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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
（https://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。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、開室時間が大
きく変更される可能性があります。

■ 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
・授業期間中…月～土 9：00～20：30

（体力トレーニングの授業がある時間を除く）
・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。

スポーツ・健康科学センター

トレーニングルームの利用について
　学生相談室では、大学生活での悩みや困りごとについて、学生のみ
なさまの相談にのり、必要な情報の提供をしています。以下の通り保
証人のみなさまにもご相談・ご見学等の機会を設けましたので、ぜひ
この機会に、お気軽にお立ち寄りください。予約は不要です。
　7月18日（月・祝）　13：00～15：00
　場所：中央教育研究棟2階　学生相談室
　詳細につきましては、学生相談室までお問い合わせください。
　TEL：03-5992-1062
　学生相談室ホームページ：
　http：//www.gakushuin.ac.jp/univ/sco/

学生相談室

父母のみなさまへ～「保証人サロン」へのお誘い～

　学生相談室は夏季休業期間中も開室しています。
　開室日はホームページでご確認ください。

夏季休業期間中の開室について
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学習院大学では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって家計が急変し、経済的に修学困難となった在学生の令和4年度授業料について、
一部免除する措置を講じることにいたしました。
つきましては、今回の措置を希望される場合は、下記の要領にてご申請いただきますよう、お願いいたします。

記
＜減免額＞
学部生：228,000円 大学院生：160,000円 法科大学院生371,000円
※休学・協定外留学により、減免対象外となる月が発生する場合は、減免額を12月で除して、減免対象となる月数を乗じた額（100円未満繰り上
げ）を減免額とします。

＜対象＞
令和4年度に、本学の正規課程に在籍する学部学生・大学院生・法科大学院生（外国人留学生を除く）のうち、各種申請条件に該当する方。た

だし、休学者（休学期間中のみ）、協定外留学者（協定外留学期間中のみ）、卒業延期者、懲戒又は除籍処分を受けた者は、減免対象者から除外
します。なお、9月1日時点で第1期分学費の納付がされていない場合は選考外となりますので注意してください。
＜申請期限＞

令和4年7月29日（金）16：00（必着）

●申請条件や必要書類等の詳細情報につきましては、7月上旬に公開予定の大学HP及びG-Port通知をご確認ください●

令和4年度 新型コロナウイルス感染症による授業料減免措置について（お知らせ） 学生センター学生課

本学では令和 4年 4月より次の先生方を新たにお迎えしました。
所属 教職員名 資格名 専門分野 主な担当科目 学生へのメッセージ

経
済
学
部

経
営
学
科

蔡 越 特別客員
教授

コーポレート・
ファイナンス 経済原論 皆さんと一緒にまだ答えが分からない社会課題について考えて、

新しい知識を生産するという作業に挑戦したいと思います。

文
学
部

哲
学
科

皿井 舞 教授 日本彫刻史
美術史講義
美術史演習Ⅰ
美術館学特殊研究

大学時代は、人生の引き出しを広げることのできる自由な時間がた
くさんあります。自分の興味のあることも、興味のないことも、ひ
とまずやってみるという精神で挑み、充実した大学生活を送ってく
ださい。

哲
学
科

本多 慶輝 助教 古代ギリシア哲学

大学生活は長いようで短いです。ただ過ごしていると後々本当に後
悔します。後悔しないためにはどうすればいいか…。難しい問題で
すね…。朝起きたときに今日の目標を立てて過ごしてみる…とかい
かがでしょうか。

フ
ラ
ン
ス
語
圏

文
化
学
科

岡部 杏子 助教 19世紀フランス文学 フランス語圏文化演習
（言語・翻訳）

大学時代にしかできないこと、ずっとやりたいと思っていたことに
ぜひ挑戦してみてください。自分の好きなことに没頭して、これか
らの人生の糧になるような経験を重ねてください。

英
語
英
米
文
化
学
科

OHASHI, 
Louise

准教授 応用言語学
英語教育

言語・教育コース演習 （Language 
and Education： Seminar）
言語・教育コース講義B （Language 
and Education： Lecture）
言語・教育コースゼミナールC 

（Language and Education： 
3rd/4th Year Seminar）

Are you interested in how people learn languages? Do you 
want to learn about English language education? Bring your 
curiosity with you to my courses and we'll explore these 
areas together.

教
育
学
科

小原 豊 教授 数学教育
ICT 教育

算数科概説
数学科教育法
ICT 活用の理論と実践

数学や情報は人文社会系では敬遠されがちですが、苦手な分野にこ
そ成長の鍵があります。学習院の文化と伝統に恥じぬようにバラン
スのよい知性や教養を共に培っていきましょう。よろしくお願いし
ます。

教
育
学
科

栗原 崚 助教 教育方法学
教師教育

大学では、答えではなく問いを見つけること、そして他者への想像
力を豊かに持つことが大切ではないでしょうか。そのような学びの
プロセスに、少しでもお手伝いできれば幸いです。

理
学
部

物
理
学
科

横井 滉平 助教 物性物理学 基礎科学実験１
物理実験１

勉強、研究、サークル活動…、大学生の時の経験がその後の人生の
糧になります。全力で楽しみましょう！

物
理
学
科

伊形 尚久 助教 理論物理学 物理学・数学演習 1
物理学・数学演習 3 ぼちぼちやりましょ！

化
学
科

三村 和仙 助教 無機材料化学
化学実験 1
基礎科学実験 1
化学演習 2

自分らしく楽しんで！

化
学
科

増田 涼介 助教 有機合成化学
有機典型元素化学

化学実験 2
基礎科学実験 1
基礎科学実験 2

どんな分野でも良いです。興味のある化学を情熱をもって学び、研
究室で挑戦的な課題に取り組んで下さい。役に立つか立たないか、
その時はどうでも良いです。積み上げた知見は、いつか誰かの研究
の礎になります。

数
学
科

三田 史彦 助教 シンプレクティック
幾何学

微分積分学 2
微分積分学 3
曲線と曲面

これから何が役に立つかは分かりませんので、専門分野はもちろん
のこと様々なことに興味を持ち学んでください。

数
学
科

長岡 大 助教 代数幾何学 代数Ⅰ
数学演習　化 1 年

高校数学に比べて大学数学が抽象的になり捉えづらいのと同様に、
大学生活における目標も漠然となってしまうかもしれません。具体
的な目標を決めることで、有意義な大学生活を過ごしてもらえるよ
う願っております。

数
学
科

軽尾 浩晃 助教 結び目理論
微分積分Ⅱ
位相入門
位相空間

私は研究がうまくいかないときに「研究の質が上がった」と思う。
これを転じれば、人生でうまくいかないことがあったときに「人生
の質が上がった」と思うことができるだろう。

新任教員紹介



02 03

　学習院大学では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって家計が急変し、経済的に修学困難となった在学生
の令和4年度授業料について、一部免除する措置を講じることにいたしました。
　つきましては、今回の措置を希望される場合は、下記の要領にてご申請いただきますよう、お願いいたします。

記
＜減免額＞
　学部生：228,000円　大学院生：160,000円　法科大学院生371,000円
※休学・協定外留学により、減免対象外となる月が発生する場合は、減免額を12月で除して、減免対象となる月数を
乗じた額（100円未満繰り上げ）を減免額とします。

＜対象＞
　令和4年度に、本学の正規課程に在籍する学部学生・大学院生・法科大学院生（外国人留学生を除く）のうち、各
種申請条件に該当する方。ただし、休学者（休学期間中のみ）、協定外留学者（協定外留学期間中のみ）、卒業延期
者、懲戒又は除籍処分を受けた者は、減免対象者から除外します。なお、9月1日時点で第1期分学費の納付がされて
いない場合は選考外となりますので注意してください。
＜申請期限＞
　令和4年7月29日（金）16：00（必着）

●申請条件や必要書類等の詳細情報につきましては、7月上旬に公開予定の大学HP及びG-Port通知をご確認ください●

令和4年度 新型コロナウイルス感染症による授業料減免措置について（お知らせ）
学生センター学生課

所属 教職員名 資格名 専門分野 主な担当科目 学生へのメッセージ

理
学
部

生
命
科
学
科

大塚 慧 助教 発生生物学
分子生物学

生命科学実験 1
生命科学実験 3
野外生命科学 1

専門分野についての学習のみでなく、様々なことに興味を持ち、学
ぶことを楽しんでください。

国
際
社
会
科
学
部

国
際
社
会
科

学
科 石川 城太 教授 国際経済学

グローバル経済論
Industrial Organization
Japan in the World 
Economy

経済学の知識すべてがすぐに役に立つことはないかもしれませんが、
経済学的な思考や視点を身につければ、変化の激しい経済社会を生
き抜く際の手助けとなるはずです。また、知力に加えて体力も重要
です。体を鍛えましょう。

国
際
社
会
科

学
科 臼井 哲也 教授 国際マーケティング

戦略
マーケティング
Global Marketing

世界は多様性に満ちています。自分とは異なる経験や考えを持った
仲間との交流を通じて、新しい価値観を発見し、大いに学んでくだ
さい。大学での 4 年間は生涯の宝になります。

法
務
研
究
科

法
科
大
学
院

吉野 秀保
教授

（実務家
教員）

刑事法
刑事模擬裁判
刑事実務
刑事起案

「実務を知らない理論は空虚であり、理論を伴わない実務は無謀であ
る。」これは、私が大学生の頃に、ある教授から言われた言葉です。
実務と理論をバランスよく学び、法律実務家としての素養を磨いて
いきましょう。

東
洋
文
化

研
究
所

田中 美彩都 助教 朝鮮近代史
家族史

私が朝鮮史学を志したのはゼミで読んだある論文がきっかけでした。
大学にはチャンスがゴロゴロ転がっていて、それを拾ってよく磨く
と一生の仕事に繋がるかもしれません。東文研では歴史学という切
り口からそのお手伝いができればと思っています。

計
算
機

セ
ン
タ
ー

田内 康 計算機
センター

プラズマ理工学
情報理工学

ICT や IoT を使って簡単に“ものづくり”ができる時代になりまし
た。簡単なことでも最後までつくりあげた実績は、将来の自信につ
ながります。大学時代に、何か作品を作りませんか。
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試 験について

令和4年度　学期末試験について
令和4年度学期末試験の日程については大学HPで最新の学年暦をご確認ください。
実施形態・時間割等詳細については、G-Portにて掲出予定です。必ずG-Portを確認してください。

全学的な授業評価アンケートの
実施について

●学　長　荒川　一郎
令和4年度もファカルティ・ディベロップメント（授業改善のための組織的な

取り組み）の一環として、学生による授業評価アンケートを下記のとおり全学的
に実施いたします。
　＜授業評価アンケート実施期間＞
■第1学期 7月5日（火）～7月31日（日）
■第2学期 12月7日（水）～令和5年1月31日（火）
※WEBにて実施予定。
学生による授業評価は、受講生にアンケートを実施し、そのフィードバックによって

授業を改善していく取り組みです。
　学部生が受講しているほぼ全ての授業科目が評価の対象となります。実施の詳
細については掲示等でお知らせいたしますので、学生の皆さんの積極的なご協
力をお願いいたします。

マルチ商法に注意してください！！
学生センター学生課

　マルチ商法とは、販売組織の会員になって商品を販売すれば、紹介料がもらえ
る商法です。
　商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商
法も増えています。実際は全くもうからず借金だけが残ることもありますし、知人・
友人を勧誘する仕組みのため、自分自身が加害者になってしまう可能性もありま
す。また、勧誘することでこれまで築いてきた交友関係や信頼関係を失うこととな
ります。
　最近、大学内でも、投資に関するマルチ商法の被害が報告されています。「株
投資の勉強ができる」、「イベントに参加でき友達が増える」、「成功した人は高級
マンションに住んでいる」との誘い文句で、FX自動売買システムを購入するよう
勧められます。システム購入のために必要な数十万円の費用は、学生ローン会社
に連れていかれ、歯の矯正や自動車学校で使うなど嘘をついて借金をさせられ
ます。友人や先輩から誘われてもきっぱりと断ると共に学生課にご一報ください。
なお、万一購入してしまい解約時にトラブルになった場合は、東京都消費生活総
合センター（TEL：03-3235-1155）に電話し相談してください。
≪参考：東京都消費生活センターリーフレット≫

令和4年度
「学生の提言」募集について

●学　長　荒川　一郎
●学生センター所長　草間　博之
今年度も以下の要領で「学生の提言」を募集します。奮って応募してください。

１．テー マ 　『社会・組織等におけるダイバーシティ（多様性）の実現に向けて』
　現在、社会・組織等において年齢や性別、国籍、障がいの有無
などの違いを超えて、人的な多様性を高めることが求められてい
る。多様な人材は、創造性や活力を生み、社会・組織の発展に寄
与することが期待される。しかし、他方で、多様な人からなる社
会・組織はともすると対立や葛藤を生み出す可能性がある。どの
ように多様性ゆえの対立や葛藤を抑えつつ、創造性や活力を生
み出すことができるだろうか。
　政治や企業経営の現場で女性が少ない日本の現状や、昨今の
海外からの労働者の増加、ウクライナからの避難民の受け入れ等
による外国人との共存の問題など、具体的な場面を想定しつつ、
多様な人材の共存共栄のためのあり方について提言を求めたい。

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

３．原稿字数　12,000字以内／1図表は200字換算／
文字サイズは10.5ポイント／40字×36行／字数には目次・註等
を含む（表紙・参考文献は字数に含まない）。
表紙に「論文タイトル・学籍番号・学部学科・学年・氏名・住所・電
話番号」を明記すること。
・Microsoft Office Wordを使用し、縦A4判横書きとすること。
・「論文タイトル」は、テーマとは別に独自のタイトルを付けること。
・文献等を参照・引用した場合は、必ず適切に出典を明示すること。
・原稿の最後に文字数（文字カウント＋図表換算分）を記載すること。
※文字数のカウント方法詳細は、要項に記載されています。

４．提出方法　要項記載のメールアドレス宛てに、原稿データをメール添付し
送信してください。

5．提出期間　令和4年9月1日（木）～10月21日（金）
6．問い合せ先　学生センター学生課奨学金窓口（中央教育研究棟1階）
7．表 　 彰 　優秀賞：賞状・副賞10万円、佳作：賞状・副賞3万円
※上記は概要です。応募する学生は、本件に関するG-Port通知に添付してい
る要項にて、必ず詳細を確認してください。

学習院
NOW

　本誌に掲載している行事等については、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日時等に変更が
生じる場合があります。 インフォメーション

施設部
夏季休業期間中の工事について

今年も主に夏季休業中に大型工事が予定されております。
それに伴い、建物内の広範囲で工事が行われたり、建物周辺に足場等が

設置され、正門から多くの工事車両が入構します。感染症対策も含め万全を
期して工事を実施致しますが、特に学生の皆様は目白キャンパスに入構され
る際には十分注意してください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、工事の時期が変更にな

る場合がありますので、ご了承ください。

■夏季休業期間中に行われる主な大型工事（予定）

◆北2号館　　　　　　外壁改修工事（南東面） ※北西面は2021年度に完了
◆西2号館　　　　　　空調機更新工事（2・3階）
◆新東1号館　　　　　新築工事
◆東2号館　　　　　　エレベータ更新工事、1階吹抜け部照明LED化工事

財務部会計課

令和4年度第2期分　学費納入について
令和4年度第２期分の学費振込依頼書（振込用紙）の発送予定日および納付期限は下記のとおりです。納入について不明な点などございましたら、

会計課までお早めにご相談ください。
なお、保証人の住所が変更になった学生のうち、届け出ていない場合は、至急、教務課へ届け出てください。

　　●発送予定日 令和4年９月中旬 　●納付期限 令和4年9月30日（金）
　　※送付された振込用紙にて納付してください。
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試 験について

令和4年度　学期末試験について
令和4年度学期末試験の日程については大学HPで最新の学年暦をご確認ください。
実施形態・時間割等詳細については、G-Portにて掲出予定です。必ずG-Portを確認してください。

全学的な授業評価アンケートの
実施について

●学　長　荒川　一郎
　令和4年度もファカルティ・ディベロップメント（授業改善のための組織的な
取り組み）の一環として、学生による授業評価アンケートを下記のとおり全学的
に実施いたします。
　＜授業評価アンケート実施期間＞
　■第1学期 7月23日（土）～8月6日（土）
　■第2学期 令和5年1月8日（日）～1月29日（日）
　※WEBにて実施予定。
　学生による授業評価は、受講生にアンケートを実施し、そのフィードバックによって
授業を改善していく取り組みです。
　学部生が受講しているほぼ全ての授業科目が評価の対象となります。実施の詳
細については掲示等でお知らせいたしますので、学生の皆さんの積極的なご協
力をお願いいたします。

マルチ商法に注意してください！！
学生センター学生課

　マルチ商法とは、販売組織の会員になって商品を販売すれば、紹介料がもらえ
る商法です。
　商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商
法も増えています。実際は全くもうからず借金だけが残ることもありますし、知人・
友人を勧誘する仕組みのため、自分自身が加害者になってしまう可能性もありま
す。また、勧誘することでこれまで築いてきた交友関係や信頼関係を失うこととな
ります。
　最近、大学内でも、投資に関するマルチ商法の被害が報告されています。「株
投資の勉強ができる」、「イベントに参加でき友達が増える」、「成功した人は高級
マンションに住んでいる」との誘い文句で、FX自動売買システムを購入するよう
勧められます。システム購入のために必要な数十万円の費用は、学生ローン会社
に連れていかれ、歯の矯正や自動車学校で使うなど嘘をついて借金をさせられ
ます。友人や先輩から誘われてもきっぱりと断ると共に学生課にご一報ください。
なお、万一購入してしまい解約時にトラブルになった場合は、東京都消費生活総
合センター（TEL：03-3235-1155）に電話し相談してください。
≪参考：東京都消費生活センターリーフレット≫

令和4年度
「学生の提言」募集について

●学　長　荒川　一郎
●学生センター所長　草間　博之
　今年度も以下の要領で「学生の提言」を募集します。奮って応募してください。
１．テー マ 　『社会・組織等におけるダイバーシティ（多様性）の実現に向けて』

　現在、社会・組織等において年齢や性別、国籍、障がいの有無
などの違いを超えて、人的な多様性を高めることが求められてい
る。多様な人材は、創造性や活力を生み、社会・組織の発展に寄
与することが期待される。しかし、他方で、多様な人からなる社
会・組織はともすると対立や葛藤を生み出す可能性がある。どの
ように多様性ゆえの対立や葛藤を抑えつつ、創造性や活力を生
み出すことができるだろうか。
　政治や企業経営の現場で女性が少ない日本の現状や、昨今の
海外からの労働者の増加、ウクライナからの避難民の受け入れ等
による外国人との共存の問題など、具体的な場面を想定しつつ、
多様な人材の共存共栄のためのあり方について提言を求めたい。

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

３．原稿字数　12,000字以内／1図表は200字換算／
文字サイズは10.5ポイント／40字×36行／字数には目次・註等
を含む（表紙・参考文献は字数に含まない）。
表紙に「論文タイトル・学籍番号・学部学科・学年・氏名・住所・電
話番号」を明記すること。
・Microsoft Office Wordを使用し、縦A4判横書きとすること。
・「論文タイトル」は、テーマとは別に独自のタイトルを付けること。
・文献等を参照・引用した場合は、必ず適切に出典を明示すること。
・原稿の最後に文字数（文字カウント＋図表換算分）を記載すること。
※文字数のカウント方法詳細は、要項に記載されています。

４．提出方法　要項記載のメールアドレス宛てに、原稿データをメール添付し
送信してください。

5．提出期間　令和4年9月1日（木）～10月21日（金）
6．問い合せ先　学生センター学生課奨学金窓口（中央教育研究棟1階）
7．表 　 彰 　優秀賞：賞状・副賞10万円、佳作：賞状・副賞3万円
※上記は概要です。応募する学生は、本件に関するG-Port通知に添付してい
　る要項にて、必ず詳細を確認してください。

学習院
NOW

　本誌に掲載している行事等については、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日時等に変更が
生じる場合があります。 インフォメーション

施設部
夏季休業期間中の工事について

　今年も主に夏季休業中に大型工事が予定されております。
　それに伴い、建物内の広範囲で工事が行われたり、建物周辺に足場等が
設置され、正門から多くの工事車両が入構します。感染症対策も含め万全を
期して工事を実施致しますが、特に学生の皆様は目白キャンパスに入構され
る際には十分注意してください。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、工事の時期が変更にな
る場合がありますので、ご了承ください。

■夏季休業期間中に行われる主な大型工事（予定）

◆北2号館　　　　　　外壁改修工事（南東面） ※北西面は2021年度に完了
◆西2号館　　　　　　空調機更新工事（2・3階）
◆新東1号館　　　　　新築工事
◆東2号館　　　　　　エレベータ更新工事、1階吹抜け部照明LED化工事

財務部会計課

令和4年度第2期分　学費納入について
　令和4年度第２期分の学費振込依頼書（振込用紙）の発送予定日および納付期限は下記のとおりです。納入について不明な点などございましたら、
会計課までお早めにご相談ください。
　なお、保証人の住所が変更になった学生のうち、届け出ていない場合は、至急、教務課へ届け出てください。
　　●発送予定日 令和4年９月中旬　　●納付期限 令和4年9月30日（金）
　　※送付された振込用紙にて納付してください。

 第2期分 学費一覧 （単位：円）

学部・研究科 入学年度 令和4年度 平成29〜令和3年度 平成25〜28年度

大
　
　
学

法 学 部 328,000 343,000 333,000 

経 済 学 部 328,000 343,000 333,000 

文 学 部 365,000 385,000 375,000 

理 学 部 527,000 542,000 527,000 

国 際 社 会 科 学 部 442,500 452,500 452,500 

大
　
　
学
　
　
院

法 学 研 究 科 博 士 前 期 課 程 254,000 254,000 254,000 

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000 240,000 

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

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000 240,000 

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

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000 240,000 

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

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000 240,000 

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

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000 240,000 

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

〃 博 士 後 期 課 程 325,000 325,000 325,000 

専 門 職 大 学 院 法 務 研 究 科 557,000 557,000 557,000 
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インフォメーション

　夏季・春季休業中に、3週間以上の海外語学研修、短期研修に参加する学生の
皆さんを支援するため、本奨学金制度を設けています。令和3（2021）年度は、本学
主催のオンラインによる研修も対象としました。
募集要項等は、国際センターホームページ及びG-Portで公示しますので、確認

の上ご活用ください。夏季休業期間中の活動を対象とした募集については7月下旬
の公示、9月下旬の申請受付を予定しています。
※本奨学金制度は、令和2（2020）年度より新しくなりました。在学中1回限り
　支給の条件を撤廃し、年度内1回限り支給に変更しました。令和元（2019）
年度までに「海外短期語学研修奨学金」「春季語学研修奨学金」を受給した
方も本奨学金制度に申請可能です。

※令和4（2022）年度の本奨学金制度は、新型コロナウイルス感染症の状況
　に応じ、募集を中止、または内容を変更する可能性があります。

「海外短期研修奨学金」について

国際センターでは、本学に留学中の学生を対象にしたホームステイプログラムを
実施しており、長期休業期間中に1週間程度、留学生を受け入れてくださるホスト
ファミリーを募集しています。

滞在期間は長期休業期間中の1泊2日～7泊8日で、対象者は主にアジア・
ヨーロッパ出身の、日常会話に支障がない程度の日本語能力を有する留学生
です。本プログラムは本学学生にとっても異文化交流を体験する良い機会となる
ことから、ホストファミリーへの積極的なご応募をお願いしております。
　しかしながら新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、今年度は夏季休
業期間中の募集を中止することとしました。春季休業期間中の募集について、
詳しい応募条件や謝礼等を記した募集要項及び応募用紙は、秋以降、決まり次
第G-Portで公示します。
なお、本プログラムを含めて、学内での国際交流活動の詳しい様子は、国際

センターNewsletter（国際センターホームページにも掲載）でご覧ください。
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/cie/newsletter.html

令和4（2022）年度短期ホームステイプログラム（夏季）
ホストファミリー募集の中止について

例年、9月に入学する協定留学生のためのバディは、国際センターにボランティア
登録をしている学生を対象に7月～8月に募集しています。バディの方には、担当
留学生の日常生活のサポート、日本語でのコミュニケーション補助及び協定留学
生オリエンテーション（9月初旬）のお手伝い等を担当していただきます。
　募集要項等は、ボランティア登録者を対象にG-Portで公示します。
※令和4（2022）年度のバディ募集は、新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、
　募集を中止、または内容を変更する可能性があります。

令和4（2022）年9月入学協定留学生の
バディ募集について

国際センター

令和5（2023）年度協定留学プログラム
（第2期派遣学生募集について）

　中国、韓国、台湾、タイ、イギリス、ドイツ、オーストリア、フランス、イタリア、エスト
ニア、ノルウェー等の協定校への協定留学プログラム第2期派遣学生の募集を
10月上旬より開始します。
　募集要項の公示、詳細については、国際センターホームページ、各学部・学
科事務室の提示及びG-Port等でお知らせします。
　なお、第1期派遣学生の募集（台湾、韓国、オーストラリア）については締め切
りました。

令和4（2022）年度海外短期研修他
プログラムについて

　新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、令和4（2022）年度の国際セン
ターが主催する夏季海外短期研修は、一部を除いて中止することになりまし
た。実施するその他の研修（オンライン含む）については、国際センターホー
ムページやG-Portで詳細をお知らせします。
なお、春季海外研修については、第2学期に

改めてお知らせする予定です。
　国際センターでは例年、語学研修・文化体
験や国際日本研究プログラム、課題探求型研
修、海外学生交流事業等の短期プログラムを
実施し、学生の国際交流を支援しています。実
施時期や応募条件等、各プログラムの詳細な
内容については、国際センターにて配布してい
るパンフレット及び国際センターホームページ
をご参照ください。

国際センターでは、留学に関心のある学生への情報提供とサポートのため、
「2022年度第1回留学フェア～留学したい気持ち、後押しします！～」を6月6日
（月）～10日（金）の5日間で実施しました。なお、第2回留学フェアは10月に開催
予定です。

6月6日（月）～10日（金）
「Step out of your comfort zone! “コンフォート・ゾーン”から抜け出すには？」
「協定留学経験者によるミニ留学報告会」
「協定外留学／留学のための語学試験（英語）について」

令和4（2022）年度第1回留学フェアの開催について

教職課程事務室
教員免許状の「一括申請」※を希望する学生は、以下の一括申請対象（原

則）であることを確認の上、手続きを行う必要があります。詳細については、
G-Portにてお知らせします。
卒業後すぐに教員（非常勤講師を含む）として就職を考えている学生は、

必ずこの一括申請の手続きを行ってください。
一括申請対象（原則）
・ 令和5年３月卒業見込の学習院大学学部４年生
・ 令和5年３月修了見込の学習院大学大学院博士前期課程２年生
・ 学習院大学大学院在学中で、小学校・中学校・高等学校一種免許申請希望の学生
・ 学習院大学大学院在学中で、小学校・中学校・高等学校専修免許申請希望の学生
・ 今年度中に必要単位が充足できる見込の科目等履修生
※「一括申請」とは、教員免許状を個人で申請する代わりに大学が取りまとめて
　東京都教育委員会へ申請すること。

計算機センター

計算機センター継続利用認定試験
　学内にある、計算機センターが管理しているコンピュータやWi-Fiを含む学
内ネットワークを卒業まで継続して利用するには、継続利用権の取得が必要
です。2022年度入学生より、継続利用権の取得方法が改定されました。
　2022年度入学時に付与された利用権は、2022年度第1学期の間だけ有
効な利用権です。
　継続利用権を取得するには、認定試験を受験し合格する必要があります。
この試験は、WebClassから合格するまでいつでも、何度でも受験することが
できます。継続利用権は、認定試験に合格した次の学期から取得することが
できます。
　2021年度以前に入学し、卒業までの継続利用権を取得していない学生
は、この新しい取得方法で取得するか、あるいは「情報リテラシー」を履修し単
位を取得してください。
　編入生および科目等履修生も継続利用権を取得するためには
WebClass上で認定試験に合格してください。
　2022年度1学期の認定試験締め切りは7月31日（日）の23時59分です。こ
こまでに合格すれば、今年度2学期から卒業まで継続して利用することができ
ます。

東洋文化研究所
学習院大学東洋文化研究叢書が
1冊刊行されました

現在、書店等で販売中です。

東洋文化研究叢書 第21冊
遠藤薫編著
『戦中・戦後日本の〈国家意識〉とアジア―
常民の視座から』2021年10月、勁草書房、
5,000円（税抜）
ISBN：978-4-326-60344-2
太平洋戦争から現代に至る「近代化」のプ
ロセスにおいて、人々はいかに〈日本〉とい
うナショナリティを生きたのか。戦争と敗戦
から照射された「死」と国家意識をたどり、
子守唄やロカビリー、グループ・サウンズ、
テレビドラマなどの大衆文化から、日本とア
ジアの近代化にそれぞれなりの形で関わっ
た人びとの意識と行為を論じる。

困ったときのホットライン
■性被害相談
　各都道府県の警察に「性犯罪被害１１０番」があります
●東京都警視庁　犯罪被害者ホットライン　TEL　03-3597-7830
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　8：30～17：15）

■薬物問題電話相談
全国の精神保健福祉センターに相談窓口があります

●都立精神保健福祉センター　TEL　03-3844-2212
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　9：00～17：00）

●都立中部総合精神保健福祉センター　TEL　03-3302-7711
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　9：00～17：00）

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

■心の電話相談
●東京都夜間こころの電話相談　TEL　03-5155-5028
（毎日17：00～22：00　※受付は21：30まで）

●Tokyo English Life Line　TEL　03-5774-0992
（Mon-Thu 9：00～23：00 （TEL or CHAT） Fri-Sun 9：00～26：00 （TEL or CHAT）） 

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により、対応時間等が上記と異なる場合が
　ありますのでご注意ください。
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インフォメーション

　夏季・春季休業中に、3週間以上の海外語学研修、短期研修に参加する学生の
皆さんを支援するため、本奨学金制度を設けています。令和3（2021）年度は、本学
主催のオンラインによる研修も対象としました。
募集要項等は、国際センターホームページ及びG-Portで公示しますので、確認

の上ご活用ください。夏季休業期間中の活動を対象とした募集については7月下旬
の公示、9月下旬の申請受付を予定しています。
※本奨学金制度は、令和2（2020）年度より新しくなりました。在学中1回限り
　支給の条件を撤廃し、年度内1回限り支給に変更しました。令和元（2019）
年度までに「海外短期語学研修奨学金」「春季語学研修奨学金」を受給した
方も本奨学金制度に申請可能です。

※令和4（2022）年度の本奨学金制度は、新型コロナウイルス感染症の状況
　に応じ、募集を中止、または内容を変更する可能性があります。

「海外短期研修奨学金」について

国際センターでは、本学に留学中の学生を対象にしたホームステイプログラムを
実施しており、長期休業期間中に1週間程度、留学生を受け入れてくださるホスト
ファミリーを募集しています。

滞在期間は長期休業期間中の1泊2日～7泊8日で、対象者は主にアジア・
ヨーロッパ出身の、日常会話に支障がない程度の日本語能力を有する留学生
です。本プログラムは本学学生にとっても異文化交流を体験する良い機会となる
ことから、ホストファミリーへの積極的なご応募をお願いしております。
　しかしながら新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、今年度は夏季休
業期間中の募集を中止することとしました。春季休業期間中の募集について、
詳しい応募条件や謝礼等を記した募集要項及び応募用紙は、秋以降、決まり次
第G-Portで公示します。
なお、本プログラムを含めて、学内での国際交流活動の詳しい様子は、国際

センターNewsletter（国際センターホームページにも掲載）でご覧ください。
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/cie/newsletter.html

令和4（2022）年度短期ホームステイプログラム（夏季）
ホストファミリー募集の中止について

例年、9月に入学する協定留学生のためのバディは、国際センターにボランティア
登録をしている学生を対象に7月～8月に募集しています。バディの方には、担当
留学生の日常生活のサポート、日本語でのコミュニケーション補助及び協定留学
生オリエンテーション（9月初旬）のお手伝い等を担当していただきます。
　募集要項等は、ボランティア登録者を対象にG-Portで公示します。
※令和4（2022）年度のバディ募集は、新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、
　募集を中止、または内容を変更する可能性があります。

令和4（2022）年9月入学協定留学生の
バディ募集について

国際センター

令和5（2023）年度協定留学プログラム
（第2期派遣学生募集について）

　中国、韓国、台湾、タイ、イギリス、ドイツ、オーストリア、フランス、イタリア、エスト
ニア、ノルウェー等の協定校への協定留学プログラム第2期派遣学生の募集を
10月上旬より開始します。
　募集要項の公示、詳細については、国際センターホームページ、各学部・学
科事務室の提示及びG-Port等でお知らせします。
　なお、第1期派遣学生の募集（台湾、韓国、オーストラリア）については締め切
りました。

令和4（2022）年度海外短期研修他
プログラムについて

　新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、令和4（2022）年度の国際セン
ターが主催する夏季海外短期研修は、一部を除いて中止することになりまし
た。実施するその他の研修（オンライン含む）については、国際センターホー
ムページやG-Portで詳細をお知らせします。
なお、春季海外研修については、第2学期に

改めてお知らせする予定です。
　国際センターでは例年、語学研修・文化体
験や国際日本研究プログラム、課題探求型研
修、海外学生交流事業等の短期プログラムを
実施し、学生の国際交流を支援しています。実
施時期や応募条件等、各プログラムの詳細な
内容については、国際センターにて配布してい
るパンフレット及び国際センターホームページ
をご参照ください。

国際センターでは、留学に関心のある学生への情報提供とサポートのため、
「2022年度第1回留学フェア～留学したい気持ち、後押しします！～」を6月6日
（月）～10日（金）の5日間で実施しました。なお、第2回留学フェアは10月に開催
予定です。

6月6日（月）～10日（金）
「Step out of your comfort zone! “コンフォート・ゾーン”から抜け出すには？」
「協定留学経験者によるミニ留学報告会」
「協定外留学／留学のための語学試験（英語）について」

令和4（2022）年度第1回留学フェアの開催について

教職課程事務室
教員免許状の「一括申請」※を希望する学生は、以下の一括申請対象（原

則）であることを確認の上、手続きを行う必要があります。詳細については、
G-Portにてお知らせします。
卒業後すぐに教員（非常勤講師を含む）として就職を考えている学生は、

必ずこの一括申請の手続きを行ってください。
一括申請対象（原則）
・ 令和5年３月卒業見込の学習院大学学部４年生
・ 令和5年３月修了見込の学習院大学大学院博士前期課程２年生
・ 学習院大学大学院在学中で、小学校・中学校・高等学校一種免許申請希望の学生
・ 学習院大学大学院在学中で、小学校・中学校・高等学校専修免許申請希望の学生
・ 今年度中に必要単位が充足できる見込の科目等履修生
※「一括申請」とは、教員免許状を個人で申請する代わりに大学が取りまとめて
　東京都教育委員会へ申請すること。

計算機センター

計算機センター継続利用認定試験
　学内にある、計算機センターが管理しているコンピュータやWi-Fiを含む学
内ネットワークを卒業まで継続して利用するには、継続利用権の取得が必要
です。2022年度入学生より、継続利用権の取得方法が改定されました。
　2022年度入学時に付与された利用権は、2022年度第1学期の間だけ有
効な利用権です。
　継続利用権を取得するには、認定試験を受験し合格する必要があります。
この試験は、WebClassから合格するまでいつでも、何度でも受験することが
できます。継続利用権は、認定試験に合格した次の学期から取得することが
できます。
　2021年度以前に入学し、卒業までの継続利用権を取得していない学生
は、この新しい取得方法で取得するか、あるいは「情報リテラシー」を履修し単
位を取得してください。
　編入生および科目等履修生も継続利用権を取得するためには
WebClass上で認定試験に合格してください。
　2022年度1学期の認定試験締め切りは7月31日（日）の23時59分です。こ
こまでに合格すれば、今年度2学期から卒業まで継続して利用することができ
ます。

東洋文化研究所
学習院大学東洋文化研究叢書が
1冊刊行されました

現在、書店等で販売中です。

東洋文化研究叢書 第21冊
遠藤薫編著
『戦中・戦後日本の〈国家意識〉とアジア―
常民の視座から』2021年10月、勁草書房、
5,000円（税抜）
ISBN：978-4-326-60344-2
太平洋戦争から現代に至る「近代化」のプ
ロセスにおいて、人々はいかに〈日本〉とい
うナショナリティを生きたのか。戦争と敗戦
から照射された「死」と国家意識をたどり、
子守唄やロカビリー、グループ・サウンズ、
テレビドラマなどの大衆文化から、日本とア
ジアの近代化にそれぞれなりの形で関わっ
た人びとの意識と行為を論じる。

困ったときのホットライン
■性被害相談
　各都道府県の警察に「性犯罪被害１１０番」があります
●東京都警視庁　犯罪被害者ホットライン　TEL　03-3597-7830
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　8：30～17：15）

■薬物問題電話相談
全国の精神保健福祉センターに相談窓口があります

●都立精神保健福祉センター　TEL　03-3844-2212
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　9：00～17：00）

●都立中部総合精神保健福祉センター　TEL　03-3302-7711
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日　9：00～17：00）

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

■心の電話相談
●東京都夜間こころの電話相談　TEL　03-5155-5028
（毎日17：00～22：00　※受付は21：30まで）

●Tokyo English Life Line　TEL　03-5774-0992
（Mon-Thu 9：00～23：00 （TEL or CHAT） Fri-Sun 9：00～26：00 （TEL or CHAT）） 

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により、対応時間等が上記と異なる場合が
　ありますのでご注意ください。
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キャリアアップ
 サポート

キャリアセンター

3年生・博士前期課程1年生へ

■就職ガイダンス
～2024年卒業（修了）予定の就職希望者は全員参加！～
日時：9月14日（水）～16日（金）、20日（火）、21日（水）
　　 18：00～19：30（予定）
　　  9月17日（土）13：00～14：30（予定）
場所：百周年記念会館・西5号館B1教室（予定）
①6日間同一の内容になります
②対面の場合、学部ごとに参加日程を割り当てる予定（詳細はキャ
　リナビ・G-Portにてお知らせ）ですが、割当の学部の日程で都合
　がつかない場合は、他の日に出席してください
③日時や場所・実施方法（対面またはオンライン配信等）の詳細は
　決定次第キャリナビ・G-portでお知らせしますので、必ず確認し
　てください
※理学部は「キャリアの学校」とセット企画となります。理学部からの
　お知らせにも注目してください。

4年生・博士前期課程2年生へ
■進路決定届
　就職・進学またはそれ以外の進路が決まり次第、全員が必ず提出し
てください。就職が決まった方は、就職活動報告書も提出してくださ
い。後輩たちのためにもご協力をお願いします。
※提出方法（①～③のいずれか）
　①G-portでの入力
　②就職ガイドブックに挟んである返信ハガキの投函
　③キャリアセンター窓口にある様式に記入して提出

■学長推薦状
　企業より推薦状の提出を求められている場合、次の要件を満たして
いる者のみに学長推薦状を交付します。
①卒業見込あるいは修了見込証明書の交付が受けられる者
②G-Portで「進路登録票」を登録済みの者
③「進路決定届」をキャリアセンターに提出している者
●受付：キャリアセンター窓口または電話（03-5992-1148）
●交付場所：キャリアセンター窓口
●交付日：申込後、一週間前後
〈注意事項〉
●推薦状の交付が受けられるのは、一人1回（1社）のみです。
●推薦状を提出した者は、原則として内定辞退はできません。
●夏季休業期間中の土・日曜日および夏季一斉休業日には発行し
　ません。余裕をもって申し込んでください。

■就職活動を継続する方へ
　夏季休業中も学内企業説明会やセミナーを開催しますので、キャリ
ナビ等の情報を確認するようにしてください。就職活動や進路・キャリア
に関する相談も受け付けています。キャリナビから予約をしてください。

その他

※行事日程・内容、窓口対応等は変更になることがありますので、
　キャリナビ・G-PortおよびHP等で確認してください。

学習院さくらアカデミー

　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Zoomで実施致します。
　カリキュラムやテキストの内容、資格を取得する目的、試験のスコアアップ法などについて説明しますので奮ってご参加ください。

キャリアアップ・スキルアップ夏期集中 WEB講座ガイダンス一覧

夏期講座・アカデミー塾

◆お問い合せ・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/

●ポストコロナ時代の学校改革と授業改革
日　　時　7月27日（水）・28日（木）・29日（金） 各10：40～12：10
講　　師　佐藤 学　東京大学名誉教授 学習院大学文学部客員所員
受 講 料　9,900円（全3回）

新型コロナ・パンデミックによって世界の社会と教育は激変しました。このパンデミックに対して世界各国の教育はどのように対応した
のか。日本の学校では何が起こり、どのような対応がなされたのか。2年余りのコロナ対策のもとで、子どもたちの学びの権利が剥奪さ
れ、学びの質が制限されてきましたが、貧困層の子どもたちのダメージは通常の子どもの5倍と算定されています。新型コロナに対して
は、科学的データにもとづく感染対策と子どもの将来を保障する学びの質の保障が行われなければなりません。新型コロナ禍と第4次
産業革命の加速度的進行のもとで、これからの学校教育が行うべき改革の方途について探究します。

Zoom講座

●機械学習の回帰分析に使えるSHAP値を理解する 本当に使えるAI回帰にするために
日　　時　8月5日（金） 10：40～16：30
講　　師　白田 由香利　学習院大学教授
受 講 料　9,900円（1日 全3回）
受講定員　20名

機械学習による回帰分析はモデルの柔軟性から、高い決定係数を達成することができ社会科学全般で広く使われています。
Lundbergらは機械学習回帰においてShapley値を使えるように工夫をしました。それがSHAP値です。SHAP値は特性関数に基づ
き計算されるので、データそれぞれの特性に基づき、説明変数の値の被説明変数値への貢献を評価してくれるという利点がありま
す。本講座は仕事でデータ分析をしている方を対象とし、最先端の手法を解説いたします。

対面講座

●社会人に役立つゲーム理論
日　　時　8月22日・29日・9月5日 各月曜日 10：40～12：10
講　　師　神戸 伸輔　学習院大学教授
受 講 料　9,900円（全3回）
受講定員　20名

ゲーム理論では、人と人の駆け引きを学びます。ゲーム業界の研究ではないことには注意してください。経済は人と人の取引つまり駆
け引きの中で運営されているということで、現代の経済学ではゲーム理論は必須の知識となっています。この講座では、ゲーム理論で
分かってきたことを社会人向けに分かりやすく解説します。ビジネスでの駆け引きにとどまらず、町内会やPTAといった組織の中での
人間関係にも応用できるような手法を学びます。

対面講座

ログインはこちら

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

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

■キャリア相談について
　就職活動や進路・キャリアに関する相談を受け付けていますので、
まずは、キャリナビから予約をしてください。学年は問いませんので、些
細なことでもお気軽にご相談ください。

◆キャリナビログイン方法
https：//uc-student.jp/u-gakushuin/
ID：20＋学籍番号
初回パスワード：20＋学籍番号
（例 学籍番号20123456の場合
　   →2020123456）

■就職に関する情報について
　夏季休業中も、就職に関する情報は多く入ってきますので、キャリナ
ビ等に注目するようにしてください。

■キャリアセンター資料室について
　資料室は、キャリアセンターの隣にあります。求人票、就職関連書
籍・雑誌、企業や官公庁の案内パンフレット・先輩の就職活動報告書
等が置いてあります。またパソコンを使って企業情報を集めることもで
きます。

講座番号 講座名 日程 時間 ミーティング ID パスコード ガイダンス動画

097 夏期集中TOEIC®L＆R
500点達成WEB講座

7月18日（月）

13：00～
13：30 862 8184 8853 837385

7月20日（水）

098 夏期集中TOEIC®L＆R
600～700点達成WEB講座

7月15日（金）

13：00～
13：30 935 848 2405 SAKURA

8月3日（水）

099 医療事務WEB講座 7月20日（水） 13：00～
13：30 842 8986 3462 183994

ID：SAKURA
PW：2022

講座番号 講座名 日程 時間 ミーティング ID パスコード ガイダンス動画

100

～

108

MOS資格取得対策
WEB講座 A～C日程

（【Excel】【Word】【PowerPoint】合同）
7月20日（水）

12：20～
12：50

953 5763 2827 6A1PQk

17：00～
17：30

109

～

114

MOS資格取得対策WEB講座
【Excelエキスパート】  A～C日程
ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策
WEB講座 A～C日程

7月21日（木）

12：20～
12：50

17：00～
17：30

115 ITパスポート資格取得対策WEB講座 7月22日（金）

12：20～
12：50

17：00～
17：30

Excel
エキスパート

MOS

ITパスポート

ビジネス統計
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キャリアアップ
 サポート

キャリアセンター

3年生・博士前期課程1年生へ

■就職ガイダンス
～2024年卒業（修了）予定の就職希望者は全員参加！～
日時：9月14日（水）～16日（金）、20日（火）、21日（水）
　　 18：00～19：30（予定）
　　  9月17日（土）13：00～14：30（予定）
場所：百周年記念会館・西5号館B1教室（予定）
①6日間同一の内容になります
②対面の場合、学部ごとに参加日程を割り当てる予定（詳細はキャ
　リナビ・G-Portにてお知らせ）ですが、割当の学部の日程で都合
　がつかない場合は、他の日に出席してください
③日時や場所・実施方法（対面またはオンライン配信等）の詳細は
　決定次第キャリナビ・G-portでお知らせしますので、必ず確認し
　てください
※理学部は「キャリアの学校」とセット企画となります。理学部からの
　お知らせにも注目してください。

4年生・博士前期課程2年生へ
■進路決定届
　就職・進学またはそれ以外の進路が決まり次第、全員が必ず提出し
てください。就職が決まった方は、就職活動報告書も提出してくださ
い。後輩たちのためにもご協力をお願いします。
※提出方法（①～③のいずれか）
　①G-portでの入力
　②就職ガイドブックに挟んである返信ハガキの投函
　③キャリアセンター窓口にある様式に記入して提出

■学長推薦状
　企業より推薦状の提出を求められている場合、次の要件を満たして
いる者のみに学長推薦状を交付します。
①卒業見込あるいは修了見込証明書の交付が受けられる者
②G-Portで「進路登録票」を登録済みの者
③「進路決定届」をキャリアセンターに提出している者
●受付：キャリアセンター窓口または電話（03-5992-1148）
●交付場所：キャリアセンター窓口
●交付日：申込後、一週間前後
〈注意事項〉
●推薦状の交付が受けられるのは、一人1回（1社）のみです。
●推薦状を提出した者は、原則として内定辞退はできません。
●夏季休業期間中の土・日曜日および夏季一斉休業日には発行し
　ません。余裕をもって申し込んでください。

■就職活動を継続する方へ
　夏季休業中も学内企業説明会やセミナーを開催しますので、キャリ
ナビ等の情報を確認するようにしてください。就職活動や進路・キャリア
に関する相談も受け付けています。キャリナビから予約をしてください。

その他

※行事日程・内容、窓口対応等は変更になることがありますので、
　キャリナビ・G-PortおよびHP等で確認してください。

学習院さくらアカデミー

　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Zoomで実施致します。
　カリキュラムやテキストの内容、資格を取得する目的、試験のスコアアップ法などについて説明しますので奮ってご参加ください。

キャリアアップ・スキルアップ夏期集中 WEB講座ガイダンス一覧

夏期講座・アカデミー塾

◆お問い合せ・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/

●ポストコロナ時代の学校改革と授業改革
日　　時　7月27日（水）・28日（木）・29日（金） 各10：40～12：10
講　　師　佐藤 学　東京大学名誉教授 学習院大学文学部客員所員
受 講 料　9,900円（全3回）

新型コロナ・パンデミックによって世界の社会と教育は激変しました。このパンデミックに対して世界各国の教育はどのように対応した
のか。日本の学校では何が起こり、どのような対応がなされたのか。2年余りのコロナ対策のもとで、子どもたちの学びの権利が剥奪さ
れ、学びの質が制限されてきましたが、貧困層の子どもたちのダメージは通常の子どもの5倍と算定されています。新型コロナに対して
は、科学的データにもとづく感染対策と子どもの将来を保障する学びの質の保障が行われなければなりません。新型コロナ禍と第4次
産業革命の加速度的進行のもとで、これからの学校教育が行うべき改革の方途について探究します。

Zoom講座

●機械学習の回帰分析に使えるSHAP値を理解する 本当に使えるAI回帰にするために
日　　時　8月5日（金） 10：40～16：30
講　　師　白田 由香利　学習院大学教授
受 講 料　9,900円（1日 全3回）
受講定員　20名

機械学習による回帰分析はモデルの柔軟性から、高い決定係数を達成することができ社会科学全般で広く使われています。
Lundbergらは機械学習回帰においてShapley値を使えるように工夫をしました。それがSHAP値です。SHAP値は特性関数に基づ
き計算されるので、データそれぞれの特性に基づき、説明変数の値の被説明変数値への貢献を評価してくれるという利点がありま
す。本講座は仕事でデータ分析をしている方を対象とし、最先端の手法を解説いたします。

対面講座

●社会人に役立つゲーム理論
日　　時　8月22日・29日・9月5日 各月曜日 10：40～12：10
講　　師　神戸 伸輔　学習院大学教授
受 講 料　9,900円（全3回）
受講定員　20名

ゲーム理論では、人と人の駆け引きを学びます。ゲーム業界の研究ではないことには注意してください。経済は人と人の取引つまり駆
け引きの中で運営されているということで、現代の経済学ではゲーム理論は必須の知識となっています。この講座では、ゲーム理論で
分かってきたことを社会人向けに分かりやすく解説します。ビジネスでの駆け引きにとどまらず、町内会やPTAといった組織の中での
人間関係にも応用できるような手法を学びます。

対面講座

ログインはこちら

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

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

■キャリア相談について
　就職活動や進路・キャリアに関する相談を受け付けていますので、
まずは、キャリナビから予約をしてください。学年は問いませんので、些
細なことでもお気軽にご相談ください。

◆キャリナビログイン方法
https：//uc-student.jp/u-gakushuin/
ID：20＋学籍番号
初回パスワード：20＋学籍番号
（例 学籍番号20123456の場合
　   →2020123456）

■就職に関する情報について
　夏季休業中も、就職に関する情報は多く入ってきますので、キャリナ
ビ等に注目するようにしてください。

■キャリアセンター資料室について
　資料室は、キャリアセンターの隣にあります。求人票、就職関連書
籍・雑誌、企業や官公庁の案内パンフレット・先輩の就職活動報告書
等が置いてあります。またパソコンを使って企業情報を集めることもで
きます。
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図書館
へ行こう

ヘルス・サポート

保健センター

　新型コロナウイルス感染症とは人に感染する「コロナウイルス」とし
て新たに見つかった「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）」による感
染症です。この感染症を「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」
と言います。
　各自の感染対策としては新しい生活様式を実行しましょう。新しい
生活様式とは、①大学内外問わず身体的距離の確保（できるだけ
2m）、②マスクの着用、③手洗いの3つ、「3密（密集、密接、密閉）」を
避ける等の対策を取り入れた生活様式です。
　万が一、新型コロナウイルスに感染した場合または濃厚接触者と特
定された場合は、すみやかに保健センター（03-5992-1258）へご連
絡ください。感染した人には罪はありません。新型コロナウイルス感染
症は誰でも感染する可能性があります。差別や偏見につながる行為は
絶対に許されるものではありません。

新型コロナウイルス感染症について

免疫手帳
※参考

　わが国では、他の先進諸国と比べて、定期接種されるワクチンの種類
や回数が概して少ないのが現状です。日常生活の中では、さまざまな細
菌やウイルスが生存しているため、それぞれに対する抵抗力が低いと病
気にかかってしまいます。予防接種とはワクチンを接種して、免疫を作り、
発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法です。
　下記の疾患に対して免疫の獲得はできていますか。非常に感染力の
強い疾患です。自分の身を守るためだけではなく、社会生活や学校での
集団生活を送っている一員として、免疫を獲得できるよう行動しましょう。
■予防接種を検討すべき人
●かかったことがない人　
●１回しか受けていない人
●まだ１度も受けたことがない人
※母子健康手帳で確認しましょう。
■最低でも以下の疾患の予防接種を行うようにしましょう。
●麻しん　　●風しん　　●流行性耳下腺炎　　●水痘

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

予防接種について

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

や呼吸困難を起こして死に至ることもあります。
インターネットや携帯サイトなどで、「合法ハーブ」
「合法アロマ」「ハーバルインセンス」と称し合法で
あることをうたいながら様々な方法で販売しています。絶対に手を出さ
ないようにしましょう。

■海外では…
　日本では違法な薬物でも、海外では合法の国もあります。その国で
は合法でも、身体に与える影響は同じです。海外旅行をしている開放
感などから、安易に薬物に手を出さないようにしてください。
■相談窓口
　本人だけでなく、友人のことでも相談できます。秘密は守られます！
※電話相談受付時間　平日（月曜日から金曜日）９：00～17：00
TEL　 03-5320-4515
（東京都福祉保健局　健康安全部　薬務課）

あなたの人生を壊す危険な薬物
■薬物使用は１回だけでも乱用です！！
　覚せい剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、あへんなど、乱用される
薬物は何度でも繰り返して使いたくなる「依存」を引き起こす性質を持
っていることが特徴です。薬物乱用は、自分だけでなく家族やまわりも
不幸にします。興味本位や断れないからという
理由で、「１度だけなら」「少しの量なら」と薬物
を使用することが薬物依存の悪循環の第一歩
です。元気が出る薬、気分が良くなる薬という
誘惑にものらないようにしましょう。断わる勇気
を持ち、薬物を使用することは絶対にやめて
ください。持っているだけでも犯罪です。

危険ドラッグ（違法・脱法ドラッグ）は商品によって成分・含有量がまちまち。

東京都福祉保健局
『みんなで知ろう危険ドラッグ・
違法薬物』より

東京都福祉保健局
『みんなで知ろう危険ドラッグ・
違法薬物』より

「お香」の例 「バスソルト」の例

「ハーブ」の例 「アロマ」の例

■合法？いいえ、大変危険な薬物です！！
　危険ドラッグは、覚醒剤や大麻に化学構造
を似せて合成された物質などが添加されてい
る物質で、「ハーブ」「お香」「アロマ」「バスソル
ト」などと称して、一見すると危険には見えない
ように偽装して販売されています。危険ドラッ
グに添加されている物質は、“身体にどんな影
響があるのか分からない物質”ということがほ
とんどで、脳や身体に対する危険性が覚醒剤
や大麻よりも低いわけではありません。身体へ
の影響も個人差があり、最悪の場合、意識障害

■レポート・卒論の文献収集に困っていませんか？
 【大学図書館】

　『最強のガイドブック：13分でわかるレポート材料の集め
方』は、レポート・卒論のために必要な文献収集の方法をま
とめたものです。学習院大学図書館が編集・発行しており、
学生の皆さんに大好評の冊子です。コツさえ分かれば文献
収集は決して難しくありません。ぜひ一度、ご覧ください。冊
子を館内で配布しているほか大学図書館サイトでWEB公
開もしています。

■選書フェアを学内ブックセンターで開催しました
 【大学図書館】

　学内ブックセンターで6月の第3週・第4週に選書フェアを開催し学生の皆さん
に選んでいただいた本を購入しました。7月下旬に大学図書館1階の階段横に図
書を展示する予定ですので、ぜひご利用ください。

図書館からのお知らせ

＊写真は昨年度の開催時のもの

■新入生応援キャンペーン実施しました
 【大学図書館】

　大学図書館では、4月から5月にかけて、新入生を対象に大学図書館内及び図
書館サイトにて以下の「応援キャンペーン」を実施しました。
①学生生活に役立つ本の展示、WEB掲載
②図書館ボランティアスタッフ（先輩学生）による図書館のオススメ情報の展示、
　WEB掲載
③すぐに役立つ図書館オリジナルグッズの配布
　館内への入館制限の緩和と通常サービスの再開に伴い、新入生の方だけでな
くこれまで来館を控えていた皆さんを久しぶりにお迎えすることができました。館内
見学だけではなく、早速、図書の貸出や授業視聴のためにパソコン利用をされる
姿が見られました。キャンペーンをきっかけに、これからの大学生活で図書館の資
料とサービスを十分に活用してください。

■夏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】

　下記のとおり夏季休業中の長期貸出を行います。ぜひご利用ください。
取扱開始日：2022年7月15日（金）
返却期限日：2022年9月20日（火）
・雑誌は長期貸出対象外です。
・女子大学図書館の長期貸出日程は異なります。

■試験期間の平日は開館時間が変わります
【法経図書センター】

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

■夏季休業中の7階フロア縮小のお知らせ
【法経図書センター】

　夏季休業中、省エネルギー対策のため7階はグループ学習室のみの利用とな
ります。資料閲覧や学習には、3階～6階の閲覧席をご利用ください。
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図書館
へ行こう

ヘルス・サポート

保健センター

　新型コロナウイルス感染症とは人に感染する「コロナウイルス」とし
て新たに見つかった「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）」による感
染症です。この感染症を「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」
と言います。
　各自の感染対策としては新しい生活様式を実行しましょう。新しい
生活様式とは、①大学内外問わず身体的距離の確保（できるだけ
2m）、②マスクの着用、③手洗いの3つ、「3密（密集、密接、密閉）」を
避ける等の対策を取り入れた生活様式です。
　万が一、新型コロナウイルスに感染した場合または濃厚接触者と特
定された場合は、すみやかに保健センター（03-5992-1258）へご連
絡ください。感染した人には罪はありません。新型コロナウイルス感染
症は誰でも感染する可能性があります。差別や偏見につながる行為は
絶対に許されるものではありません。

新型コロナウイルス感染症について

免疫手帳
※参考

　わが国では、他の先進諸国と比べて、定期接種されるワクチンの種類
や回数が概して少ないのが現状です。日常生活の中では、さまざまな細
菌やウイルスが生存しているため、それぞれに対する抵抗力が低いと病
気にかかってしまいます。予防接種とはワクチンを接種して、免疫を作り、
発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法です。
　下記の疾患に対して免疫の獲得はできていますか。非常に感染力の
強い疾患です。自分の身を守るためだけではなく、社会生活や学校での
集団生活を送っている一員として、免疫を獲得できるよう行動しましょう。
■予防接種を検討すべき人
●かかったことがない人　
●１回しか受けていない人
●まだ１度も受けたことがない人
※母子健康手帳で確認しましょう。
■最低でも以下の疾患の予防接種を行うようにしましょう。
●麻しん　　●風しん　　●流行性耳下腺炎　　●水痘

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

予防接種について

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

や呼吸困難を起こして死に至ることもあります。
インターネットや携帯サイトなどで、「合法ハーブ」
「合法アロマ」「ハーバルインセンス」と称し合法で
あることをうたいながら様々な方法で販売しています。絶対に手を出さ
ないようにしましょう。

■海外では…
　日本では違法な薬物でも、海外では合法の国もあります。その国で
は合法でも、身体に与える影響は同じです。海外旅行をしている開放
感などから、安易に薬物に手を出さないようにしてください。
■相談窓口
　本人だけでなく、友人のことでも相談できます。秘密は守られます！
※電話相談受付時間　平日（月曜日から金曜日）９：00～17：00
TEL　 03-5320-4515
（東京都福祉保健局　健康安全部　薬務課）

あなたの人生を壊す危険な薬物
■薬物使用は１回だけでも乱用です！！
　覚せい剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、あへんなど、乱用される
薬物は何度でも繰り返して使いたくなる「依存」を引き起こす性質を持
っていることが特徴です。薬物乱用は、自分だけでなく家族やまわりも
不幸にします。興味本位や断れないからという
理由で、「１度だけなら」「少しの量なら」と薬物
を使用することが薬物依存の悪循環の第一歩
です。元気が出る薬、気分が良くなる薬という
誘惑にものらないようにしましょう。断わる勇気
を持ち、薬物を使用することは絶対にやめて
ください。持っているだけでも犯罪です。

危険ドラッグ（違法・脱法ドラッグ）は商品によって成分・含有量がまちまち。

東京都福祉保健局
『みんなで知ろう危険ドラッグ・
違法薬物』より

東京都福祉保健局
『みんなで知ろう危険ドラッグ・
違法薬物』より

「お香」の例 「バスソルト」の例

「ハーブ」の例 「アロマ」の例

■合法？いいえ、大変危険な薬物です！！
　危険ドラッグは、覚醒剤や大麻に化学構造
を似せて合成された物質などが添加されてい
る物質で、「ハーブ」「お香」「アロマ」「バスソル
ト」などと称して、一見すると危険には見えない
ように偽装して販売されています。危険ドラッ
グに添加されている物質は、“身体にどんな影
響があるのか分からない物質”ということがほ
とんどで、脳や身体に対する危険性が覚醒剤
や大麻よりも低いわけではありません。身体へ
の影響も個人差があり、最悪の場合、意識障害

■レポート・卒論の文献収集に困っていませんか？
 【大学図書館】

　『最強のガイドブック：13分でわかるレポート材料の集め
方』は、レポート・卒論のために必要な文献収集の方法をま
とめたものです。学習院大学図書館が編集・発行しており、
学生の皆さんに大好評の冊子です。コツさえ分かれば文献
収集は決して難しくありません。ぜひ一度、ご覧ください。冊
子を館内で配布しているほか大学図書館サイトでWEB公
開もしています。

■選書フェアを学内ブックセンターで開催しました
 【大学図書館】

　学内ブックセンターで6月の第3週・第4週に選書フェアを開催し学生の皆さん
に選んでいただいた本を購入しました。7月下旬に大学図書館1階の階段横に図
書を展示する予定ですので、ぜひご利用ください。

図書館からのお知らせ

＊写真は昨年度の開催時のもの

■新入生応援キャンペーン実施しました
 【大学図書館】

　大学図書館では、4月から5月にかけて、新入生を対象に大学図書館内及び図
書館サイトにて以下の「応援キャンペーン」を実施しました。
①学生生活に役立つ本の展示、WEB掲載
②図書館ボランティアスタッフ（先輩学生）による図書館のオススメ情報の展示、
　WEB掲載
③すぐに役立つ図書館オリジナルグッズの配布
　館内への入館制限の緩和と通常サービスの再開に伴い、新入生の方だけでな
くこれまで来館を控えていた皆さんを久しぶりにお迎えすることができました。館内
見学だけではなく、早速、図書の貸出や授業視聴のためにパソコン利用をされる
姿が見られました。キャンペーンをきっかけに、これからの大学生活で図書館の資
料とサービスを十分に活用してください。

■夏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】

　下記のとおり夏季休業中の長期貸出を行います。ぜひご利用ください。
取扱開始日：2022年7月15日（金）
返却期限日：2022年9月20日（火）
・雑誌は長期貸出対象外です。
・女子大学図書館の長期貸出日程は異なります。

■試験期間の平日は開館時間が変わります
【法経図書センター】

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

■夏季休業中の7階フロア縮小のお知らせ
【法経図書センター】

　夏季休業中、省エネルギー対策のため7階はグループ学習室のみの利用とな
ります。資料閲覧や学習には、3階～6階の閲覧席をご利用ください。
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　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

　（https://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。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、開室時間が大
　きく変更される可能性があります。

■ 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
・授業期間中…月～土 9：00～20：30
　　　　　　　　　 （体力トレーニングの授業がある時間を除く）
・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。

スポーツ・健康科学センター

トレーニングルームの利用について
　学生相談室では、大学生活での悩みや困りごとについて、学生のみ
なさまの相談にのり、必要な情報の提供をしています。以下の通り保
証人のみなさまにもご相談・ご見学等の機会を設けましたので、ぜひ
この機会に、お気軽にお立ち寄りください。予約は不要です。　
　7月18日（月・祝）　13：00～15：00
　場所：中央教育研究棟2階　学生相談室
　詳細につきましては、学生相談室までお問い合わせください。
　TEL：03-5992-1062
　学生相談室ホームページ：
　http：//www.gakushuin.ac.jp/univ/sco/

学生相談室

父母のみなさまへ～「保証人サロン」へのお誘い～

　学生相談室は夏季休業期間中も開室しています。
　開室日はホームページでご確認ください。

夏季休業期間中の開室について
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