝鮮語・日本語の歴史および各言語とそれによ
る物語の伝播・影響をテーマに連続講演を行いました。

◇第93回（2017年10月27日）：竹越孝（神戸市外国語大学外国語
学部教授）「満洲旗人の言語生活―清代の満洲語学習書から―」
◇第94回（2017年11月10日）：伊藤英人（東京大学他非常勤講
師・元東京外国語大学大学院准教授）「古代・前期中世朝鮮語の
諸相」
◇第95回（2017年11月21日）：瀬間正之（上智大学文学部教授）
「高句麗・百済・伽耶の建国神話と日本」

　どの回も非常にわかりやすいお話をしていただきました。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・事前申し込み
不要ですので、お気軽にお越しください!

１．開催時期・会場
　説明会の詳細は、2月上旬にG-Port、奨学金掲示板にて、お
知らせいたします。

２．奨学金申請資格
　奨学金には、家計及び学力基準といった「申請資格」（詳細は説明
会にて周知）を設定しています。また、採用枠という制約があるので、
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。

平成30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
に免許状を交付いたしますので、当日14：00までに教職課程事務室
へ来室してください。
　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、３月10日（土）～16
日（金）に関係書類（介護等体験証明書、教育実習記録等）を返却い
たしますので、教職課程事務室へ来室してください。

教職課程事務室
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インフォメーション

国際研究教育機構

グローバル・キャンパス・アジア東京2017夏を実施
̶学習院生約80名が研修生と共に学びました！̶

　7月20日（木）から8月5日（土）まで、今年度2回目の「グローバル・
キャンパス・アジア（GCA）東京」が行われました。日本語レベル中級
以上の海外の大学生33名が参加したこのプログラムでは、学習院生
と共に「学習院手帳を作ってみよう」等のプロジェクトワークを行い、学
習院手帳を企画して、手帳工場に見学に行ったり社員の方の前で企
画発表会を行ったりしました。午後はグループごとに企業、工場、博物
館、テレビ局、代々木アニメーション学院、東京証券取引所、豊島区役
所などを訪問し、インタビューを含めた現地研修を行い、最終日にプレ
ゼン大会を行いました。日本語クラスや課題探求に参加した学習院生
は約80名でした。また、7
月22日（土）には、グロー
バル・キャンパス・アジア
東アジア派遣プログラム
参加学生との「大交流
会」を開催しました。

大交流会では、日本人学生と研修生が参加し、
討論会や運動会を行いました。

学習院大学̶アルザス欧州日本学研究所連携プログラム報告
̶欧州の中心から世界を考えた10日間̶

　このプログラムは、フランス・アルザス地方の欧州日本学研究所に滞在
しながら、欧州議会などの国際機関訪問、ストラスブール大学学生との交
流、宮崎駿監督の『ハウルの動く城』の舞台となった中世都市コルマール
見学などを行う充実したプログラムです。今年度は、参加学生がストラス
ブール大学で、「日本の現代文化における伝統」、「日本の移民政策」、「日
本人の性格̶侍・撫子スピリット」、「日本の茶の湯」などのテーマについ
て英語で発表し、ストラスブール大学の学生と討論しました。また、現地に
進出した日本企業の方や欧州の日
本研究者による講演会でも活発に
質疑応答を行いました。その様子
は、地元紙でも取り上げられていま
す。楽しみながら、グローバル舞台で
活躍するスキルを身につけることが
できるこのプログラム、来年度も継
続しますのでぜひ参加してください。 欧州議会を訪問した際の記念写真

グローバル・キャンパス・アジア東アジア派遣プログラム報告
̶今年度も多くの学生が、中国、韓国、台湾で語学研修と課題探求を実施̶

　グローバル・キャンパス・アジア東アジア派遣プログラムは、夏休みを利
用して中国、韓国、台湾、香港の大学で語学研修を行いながら現地で課題
探求型研修も行うというユニークなプログラムです。今年度も、多くの学生
が参加して各コースを楽しく修了し帰国しました。また、9月30日（土）の午
後には、参加者全員が集まって、自分たちの課題探求型研修の成果を報
告しました。「香港の看板」、「台湾夜市の比較」、「上海の交通インフラ」、
「上海にある租界について」、「中国における母国語習得方法について」、
「韓国の大学生と休学制
度」など、ユニークな発表が
続きました。現地で外国語を
学びながら、課題探求も
行って、東アジアの隣国に
ついて理解を深めるプログ
ラム。来年度も継続しますの
でぜひ参加してください。

課題探求型研修の報告会。
それぞれ工夫を凝らしたプレゼンを行っています。

　学習院大学日本語教室は豊島区との連携のもと、火曜4限に前後
期各10回行っています。学内外から日本語を学びたい方が来ていま
す。この日本語教室の特徴は、有志の学生が授業中に1対1で日本語
を学びたい方のサポートをしているこ
とと、授業内容を考え、話し合って先
生役もしていることです。授業もサ
ポートも日本語で、サポートするだけで
なく日本語を学んでいる方から色々な
文化について教えてもらうことも多い
です。サポートしてみたい方、異文化に
触れてみたい方、Facebookの「学習
院大学日本語教室」のページを見て、
教室に来てみてください!

「学習院大学日本語教室」に参加しませんか？

教室風景。
学生サポーターが参加して
グループ学習を行っています。

学芸員課程事務室

　平成29年度の博物館学芸員資格取得者の発表は平成30年3月10日（土）
頃、掲示にて発表いたします。

平成29年度「博物館学芸員資格取得者」の発表

　平成29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」を右記のとおり交付します。

「博物館学芸員資格取得証明書」の交付

記
日 時  平成30年3月20日（火）　10：00～14：00   
場 所  学芸員課程事務室（史料館内）
・大学院生、科目等履修生についても3月20日以降に学芸員課程事務室にお
いて交付します。資格取得者は、必ず年度内に受け取りに来ること。
※他大学で一部単位を取得した人についても、科目履修登録の際に必要な書類
をすべて提出した人には交付します。

・当日、博物館実習記録を返却いたします。
以上

外国語教育研究センター

英語能力試験（TOEIC® L&R IP）の実施について

　本学の英語教育をさらに充実させるため、以下の通り英語能力試験
（TOEIC® L&R IP）を実施いたします。今回の試験結果によって、皆さ
んの現在の英語力およびこれまでの学習の成果等を知ることができます
ので、忘れずに受験し、その結果を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
   平成28年度インテンシヴ・コース合格者
 ◆国際社会科学部２年生で同学部より受験を認められた者
●実施日時 平成30年2月1日（木）10：50～13：35 （予定）
●試験会場 試験会場は変更される可能性がありますので、詳細
 につきましては、ＨＰ・立て看板・ポスター等を確認
 してください。

●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
※国際社会科学部の学生は同学部事務室にお問い合わせください。
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

<３、４年生の平成28年度インテンシヴ・コース合格者> 西２－４０５
<国際社会科学部２年生で同学部より受験を認められた者> 西５－２０２

＜２年生＞
法学部
経済学部

文学部

理学部

政　西５－Ｂ１

営　西２－４０１（16-022-001～16-022-148
 および2015年度入学者）
　　西２－４０２（16-022-149～16-022-295）

史　中央－３０２

英　西２－３０２

仏　中央－４０５（16-036-001～16-036-047）

 中央－４０１（16-036-048～16-036-096）

教　中央－４０２

化　中央－４０４

生　西５－３０１

法　西5－201

済　西2－201

哲　西２－５０１

日　中央－３０１

独　西２－５０３

心　西２－３０１

物　中央－４０４

数　西５－３０２

TOEIC® L&Rの試験前にあなたの英語の実力を測ってみませんか
―インターネットでできる英語コミュニケーション能力テストCASEC―
　CASECは最新のテスト理論に基づいた高い判定精度をもつテ
ストで、英語のコミュニケーション能力を短い試験時間（平均40分
程度）で測定し、その場でTOEIC® L&Rのスコアや英検の目安が
わかります。このテストは学内だけでなく学外からも受験可能で、無
料で利用できます。
　詳細は外国語教育研究センターのウェブサイトにアクセスし、指
示に従って受験してください。

計算機センター

計算機センター実習室 春季休業中の予定について

＜開室日＞　日曜日・祝日、入試期間以外は平常通り
月～金　９：００～１８：００　　土　９：００～１４：００
システム入れ替えに伴い閉室する場合があります。
追加情報は掲示板でお知らせします。

＜閉室日＞　日曜日・祝日および入試期間

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（土）
までに各自で持ち帰ってください。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！

インターネットで英語が無料で学習できます
―マルチメディア型英語教材「ALC NetAcademy２」―

　外国語教育研究センターでは、インターネットで英語が学習でき
るシステム「ALC NetAcademy２」を導入しています。コンピュー
タからサーバにある教材にアクセスし、スピードを変えてのリスニン
グや英文の表示速度を変えてのリーディングなどが可能です。学内
はもちろんのこと、自宅など学外からもアクセスできるようになっ
ていますので、TOEIC®の受験準備としてもぜひ活用してくださ
い。なお、利用は無料です。詳しくは下記の外国語教育研究セン
ターのウェブサイトにある説明を確認してください。
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

総務部 総務課

目白地区代表番号（03-3986-0221）の
廃止について

　目白地区では、平成28年度のダイヤルイン（直通番号）化実施に伴い、
平成30年3月末をもって、代表番号（03-3986-0221）を廃止します。
　目白地区への電話でのお問い合わせの場合は、学校法人学習院の
ホームページの右上にある「お問い合わせ」→「電話でのお問い合わせ」
でご確認の上、該当部署に直接お掛けください（在学生の方のお問い合
わせは、原則として窓口でお願いします）。

重要！
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インフォメーション

国際研究教育機構

グローバル・キャンパス・アジア東京2017夏を実施
̶学習院生約80名が研修生と共に学びました！̶

　7月20日（木）から8月5日（土）まで、今年度2回目の「グローバル・
キャンパス・アジア（GCA）東京」が行われました。日本語レベル中級
以上の海外の大学生33名が参加したこのプログラムでは、学習院生
と共に「学習院手帳を作ってみよう」等のプロジェクトワークを行い、学
習院手帳を企画して、手帳工場に見学に行ったり社員の方の前で企
画発表会を行ったりしました。午後はグループごとに企業、工場、博物
館、テレビ局、代々木アニメーション学院、東京証券取引所、豊島区役
所などを訪問し、インタビューを含めた現地研修を行い、最終日にプレ
ゼン大会を行いました。日本語クラスや課題探求に参加した学習院生
は約80名でした。また、7
月22日（土）には、グロー
バル・キャンパス・アジア
東アジア派遣プログラム
参加学生との「大交流
会」を開催しました。

大交流会では、日本人学生と研修生が参加し、
討論会や運動会を行いました。

学習院大学̶アルザス欧州日本学研究所連携プログラム報告
̶欧州の中心から世界を考えた10日間̶

　このプログラムは、フランス・アルザス地方の欧州日本学研究所に滞在
しながら、欧州議会などの国際機関訪問、ストラスブール大学学生との交
流、宮崎駿監督の『ハウルの動く城』の舞台となった中世都市コルマール
見学などを行う充実したプログラムです。今年度は、参加学生がストラス
ブール大学で、「日本の現代文化における伝統」、「日本の移民政策」、「日
本人の性格̶侍・撫子スピリット」、「日本の茶の湯」などのテーマについ
て英語で発表し、ストラスブール大学の学生と討論しました。また、現地に
進出した日本企業の方や欧州の日
本研究者による講演会でも活発に
質疑応答を行いました。その様子
は、地元紙でも取り上げられていま
す。楽しみながら、グローバル舞台で
活躍するスキルを身につけることが
できるこのプログラム、来年度も継
続しますのでぜひ参加してください。 欧州議会を訪問した際の記念写真

グローバル・キャンパス・アジア東アジア派遣プログラム報告
̶今年度も多くの学生が、中国、韓国、台湾で語学研修と課題探求を実施̶

　グローバル・キャンパス・アジア東アジア派遣プログラムは、夏休みを利
用して中国、韓国、台湾、香港の大学で語学研修を行いながら現地で課題
探求型研修も行うというユニークなプログラムです。今年度も、多くの学生
が参加して各コースを楽しく修了し帰国しました。また、9月30日（土）の午
後には、参加者全員が集まって、自分たちの課題探求型研修の成果を報
告しました。「香港の看板」、「台湾夜市の比較」、「上海の交通インフラ」、
「上海にある租界について」、「中国における母国語習得方法について」、
「韓国の大学生と休学制
度」など、ユニークな発表が
続きました。現地で外国語を
学びながら、課題探求も
行って、東アジアの隣国に
ついて理解を深めるプログ
ラム。来年度も継続しますの
でぜひ参加してください。

課題探求型研修の報告会。
それぞれ工夫を凝らしたプレゼンを行っています。

　学習院大学日本語教室は豊島区との連携のもと、火曜4限に前後
期各10回行っています。学内外から日本語を学びたい方が来ていま
す。この日本語教室の特徴は、有志の学生が授業中に1対1で日本語
を学びたい方のサポートをしているこ
とと、授業内容を考え、話し合って先
生役もしていることです。授業もサ
ポートも日本語で、サポートするだけで
なく日本語を学んでいる方から色々な
文化について教えてもらうことも多い
です。サポートしてみたい方、異文化に
触れてみたい方、Facebookの「学習
院大学日本語教室」のページを見て、
教室に来てみてください!

「学習院大学日本語教室」に参加しませんか？

教室風景。
学生サポーターが参加して
グループ学習を行っています。

学芸員課程事務室

　平成29年度の博物館学芸員資格取得者の発表は平成30年3月10日（土）
頃、掲示にて発表いたします。

平成29年度「博物館学芸員資格取得者」の発表

　平成29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」を右記のとおり交付します。

「博物館学芸員資格取得証明書」の交付

記
日 時  平成30年3月20日（火）　10：00～14：00   
場 所  学芸員課程事務室（史料館内）
・大学院生、科目等履修生についても3月20日以降に学芸員課程事務室にお
いて交付します。資格取得者は、必ず年度内に受け取りに来ること。
※他大学で一部単位を取得した人についても、科目履修登録の際に必要な書類
をすべて提出した人には交付します。

・当日、博物館実習記録を返却いたします。
以上

外国語教育研究センター

英語能力試験（TOEIC® L&R IP）の実施について

　本学の英語教育をさらに充実させるため、以下の通り英語能力試験
（TOEIC® L&R IP）を実施いたします。今回の試験結果によって、皆さ
んの現在の英語力およびこれまでの学習の成果等を知ることができます
ので、忘れずに受験し、その結果を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
   平成28年度インテンシヴ・コース合格者
 ◆国際社会科学部２年生で同学部より受験を認められた者
●実施日時 平成30年2月1日（木）10：50～13：35 （予定）
●試験会場 試験会場は変更される可能性がありますので、詳細
 につきましては、ＨＰ・立て看板・ポスター等を確認
 してください。

●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
※国際社会科学部の学生は同学部事務室にお問い合わせください。
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

<３、４年生の平成28年度インテンシヴ・コース合格者> 西２－４０５
<国際社会科学部２年生で同学部より受験を認められた者> 西５－２０２

＜２年生＞
法学部
経済学部

文学部

理学部

政　西５－Ｂ１

営　西２－４０１（16-022-001～16-022-148
 および2015年度入学者）
　　西２－４０２（16-022-149～16-022-295）

史　中央－３０２

英　西２－３０２

仏　中央－４０５（16-036-001～16-036-047）

 中央－４０１（16-036-048～16-036-096）

教　中央－４０２

化　中央－４０４

生　西５－３０１

法　西5－201

済　西2－201

哲　西２－５０１

日　中央－３０１

独　西２－５０３

心　西２－３０１

物　中央－４０４

数　西５－３０２

TOEIC® L&Rの試験前にあなたの英語の実力を測ってみませんか
―インターネットでできる英語コミュニケーション能力テストCASEC―
　CASECは最新のテスト理論に基づいた高い判定精度をもつテ
ストで、英語のコミュニケーション能力を短い試験時間（平均40分
程度）で測定し、その場でTOEIC® L&Rのスコアや英検の目安が
わかります。このテストは学内だけでなく学外からも受験可能で、無
料で利用できます。
　詳細は外国語教育研究センターのウェブサイトにアクセスし、指
示に従って受験してください。

計算機センター

計算機センター実習室 春季休業中の予定について

＜開室日＞　日曜日・祝日、入試期間以外は平常通り
月～金　９：００～１８：００　　土　９：００～１４：００
システム入れ替えに伴い閉室する場合があります。
追加情報は掲示板でお知らせします。

＜閉室日＞　日曜日・祝日および入試期間

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（土）
までに各自で持ち帰ってください。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！

インターネットで英語が無料で学習できます
―マルチメディア型英語教材「ALC NetAcademy２」―

　外国語教育研究センターでは、インターネットで英語が学習でき
るシステム「ALC NetAcademy２」を導入しています。コンピュー
タからサーバにある教材にアクセスし、スピードを変えてのリスニン
グや英文の表示速度を変えてのリーディングなどが可能です。学内
はもちろんのこと、自宅など学外からもアクセスできるようになっ
ていますので、TOEIC®の受験準備としてもぜひ活用してくださ
い。なお、利用は無料です。詳しくは下記の外国語教育研究セン
ターのウェブサイトにある説明を確認してください。
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

総務部 総務課

目白地区代表番号（03-3986-0221）の
廃止について

　目白地区では、平成28年度のダイヤルイン（直通番号）化実施に伴い、
平成30年3月末をもって、代表番号（03-3986-0221）を廃止します。
　目白地区への電話でのお問い合わせの場合は、学校法人学習院の
ホームページの右上にある「お問い合わせ」→「電話でのお問い合わせ」
でご確認の上、該当部署に直接お掛けください（在学生の方のお問い合
わせは、原則として窓口でお願いします）。

重要！
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財　務　部

平成30年度学費納入について

　平成30年度第１期分の学費納付金振込依頼書（振込用紙）の発
送予定および納付期限は、下記のとおりです。納入について不明な点
などございましたら、会計課までお早めにご相談ください。
● 発送時期　平成30年４月中旬
● 納付期限　平成30年5月1日（火）

◎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。
◎平成30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。

国際交流センター

　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。

●パリ東大学クレテイユ校（旧パリ第12大学）
　パリ東大学クレテイユ校は、パリ中心部から20分程度のイル＝ド＝フランス圏
に12万平方メートルのキャンパスを有し、約30,000人の学生が学んでいます。国
際交流にも積極的に取り組んでおり、海外の250もの機関と協定を締結し、毎
年、約3,000人の留学生を受け入れています。
１．創　立：1970年
２．所在地：フランス　ヴァル＝ド＝マルヌ
３．学生数：約30,000人
４．学部等：Arts ,  Humanit ies ,  Languages ,  Law,  Economics ,  

Management, Social and Human Sciences, Sporting and 
Physical Activity Techniques and Sciences, Science, 
Technology, Health等 

●南デンマーク大学
　南デンマーク大学は、1966年にオーデンセ大学として発足し、1998年に２つ
の大学と統合し、南デンマーク大学となりました。オーデンセのメインキャンパス
の他、５つの都市にキャンパスがあり、約30,000人の学生が学んでいます。学生
の約２割が外国人留学生であるなど、国際交流にも積極的に取り組んでおり、53
カ国・地域の500以上もの機関と協定を締結しています。
１．創　立：1998年
２．所在地：デンマーク　オーデンセ
３．学生数：約30,000人
４．学部等：Humanities, Science, Business and Social Sciences, Health 

Sciences, Engineering等 

本学にとって、フランスの大学とは５校目、デンマーク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。

大学間協定の新規締結について

語学能力試験受験の助成について
　国際交流センターでは、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6月及び12月の年2回行います。
　本年度第2回の応募締切は、1月12日（金）です。募集要項等は、国際交流セ
ンターホームページ及びG-Portで確認してください。

国際交流センター短期ホームステイプログラムについて
　国際交流センターでは、長期休業中に、本学で学ぶ留学生が日本人学生の家
庭に1泊～7泊のホームステイ体験を提供するプログラムを実施しています。夏季
休業中には延べ12名の留学生及び日本人学生のご家庭が留学生との家族ぐる
みの国際交流に参加してくださいました。春季休業中（2018年2月～3月）も実施
予定ですので、国際交流センターホームページ、G-Port等を確認してください。
※本プログラムの実施報告その他、留学に関する様々な情報や、学内での国際
交流プログラムは、"Newsletter（国際交流センター発行広報誌）"にてご紹介し
ています。Newsletterは、バックナンバーも含めて、国際交流センターホーム
ページ上で閲覧することができます。

2018年度４月受入れ協定留学生のバディの募集について
　国際交流センターでは、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、国際交流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。

　国際交流センターホームページでは、留学や国際交流に関する情報、各プロ
グラム及び奨学金等の詳細な募集情報を、随時お伝えしています。留学や国際
交流のことが気になったら、まずはこちらを確認してください。
http://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/（「学習院　CIE」などで検索し
てもヒットします）
　またFacebookでも国際交流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/cie.gakushuin.ac.jp

国際交流センターホームページのご案内

東照宮での集合写真

昼食時の様子

　国際交流センターでは、10月20日（金）に、霞会館
のご助成のもと、本学の留学生37名と高等科の留学
生2名の計39名が参加して日光へのバス旅行を実施
しました。今回は東照宮を拝観し、日光名物「ゆば」の
工場見学・作成体験を行いました。
　参加した留学生たちからは「あいにくの天候だった
が、雨の東照宮も趣があってよかった」、「東照宮だけ
でなく移動中の車窓から見た杉並木や古民家も素晴
らしく、日本の歴史を感じることができた」、「ゆばとい
うものを初めて知った。おいしくて何度も作成体験をし
てしまった」といった声が聞かれ、充実した1日を過ごし
てくれたようでした。次回の留学生バス旅行は、来年
度5月を予定しています。

留学生親睦バス旅行を実施しました

　国際交流センターでは、10月19日（木）～31日（火）の間の延べ8日間、2017
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交流センターで年2回
実施しています。
　19日（木）「世界の言葉で話そう!　～チャットルーム2017～」
　23日（月）～31日（火）「留学経験者による留学経験発表及び留学相談」・「協
定留学生による協定校紹介」

第2回留学フェアを開催しました

フランスからの留学生による
協定校紹介

ドイツ留学経験者による
留学体験発表

2017年度写真コンテスト

　また、フェア期間中は、海外留学経験者が現地で撮影した写真を掲示した「国
際交流センター写真コンテスト」も同時開催し、投票の結果、受賞作品を国際交
流センターホームページにて発表しました。
　期間を通して延べ350名もの参加者があり、留学や国際交流について活発な
情報交換の場となりました。

	 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

H21〜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 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

H22 ～ 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 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

H21 ～ 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 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 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

H22 ～ 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 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

H23 ～ 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 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 H28 ～ H29 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 H26 ～ H29 709,700 455,700 254,000 254,000 254,000 508,000 198,000 1,200 2,500
経済学・経営学 H28 ～ H29 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 H25 ～ H29 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 H26 ～ H29 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 H28 ～ H29 955,200 611,200 344,000 ＊　70,000 
414,000 344,000 ＊　70,000 

758,000 196,000 1,200
理論 H28 ～ H29 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 H27 ～ H29 669,700 429,700 240,000 240,000 240,000 480,000 186,000 1,200 2,500
経済学・経営学 H24 ～ H29 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 H21 ～ H29 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 H22 ～ H29 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 H25 ～ H29 905,200 580,200 325,000 ＊　70,000 
395,000 325,000 ＊　70,000 

720,000 184,000 1,200
理論 H26 ～ H29 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 H26 ～ H29 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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送予定および納付期限は、下記のとおりです。納入について不明な点
などございましたら、会計課までお早めにご相談ください。
● 発送時期　平成30年４月中旬
● 納付期限　平成30年5月1日（火）

◎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。
◎平成30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。

国際交流センター

　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。

●パリ東大学クレテイユ校（旧パリ第12大学）
　パリ東大学クレテイユ校は、パリ中心部から20分程度のイル＝ド＝フランス圏
に12万平方メートルのキャンパスを有し、約30,000人の学生が学んでいます。国
際交流にも積極的に取り組んでおり、海外の250もの機関と協定を締結し、毎
年、約3,000人の留学生を受け入れています。
１．創　立：1970年
２．所在地：フランス　ヴァル＝ド＝マルヌ
３．学生数：約30,000人
４．学部等：Arts ,  Humanit ies ,  Languages ,  Law,  Economics ,  

Management, Social and Human Sciences, Sporting and 
Physical Activity Techniques and Sciences, Science, 
Technology, Health等 

●南デンマーク大学
　南デンマーク大学は、1966年にオーデンセ大学として発足し、1998年に２つ
の大学と統合し、南デンマーク大学となりました。オーデンセのメインキャンパス
の他、５つの都市にキャンパスがあり、約30,000人の学生が学んでいます。学生
の約２割が外国人留学生であるなど、国際交流にも積極的に取り組んでおり、53
カ国・地域の500以上もの機関と協定を締結しています。
１．創　立：1998年
２．所在地：デンマーク　オーデンセ
３．学生数：約30,000人
４．学部等：Humanities, Science, Business and Social Sciences, Health 

Sciences, Engineering等 

本学にとって、フランスの大学とは５校目、デンマーク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。

大学間協定の新規締結について

語学能力試験受験の助成について
　国際交流センターでは、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6月及び12月の年2回行います。
　本年度第2回の応募締切は、1月12日（金）です。募集要項等は、国際交流セ
ンターホームページ及びG-Portで確認してください。

国際交流センター短期ホームステイプログラムについて
　国際交流センターでは、長期休業中に、本学で学ぶ留学生が日本人学生の家
庭に1泊～7泊のホームステイ体験を提供するプログラムを実施しています。夏季
休業中には延べ12名の留学生及び日本人学生のご家庭が留学生との家族ぐる
みの国際交流に参加してくださいました。春季休業中（2018年2月～3月）も実施
予定ですので、国際交流センターホームページ、G-Port等を確認してください。
※本プログラムの実施報告その他、留学に関する様々な情報や、学内での国際
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流センターホームページにて発表しました。
　期間を通して延べ350名もの参加者があり、留学や国際交流について活発な
情報交換の場となりました。



12 13

図書館
へ行こう

本の紹介コーナーを要チェック！

　大学図書館と法経図書センターでは、それぞれ館内に所蔵資料を紹
介するコーナーを設けています。定期的に紹介本は変わりますので、図
書館に来たら是非チェックしてみてください。こんな本があったんだ！とい
う発見があるかもしれません。

【大学図書館】
・1階　入退館ゲート正面　
　約2ヶ月ごとに特定のテーマで関連資料の展示を行っています。展示
資料一覧が掲載されたパンフレットも配布しています。毎年冬は、公募に
応じた学生が展示を担当しています（今年度も12月から学生による展示
を実施しています）。

・1階　話題･ベストセラーコーナーの書棚上
　職員が選び作成したPOP（本の紹介文）と一緒に、その所蔵本を展示
しています。半期毎に、内容を一新しています。

・1階　入退館ゲート脇
　大学図書館主催のイベントに合わせた
関連資料の展示を実施しています。

インフォメーション

学習院さくらアカデミー

冬期キャリアアップ・スキルアップ講座ガイダンス日程一覧

冬期　特別講座

　学習院さくらアカデミーでは、資格・検定対策講座および英語講座の内容を理
解していただくために、ガイダンスを無料で実施しています。講座のカリキュラムや
テキストの内容、資格を取得する目的、英語試験のスコアアップ法などについて説
明します。お気軽にご参加ください！

●福猫たちの図像学  －<動物のかたち>をめぐる文化史入門－
日　時 3月3日（土）　13：30～15：00
講　師 今橋理子　　学習院女子大学教授　
受講料 1,620円　（1回）
教　室 学習院女子大学　2号館　2階
備　考 ＊当日出席される方は、是非何かひとつ

「猫グッズ」を身に付けてご参加ください。
 ＊草上会会員は申込時に会員である旨お申し出ください。
　東洋絵画のジャンルの一つに「花鳥画」があります。文字通り花や鳥のほか、虫や魚
介類また「動物」を題材にして、日本絵画史上にも沢山の傑作が生まれました。実はこ
れらの多くには、「吉祥」の象徴的意味が隠されている場合が多いのですが、近世以降
の花鳥画には「猫」を題材にした作例がみられます。これには一体どのような吉祥の意
味合いがあるのでしょうか。ネコ好きの方は勿論のこと、ネコ嫌いな方にも是非、日本の
「猫画」の奥深き世界を知っていただければと思います。

●中国文明の起源  －「小さな中国」の物語－
日　時 3月9日（金）　13：30～15：00
講　師 鶴間和幸　　学習院大学教授　
受講料 1,620円　（1回）
　中国は古代から現代にいたるまで「大きな中国」を再生産し
てきました。しかし、そこにばかり目をむけていては、中国を真に
理解することはできず、大きな誤解に陥ってしまいます。講演者はあらたに歴史のな
かに消えていったように見える「小さな中国」に注目して、中国文明の起源をたどっ
てみました。中国文明が生み出した繊細な文化をいまあらためて見直してみたいと
思います。

●ことば遊びは翻訳できる？ できないけれど、なんとかしなくちゃ。
日　時 3月22日（木）　13：30～15：00
講　師 真野　泰　　学習院大学教授　
受講料 1,620円　（1回）
　意味を取って音を捨てるのが翻訳である以上、ことば遊びは
原理的には訳せません。音の果たす役割があまりにも大きいか
らです。で、訳しているものにことば遊びが出てきたらどうする
か？困って困ってうんうん唸り、考えあぐねた末に苦肉の策を用いることになる。今回
は現代イギリスの小説を訳していて出会ったことば遊びとわたしの脂汗の結晶をご
披露し、皆さんに笑っていただこうという趣向です。どうぞお気軽にお越しください。

展示テーマ:TOURISM（レジャー、ビジネス、学問など、さまざまな切り口から考える「観光」）

【法経図書センター】
・5階　エントランス
　主に社会科学系のテーマに沿った資料を展示しています。関連する統
計データを紹介するコーナーもあります。展示資料は全て貸出可能です。

・6階　新着資料コーナー
　新着資料を展示しているコーナーです。職員が作成したPOPで資料
を紹介するとともに、1階エレベーターホール前デジタルサイネージでも
公開しています。また、新着資料はブクログ（当センターホームページから
アクセス）で確認できます。

図書館からのお知らせ

■冬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】

　冬季休業中の長期貸出の返却期限は以下の通りです。
　返却期限日：1月13日（土）

■春季休業期間の7階縮小のお知らせ 【法経図書センター】
　春季休業期間中、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階閲覧席をご利用ください。

E-mail sakura-academy@g-shinshinkai.co.jp
URL  http：//g-sakura-academy.jp/
＊冬講座のパンフレットを無料でお送りします。

◆お問い合わせ先・連絡先：学習院さくらアカデミー
Tel 03（5992）1040　Fax03（5992）1124

北グランド

守衛所
西門

西門

↓至 JR目白駅

↑至 雑司が谷駅

大学体育館

卓球場

部室

場
道
剣
柔

学習院さくらアカデミー
事務室

HR・ゼミ・課外活動の合宿は、校外施設をご利用ください
（利用料金「特例」のご案内）

　学習院大学が保有する4つの校外施設では、平成28年度より、利用料金に特例
を設けています。
HR・ゼミ・課外活動の合宿で校外施設をご利用いただくと、料金がとてもお得
ですので、ぜひご活用ください。
【校外施設利用料金特例】
1.HR・ゼミを指導教員の指導の下に使用する場合は、1泊2日分に限り学生生徒は
利用料金免除
2.輔仁会団体に限り合宿の利用料金は半額*（鎌倉寸心荘は教育研究目的の利用のみ）
　*①学生課に合宿許可願と校外施設利用申込書を提出してください
　 ②学生課の受付印が押印された校外施設利用申込書を施設課に提出してください

料金・申込方法・その他詳細につきましては、施設課までお気軽にお問い合わせください。
電話03-5992-1053（平日9：00～16：00　土曜日9：00～12：00）
http://www.gakushuin.ac.jp/ad/kanri/kougai.html

・沼津游泳場
静岡県沼津市下香貫島郷2802

・妙高高原寮
新潟県妙高市大字関川2416-10

・日光光徳小屋（5月～10月）
栃木県日光市中宮祠官有無番地

・鎌倉寸心荘
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎3-11-1

展示テーマ：LEADERSHIP（古今東西のリーダーやリーダーシップについて）

■春季休業中の長期貸出について
【大学図書館・法経図書センター・理学部図書室共通】

　春季休業中の長期貸出を以下の日程で行います。
・開始日：1月18日（木）
・返却期限日：4月14日（土）
※ただし最終学年在籍者の返却期限日：3月13日（火）

■英語講座　	 無料/予約不要
講座名 日程 時間 教室

冬期集中IELTS6.5対策講座
1月11日（木）12：20～12：50 西5号館 2階

1月31日（水）17：00～17：30 百周年記念会館 3階

冬期集中　TOEIC®Workshop600
1月11日（木）
1月31日（水）

12：20～12：50
17：30～18：00

西5号館 2階
百周年記念会館 3階

冬期集中　TOEIC®Workshop730

※ガイダンスの教室は変更することがあります。

■資格・検定講座	 無料/予約不要
講座名 日程 時間 教室

医療事務講座（医療事務検定試験対応）
1月11日（木）
1月31日（水）

12：20～12：50
17：00～17：30

西5号館 2階
百周年記念会館 3階

3級FP技能検定試験対策講座
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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：3月1日（木）～16日（金）※土・日除く
　参加企業・場所・時間等の詳細は別途掲示をご覧ください。また内
容に変更がある場合は随時G-Port等でお知らせいたします。
　約300社の企業の採用に関する説明を学内で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

◆ 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

平成30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
飾りのないもの。背中にもボタンやファスナー、金具のないもの。）
●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、マニキュアなどは遠慮してください。
●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、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、封書またはG-Portでご連絡します。
●健康診断の結果は、1ヶ月以内に受診者全員にG-Portで通知します。
●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とき
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」
　「就職活動アンケート」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。
　「G-Port」から入力するか、キャリアセンターカウンターに設置
の用紙に記入して提出してください。
●「就職活動報告書」「就職活動アンケート」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。

■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
ンターに相談に来てください。職員が個別に相談に乗り、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
 土曜日　　　9：30～12：30
 ＊図書の貸出等も通常通り
■閉室日　日曜・祭日
 入試期間　　平成30年2月6日（火）～2月11日（日）
■電　話　03-5992-1062
＊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、なるべく早くに相談に応じられるよう調整します。
＊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に紹介します。

学生相談室ホームページ：http://www.gakushuin.ac.jp/univ/sco/

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。

※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

保証人
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キャリアアップ
 サポート
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介も行っています。
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 入試期間　　平成30年2月6日（火）～2月11日（日）
■電　話　03-5992-1062
＊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、なるべく早くに相談に応じられるよう調整します。
＊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ご相談もお受けしています。
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※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
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■ 場所
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トレーニングルームの利用について

保証人サロ

●平成30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
4月2日（月） 4月3日（火） 4月4日（水） 4月5日（木） 4月6日（金）

女	子 男	子 男	子/女	子 女	子 男子

対象学生

2年生（法・文）
3年生（法・文）
4年生全員
大学院生
法科大学院生

2 年生（文）
3 年生全員
4 年生全員
大学院生
法科大学院生

※男子
2 年生（法・経・理・国）
大学院生
法科大学院生
4 年生（予備）

1 年生全員
4 年生（予備）
大学院生（予備）
法科大学院生（予備）

1 年生全員
4 年生（予備）
大学院生（予備）
法科大学院生（予備）

※女子
2･3 年生（経 ･ 理 ･ 国）
大学院生
法科大学院生
4 年生（予備）

※編入学生、再入学生、転部・転科生は、該当学年で受けてください。
※学年指定時間に受けられない場合は、期間中、他学年の日時に受けてください。
※混雑緩和のため、学部ごとに時間を区切らせていただきます。詳しくはホームページまたは、学内の掲示板にてご確認ください。

時　間
受付時間　8：30～11：30、13：00～16：00
4月6日（金）の受付時間　8：30〜11：30、13：00〜15：00　 時間厳守

順　序

学部２～４年生，大学院生，法科大学院生
　①西1号館　3階教室で更衣
　②2階受付で学生証提示
　③2階→1階の順に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。
　⑤3階で更衣を済ませ終了。

新入生（学部1年生）
西1号館3階教室にてガイダンス後順次健診案内

（新入学生行事日程表参照）

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）
【２・３年生】　身長・体重・血圧・胸部X線・内科診察
【１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のみ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（長袖可）

　学長室保健センター　☎03 －5992 －1258
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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。（http://www.univ.gakushuin.ac.jp/）

修了式・卒業式・入学式日程について

平成30年度　学年暦

◎休日開講日
  4月30日（月）  ［昭和の日の振替休日］
  5月15日（火）  ［大学開学記念日］
  7月16日（月）  ［海の日］
  9月17日（月）  ［敬老の日］
  9月24日（月）  ［秋分の日の振替休日］
  10月8日（月）  ［体育の日］
11月23日（金）  ［勤労感謝の日］
12月24日（月）  ［天皇誕生日の振替休日］
  1月14日（月）  ［成人の日］

◆平成29年度　修了式・卒業式の日程について◆
3月20日（火）

9：30 開式
●人文科学研究科　●文学部
●自然科学研究科　●理学部

●法学研究科　　　●法務研究科（法科大学院）
●政治学研究科　　●法学部
●経済学研究科　　●経済学部
●経営学研究科

11：30 開式

◆平成30年度　入学式の日程について◆
4月3日（火）

●法学研究科　　　●法務研究科（法科大学院）
●政治学研究科　　●法学部
●自然科学研究科   ●理学部

11：30 開式 ●経済学研究科　　●経済学部
●経営学研究科　　●国際社会科学部

14：00 開式 ●人文科学研究科　●文学部

9：30 開式

●保証人の皆さまには、入学式の模様をモニターの中継により教室にてご覧いただきます。●保証人の皆さまには、修了式・卒業式の模様をモニターの中継により教室にてご覧いただきます。
●平成29年度卒業者・修了者の発表については、P06に記載しています。

◎休日開講日
  5月15日（火）　［大学開学記念日］
  7月16日（月）　［海の日］
  9月17日（月）　［敬老の日］
  9月24日（月）　［秋分の日の振替休日］
10月  8日（月）　［体育の日］
11月23日（金）　［勤労感謝の日］
12月24日（月）　［天皇誕生日の振替休日］

●学部・大学院
オリエンテーション   ４月  ２日（月）　～　　　７日（土）

健康診断   ４月  ２日（月）　～　　　６日（金）

新入生履修指導等                ４月  ２日（月）　～　　　７日（土）

入学式（学部・大学院・法科大学院合同）   ４月  ３日（火）

第１学期授業開始                ４月  ９日（月）

履修登録期間（学部・大学院）   ４月１８日（水）　～　　 ２３日（月）

履修登録修正期間   ４月２６日（木）　・　　 ２７日（金）

大学開学記念日（開講日）   ５月１５日（火）

履修取消期間（第１学期）   ６月  ４日（月）　～　　　６日（水）

授業評価アンケート実施（全学）   ７月  ２日（月）　～　　 １４日（土）

補講期間                ７月１７日（火）・１８日（水）・２３日（月）

試験振替期間   ７月２４日（火）　～　　 ３１日（火）

第１学期授業終了（学期末試験を含む）   ７月３１日（火）

夏季休業               ８月  １日（水）　～　９月１３日（木）

学期末試験追試験出願期間 　　　　　　　  ～　８月  ３日（金）

集中講義期間   ９月  ７日（金）　～　　 １３日（木）

学期末試験追試験   ９月１０日（月）　～　　 １３日（木）

第２学期授業開始            ９月１４日（金）

履修登録修正期間   ９月２１日（金）　～　　 ２７日（木）

開院記念日（休講日） １０月１７日（水）

四大学運動競技大会（休講日） １０月１９日（金）　～　　 ２１日（日）

大学祭（準備・後片付日含む）（休講日） １１月  １日（木）　～　　  ５日（月）

履修取消期間（第２学期） １１月１２日（月）　～　　 １４日（水）

授業評価アンケート実施（全学） １２月  ５日（水）　～　　 １８日（火）

冬季休業             １２月２５日（火）　～  １月  ８日（火）

補講期間               １月１５日（火）　～　　  １７日（木）

試験振替期間   １月１８日（金）　～　　 ３１日（木）

第２学期授業終了（学年末試験を含む）               １月３１日（木）

学年末試験追試験出願期間             　　　　　　     ～  ２月  ５日（火）

春季休業   ２月  １日（金）　 ～  ３月３１日（日）

学年末試験追試験   ２月１８日（月）　～　　　２３日（土）

卒業者･修了者発表   ３月１１日（月）

卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同）   ３月２０日（水）

●法科大学院
オリエンテーション    4月  2日（月）

健康診断    4月  2日（月）  ・　　　 3日（火）

入学式（学部・大学院・法科大学院合同）    4月  3日（火）

第１学期授業開始            4月  5日（木）

履修登録期間（第１学期）    4月  5日（木）  ・　　　6日（金）

履修登録修正期間（第１学期）    4月26日（木）  ・　　 27日（金）

大学開学記念日（開講日）    5月15日（火）

履修登録取消期間（第１学期）    6月  4日（月）  ～　　　6日（水）

授業評価アンケート実施（全学）    7月  2日（月）  ～　　 14日（土）

第１学期授業終了    7月21日（土）

学期末試験    7月23日（月）  ～　8月  3日（金）

学期末試験追試験出願期間 　　　　　　　  ～　8月  8日（水）

夏季休業               8月  4日（土）　～　9月13日（木）

学期末試験追試験   9月10日（月）　～　　　13日（木）

第２学期授業開始            9月14日（金）

履修登録期間（第２学期）   9月14日（金）　・　　 15日（土）

履修登録修正期間（第２学期） 10月12日（金）　・　　 13日（土）

開院記念日（休講日） 10月17日（水）

四大学運動競技大会 10月19日（金）　～　　 21日（日）

四大学運動競技大会期間中の開講日 10月19日（金）　・　　 20日（土）

大学祭（準備・後片付日含む）（休講日） 11月  1日（木）　～　　　5日（月）

履修登録取消期間（第２学期） 11月12日（月）　～　　  14日（水）

授業評価アンケート実施（全学） 12月  5日（水）　～　　  18日（火）

冬季休業             12月25日（火）　～　1月  8日（火）

第２学期授業終了   1月17日（木）

学年末試験   1月18日（金）　～　1月31日（木）

学年末試験追試験出願期間 　　　　　　　  ～　2月  5日（火）

春季休業   2月  1日（金）　～　3月31日（日）

学年末試験追試験   2月18日（月）　～　　　23日（土）

修了者発表   3月11日（月）

卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同）        3月20日（水）


