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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2年度　学年暦

［ 備考 ］

◆令和元年度　修了式・卒業式の日程について◆
3月20日（金・祝）

9：30 開式 ●人文科学研究科　●文学部

●経済学研究科　　●経済学部
●経営学研究科　　●国際社会科学部

●法学研究科　　　●法務研究科
●政治学研究科　　●法学部
●自然科学研究科　●理学部

11：30 開式

14：00 開式

◆令和2年度　入学式の日程について◆
4月3日（金）

●法学研究科　　　●法務研究科
●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。
●令和元年度卒業者・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
４月２９日（水）

５月４日（月）
５月５日（火）
５月６日（水）

５月１５日（金）

［昭和の日］
［みどりの日］
［こどもの日］
[振替休日]

［大学開学記念日］

７月２３日（木）
９月２１日（月）
９月２２日（火）

１０月１７日（土）
１１月２３日（月）

［海の日］
［敬老の日］
［秋分の日］
［開院記念日］
［勤労感謝の日］

◎休日開講日
４月２９日（水）

５月４日（月）
５月５日（火）
５月６日（水）

５月１５日（金）
７月２３日（木）
7月24日（金）
９月２１日（月）
９月２２日（火）

１０月１７日（土）
１１月２３日（月）

［昭和の日］
［みどりの日］
［こどもの日］
[振替休日]

［大学開学記念日］
［海の日］
[スポーツの日]

［敬老の日］
［秋分の日］
［開院記念日］
［勤労感謝の日］
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国民の祝日に関する法律等、関連
法令の改正に伴い、一部祝日・休日
が変更となる可能性があります。（原
則として、授業日を変更することは
ありません）
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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14日（土）の閉会式を
もって終了しました。結果は13勝23敗で、本年度も甲南大学の総合優
勝となりました。
　通算成績は、本学の２勝（第１回：昭和31年度／第37回：平成４年
度）61敗１分となっています。個々の競技ではここまで一方的ではありま
せんが、定期戦はお互いが良いライバル関係になければなりません。本
学運動部学生諸君の一層の奮起を期待します。

第64回学習院大学対甲南大学
運動競技総合定期戦

　成蹊大学を当番校として行われていた、今年度の四大学運動競技
大会（通称“四大戦”）は、10月20日（日）に閉幕しました。
　本年度は、「正式種目」で２位に約30点差という大差をつけ優勝、「一
般種目」でも平成23（2011）年より８年ぶりに優勝を飾り、結果57回目
の『総合優勝』となりました。昨年度に続き、総合優勝２連覇となります。
　四大戦では「正式種目優勝」と「総合優勝」とを宿命付けられている
本学です。来年度は、第71回大会が武蔵大学を当番校として開催さ
れますが、３連覇を達成し、必ずや58回目の『総合優勝』を勝ち取りま
しょう。

※教職員種目の得点は総合得点に含まれません。

●第70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）

158点
（１位）

103点
（1位）

55点
（１位）

5点
（4位）

128.5点
（２位）

82点
（2位）

46.5点
（3位）

8点
（２位）

85.5点
（４位）

61.5点
（４位）

24点
（4位）

8点
（2位）

111.5点
（３位）

63点
（３位）

48.5点
（2位）

9点
（1位）

学習院大学 成蹊大学 武蔵大学 成城大学

第70回四大学運動競技大会
57回目の『総合優勝』

改めて確認してください
■盗難について
　課外活動団体代表者説明会（学内に部会室を持つ公認団体対象）で、部会室では現金等貴重品を管理し
ない等の注意がなされていたにもかかわらず、先の大学祭（桜凛祭）開催期間中にも、３団体の部会室で出
店の売上金等が盗難に遭いました。本年度、学生課には５件の盗難被害届が提出されていますが、その内の
４件が黎明会館（部会室）になっています。
　改めて、部会室では現金等貴重品を管理しないように徹底してください。

　加えて、昨年までの学内での盗難事例を見てみても、机上・ベンチ等に荷物を置いたままその場を離れ、置
き引きに遭うケース等、年齢相応の常識があれば防げるものばかりです。次のことは特に注意してください。
　・所持品から目を離さない
　・教室・学生ホール・学生食堂・屋外のベンチ等で、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）

■飲酒について
　未成年飲酒は勿論のこと、成年となってからも、お酒を過剰に飲んだり、一気飲みすること、させることは、生命に
関わるトラブルに繋がるので、絶対に行わないようにと、注意を喚起してきたところです。
　その中で、学外での飲酒については、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るようにとして、
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といった注意を促してきました。

　ところが本年度も、目白駅前広場をはじめとする目白界隈において、本学学生を含む集団が屯（たむろ）し、21時
頃から深夜にかけて飲酒のうえ騒いでいたり、ゴミ等を散乱させているため、近隣の方々からの苦情や通報が寄せら
れています。目白警察署に通報のあった件数も、10月の段階で既に昨年の年間件数を超えているとのことです。

　本学学生の行動としては大変遺憾に思うところであり、学生諸君には、目白駅周辺（近隣）をはじめ、全ての場所
において良識ある行動を厳に求めます。

　なお、学内においても、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
禁止ですし、酒類の学内への持ち込みも厳禁です。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
部会室に保管（放置）することも禁止ですので注意してください。

■悪質マルチ商法について
　悪質マルチ商法とは誇大表現を用いたり、違法な手法で友人を次 と々勧誘することで被害が拡大する悪質商法
の一つです。知人を通じて誘われるケースが多いようですが、契約をする前に冷静に考えましょう。
　・友人からの誘いでも、少しでも不安があればはっきりと断りましょう。
　・「簡単に儲かる、すぐに元が取れる、好きなだけ旅行に行ける」などのおいしい話はありません。
　・「仲間ができる、人脈拡大、自己成長」等の若者向けの誘い文句には、家族や周囲の人の意見もよく聞いてから

検討しましょう。
　自分や自分の友人なら大丈夫と過信することなく、十分に注意するようにしてください。

＊断る理由として、安易に「お金が無いから」と言ってしまいがちですが、「学生ローンでお金を借りれば良い」と逃がし
てはくれません。はっきりと断るようにしましょう。

　本年度の学生の提言は、「人工知能と高等教育」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、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＞
佳　作：①経済学部 経済学科 3年　　吉田　圭汰さん

②共著作品
　 経済学部 経済学科 3年　　趙　キン偉さん
　 経済学部 経営学科 3年　　横井　沙也佳さん
　 経済学部 経済学科 3年　　長岡　周作さん
　 経済学部 経済学科 3年　　伴野　雄太さん
　 経済学部 経済学科 3年　　根岸　宙人さん

令和元年度
「学生の提言」受賞者について

第50回大学祭（桜凛祭）
　11月２日（土）～４日（月・休）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2日（土）本祭１日目
 　・ オープニングセレモニー（オープニングラン等）
　 ・ トークショー（出演：吉沢 亮）
 　・ お笑いライブ（出演：和牛／ななまがり／令和ロマン）
　11月3日（日・祝）本祭２日目
 　・ トークショー（出演：小松 未可子）
　11月4日（月・休）本祭３日目
　 ・ ミスター学習院コンテスト本選
　 ・ 学祭アーティストの乱（出演：ビッケ・ブランカ／MOROHA）

本年度は実行委員が期間中の朝に目白界隈の清掃を行いました。
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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14日（土）の閉会式を
もって終了しました。結果は13勝23敗で、本年度も甲南大学の総合優
勝となりました。
　通算成績は、本学の２勝（第１回：昭和31年度／第37回：平成４年
度）61敗１分となっています。個々の競技ではここまで一方的ではありま
せんが、定期戦はお互いが良いライバル関係になければなりません。本
学運動部学生諸君の一層の奮起を期待します。

第64回学習院大学対甲南大学
運動競技総合定期戦

　成蹊大学を当番校として行われていた、今年度の四大学運動競技
大会（通称“四大戦”）は、10月20日（日）に閉幕しました。
　本年度は、「正式種目」で２位に約30点差という大差をつけ優勝、「一
般種目」でも平成23（2011）年より８年ぶりに優勝を飾り、結果57回目
の『総合優勝』となりました。昨年度に続き、総合優勝２連覇となります。
　四大戦では「正式種目優勝」と「総合優勝」とを宿命付けられている
本学です。来年度は、第71回大会が武蔵大学を当番校として開催さ
れますが、３連覇を達成し、必ずや58回目の『総合優勝』を勝ち取りま
しょう。

※教職員種目の得点は総合得点に含まれません。

●第70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）

158点
（１位）

103点
（1位）

55点
（１位）

5点
（4位）

128.5点
（２位）
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（2位）
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（3位）
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（２位）
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（４位）

61.5点
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（4位）
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（2位）
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（2位）
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（1位）

学習院大学 成蹊大学 武蔵大学 成城大学

第70回四大学運動競技大会
57回目の『総合優勝』

改めて確認してください
■盗難について
　課外活動団体代表者説明会（学内に部会室を持つ公認団体対象）で、部会室では現金等貴重品を管理し
ない等の注意がなされていたにもかかわらず、先の大学祭（桜凛祭）開催期間中にも、３団体の部会室で出
店の売上金等が盗難に遭いました。本年度、学生課には５件の盗難被害届が提出されていますが、その内の
４件が黎明会館（部会室）になっています。
　改めて、部会室では現金等貴重品を管理しないように徹底してください。

　加えて、昨年までの学内での盗難事例を見てみても、机上・ベンチ等に荷物を置いたままその場を離れ、置
き引きに遭うケース等、年齢相応の常識があれば防げるものばかりです。次のことは特に注意してください。
　・所持品から目を離さない
　・教室・学生ホール・学生食堂・屋外のベンチ等で、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）

■飲酒について
　未成年飲酒は勿論のこと、成年となってからも、お酒を過剰に飲んだり、一気飲みすること、させることは、生命に
関わるトラブルに繋がるので、絶対に行わないようにと、注意を喚起してきたところです。
　その中で、学外での飲酒については、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るようにとして、
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といった注意を促してきました。

　ところが本年度も、目白駅前広場をはじめとする目白界隈において、本学学生を含む集団が屯（たむろ）し、21時
頃から深夜にかけて飲酒のうえ騒いでいたり、ゴミ等を散乱させているため、近隣の方々からの苦情や通報が寄せら
れています。目白警察署に通報のあった件数も、10月の段階で既に昨年の年間件数を超えているとのことです。

　本学学生の行動としては大変遺憾に思うところであり、学生諸君には、目白駅周辺（近隣）をはじめ、全ての場所
において良識ある行動を厳に求めます。

　なお、学内においても、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
禁止ですし、酒類の学内への持ち込みも厳禁です。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
部会室に保管（放置）することも禁止ですので注意してください。

■悪質マルチ商法について
　悪質マルチ商法とは誇大表現を用いたり、違法な手法で友人を次 と々勧誘することで被害が拡大する悪質商法
の一つです。知人を通じて誘われるケースが多いようですが、契約をする前に冷静に考えましょう。
　・友人からの誘いでも、少しでも不安があればはっきりと断りましょう。
　・「簡単に儲かる、すぐに元が取れる、好きなだけ旅行に行ける」などのおいしい話はありません。
　・「仲間ができる、人脈拡大、自己成長」等の若者向けの誘い文句には、家族や周囲の人の意見もよく聞いてから

検討しましょう。
　自分や自分の友人なら大丈夫と過信することなく、十分に注意するようにしてください。

＊断る理由として、安易に「お金が無いから」と言ってしまいがちですが、「学生ローンでお金を借りれば良い」と逃がし
てはくれません。はっきりと断るようにしましょう。

　本年度の学生の提言は、「人工知能と高等教育」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、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＞
佳　作：①経済学部 経済学科 3年　　吉田　圭汰さん

②共著作品
　 経済学部 経済学科 3年　　趙　キン偉さん
　 経済学部 経営学科 3年　　横井　沙也佳さん
　 経済学部 経済学科 3年　　長岡　周作さん
　 経済学部 経済学科 3年　　伴野　雄太さん
　 経済学部 経済学科 3年　　根岸　宙人さん

令和元年度
「学生の提言」受賞者について

第50回大学祭（桜凛祭）
　11月２日（土）～４日（月・休）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2日（土）本祭１日目
 　・ オープニングセレモニー（オープニングラン等）
　 ・ トークショー（出演：吉沢 亮）
 　・ お笑いライブ（出演：和牛／ななまがり／令和ロマン）
　11月3日（日・祝）本祭２日目
 　・ トークショー（出演：小松 未可子）
　11月4日（月・休）本祭３日目
　 ・ ミスター学習院コンテスト本選
　 ・ 学祭アーティストの乱（出演：ビッケ・ブランカ／MOROHA）

本年度は実行委員が期間中の朝に目白界隈の清掃を行いました。
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試 験について

1 時限

2 時限

3 時限

4 時限

5 時限

6 時限

  9：00～10：30

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

令和元年度　学年末試験について

令和元年度　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20日（月）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。
　令和2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20日（月）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。
　令和2年1月

学生センター所長

●学部・大学院：1月20日（月）～1月31日（金）
●法科大学院：1月25日（土）～1月31日（金）

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G-Port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）・大学院交流制度に基づく
他大学・大学院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・大学院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、停学及び退学であり、履修単位については無効と
する処分を講じることがある。

（1）番号札もしくは本学備付六法を交換したり、これに応じたりするこ
と。また、不正使用の目的をもって故意に番号札もしくは本学備
付六法を持ち帰ること。

（2）持ち込みを許可されていないノート、教科書、参考書、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
あらかじ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｡出願
手続の詳細はG-Portで配信する。

（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、G-Port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（水）まで
（3）受験料は、１科目につき1,000円である。
（4）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・大学院交流制度に基づき、他大
学・大学院設置科目の授業・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）
（5）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。



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

令和元年度　学年末試験について

令和元年度　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20日（月）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。
　令和2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20日（月）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。
　令和2年1月

学生センター所長

●学部・大学院：1月20日（月）～1月31日（金）
●法科大学院：1月25日（土）～1月31日（金）

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G-Port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）・大学院交流制度に基づく
他大学・大学院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・大学院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、停学及び退学であり、履修単位については無効と
する処分を講じることがある。

（1）番号札もしくは本学備付六法を交換したり、これに応じたりするこ
と。また、不正使用の目的をもって故意に番号札もしくは本学備
付六法を持ち帰ること。

（2）持ち込みを許可されていないノート、教科書、参考書、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
あらかじ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｡出願
手続の詳細はG-Portで配信する。

（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、G-Port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（水）まで
（3）受験料は、１科目につき1,000円である。
（4）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・大学院交流制度に基づき、他大
学・大学院設置科目の授業・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）
（5）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。



06 07

「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（2019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（水）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22日

（水）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（水）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。令和2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。

令和2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

　令和元年度卒業記念アルバムの申し込みの受け付けは、令和2年1月
31日（金）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」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。

※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2（2020）年度版シラバス・授業時間割について

　３月24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2年4月6日

（月）から発行できます。

令和元年度成績発表（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。

令和元年度卒業者・修了者の発表について

　令和元年度卒業者・修了者の発表は、3月10日（火）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。

令和2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（火）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16日（月）

★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してください。
★卒業追加認定者…3月31日（火）発表後、教務課窓口で発行します。

令和3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】
● 修了見込証明書（和文・英文）【法科大学院・大学院用】
※令和2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（月）　※健康診断証明書のみ5月7日（木）

（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

　令和2年度入学試験が、2月6日（木）～11日（火・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（木）6：00～2月12日（水）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
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。

令和2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16：00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（火）～13
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

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どおり
月～金　９：００～１８：００　　土　９：００～１４：００

＜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（火）
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！
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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。
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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。
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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、
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　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
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ださい。
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員会までお問い合せください。
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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

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。
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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2年4月6日

（月）から発行できます。

令和元年度成績発表（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。

令和元年度卒業者・修了者の発表について

　令和元年度卒業者・修了者の発表は、3月10日（火）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。

令和2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（火）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16日（月）

★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してください。
★卒業追加認定者…3月31日（火）発表後、教務課窓口で発行します。

令和3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】
● 修了見込証明書（和文・英文）【法科大学院・大学院用】
※令和2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（月）　※健康診断証明書のみ5月7日（木）

（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

　令和2年度入学試験が、2月6日（木）～11日（火・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（木）6：00～2月12日（水）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
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。

令和2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16：00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（火）～13
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

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どおり
月～金　９：００～１８：００　　土　９：００～１４：００

＜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（火）
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！
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インフォメーション

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

　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
果等を把握し、今後の英語学習に活用してください。忘れずに受験してく
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30年度インテンシヴ・コース合格者
●実施日時 令和2年2月1日（土）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
 については、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
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

＜３、４年生の平成30年度インテンシヴ・コース合格者＞ 西２－４０５

＜２年生＞
法学部
経済学部

文学部

理学部

政　西５－Ｂ１

営　西２－４０１（18-022-001～18-022-135）
　　西２－４０２（18-022-136～18-022-272）

史　中央－３０２

英　西２－３０２

仏　中央－４０５（18-036-001～18-036-040）
 中央－４０１（18-036-041～18-036-086）

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。
　詳細は上記の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。

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。詳しくは上記の外国語教
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。
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

学芸員課程事務室

　令和元年度の博物館学芸員資格取得者の発表は令和2年3月10日(火)頃、
掲示にて発表いたします。

令和元年度「博物館学芸員資格取得者」の発表

　令和元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  令和2年3月20日(金・祝)　10：00～14：00まで
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修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

財　務　部
令和2年度学費納入について

　令和2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2年４月中旬
● 納付期限　令和2年4月30日（木）

◎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2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。

東洋文化研究所

第99、101、102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「歴史学と史資料－文献
史学と考古学の視点から」と題する連続講演を開催しました。

第99回（10月16日）　田中俊明氏（滋賀県立大学名誉教授）
「加耶考古学の進展と加耶史研究の現況」
第101回（11月22日）　飯山知保氏（早稲田大学文学学術院教授）

「碑文の製作／再解釈／偽造からみた12－21世紀の中国華北社会」
第102回（11月27日）　市元塁氏（東京国立博物館主任研究員）

「皇帝陵の考古学－三国から隋まで」

　いずれの回も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・事
前申込不要ですので、お気軽にお越しください！

東洋文化講座第100回特別記念講演会
「東アジアにおける危機言語」を開催しました

　東洋文化講座は、1985年6月の第1回以来、30年以上を経て、こ
の秋100回目を迎えることができました。これを記念して、11月13日
に特別記念講演会を開催しました。

新居田純野氏（長崎外国語大学前教授・関東学院大学非常勤講師）
「消滅の危機言語である台湾原住民語「サオ語（邵語）」」
板橋義三氏（九州大学名誉教授）

「マタギ語とアイヌ語の言語接触とマタギ語の起源と歴史」

第99回東洋文化講座　田中氏による講演会の様子



08 09

インフォメーション

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

　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
果等を把握し、今後の英語学習に活用してください。忘れずに受験してく
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30年度インテンシヴ・コース合格者
●実施日時 令和2年2月1日（土）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
 については、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
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

＜３、４年生の平成30年度インテンシヴ・コース合格者＞ 西２－４０５

＜２年生＞
法学部
経済学部

文学部

理学部

政　西５－Ｂ１

営　西２－４０１（18-022-001～18-022-135）
　　西２－４０２（18-022-136～18-022-272）

史　中央－３０２

英　西２－３０２

仏　中央－４０５（18-036-001～18-036-040）
 中央－４０１（18-036-041～18-036-086）

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。
　詳細は上記の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。

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。詳しくは上記の外国語教
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。
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

学芸員課程事務室

　令和元年度の博物館学芸員資格取得者の発表は令和2年3月10日(火)頃、
掲示にて発表いたします。

令和元年度「博物館学芸員資格取得者」の発表

　令和元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  令和2年3月20日(金・祝)　10：00～14：00まで
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修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

財　務　部
令和2年度学費納入について

　令和2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2年４月中旬
● 納付期限　令和2年4月30日（木）

◎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2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。

東洋文化研究所

第99、101、102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「歴史学と史資料－文献
史学と考古学の視点から」と題する連続講演を開催しました。

第99回（10月16日）　田中俊明氏（滋賀県立大学名誉教授）
「加耶考古学の進展と加耶史研究の現況」
第101回（11月22日）　飯山知保氏（早稲田大学文学学術院教授）

「碑文の製作／再解釈／偽造からみた12－21世紀の中国華北社会」
第102回（11月27日）　市元塁氏（東京国立博物館主任研究員）

「皇帝陵の考古学－三国から隋まで」

　いずれの回も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・事
前申込不要ですので、お気軽にお越しください！

東洋文化講座第100回特別記念講演会
「東アジアにおける危機言語」を開催しました

　東洋文化講座は、1985年6月の第1回以来、30年以上を経て、こ
の秋100回目を迎えることができました。これを記念して、11月13日
に特別記念講演会を開催しました。

新居田純野氏（長崎外国語大学前教授・関東学院大学非常勤講師）
「消滅の危機言語である台湾原住民語「サオ語（邵語）」」
板橋義三氏（九州大学名誉教授）

「マタギ語とアイヌ語の言語接触とマタギ語の起源と歴史」

第99回東洋文化講座　田中氏による講演会の様子

	 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 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 709,700 455,700 254,000 254,000 254,000 508,000 198,000 1,200 2,500
経済学・経営学 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 955,200 611,200 344,000 ＊　70,000 
414,000 344,000 ＊　70,000 

758,000 196,000 1,200
理論 〜 R1 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 〜 R1 669,700 429,700 240,000 240,000 240,000 480,000 186,000 1,200 2,500
経済学・経営学 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 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 〜 R1 905,200 580,200 325,000 ＊　70,000 
395,000 325,000 ＊　70,000 

720,000 184,000 1,200
理論 〜 R1 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 〜 R1 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

国際センター
短期ホームステイプログラムについて

　国際センターでは、長期休業中に、本学で学ぶ留学生に日本人学生の家庭で
の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5名の留学生が参加し、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（2020年2月1日（土）～3月
10日（火））も実施予定で、日本人ホストファミリーを1月15日（水）まで募集中で
す。国際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、国際センターホームペー
　ジ上で閲覧することができます。

■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、欧州評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、「日本の伝統文化」、「日本食とおもてなし文化」、「カフェとラーメン」、「クール・
ジャパン」、「Z世代から見た現代日本の課題」の5つのテーマについて英語でグ
ループ発表を行い、ストラスブール大学の学生と討論しました。特に、女性の社会
進出やクール・ジャパンについては、活発な意見交換がありました。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積極的に質疑応
答を行いました。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。

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

グローバル・キャンパス・アジア東京
2019夏を開催

■学習院生と海外研修生が共に学ぶ、学内留学体験
　7月21日（日）～8月8日（木）にかけて、
グローバル・キャンパス・アジア（GCA）
東京2019夏が行われました。今回は海
外研修生26名、学習院生サポーター
49名の計75名が参加し、共に研修プロ
グラムの課題に取り組みながら異文化
理解を深めました。
　研修のカリキュラムは日本語授業と
課題探究研修の2本立てとなっており、
日本語授業では日本語コミュニケーショ
ン能力の一層の向上を目指して、研修
生と学習院生が互いに協力しながらグループワークを行いました。課題探究研修
では、「日本の食文化」をメインテーマとし、さらに①アンテナショップ、②給食、③食
器・調理器具、④弁当、⑤洋食、⑥和菓子という6つの小テーマ・グループに分かれ
て、インタビュー取材やそれぞれのテーマと関連する資料・場所の調査をしました。
　プログラム期間中は台風の影響や熱中症が懸念されたものの、無事にすべてを
スケジュール通りに進めることができました。8月7日の報告会ではインタビューや
調査結果を報告し、研修の成果のまとめとなりました。
　来年度は、夏（8月後半）・冬（2月後半）2回のプログラムが予定されています。海
外研修生と交流しながら共に学べるこのプログラム、みなさんの参加をお待ちして
います。

2020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。

国際センターホームページのご案内

　国際センターは、本学における留学・海外研修・国際交流等に関する利便性と
学生サービスの向上を目指して、平成30年4月に組織統合しました。それに伴い、
国際交流に関する各種プログラムの情報提供ならびに奨学金・助成金等の詳細
な情報を、できるだけ分かりやすく、随時お伝えしていけるようホームページをリ
ニューアルしながら発信しています。
　留学や国際交流に興味を持たれた方は、まずはこちらをご覧ください。
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/ (日本語）
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/en/global/ (English)
　Facebookでも、国際センター主催イベントの告知や実施報告を掲載しています。
https://www.facebook.com/ic.gakushuin.ac.jp/

語学能力試験受験の助成について大学間協定の新規締結について

　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10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。

　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。

・ドルノド大学
　ドルノド大学は1991年に創立された、モンゴル東部地域では最大の大学で、
同地域の人材育成を担っています。20の学士プログラム、6つの修士プログラ
ム及び2つの博士プログラムを有しており、韓国、中国、ロシアの大学と協定を
締結しています。
１．創　立：1991年
２．所在地：モンゴル・チョイバルサン市
３．学生数：700人
４．学部等：Accounting, Business administration, History, Teacher　
　　　　 （foreign language education（English and Russian））, 　　
　　　　  Mathematics等
本学にとって、モンゴル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。

留学生親睦バス旅行を実施しました

　国際センターでは、10月17日（木）に、霞会館のご助成のもと、本学の留学生
40名と高等科の留学生3名の計43名が参加して千葉・南房総へのバス旅行を
実施しました。今回はロープウェーで鋸山（のこぎりやま）へ登ったり、日本三大うち
わの一つである房州うちわ作り体験を行いました。
　参加した留学生たちからは「うちわ作り体験が楽しかった。また作りたい！」、「見学
や体験を通して日本文化に触れて、日本をもっと知ることができた」、「みんなで一
緒に旅行ができて楽しかった」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。

第2回留学フェアを開催しました　

　国際センターでは、10月23日（水）～25日（金）、28日（月）～31日（木）の7日
間、2019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。
●23日（水）～25日（金）、28日（月）～30日（水）
　「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」
●31日（木）「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」・「世界の言葉で話そう！　～チャットルーム2019～」
　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。
　期間を通して延べ約200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。

グローバル・キャンパス・アジアプログラム報告

■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・アジアプログラムは、夏休みを利用して中国、韓国、台
湾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21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。「韓国のアイドル文化」、「日本と韓国のコ
スメ事情」、「建造物から読み解く日本統治時代前後の台湾」、「台湾のジェン
ダー事情」、「中国茶文化について」、「Wechat Payからみる日本の電子決済」、

「中国の按摩について」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。

プログラム初日の歓迎会の様子。初めて
の顔合わせも盛り上がっていました。
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インフォメーション

国際センター

国際センター
短期ホームステイプログラムについて

　国際センターでは、長期休業中に、本学で学ぶ留学生に日本人学生の家庭で
の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5名の留学生が参加し、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（2020年2月1日（土）～3月
10日（火））も実施予定で、日本人ホストファミリーを1月15日（水）まで募集中で
す。国際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、国際センターホームペー
　ジ上で閲覧することができます。

■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、欧州評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、「日本の伝統文化」、「日本食とおもてなし文化」、「カフェとラーメン」、「クール・
ジャパン」、「Z世代から見た現代日本の課題」の5つのテーマについて英語でグ
ループ発表を行い、ストラスブール大学の学生と討論しました。特に、女性の社会
進出やクール・ジャパンについては、活発な意見交換がありました。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積極的に質疑応
答を行いました。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。

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

グローバル・キャンパス・アジア東京
2019夏を開催

■学習院生と海外研修生が共に学ぶ、学内留学体験
　7月21日（日）～8月8日（木）にかけて、
グローバル・キャンパス・アジア（GCA）
東京2019夏が行われました。今回は海
外研修生26名、学習院生サポーター
49名の計75名が参加し、共に研修プロ
グラムの課題に取り組みながら異文化
理解を深めました。
　研修のカリキュラムは日本語授業と
課題探究研修の2本立てとなっており、
日本語授業では日本語コミュニケーショ
ン能力の一層の向上を目指して、研修
生と学習院生が互いに協力しながらグループワークを行いました。課題探究研修
では、「日本の食文化」をメインテーマとし、さらに①アンテナショップ、②給食、③食
器・調理器具、④弁当、⑤洋食、⑥和菓子という6つの小テーマ・グループに分かれ
て、インタビュー取材やそれぞれのテーマと関連する資料・場所の調査をしました。
　プログラム期間中は台風の影響や熱中症が懸念されたものの、無事にすべてを
スケジュール通りに進めることができました。8月7日の報告会ではインタビューや
調査結果を報告し、研修の成果のまとめとなりました。
　来年度は、夏（8月後半）・冬（2月後半）2回のプログラムが予定されています。海
外研修生と交流しながら共に学べるこのプログラム、みなさんの参加をお待ちして
います。

2020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。

国際センターホームページのご案内

　国際センターは、本学における留学・海外研修・国際交流等に関する利便性と
学生サービスの向上を目指して、平成30年4月に組織統合しました。それに伴い、
国際交流に関する各種プログラムの情報提供ならびに奨学金・助成金等の詳細
な情報を、できるだけ分かりやすく、随時お伝えしていけるようホームページをリ
ニューアルしながら発信しています。
　留学や国際交流に興味を持たれた方は、まずはこちらをご覧ください。
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/ (日本語）
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/en/global/ (English)
　Facebookでも、国際センター主催イベントの告知や実施報告を掲載しています。
https://www.facebook.com/ic.gakushuin.ac.jp/

語学能力試験受験の助成について大学間協定の新規締結について

　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10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。

　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。

・ドルノド大学
　ドルノド大学は1991年に創立された、モンゴル東部地域では最大の大学で、
同地域の人材育成を担っています。20の学士プログラム、6つの修士プログラ
ム及び2つの博士プログラムを有しており、韓国、中国、ロシアの大学と協定を
締結しています。
１．創　立：1991年
２．所在地：モンゴル・チョイバルサン市
３．学生数：700人
４．学部等：Accounting, Business administration, History, Teacher　
　　　　 （foreign language education（English and Russian））, 　　
　　　　  Mathematics等
本学にとって、モンゴル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。

留学生親睦バス旅行を実施しました

　国際センターでは、10月17日（木）に、霞会館のご助成のもと、本学の留学生
40名と高等科の留学生3名の計43名が参加して千葉・南房総へのバス旅行を
実施しました。今回はロープウェーで鋸山（のこぎりやま）へ登ったり、日本三大うち
わの一つである房州うちわ作り体験を行いました。
　参加した留学生たちからは「うちわ作り体験が楽しかった。また作りたい！」、「見学
や体験を通して日本文化に触れて、日本をもっと知ることができた」、「みんなで一
緒に旅行ができて楽しかった」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。

第2回留学フェアを開催しました　

　国際センターでは、10月23日（水）～25日（金）、28日（月）～31日（木）の7日
間、2019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。
●23日（水）～25日（金）、28日（月）～30日（水）
　「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」
●31日（木）「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」・「世界の言葉で話そう！　～チャットルーム2019～」
　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。
　期間を通して延べ約200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。

グローバル・キャンパス・アジアプログラム報告

■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・アジアプログラムは、夏休みを利用して中国、韓国、台
湾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21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。「韓国のアイドル文化」、「日本と韓国のコ
スメ事情」、「建造物から読み解く日本統治時代前後の台湾」、「台湾のジェン
ダー事情」、「中国茶文化について」、「Wechat Payからみる日本の電子決済」、

「中国の按摩について」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。

プログラム初日の歓迎会の様子。初めて
の顔合わせも盛り上がっていました。
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妙高高原寮　閉寮について

図書館
へ行こう

図書館からのお知らせ

■「作家 誉田哲也氏 × 図書館長 鈴木亘教授 トークイベント」を
　開催しました

【大学図書館】
　大学図書館セミナーの一環として、本学卒業生である作家 誉田哲
也氏を招き、学習院大学図書館長（鈴木亘教授）とのトークイベントを
開催しました。イベントでは、誉田氏の学生時代の話や、作家になるま
での過程、小説執筆の背景、そして進路や将来に悩む学生へのアド
バイスなど、多岐に亘って様々な話題が上がり、参加学生の多くが熱
心に耳を傾ける様子が見受けられました。
　セミナー終了後に実施したサイン会では、誉田氏が一人一人の学
生に声をかけながらサインに対応され、そのサイン本を大切に持ち帰
る学生の姿も印象的でした。
　来年度の大学図書館セミナーのテーマや講師は未定ですが、学生
のみなさんが興味のある分野でのセミナー開催を検討していますの
で、是非お楽しみに！！

インフォメーション

学習院さくらアカデミー

キャリアアップ・スキルアップ講座
ガイダンス日程一覧

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、講座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。

１月から始まっている冬期講座の「特別講座」として、様々な先生方の
ご講義を用意し、充実した内容で開催しています。この機会にぜひお申
込みください。

学習院さくらアカデミーでは、冬期も学生の皆さんのキャリアアップ・ス
キルアップを応援する講座を開講、下記のとおり講座ガイダンスを実
施します。また、一般の方々向けの特別講座も例年通り、ご用意してい
ますので、ご応募をお待ちしています。

定期お知らせ

■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日は以下の通りです。
　返却期限日：1月15日（水）

■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。

冬期特別講座のご案内

　新潟県妙高高原池ノ平温泉スキー場近くにあり、スキー
やハイキングなどのレクリエーションに利用されてきました
妙高高原寮は、令和2年9月末日をもって閉寮することとな
りました。冬の利用としては今シーズンが最後となります。
　妙高高原寮の宿泊料金を右記のとおり割引としますの
で、お誘い合わせの上、是非ご利用ください。なお、大学学
生指導のため、ホームルームまたはゼミナール等を単位と
して指導教員の下に利用する学生の場合は、1泊2日分に限り、利用料を免除します。

申込み方法・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）
https://www.gakushuin.ac.jp/ad/kanri/kougai.html

■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20日（月）
・返却期限日：4月14日（火）
※ただし最終学年在籍者の返却期限日：3月13日（金）

●「幸せを呼ぶ朝ドラの「〇」と「ん」の法則」
日　時　2月15日（土）　13：30～15：00
講　師　久保田福美（学習院大学講師）
受講料　１，６5０円
　『なつぞら』は、朝ドラ１００作目記念として、「開拓者
精神」をテーマに北海道と東京を舞台にして物語が展開されていきました。朝ド
ラでは、主に女性ヒロインの成長が描かれていますが、そこには、日本人に通底す
る家族や人々の懸命に生きる姿が見えてきます。現在、１０１作目として『スカー
レット』が放映されています。今回の講座では、朝ドラの人気の秘密と、毎朝、観る
人を元気づけ勇気づけてくれるタイトルとタイトルバックに隠された秘密について
解き明かしていきます。

●「２０年後、人は月に住んでいるか
　 宇宙ビジネスの発展と法律」
日　 時　2月29日（土）　13：30～15：00
講　師　小塚荘一郎（学習院大学教授）
受講料　１，６5０円
　２０１９年は、アポロ１１号による月着陸から５０年の節目でした。当時、米ソが超
大国の威信を賭けて推進した宇宙開発の分野に、最近では、大小さまざまな民
間企業が参入して、宇宙ビジネスが世界各地で盛り上がりを見せています。２０
～３０年後、そうした民間企業の力によって月面に人間が定住し、コミュニティを
つくる時代が訪れたとき、人間社会には、どのようなルールが必要になるでしょ
うか。宇宙ビジネスの現在と将来について、法律の面から考えます。

●「戦後日韓関係はどう展開してきたのか
　 「近くて遠い」隣国との関係を捉えなおす」
日　 時　3月7日（土）　13：30～15：00
講　師　磯崎典世（学習院大学教授）
受講料　１，６5０円
　最近「戦後最悪の日韓関係」という言葉を良く聞きます。対立の要因である歴
史問題は、戦後70年以上を経ても解決せず、むしろ争点化しています。日本側
は1965年の日韓条約で問題は「解決済み」としていますが現実として問題が収
まらないのは何故なのでしょうか。そもそも、なぜ65年まで両国の国交は結ばれ
ず、そこからどんな関係を築き、それがなぜ今揺らいでいるのでしょうか。日韓関
係をどのように展開してきたのか、韓国の国内政治にも着目して捉えなおします。

●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　Fax　03（5992）1124
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。

■ 選書ツアーを実施しました
【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、10月19日（土）に実施しました。今回は計3名の学
生から応募があり、都内の他大学にある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。購入が決まった約40冊の本は、11月下
旬から随時、館内の新着図書コーナーに展示されています。

■ 日曜開館、実施しています！
【大学図書館】

　大学図書館では、7月・1月の試験期間中、日曜開館を実施していま
す。今月は1/19（日）、1/26（日）が開館です。開館時間はいずれも
10：00～18：00です。是非ご利用ください。

 注意事項
日曜開館時は、以下のサービスが休止となります。
・レファレンスサービス
・3階特別閲覧室の貸切利用
・グループラーニング室の貸切利用

■ 資料配布（リサイクルフェア）開催中です
【法経図書センター】

　法経図書センターでは、退職された教員からご提供いただいた本や
雑誌、開架と書庫で重複した古い本などを利用者の皆様に差し上げ
ています。法学、政治学、経済学、経営学、国際社会科学に関連する
入門的な資料から、改訂版が出た旧版資料、就職活動や各種試験対
策資料、教員が使用していた専門的な資料など、多岐に亘る資料群で
す。
　5階のゲートから入館後、カウンター前にある資料展示コーナーの
左側のブックトラックに置いてありますので、気になった資料があれば
お持ち帰りください。
　おおむね1週間に1回ほど入れ替えていますので、法経図書セン
ターにお越しの際は、まずリサイクルコーナーをチェックしてみてくださ
い。年度初めには、先輩学生から提供を受けた教科書類や、教室備付
六法（旧版）なども提供予定です。（令和元年11月～令和2年9月）

利用者区分 宿泊（1泊）
割引価格

本院学生、定年退職者、
本院生徒（高等科・女子高等科）、教職員

本院生徒（中等科・女子中等科）、
本院児童、本院園児

本院の教職員家族

本院の在学生父母、卒業生、賛助員

本院が認めた者、在学生の配偶者及び子

3歳以上12歳以下の者及び3歳未満で
寝具等を必要とする者

（3歳未満で寝具不要者は無料）

500

1,000

1,000

1,000

無 料

Ａ

B

C

D

E

宿泊（1泊）

1,000

500

2,000

3,000

4,000

上記B、Dの
それぞれ半額

500

セミナー会場の様子

セミナーの様子

誉田氏からのサイン色紙 誉田氏著作本の展示

■資格・検定講座／英語講座	 無料/予約不要
講座名 日程 時間 教室

医療事務講座
1月14日（火）

12：20〜12：50

西5号館201教室
1月22日（水） 百周年記念会館3F会議室

エクセル分析ベーシック
資格取得対策講座 1月15日(水）

1月16日(木）
1月17日(金）

西2号館201教室
MOS資格取得対策講座

【Word】【Excel】【PowerPoint】

IELTS 5.5対策講座
IELTS ライティング講座
IELTS スピーキング講座

1月14日（火）    西5号館202教室

1月22日（水） 百周年記念会館3F会議室

TOEIC®Workshop600
TOEIC®Workshop730

1月14日（火） 西5号館301教室

1月22日（水） 百周年記念会館3F会議室

※ガイダンスの教室は変更することがあります。
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妙高高原寮　閉寮について

図書館
へ行こう

図書館からのお知らせ

■「作家 誉田哲也氏 × 図書館長 鈴木亘教授 トークイベント」を
　開催しました

【大学図書館】
　大学図書館セミナーの一環として、本学卒業生である作家 誉田哲
也氏を招き、学習院大学図書館長（鈴木亘教授）とのトークイベントを
開催しました。イベントでは、誉田氏の学生時代の話や、作家になるま
での過程、小説執筆の背景、そして進路や将来に悩む学生へのアド
バイスなど、多岐に亘って様々な話題が上がり、参加学生の多くが熱
心に耳を傾ける様子が見受けられました。
　セミナー終了後に実施したサイン会では、誉田氏が一人一人の学
生に声をかけながらサインに対応され、そのサイン本を大切に持ち帰
る学生の姿も印象的でした。
　来年度の大学図書館セミナーのテーマや講師は未定ですが、学生
のみなさんが興味のある分野でのセミナー開催を検討していますの
で、是非お楽しみに！！

インフォメーション

学習院さくらアカデミー

キャリアアップ・スキルアップ講座
ガイダンス日程一覧

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、講座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。

１月から始まっている冬期講座の「特別講座」として、様々な先生方の
ご講義を用意し、充実した内容で開催しています。この機会にぜひお申
込みください。

学習院さくらアカデミーでは、冬期も学生の皆さんのキャリアアップ・ス
キルアップを応援する講座を開講、下記のとおり講座ガイダンスを実
施します。また、一般の方々向けの特別講座も例年通り、ご用意してい
ますので、ご応募をお待ちしています。

定期お知らせ

■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日は以下の通りです。
　返却期限日：1月15日（水）

■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。

冬期特別講座のご案内

　新潟県妙高高原池ノ平温泉スキー場近くにあり、スキー
やハイキングなどのレクリエーションに利用されてきました
妙高高原寮は、令和2年9月末日をもって閉寮することとな
りました。冬の利用としては今シーズンが最後となります。
　妙高高原寮の宿泊料金を右記のとおり割引としますの
で、お誘い合わせの上、是非ご利用ください。なお、大学学
生指導のため、ホームルームまたはゼミナール等を単位と
して指導教員の下に利用する学生の場合は、1泊2日分に限り、利用料を免除します。

申込み方法・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）
https://www.gakushuin.ac.jp/ad/kanri/kougai.html

■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20日（月）
・返却期限日：4月14日（火）
※ただし最終学年在籍者の返却期限日：3月13日（金）

●「幸せを呼ぶ朝ドラの「〇」と「ん」の法則」
日　時　2月15日（土）　13：30～15：00
講　師　久保田福美（学習院大学講師）
受講料　１，６5０円
　『なつぞら』は、朝ドラ１００作目記念として、「開拓者
精神」をテーマに北海道と東京を舞台にして物語が展開されていきました。朝ド
ラでは、主に女性ヒロインの成長が描かれていますが、そこには、日本人に通底す
る家族や人々の懸命に生きる姿が見えてきます。現在、１０１作目として『スカー
レット』が放映されています。今回の講座では、朝ドラの人気の秘密と、毎朝、観る
人を元気づけ勇気づけてくれるタイトルとタイトルバックに隠された秘密について
解き明かしていきます。

●「２０年後、人は月に住んでいるか
　 宇宙ビジネスの発展と法律」
日　 時　2月29日（土）　13：30～15：00
講　師　小塚荘一郎（学習院大学教授）
受講料　１，６5０円
　２０１９年は、アポロ１１号による月着陸から５０年の節目でした。当時、米ソが超
大国の威信を賭けて推進した宇宙開発の分野に、最近では、大小さまざまな民
間企業が参入して、宇宙ビジネスが世界各地で盛り上がりを見せています。２０
～３０年後、そうした民間企業の力によって月面に人間が定住し、コミュニティを
つくる時代が訪れたとき、人間社会には、どのようなルールが必要になるでしょ
うか。宇宙ビジネスの現在と将来について、法律の面から考えます。

●「戦後日韓関係はどう展開してきたのか
　 「近くて遠い」隣国との関係を捉えなおす」
日　 時　3月7日（土）　13：30～15：00
講　師　磯崎典世（学習院大学教授）
受講料　１，６5０円
　最近「戦後最悪の日韓関係」という言葉を良く聞きます。対立の要因である歴
史問題は、戦後70年以上を経ても解決せず、むしろ争点化しています。日本側
は1965年の日韓条約で問題は「解決済み」としていますが現実として問題が収
まらないのは何故なのでしょうか。そもそも、なぜ65年まで両国の国交は結ばれ
ず、そこからどんな関係を築き、それがなぜ今揺らいでいるのでしょうか。日韓関
係をどのように展開してきたのか、韓国の国内政治にも着目して捉えなおします。

●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　Fax　03（5992）1124
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。

■ 選書ツアーを実施しました
【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、10月19日（土）に実施しました。今回は計3名の学
生から応募があり、都内の他大学にある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。購入が決まった約40冊の本は、11月下
旬から随時、館内の新着図書コーナーに展示されています。

■ 日曜開館、実施しています！
【大学図書館】

　大学図書館では、7月・1月の試験期間中、日曜開館を実施していま
す。今月は1/19（日）、1/26（日）が開館です。開館時間はいずれも
10：00～18：00です。是非ご利用ください。

 注意事項
日曜開館時は、以下のサービスが休止となります。
・レファレンスサービス
・3階特別閲覧室の貸切利用
・グループラーニング室の貸切利用

■ 資料配布（リサイクルフェア）開催中です
【法経図書センター】

　法経図書センターでは、退職された教員からご提供いただいた本や
雑誌、開架と書庫で重複した古い本などを利用者の皆様に差し上げ
ています。法学、政治学、経済学、経営学、国際社会科学に関連する
入門的な資料から、改訂版が出た旧版資料、就職活動や各種試験対
策資料、教員が使用していた専門的な資料など、多岐に亘る資料群で
す。
　5階のゲートから入館後、カウンター前にある資料展示コーナーの
左側のブックトラックに置いてありますので、気になった資料があれば
お持ち帰りください。
　おおむね1週間に1回ほど入れ替えていますので、法経図書セン
ターにお越しの際は、まずリサイクルコーナーをチェックしてみてくださ
い。年度初めには、先輩学生から提供を受けた教科書類や、教室備付
六法（旧版）なども提供予定です。（令和元年11月～令和2年9月）

利用者区分 宿泊（1泊）
割引価格

本院学生、定年退職者、
本院生徒（高等科・女子高等科）、教職員

本院生徒（中等科・女子中等科）、
本院児童、本院園児

本院の教職員家族

本院の在学生父母、卒業生、賛助員

本院が認めた者、在学生の配偶者及び子

3歳以上12歳以下の者及び3歳未満で
寝具等を必要とする者

（3歳未満で寝具不要者は無料）

500

1,000

1,000

1,000

無 料

Ａ

B

C

D

E

宿泊（1泊）

1,000

500

2,000

3,000

4,000

上記B、Dの
それぞれ半額

500

セミナー会場の様子

セミナーの様子

誉田氏からのサイン色紙 誉田氏著作本の展示
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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2日（月）～13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

2020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。
　「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」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
■閉室日　日曜・祝休日
 入試期間　令和2年2月6日（木）～2月11日（火）
■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。

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

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2日（月）～13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

2020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。
　「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」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
■閉室日　日曜・祝休日
 入試期間　令和2年2月6日（木）～2月11日（火）
■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。

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

保証人サロ

●2020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1日（水） 4月2日（木） 4月3日（金） 4月4日（土） 4月6日（月）

男	子／女	子 女	子 男	子 女	子 男子

対象学生

午前※男子
4年生全員
大学院生
法科大学院生

（予備2.3年生）

3 年生
法・経・文
2 年生
法・経・文

（予備）
4 年生
大学院生
法科大学院生

3 年生全員
2 年生全員

（予備）
4 年生
大学院生
法科大学院生

1 年生女子全員

（予備）
4 年生
大学院生
法科大学院生

1 年生男子全員

（予備）
4 年生
大学院生
法科大学院生

午後※女子
4年生全員
2.3年生　国社・理
大学院生
法科大学院生

※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。
※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。
※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。

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

順　序

学部２〜４年生、大学院生、法科大学院生
　①西1号館　2階または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
　⑤2階または3階で更衣を済ませ終了

新入生（学部1年生）
①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）
【 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
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修了式・卒業式・入学式日程について

令和2年度　学年暦

［ 備考 ］

◆令和元年度　修了式・卒業式の日程について◆
3月20日（金・祝）

9：30 開式 ●人文科学研究科　●文学部

●経済学研究科　　●経済学部
●経営学研究科　　●国際社会科学部

●法学研究科　　　●法務研究科
●政治学研究科　　●法学部
●自然科学研究科　●理学部

11：30 開式

14：00 開式

◆令和2年度　入学式の日程について◆
4月3日（金）

●法学研究科　　　●法務研究科
●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。
●令和元年度卒業者・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
４月２９日（水）

５月４日（月）
５月５日（火）
５月６日（水）

５月１５日（金）

［昭和の日］
［みどりの日］
［こどもの日］
[振替休日]

［大学開学記念日］

７月２３日（木）
９月２１日（月）
９月２２日（火）

１０月１７日（土）
１１月２３日（月）

［海の日］
［敬老の日］
［秋分の日］
［開院記念日］
［勤労感謝の日］

◎休日開講日
４月２９日（水）

５月４日（月）
５月５日（火）
５月６日（水）

５月１５日（金）
７月２３日（木）
7月24日（金）
９月２１日（月）
９月２２日（火）

１０月１７日（土）
１１月２３日（月）

［昭和の日］
［みどりの日］
［こどもの日］
[振替休日]

［大学開学記念日］
［海の日］
[スポーツの日]

［敬老の日］
［秋分の日］
［開院記念日］
［勤労感謝の日］
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国民の祝日に関する法律等、関連
法令の改正に伴い、一部祝日・休日
が変更となる可能性があります。（原
則として、授業日を変更することは
ありません）

●学部・大学院
オリエンテーション   4月  1日（水）〜 7日（火）

健康診断   4月  1日（水）〜 6日（月）

新入生履修指導等                4月  1日（水）〜 7日（火）

入学式（学部・大学院・法科大学院合同）   4月  3日（金）

第1学期授業開始                4月  8日（水）

履修登録期間（学部・大学院）   4月18日（土）〜23日（木）

履修登録修正期間   4月29日（水）・30日（木）

大学開学記念日（開講日）   5月15日（金）

履修取消期間（第1学期）   5月27日（水）〜29日（金）

授業評価アンケート実施（全学）   6月24日（水）〜 7月 7日（火）

補講期間              
  7月11日（土）
   ※1〜2時限は通常授業、3〜4時限のみ補講実施

  7月15日（水）・16日（木）

試験振替期間   7月17日（金）〜23日（木）

休講日   7月24日（金）〜31日（金）

学期末試験追試験出願期間 　　　　　　  〜 7月29日（水）

第1学期授業終了（学期末試験を含む）   7月31日（金）

夏季休業               8月  1日（土）  〜 9月11日（金）

集中講義期間   9月  1日（火）〜 4日（金）・ 7日（月）

学期末試験追試験   9月  8日（火）〜11日（金）

第2学期授業開始            9月12日（土）

履修登録修正期間   9月19日（土）〜25日（金）

開院記念日（開講日） 10月17日（土）

四大学運動競技大会（休講日） 10月23日（金）〜25日（日）

大学祭（準備・後片付日含む）（休講日） 10月31日（土）〜11月 4日（水）

履修取消期間（第2学期） 11月11日（水）〜13日（金）

授業評価アンケート実施（全学） 12月  5日（土）〜18日（金）

休講日 12月24日（木）

冬季休業             12月27日（日）〜1月 7日（木）

補講期間               1月8日（金）・9日（土）・
  12日（火）〜14日（木）・18日（月）

休講日   1月15日（金）・16日（土）

試験振替期間   1月19日（火）〜29日（金）

予備日   1月30日（土）

第2学期授業終了（学年末試験を含む）            1月30日（土）

学年末試験追試験出願期間             　　　　　　  〜2月  3日（水）

春季休業   2月  1日（月）〜3月31日（水）

学年末試験追試験   2月16日（火）〜22日（月）

卒業者 ･ 修了者発表   3月10日（水）

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

●法科大学院
オリエンテーション   4月 1日（水）

健康診断   4月 1日（水）〜  6日（月）

入学式（学部・大学院・法科大学院合同）   4月  3日（金）

第１学期授業開始                4月  4日（土）

履修登録期間（第１学期）   4月  4日（土）〜  6日（月）

履修登録修正期間（第１学期）   4月25日（土）〜27日（月）

大学開学記念日（開講日）   5月15日（金）

履修登録取消期間（第１学期）   5月27日（水）〜29日（金）

授業評価アンケート実施（全学）   6月24日（水）〜  7月  7日（火）

学期末試験   7月18日（土）〜24日（金）

休講日   7月25日（土）〜31日（金）

学期末試験追試験出願期間 　　　　　　  〜  7月29日（水）

第１学期授業終了（学期末試験を含む）   7月31日（金）

夏季休業               8月  1日（土）〜  9月11日（金）

学期末試験追試験   9月  8日（火）〜11日（金）

第２学期授業開始            9月12日（土）

履修登録期間（第２学期）   9月12日（土）〜14日（月）

履修登録修正期間（第２学期）   9月19日（土）〜25日（金）

開院記念日（開講日） 10月17日（土）

四大学運動競技大会（休講日） 10月23日（金）〜25日（日）

大学祭（準備・後片付日含む）（休講日） 10月31日（土）〜11月  4日（水）

履修登録取消期間（第２学期） 11月11日（水）〜13日（金）

授業評価アンケート実施（全学） 12月  5日（土）〜18日（金）

休講日 12月24日（木）

冬季休業             12月27日（日）〜  1月11日（月）

休講日   1月12日（火）〜16日（土）

学年末試験   1月25日（月）〜30日（土）

第２学期授業終了（学年末試験を含む）   1月30日（土）

学年末試験追試験出願期間 　　　　　　 〜  2月  3日（水）

春季休業   2月  1日（月）〜  3月31日（水）

学年末試験追試験   2月16日（火）〜22日（月）

卒業者 ･ 修了者発表   3月10日（水）

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


