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スポーツ・健康科学センター

　本学の学生・教職員は講習会に参加すると、どなたでもトレーニングルームを使用することができます。トレーニングルームでは、
エアロバイク、筋力トレーニングマシーン、フリーウエイトなどを完備しており、測定室では血圧測定や身体測定なども行えます。
　また、インストラクターも常駐しており、初心者の方でも安心してご利用いただけます。健康増進・体力向上のために、ぜひご活用く
ださい。

※開室時間や講習会のスケジュールは、スポーツ・健康科学センター掲示板、またはホームページ
　（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。

トレーニングルームの利用について
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本学では令和 3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

法
学
部

法
学
科

石井 正文 特別客員
教授

国際法
国際政治

外交と国際法
外交政策と国際法
応用国際法

皆さんには、色々な問題について自分の頭で考えて自分なりの答えを出すことを
学んでいただきたいと思います。日々の国際問題と国際法は色々な形でかかわっ
ていますので、新聞やテレビを超えた視点を見つけましょう！

政
治
学
科

江藤 名保子 教授 現代中国政治 中国政治Ⅰ・Ⅱ 日本を取り巻く国際情勢は今、大きく動いています。大学生でいる間に、様々な
情報を正確に理解するリテラシーを磨いてください。

政
治
学
科

玉手 慎太郎 教授 現代リベラリズム 
公衆衛生倫理学

公共哲学Ⅰ・Ⅱ
公共哲学演習

COMPASSを読んでいるあなただけにこっそりお話ししますが、たくさん本を読
んでいる大学生はモテます。先輩には一目おかれ、後輩には慕われ、しかもよく
眠れます。これは読むしかない。まずは図書館で気になるタイトルの小説を一冊、
借りてみましょう。

政
治
学
科

麦山 亮太 准教授 社会学 
社会階層論

社会学 III・IV
社会学演習

みなさんには無限の可能性があります。授業や演習でのかかわりを通じて、社会
の問題を明らかにし解決していくための視点を提供するとともに、みなさんの可
能性の開花を少しでもお手伝いできるよう、尽力したいと思います。

経
済
学
部

経
済
学
科

増田 一八 准教授
応用ミクロ経済学

（開発経済学・教育の
経済学・医療経済学）

開発経済学
学生のうちに、なるべく新しい場所に出向き、新しい人と会って、自分がど
のような人生を送りたいのか、じっくり考えることを勧めます。
若いうちに日本の外を見ておくことはきっと21世紀をよく生きる上で役に立
ちます。

経
済
学
科

五十嵐 岳 准教授 統計学 統計学（経済学科） 大学では主体性が重要になってきます。貴重な大学生活を充実したものにするた
めに、ぜひ自分で考え、自分で行動するようにしてください。

経
営
学
科

多田 浩司 特別客員
教授

人的資源管理論
組織行動論

キャリア・デザイン
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

たまごは、外側からの力で壊された場合、命は終わります。内側からの力で壊さ
れた場合、命は始まります。偉大なことはすべて内側から始まります。「守破離
の精神」をもって、自ら考え行動できる人財になって下さい。

文
学
部

哲
学
科

陶久 明日香 教授 ドイツ哲学
哲学史
2 年次演習（ドイツ語）
哲学演習Ⅰ

大学生活の中心は授業を受講することですが、それと並行して、部活動でも、
趣味でもいいので、なにかもう一つ打ち込めるものがあると充実すると思い
ます。一方がうまくいかないときは他方を頑張っていると、自然ともう一方
の調子もよくなってくる、なんてことがあります。

史
学
科

海老根 量介 准教授 中国古代史
東洋史概説 
東洋史演習 
東洋史特殊講義

「こんな時に入学なんて、ついてないな」と思うかもしれません。ですが、こんな
時に入学した君たちだからこそ、誰よりも真剣に、大学で学ぶことの意義を考え
られるのではないでしょうか。今の環境を最大限にいかし、大学生活を少しでも
よいものにしていきましょう。

史
学
科

三潴 みづほ 助教
近世スペイン史

（宗教的マイノリティー
と国家）

歴史を研究する先生方や仲間たちとの出会いを大切にしながら、思う存分自分の
興味・関心と向き合ってください。研究によって鍛えられる「自分で調べて考え、
相手に伝わるよう表現する能力」は、社会に出ても役に立つものだと思います。

日
本
語 

日
本
文
学
科

勝又 隆 教授 日本語学 
日本語文法史

日本語学講義Ⅰ 
日本語学演習 
日本語史概説

「自分ができること」に自分では気づかないことも多々あります。大学で学ぶ
上では、興味があまりなかった分野にもまずは触れてみましょう。知らなかっ
た世界を知ることで、自分の可能性を広げることにつながります。

日
本
語 

日
本
文
学
科

中野 貴文 教授 日本中世文学
日本文学概論
日本文学演習
基礎演習Ⅱ A

大学時代は比較的時間に余裕があります。ステイホームしながら、源氏物語や平
家物語など、大作をじっくり読んでほしいと思います。あと、平日に歯医者とか
行けるのも今だけだと思うので、行っとくといいですよ。

英
語
英
米

文
化
学
科

佐々木 果 教授 マンガ史 
メディア史

現代マンガ学講義 
マンガ・アニメーション芸術文化論演習 
マンガ・アニメーション芸術批評研究

興味を持つ。そこに向かっていく。まずはそれでいいんじゃないでしょうか。成果
が上がるか、よい結果が得られるか、などは後からついてくることなので、まずは
興味を持てるものと出会うこと。大学がそんな場であったらよいなと思います。

英
語
英
米

文
化
学
科

桐山 大介 准教授 アメリカ文学・文化
現代研究コース講義 A
現代研究コースゼミナール A
英米文学演習

コロナ禍で難しい状況がつづいていますが、みなさんには学問に対しても日常生
活に対しても好奇心を失わずに向かい合ってほしいと思います。
好奇心は発見をもたらし、発見は様々な意味での豊かさをもたらしてくれるはず
です。

心
理
学
科

北山 純 教授 臨床心理学
臨床心理学
応用心理学
臨床心理学特論

相手のために役に立とうとがんばるとうまく運ばなかったり、ふとしたときに思
いがけず絡まった糸がほどけていったりと、心理療法は不思議なものです。そん
な多様な「こころ」のありようを、みなさんと探求してゆければと思っています。

心
理
学
科

宮崎 弦太 准教授 社会心理学
社会心理学（社会・集団・
家族心理学） 
社会心理学ゼミナール 
心理学実験演習Ⅱ

人の心理や行動はその人がどんな人かだけでは決まりません。その人を取り巻く
状況や環境の影響を強く受けます。本学が皆さんにとって、安心して新しいこと
に挑戦でき、必要なときには戻ってくることができる場所であるように、努力し
ていきたいと思います。

心
理
学
科

秋山 史子 助教 教育心理学 心理学実験演習Ⅰ B 心理学に少しでも興味を持ってくださった学生のみなさんに、「心理学って楽し
いんだ！」と、学習院での学びを通して感じてもらえたら嬉しいです。

教
育
学
科

秋田 喜代美 教授
学校教育学 
授業研究 
カリキュラム研究

初等教育学
子どもと発達
授業研究概説

学校教育は社会の変化と共に大きく動いています。その中で私たちは何ができる
のかを具体的実践に学び考えていきたいと思います。

新任教員紹介



02 03

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

物
理
学
科

松本 伸之 准教授 量子計測
応用物理学特論
物理実験２
物理実験３

大学時代はリスクなく様々なことに挑戦することができる貴重な期間です。
成功することは稀かもしれませんが、失敗したとしても、そこから学び次の機会
に活かすことが大切だと思います。
大いに楽しみましょう！

物
理
学
科

池田 晴國 助教 統計物理学 物理学・数学演習１
物理学・数学演習２ 良く学び、遊び、食べて、寝て、健康第一に充実した学生生活を過ごして下さい。

化
学
科

糀谷 浩 准教授 無機化学 
地球内部科学

無機化学Ⅰ
無機固体化学
無機化学特論Ⅰ

専門の分野について学習することはもちろんですが、それ以外の様々なことにつ
いても興味を持って楽しみながら学んでいくとよいと思います。それらの経験が
そのうち繋がり、物事を考える際により広い視野が開けることでしょう。

化
学
科

大平 格 助教 高圧地球科学
基礎科学実験 1
化学実験 1
化学演習 2

地球内部の構造や諸現象を理解するために、高温高圧発生装置を用いた実験的
研究に取り組んでいます。一人でも多くの学生の方と地球科学の魅力・面白さを
共有できればと思います。

国
際
社
会
科
学
部

国
際
社
会

科
学
科

久保 公二 教授
地域研究（ミャンマー） 
東南アジアの経済と
社会

アジア経済論
地域研究の手法

大学を卒業して30年、いま思うことです。誘われたら断らない。課題を出され
たら、考え過ぎずに先ずやってみる。やるかやらないか迷ったときにも、とりあ
えずやってみる。Done is better than perfect. 気づいたら見えている景色が変
わっているはずです。

国
際
社
会

科
学
科

金 素延 准教授
組織行動 
国際人的資源管理 
比較文化経営

組織行動論
Cross-Cultural 
Organizational Behavior
International Human 
Resource Management

大学の4年間は皆さんの潜在能力を発見し、開発していく重要な時期です。4年
後、大きく成長した自分に向き合えるように授業、サークル、インターンシップ、
留学など、様々な活動に積極的に取り組み、充実した大学生活を過ごして下さい。

人
文
科
学
研
究
科

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

学
専
攻

山永 尚美 助教 アーカイブズ学
皆さんの身近にある大切な記録、すなわち「アーカイブズ」は、過去から現在、未
来へと至る過程を映し出す鏡であり、社会にとって不可欠の存在です。こうした
記録を守り、活用するすべを、楽しみながら学んでいきましょう。

法
務
研
究
科

法
科
大
学
院

尾形 健 教授
憲法 
比較憲法研究（日米
憲法比較）

憲法入門１・２（法科大学院）
特設演習（法曹志望者のた
めの憲法入門1・２）（法学部） 
演習（応用憲法 1・２）（法
学部）

令和3年4月に法務研究科（法科大学院）に着任しました。まだまだ勝手も分から
ない状況ですが、緑豊かなキャンパスで、皆さんと一緒に学べるのを楽しみにし
ています。どうぞよろしくお願いします。

川神 裕
教授

（実務家
教員）

民事訴訟法
民事訴訟法入門１・２
民事訴訟実務
民事訴訟法２

法科大学院では、主体的に文献を読んで課題を検討し、授業での議論を通じて
考えを深め、それを自身の言葉で表現できるようにすることが必要です。大変で
すが、夢を実現するために前向きにチャレンジしてください。

外
国
語
教
育

研
究
セ
ン
タ
ー

永田 祥子 准教授
国際教育 
異文化理解教育 
社会教育

英語 R（中級）
英語 R（上級）
英語セミナー

授業では英語を読み解くスキルを身につけながら、様々なトピックに関する知識
を深め、ディスカッション等で他の学生と意見を交換していくことができるよう
取り組んでいきます。英文の文献についてリーディング、スピーキング、リスニ
ング、ライティングに力を入れ、将来的に役立つ英語力を養います。

目黒 沙也香 講師 英語教育
（特に初等教育）

英語 R（中級）
英語 R（上級）

近年機械翻訳の精度が格段に上がり、様々な言語の翻訳を無料でできる時代に
なりました。そんな時代において、外国語を学ぶ意味とは何かを考えながら、利
用できる身近な学習リソースを駆使して、皆さんの知識や世界観をどんどん広げ
て欲しいと思います。
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試 験について

令和3年度　学期末試験について
令和3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3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（金・祝）～8月6日（金）
　■第2学期 令和4年1月8日（土）～1月29日（土）
　※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。

学習院大学新聞社発行
「学習院大学新聞」のご送付について

　輔仁会大学支部に所属する大学公認の学生団体である「学習院
大学新聞社」では、「学生・教職員の皆さまへ、学習院大学関連の
ニュース・学生生活に関する有益な情報を定期的に発信していく」と
いう方針の下、新型コロナ禍であってもリモートでの取材・編集作業な
どの工夫を重ねながら、年8回、大学新聞を休むことなく発行していま
す。
　今後、学習院大学のニュースをお伝えすべく、新型コロナ禍に限り、
当面の間は、本誌と併せて大学新聞を保証人様宛にお送りいたしま
す。
　なお、学習院大学新聞社のHPにて、バックナンバー等を掲載してい
ますので、ぜひご覧ください。
　学習院大学新聞社HP https://daishinweb.jp/
※本誌及び大学新聞の発行スケジュールの関係により、今後の発行

号において、同封できない場合があります。

令和3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　村主　道美
　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 　『オンライン授業のあり方』

　現在、大学においては、コロナ禍のために、オンライ
ン授業が一部において利用されている。学習院大学に
おいては、コロナ禍の前は、オンライン授業が実施され
ていたことはなく、どのような形でのオンライン授業を
行うかは授業の担当教員に委ねられ、実施の仕方は
様々であり、あるべき授業方法についての知見が集約
されているとはいえない状況にある。
　そこで、実際の複数のオンライン授業を受けたであ
ろう学生の立場から、どのような形式・方法によって、
どの程度のオンライン授業が望ましいかについての提
言をしてもらい、教員の参考に供することは有意義で
あると思われる。

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

３．原稿字数　１２，０００字以内、１図表は２００字換算
縦Ａ４判横書きとし、Word等のワープロソフトを使用
すること。表紙に、学籍番号・学部学科・学年・氏名・
住所・電話番号を明記し、紙媒体（１部）と電子媒体の
両方を提出してください。

４．提出期間　令和3年9月1日（水）～10月22日（金）
５．提 出 先 　学生センター学生課（中央教育研究棟１階）
６．表 　 彰 　優秀賞：賞状・副賞１０万円、佳作：賞状・副賞３万円

学習院
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

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
　（土・日・祝日を除く　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
　（月～木 9：00～23：00 （TEL）　金・土・日 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
（日・月・火 8：00～22：00、水～土 24時間）

※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。

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）

◆南４号館　　　　　　屋上防水改修工事
◆東２号館　　　　　　受変電設備更新工事
◆新東１号館　　　　　新築工事
◆北２号館　　　　　　外壁改修工事
◆西１号館　　　　　　全館LED化工事
◆西２号館　　　　　　外壁改修工事、B１～B２階及び共用部LED化工事
◆西５号館　　　　　　エレベーター改修工事、エレベーターホール壁改修工事
◆創立百周年記念会館  外壁改修工事、屋上防水改修工事
◆大学体育館　　　　  受変電設備更新工事
◆柔剣道場　　　　　  外壁改修工事、屋根防水改修工事
◆南6号館　　　　　　正面玄関自動扉化改修工事

財務部会計課

令和3年度第2期分　学費納入について
　令和3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3年９月中旬　　●納付期限 令和3年9月30日（木）
　　※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3年度　学期末試験について
令和3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3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（金・祝）～8月6日（金）
　■第2学期 令和4年1月8日（土）～1月29日（土）
　※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。

学習院大学新聞社発行
「学習院大学新聞」のご送付について

　輔仁会大学支部に所属する大学公認の学生団体である「学習院
大学新聞社」では、「学生・教職員の皆さまへ、学習院大学関連の
ニュース・学生生活に関する有益な情報を定期的に発信していく」と
いう方針の下、新型コロナ禍であってもリモートでの取材・編集作業な
どの工夫を重ねながら、年8回、大学新聞を休むことなく発行していま
す。
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す。
　なお、学習院大学新聞社のHPにて、バックナンバー等を掲載してい
ますので、ぜひご覧ください。
　学習院大学新聞社HP https://daishinweb.jp/
※本誌及び大学新聞の発行スケジュールの関係により、今後の発行

号において、同封できない場合があります。

令和3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　村主　道美
　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 　『オンライン授業のあり方』
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ていたことはなく、どのような形でのオンライン授業を
行うかは授業の担当教員に委ねられ、実施の仕方は
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あると思われる。

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

３．原稿字数　１２，０００字以内、１図表は２００字換算
縦Ａ４判横書きとし、Word等のワープロソフトを使用
すること。表紙に、学籍番号・学部学科・学年・氏名・
住所・電話番号を明記し、紙媒体（１部）と電子媒体の
両方を提出してください。
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６．表 　 彰 　優秀賞：賞状・副賞１０万円、佳作：賞状・副賞３万円
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財務部会計課

令和3年度第2期分　学費納入について
　令和3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3年９月中旬　　●納付期限 令和3年9月30日（木）
　　※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 平成29〜令和3年度 平成23〜28年度

大
　
　
学

法 学 部 343,000 333,000

経 済 学 部 343,000 333,000

文 学 部 385,000 375,000

理 学 部 542,000 527,000

国 際 社 会 科 学 部 452,500 452,500

大
　
　
学
　
　
院

法 学 研 究 科 博 士 前 期 課 程 254,000 254,000

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

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

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

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

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

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

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

人文科学研究科 博 士 前 期 課 程 255,000 255,000

〃 博 士 後 期 課 程 240,000 240,000

自然科学研究科 博 士 前 期 課 程 344,000 344,000

〃 博 士 後 期 課 程 325,000 325,000

専 門 職 大 学 院 法 務 研 究 科 557,000 557,000
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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4年３月卒業見込の学習院大学学部４年生
・ 令和4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
・ 令和4年３月卒業見込の学習院女子大学の科目等履修生
・ 今年度中に必要単位が充足できる見込の科目等履修生
※「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
　計算機センターでは、学内Wi-Fiへの接続、学内PCの利用など、学内ネッ
トワークの利用権の認定試験を実施しています。学内ネットワークの継続利用
権は、「初等情報処理1」の単位取得が原則的な要件ですが、同科目の履修
または単位取得をしなかった場合、認定試験に合格することで、卒業までの継
続的な利用権を取得することができます（入学時点での利用権は、1学期間
の時限的な利用権です）。認定試験は、情報倫理に関して正確な知識を有し
ていることを確認するもので、合格の難度は低くありません。一般には、「初等
情報処理1」の履修をお勧めします。
【日時】　未定　計算機センターWebページ、及び、G-Portにてお知らせ
します。
【受験資格】
●初等情報処理1を履修中ではなく、かつ、継続利用権を有していない学
　生（研究生、科目等履修生を含む）

東洋文化研究所

東洋文化研究叢書 第20冊
安部清哉編著『明治初期理科教科書の近代漢語―中川
重麗『博物学階梯』にみる実態［影印・翻刻・索引付］―』
2021年2月、花鳥社、7,500円（税抜）
ISBN：978-4-909832-35-1
近代日本語が確立していく時代、明治初期の「教科書」
類は、近代語の資料群として重要な位置を占めてい
る。中川重麗が、ドイツ書より翻訳・翻案した理科教科
書『小学読本 博物学階梯』（明治10年）と『同 字引』へ
の文献研究と徹底した語彙調査により、漢語語基が新
しい意味を獲得していく一端を探る。

現在、書店等で販売中です。

東洋文化研究叢書 第19冊
中居良文編著『中国の南向政策』2020年12月、御茶
の水書房、4,200円（税抜）
ISBN：978-4-275-02125-0

「一帯一路」は習近平の「西向」リバランスであり、「南」
は中国の世界戦略とアメリカのアジア回帰の交錯する
場所となった。中国と「南」との関係は、中国と世界との
関係を知る鏡となる。

学習院大学東洋文化研究叢書が2冊刊行されました 中国の青銅鏡は中国の美術、考古、歴史の研究にとって重要な資料となって
いる。鋳造技術の高さ、紋様や銘文に込められた時代性など、文献史料では
得がたい知見が豊富に含まれている。学習院大学蔵林コレクションは、中国歴
代の銅鏡から、朝鮮、日本で制作された銅鏡まで、幅広く収められており、東ア
ジア全体の視野から銅鏡研究を進められる資料が整ったことになる。

『調査研究報告』72号
「東アジアの金工品―学習院大学蔵林コレクション―」
鶴間和幸監修、鈴木舞編集、
山田高大・邉見統・河野剛彦解説
2021年3月刊行
390円（税込）
ISSN：0919-6536

現在、研究所で直接頒布しています。

為替レートの変動が輸出企業の輸出額および雇用、生産性に与える影響に
ついて日本、韓国、中国の各企業のデータを使用して分析する。企業の様々
な特性（生産性、研究開発、アウトソーシング、海外生産）を考慮に入れなが
ら、為替レートの変動による影響がどのように企業や国によって異なるかを検
証する。

『調査研究報告』71号
「日中韓の輸出企業のダイナミクスの比較」
乾友彦、張紅詠、金榮愨著
2021年3月刊行
340円（税込）
ISSN：0919-6536

日本画家として知られる木村武山が、絵の参考材料として膨大な中国美術の
コレクションを収集し、その子孫が現在に至るまで民間で所蔵していることが
近年わかった。木村武山の生涯を振り返りながら、明治、大正、昭和と生きた
時代の流れのなかで、武山がどのように中国と関わってきたのかを明らかに
し、コレクションの由来の真実に迫る。

『調査研究報告』70号
「木村武山と中国美術コレクション」
鶴間和幸編
2021年3月刊行
1,370円（税込）
ISSN：0919-6536

研究所における最新の研究成果をまとめた
『調査研究報告』が3冊刊行されました

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2（2020）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3（2021）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

　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3（2021）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3（2021）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や応募用紙は、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3（2021）年度短期ホームステイプログラム
ホストファミリー募集の中止について

国際センター

　国際センターでは、年に2回（5月及び10月）留学生を対象としたバス旅行を
実施し、日本の伝統文化や歴史に触れる機会を提供しています。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、今年度のバス旅行は、7月3日

（土）と7月8日（木）にオンラインにより開催する予定です。

留学生バス旅行について

　この度、学習院大学では新規にバージニア大学ワイズカレッジ（アメリカ）と大
学間協定を締結しました。

●バージニア大学ワイズカレッジ
　バージニア大学の一部として創立された公立大学であり、1999年に現在の
校名となりました。リベラルアーツカレッジの中では数少ない公立の大学であり、
少人数教育や自然豊かで美しいキャンパスを特徴としています。同校とは学生
交換協定を含めた協定締結となりますので、今後、学生交換の実質的な交流
が期待できます。
創　立：　1954年
所在地：　アメリカ バージニア州
学生数：　2,002人（2019）
学科等：　Business and Economics, Social Sciences, History and 

Philosophy, Language and Literature, Education, 
Communication Studies, Natural Sciences　等

新たに協定を締結しました

令和4（2022）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、タイ、オーストラリア）については締
め切りました。

令和3（2021）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3（2021）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（本学では、外務省が発出する海外危険情報及び感染症危険情報の危険
レベルが1以下に引き下げられるまでは渡航禁止としています）。実施するそ
の他の研修（オンライン）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、
「2021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7日
（月）～11日（金）の5日間で実施しました。当日の様子は、国際センターホーム
ページやFacebookでごらんいただけます。なお、第2回留学フェアは10月に開
催予定です。

6月7日（月）～11日（金）
「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」

「（留学希望者向け）キャリア選択、就職活動に
  資するアドバイス講座」

令和3（2021）年度第1回留学フェアの開催について

2020年度実施時の様子
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教職課程事務室
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計算機センター
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東洋文化研究所

東洋文化研究叢書 第20冊
安部清哉編著『明治初期理科教科書の近代漢語―中川
重麗『博物学階梯』にみる実態［影印・翻刻・索引付］―』
2021年2月、花鳥社、7,500円（税抜）
ISBN：978-4-909832-35-1
近代日本語が確立していく時代、明治初期の「教科書」
類は、近代語の資料群として重要な位置を占めてい
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「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」

「（留学希望者向け）キャリア選択、就職活動に
  資するアドバイス講座」
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2020年度実施時の様子
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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
～2023年卒業（修了）予定の就職希望者は全員参加！～
日時：9月13日（月）～16日（木）・18日（土）
　　  18：00～19：30（予定）
場所：百周年記念会館（予定）

①5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
　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（対面またはオンデマンド配信）の詳細は
　決定次第G-Portでお知らせしますので、必ずG-Portを確認して
　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。
後輩達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：キャリアセンターに電話してください（03-5992-1148）
●交付場所：キャリアセンター窓口
●交付日：申込後、1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ガイダンスを開催しますので、
G-Port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。G-Portから予約をしてく
ださい。

その他
■卒業生の個人情報提供について
　就職活動でOB・OG訪問をするために、本学卒業生の住所・電話
番号等個人情報を提供しています。
●資料の種類

①「過去5年・10年入社リスト」
②「在社名簿」（企業より提供される本学卒業生の在籍者リスト）
③「面接対策セミナー講師・サポーター名簿」（面接対策セミナー
　後より利用可能）

（注意事項）
●名簿閲覧の際は、学生証を呈示してください。
●就職活動でOB・OG訪問をする目的以外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。

■相談について
　就職活動や進路・キャリアに関する相談を行っていますので、まず
は、G-Portから予約をしてください。状況によっては、原則Web

（Zoom）面談となります。学年は問いませんので、些細なことでもお気
軽にご相談ください。

■就職に関する情報について
　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、G-Port
等を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。

※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、
　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で実施いたします。
　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 連携講座・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/

連携講座
●皇室のご慶事の引き出物～ボンボニエール
　宮中晩餐会とドレスとボンボニエール
日時：9月6日（月）13:00～14:30
講師：長佐古美奈子 学習院大学史料館学芸員　
受講料：１，６5０円（1回）

　Zoom講座

「ボンボニエール」をご存知でしょうか。「ボンボニエール」とは皇室のご慶事
の際に配られる、小さな引出物のお菓子入れのことです。一昨年の令和即位
の礼・饗宴の儀の際にも「ボンボニエール」が下賜されました。その「ボンボニ
エール」について、即位の礼や宮中晩餐会の料理やワイン、ドレスなどの歴史
なども織り交ぜ、たくさんの画像をご覧いただきながら、わかりやすくお話しい
たします。

アカデミー塾
●社会人に役立つゲーム理論
日時：8/23・8/30・9/6 月曜 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）

　Zoom講座

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。

「株式会社学習院蓁々会」

講座番号 講座名 日程 時間 ミーティング ID パスワード

098〜127

MOS資格取得対策WEB講座 A・B日程
（【Excel】【Word】【PowerPoint】【エキスパート】各2016、365＆2019版合同）

7月20日（火）

12：15〜12：45 953 5763 2827 6A1PQk

7月21日（水）

MOS資格取得対策WEB講座 C日程
（【Excel】【Word】【PowerPoint】【エキスパート】各2016、365＆2019版合同）

8月18日（水）

8月19日（木）

128〜130
ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座 A・B日程 7月22日（木・祝）

ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座 C日程 8月20日（金）

131 夏期集中TOEIC®L＆R600〜700点達成WEB講座
7月16日（金）

13：00〜13：30

968 0888 8300 556417
8月4日（水）

132・133 夏期集中TOEIC®L＆R WEB基礎講座 A・B日程
7月19日（月）

961 6458 4556 414630
7月21日（水）
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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』
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』より

東京都福祉保健局
『みんなで知ろう危険ドラッグ』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

特集：GLIM/OPACのご紹介

　GLIM/OPACは、学習院大学・学習院女子大学の蔵書検索シス
テムです。GLIM/OPACには資料の検索や予約以外にもいろいろな
機能があります。その一部をご紹介します。

　GLIM/OPACは、G-Portからアクセスすると便利です。G-Portに
ログインしたら、メニューバーの「図書館ログイン」にカーソルを合わせ
ると、「図書館ログイン」がプルダウンします。プルダウンした「図書館ロ
グイン」をクリックします（下図参照）。

※この時、G-Portを経由せずGLIM/OPACにアクセスしていた場合は、
下記の「利用者認証」画面が開きます。ID/PWはG-Portと同じです。

※資料予約やデータベースを学外から利用する際もG-Portのアカウントで
ログインが必要です。

本文までアクセス可能な電子ブック・電子ジャーナルの検索ができま
す。検索ボタンを押すと、学習院ディスカバリーサービスの画面で結果
が表示されます。

（法・経済・国際社会各学部、法科大学院限定）
各教員が授業等で利用する資料、参考に読んでおくと良い資料などを

「指定図書」として提示しています。履修した授業の担当教員の指定
図書を確認してみましょう。教員名や学科・授業名をクリックすると、そ
れぞれ指定図書の一覧を見ることができます。指定図書の現物は、法
経図書センター6階にあります。

≪参考≫
「GLIM/OPAC（学習院大学・女子大学蔵書検索システム）」
URL https://glim-sr.glim.gakushuin.ac.jp/ 

■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】
　夏季休業中の長期貸出を7月中旬から9月中旬まで実施予定です。状況に
より変更する場合がありますので、大学図書館HP等をご確認ください。

（1）MyGLIM【利用状況の確認・貸出更新】
貸出状況の確認や更新（返却期限の延長）等ができます。

（2）【電子リソース（目白学内限定）】

（3）【指定図書（法・経・国・法務）】

　　　　　　　　　をクリックしてください。
状態欄が「確認」は返却期限日3日前、

「延滞」は返却期限切れです。

二次元コード

図書館からのお知らせ
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ヘルス・サポート

保健センター
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新型コロナウイルス感染症について
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スポーツ・健康科学センター

　本学の学生・教職員は講習会に参加すると、どなたでもトレーニングルームを使用することができます。トレーニングルームでは、
エアロバイク、筋力トレーニングマシーン、フリーウエイトなどを完備しており、測定室では血圧測定や身体測定なども行えます。
　また、インストラクターも常駐しており、初心者の方でも安心してご利用いただけます。健康増進・体力向上のために、ぜひご活用く
ださい。

※開室時間や講習会のスケジュールは、スポーツ・健康科学センター掲示板、またはホームページ
　（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。

トレーニングルームの利用について


