
平成22年度の新学期が始まりました。１年生に
とっては、大学での初めての学期が、４年生にと
っては最後の学期が始まったということで感慨深
いでしょうし、２年、３年生にとっても、１年上
級生へなったという感慨があることでしょう。
時間の流れ自体には区切りはないのですが、

社会には１年という区切りがあり、大学には学
年という区切りがあります。これは、一定の区
切りをつけないと社会生活や、学校運営なども
うまくいかないということがありますが、私は、
過去に一定のけじめをつけ、心新たにリフレッ
シュして将来に進ませる先人の知恵であるよう
な気がします。
１年生の場合は、大学そのものが新しい世界

ですから、心あらたに夢と希望を抱いているこ
とでしょう。上級生の場合は、過去１年の学生
生活を振り返り、良かった点はそのまま引き継
ぎ、悪かったと思われる点は反省し、やり直そ
うと思っていることでしょう。新学期の始まり
は、このように誰にもやる気を与えるものです。
だが、人間というものは、弱いもので、時間

が立つとともに、当初の情熱や気力が段々薄ら
いで弱くなっていくものです。授業の出席状況
も最初のうちは良いのですが、時間の経過とと
もに悪くなっていきます。大学では、高校のよ
うに先生が「勉強しろ、勉強しろ」と、うるさ
く言いません。これは、大学の勉強の目的は、

受験勉強のような知識の詰め込みにあるのでは
なく、一生を通じる物の考え方を学ぶというと
ころにあり、そのためには学生本人の自主性を
尊重することが大事だからです。ですが、自主
性を尊重するというだけでは、人間は怠惰にな
るという悪い習性をもっています。そして、そ
れを合理化する説明術も心得ています。新学期
というのは自主的に反省する機会となるもので
すが、普段においても当初の情熱や気力を維持
するようにしてほしいと思います。
私は、そのために、学生諸君に「意識すれば

道は開ける」という言葉を贈りたいと思います。
まずは、「大学とは何か」、「学生とは何か」を具
体的に意識して考えるようにすることです。そ
うすれば、「学生は何をすべきかと」いう視点が
生まれ、迷路に迷いこんだときにも正しい道を
見つけることができます。それと、人間は弱い
存在で、自分が怠けることを合理化する習性が
あるということをいつも意識することです。そ
うすれば、来年度の
学期が来る前に自身
で何度も見直し、や
り直すチャンスに恵
まれ、新学期開始当
初の情熱や気力を維
持することができる
のです。
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「第24回オール学習院の集い」開催のお知らせ

本年も春恒例の行事として「オール学習院の集い」を学
習院父母会、桜友会、常磐会のご協力を得て、下記のとお
り開催いたします。
この集いは、学習院関係者（卒業生、在学生、父母保証
人、教職員等）と共に、近隣の方々などにもご参加願い、
親睦と交流の輪を広げていただこうという趣旨で毎年４月
に開催しているものです。
当日は、オール学習院大合同演奏会や各種展示会、屋外
ステージ、親善試合等の催し物、豪華商品が当たるチャリ
ティーラッフル（収益は慈善団体への寄付とするクジ）や

模擬店など、楽しい企画をたくさんご用意しております。
大学の学生団体も参加しますので、学生の皆さんのお越
しをお待ちしております。

＊ ＊ ＊ 記 ＊ ＊ ＊
＊日時：平成22年４月18日（日）

午前９時30分～午後４時（雨天決行）
＊会場：学習院目白キャンパス（豊島区目白１－５－１）
＊備考：①創立百周年記念会館正堂での合同演奏会のほ

か、各種催し物、諸会合等が行われます。
②詳しくは学生課の窓口で配付するプログラム又は
ホームページhttp://www.gakushuin.ac.jp/ad/somu/all/
をご覧ください。

学生センターは、教務課・学生課・学生相談室からな
っています。今まで別部署だった、正課（授業等）関係
の業務を行う教務課、課外活動や奨学金業務等を行う学
生課、学生生活全般における悩みの相談にのる学生相談
室が、センターに一本化されることにより、これまで以
上にお互いに協力して、学生の皆さんに対してさらに強
力な支援体制がとれるようになりました。
学生センター発足に伴い、４月から事務取扱窓口が一

部変更になります。今まで保健センターが行っていた
「学生教育研究災害傷害保険」の窓口は、４月から学生
センター学生課へ、今まで学生課が行っていた外国人留
学生奨学金・授業料減免等の窓口は、国際交流センター
に替わります。
また平成22年８月、学生センター教務課・学生課は中
央教育研究棟１階に、学生相談室は２階に移転します。
移転を機に、今まで学生課が窓口だった学籍関係（住所
変更・休学等の届出等）や証明書発行関係の窓口が、教
務課に替わる予定です。８月からの取扱窓口変更の詳細
については、「COMPASS 46号（７月号）」でお知らせ
します。

平成22年度より、学生証をIC学生証に切り替えま
した。IC学生証には、Edy（電子マネー）機能が搭載
されています。
新入生以外の学生には、３月の成績表交付時にすで
に交付済みですが、まだ受領していない場合は、至急、

教務課まで受け取りに来てください。その際、現在持
っている学生証と交換になりますので、忘れずに持参
してください（学生証を紛失している場合は、学生課
窓口に申し出ること）。

学生証がICカードになりました

◆学生証は丁寧に取り扱ってください
カードには、ICチップが内蔵されています。カー

ドが少しでも曲がると、ICチップが破損してしまい
ますので、カードケース等に入れ、丁寧に取り扱う
ようにしてください。（学生証の入った財布をズボン
のポケットに入れた状態で椅子に座るなどして、曲
がるケースがよく見受けられます）。
なお、希望者には、学生証用のハードケースを学

生課窓口で配布していますので、こちらも利用して
ください。

◆学生証の利用方法について
証明書自動発行機・図書館・トレーニングルーム

の利用は、今までどおり、裏面の磁気ストライブを
読み込ませてください。
なお、平成22年８月から証明書自動発行機はIC対

応を予定しています。その他、利用方法に変更があ

りましたら、その都度、掲示等でお知らせします。

◆Edy（電子マネー）について
学生証にはEdy機能（電子マネー）が搭載されて

います。
（1）学内でのチャージ（入金）は、輔仁会館2階のセ

ブンイレブンで行ってください。
（2）チャージ上限金額は、50,000円です。
（3）学生証を紛失した場合、チャージ金額は保証（補

填）されません。
（4）学生証を破損した場合、チャージ残高は個人口座

に振込となります。学生証再発行時に学生課で手
続きを行ってください。

（5）有効期限切れ・改氏名等で学生証を再発行する場
合、チャージ金額は引き継がれません。再発行前
に、必ずチャージ金額を使い切ってください。

学生証の取扱いについて（注意）

平成22年4月1日
学生センターが発足しました
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■受賞者
法学部政治学科４年
ラクロス部（女子）／小堀朗子さん

■表彰理由
2008年４月より「Ｕ22（22歳以下）
ラクロス日本女子代表」に選出され、
１年２ヶ月の間、代表チームの合
宿・国内外遠征に参加した。その結
果、2009年６月に韓国Suwon市にて
開催された「アジア・パシフィッ
ク・ラクロス・トーナメント2009大
会」（女子の部・計３カ国５チーム）
においてゴールキーパーとして活躍
し、優勝を果したため。

■受賞者
経済学部経営学科４年
射撃部／井坂千晴さん

■表彰理由
春期関東学生ライフル射撃選手権
予選会において、本戦出場の資格を
取得し、本戦でも、上位の成績を収
めた。また第５回日本学生選抜ライ
フル射撃選手権大会（50Ｍ ライフ
ル３×20競技個人）で準優勝を果し
たため。

■受賞者
文学部英米文学科３年
囲碁部／小野孝蘭さん

■表彰理由
2009年８月に開催された毎日新聞
社全日本学生囲碁連盟主催の「第45
回全日本女子学生本因坊決定戦全国
大会」において、第３位に入賞した
ため。

院長表彰
受賞について【 】スポーツ活動賞

文化活動賞

スポーツ活動および文化活動において優秀な成績をお
さめた学生３名に対し、院長表彰（スポーツ活動賞）・
院長表彰（文化活動賞）がそれぞれ授与されました。
授賞式は、平成22年３月４日（木）11時から、院長室に
て行われました。

３名とも学年は表彰時

橋本　陽子

磯﨑　典世

眞嶋　史叙

淺羽　　茂

田辺　千景

赤荻　正樹

浅野　有紀

長沼　　豊

廣　　紀江

中山　高二

学生相談室

はしもと　ようこ

いそざき　のりよ

まじま　しのぶ

あさば　しげる

たなべ　ちかげ

あかおぎ　まさき

あさの　ゆき

ながぬま　ゆたか

ひろ　のりえ

なかやま　こうじ

法学部　法学科教員 e-mail：20000876@gakushuin.ac.jp 東２号館９階906室（内線 4906）

氏　　　名 所　属　・　職 連　　　　絡　　　　先

法学部　政治学科教員 e-mail：noriyo.isozaki@gakushuin.ac.jp 東２号館10階1019室（内線 4019）

経済学部　経済学科教員 e-mail：shinobu.majima@gakushuin.ac.jp 東２号館10階1001室（内線 4001）

経済学部　経営学科教員 e-mail：shigeru.asaba@gakushuin.ac.jp 東２号館12階1214室（内線 4214）

文学部　英語英米文化学科教員　 e-mail：chikage.tanabe@gakushuin.ac.jp 北２号館９階904室（内線 5789）

理学部　化学科教員　　　　e-mail：masaki.akaogi@gakushuin.ac.jp 南７号館４階４B室（内線 6462）

法科大学院教員 e-mail：yuki.asano@gakushuin.ac.jp 東１号館５階509室（内線 3509）

能見　善久 のうみ　よしひさ 法科大学院教員 e-mail：yoshihisa.nomi@gakushuin.ac.jp 東２号館９階907室（内線 4907）

教職課程教員 e-mail：yutaka.naganuma@gakushuin.ac.jp 北２号館６階602室（内線 6752）

スポーツ・健康科学センター教員 e-mail：norie.hiro@gakushuin.ac.jp 北１号館２階（内線 6387）

学生センター職員 e-mail：koji.nakayama@gakushuin.ac.jp 西５号館４階（内線 2401）

北１号館２階（東側）（内線 2514）

学習院大学ハラスメント相談窓口　－平成22年度相談員－

＊ 学部・学科等を問わず、誰にでも相談できます。
＊ 相談員は、あなたのプライバシーを必ず守ります。
※ 関連規程、ガイドラインは、「学生生活の手引」、「大学ホームページ（学生センター）」に掲載されています。

研究室等の引越に伴い、８月以降、部屋番号・内線が変更になることがあります。メールアドレスは変わりません。

院長表彰とは・・・
学習院の設置する各学校に在学する学生・生徒・児童・園児が、国または地方

自治体その他が行う大会またはコンクールに個人または団体で参加し、優秀な成
績をおさめた場合、または学習院長が、特に表彰に価すると認めた場合に表彰。
文化活動賞、スポーツ活動賞、特別賞。
スポーツ活動賞は、オリンピックまたは世界大会に、日本代表として出場した

とき、国民体育大会その他スポーツ・体育における全国大会等において、優秀な
成績をおさめた場合に表彰。
文化活動賞は、個人または団体で参加し、学術文化の分野における国際的また

は全国的な大会・コンクール等において優秀な成績をおさめた場合に表彰。
（「学生・生徒等表彰規程」）

院長表彰【スポーツ活動賞】 院長表彰【文化活動賞】
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● 履修手続きについて
（1）履修の計画
①履修要覧（入学時のみ交付）、シラバス（毎年度交
付）などをよく読んで、履修しなければならない科
目や履修したい科目をピックアップしてください。

②履修登録するまでの期間は、履修を希望する授業に
自由に出席することができます。それによって最終
的にどの科目を履修するのかを決定します。なお、
第１回目の授業に必ず出席しなければならない科目
もありますので注意してください

（2）履修登録
履修を希望する授業科目について、以下に示す履修

登録期間内に大学ポータルサイト（G-Port）上で登録
を行います。履修登録期間内は、自由に履修登録の変
更が可能です。当年度に履修する科目がない場合にお
いても履修科目がない状態で登録を行う必要がありま
す。なお、事前に登録手続きが必要な科目（外国語科
目・情報処理科目・体育科目・演習科目等）について
は、必ず各科目で要求されている手続きを経た上で、
履修登録しなければなりません。
履修登録期間
● 法科大学院生　4月2日（金）～3日（土）
● 学部学生・大学院生　4月10日（土）～28日（水）
＊登録受付時間等の詳細は別途掲示します。

● f-Campus の履修手続きについて
学習院女子大学・日本女子大学・立教大学・早稲田大学
との５大学間単位互換制度（f-Campus）に基づく科目登録
を受け付けます。
科目登録は下記ホームページからアクセスするWeb上で行
います。
■対 象 者 2 年次以上の学部学生（正規学生）
■登録期間 3月25日（木）正午

～4月5日（月）午前9時30分
■結果発表 4月6日（火）午前9時30分～
＊科目登録できる単位数の上限は、他の４大学合計で年
間12単位までです。

＊登録期間内は24時間受け付けます。
＊応募者が定員を超過した場合は、抽選を行います。
＊２次登録はありません。
＊第１学期、第２学期、通年、集中講義ともすべて上
記の期間に登録を受け付けます。

＊詳細については下記ホームページをご覧ください。
f-Campus バーチャル事務局ホームページ

http://www.f-campus.org

● 司書資格の取得を希望する方へ
学習院女子大学で開設されている司書課程科目を、科目
等履修生として履修することにより、司書の資格を取得す
ることができます。

司書課程科目の履修を希望する方を対象としたガイダ
ンスを開催しますので、必ず出席してください。
■日　時 4 月 7 日（水）15：30～16：30
■ 場　所 学習院女子大学 2号館222教室
＊司書課程科目を履修することができるのは2年生以上
です。ただし、ガイダンスは１年生でも出席するこ
とができます。

＊ガイダンスに出席しないと、履修が認められない場合
があります。

＊すでに司書課程科目を履修している方は、あらため
て出席する必要はありません。

＊出願要項・願書は学生センター教務課（西５号館４階）
で配付します。出願期間は４月９日（金）～13日（火）
です。

◆◇履修についてのお知らせ◇◆

外国語教育研究センター

学生センター教務課

● 平成22年度 英語インテンシヴ・コースの履修について
英語インテンシヴ・コースは、国際人として通用する

英語の実践的能力の養成を目指すコースです。Native
speakerによる授業も多く、履修者の積極的な意欲によっ
て更に充実した授業が望めます。
■対象：履修希望者（全学部対象）
履修対象者は、１年生を対象に実施される英語能力試

験の結果によって選抜されます。１年生でこのコースを
希望する人は４月５日（月）16：00～17：00に行われる
履修希望者ガイダンスに必ず出席してください。また、
２年生以上の履修希望者も英語能力試験を必ず受験し、
履修希望者ガイダンスにも出席してください。
■英語能力試験TOEIC-IP
（対象：全新入学生、インテンシヴ・コース履修希望者）
4 月 3 日（土）16：00～
【1年生】
法学科　　　　　　西5－B1
政治学科　　　　　西2－201
経済学科　　　　　西2－301・302
経営学科　　　　　西2－401・402
哲学科　　　　　　西5－202
史学科　　　　　　西2－501
日本語日本文学科　西5－303
英語英米文化学科　西5－201
ドイツ語圏文化学科　　西2－405
フランス語圏文化学科　西2－204・205
心理学科　　　　　西5－302
物理学科　　　　　西2－303
化学科　　　　　　西2－403
数学科　　　　　　西5－301
生命科学科　　　　西2－305
【2年生以上】
IC22年度履修希望者　西2－503・504

■履修希望者ガイダンス
4 月 5 日（月）16：00～17：00 西2－201
※合格者は４月７日（水）16：00から外国語教育研究セン
ターの北１号館西側掲示板にて掲示発表します。
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●「学芸員」とは、博物館や美術館などにおいて様々
な資料の収集や保管、展示、調査研究にあたる専
門職員のことをいいます。

■本学において、この資格を取得するためのガイダンス
が、下記のとおり開催されます。学芸員資格を取得す
るため「博物館に関する科目」の履修登録を希望する
学生は、必ずガイダンスに出席したうえで、指示に従
って登録手続きを行ってください。

●「博物館に関する科目履修ガイダンス」
日　時：4 月9日（金）14時30分～
場　所：西5－B1教室

●「博物館に関する科目履修登録受付」
日　時：4 月12日（月）9時30分～16時30分
場　所：学芸員資格取得事務室

■平成22年度に「博物館実習」を履修する学生のための
ガイダンスが、下記の通り開催されます。平成22年度
に博物館実習の履修を予定し、平成21年度中に「仮登
録」を済ませた学生は、必ずガイダンスに出席したう
えで、指示に従って登録手続きを行ってください。

●「第2回　博物館実習履修ガイダンス」
日　時：4 月14日（水）18時00分～
場　所：西5－B1教室

●「平成22年度　博物館実習履修登録受付」
日　時：4 月15日（木）9時30分～16時30分
場　所：学芸員資格取得事務室

※ガイダンス・登録手続きに事前の連絡なく欠席した
者は、履修資格を失うことになります。

● 教職を目指す学生諸君へ
■教職課程説明会
教職課程についての説明会を下記のとおり実施しま

す。新入学生（平成22年４月入学者）および本年度から
新たに教職課程の履修を希望する者は、必ずこの説明会
に出席してください。
日　時：4 月9日（金）13時00分～
場　所：西5－Ｂ1教室
対象者：新たに教職課程の履修を希望する者（主に新入学生）
■教職課程履修登録ガイダンス
平成21年度までに「教育基礎」および「教職概論」を

履修し単位を取得した者は、今年度より、教職課程を正
規履修することが可能となります。履修登録につきガイ
ダンスを行いますので、該当者は必ずこのガイダンスに
出席してください。なお、このガイダンスに欠席した者
は、平成22年度の正規履修資格がなくなります。
日　時：4 月8日（木）17時00分～
場　所：西5－202教室
対象者：主に新2年生
※他大学で学籍を持ったことがある者および大学院生の
うち、本年度から新たに教職課程の履修を希望する者
は、必ず４月３日（土）までに教職課程事務室へ相談の
うえ、下記のガイダンスに履修の相談に来てください。

■編入生ガイダンス
日　時：4月5日（月）14時30分～

（ガイダンス前に必ず相談に来てください。）
場　所：北2－6F 教職課程閲覧室

● 計算機センターの利用について
［1］実習室等のコンピュータの利用について
１．学部学生の場合
①情報処理科目のうち「初等情報処理１」（あるいは
「情報処理入門１」）を履修する。
授業を履修している期間、コンピュータを利用す

ることができます。これらの単位を取得した学生に
限り、卒業まで継続してコンピュータを利用するこ
とができます。
②①以外の「コンピュータを使用する授業科目」を履
修する。
その授業を履修している期間に限り、コンピュー

タを利用することができます。
③センター主催の認定試験に合格する。

８月頃に行われるセンター主催の認定試験に合格
すると、卒業まで継続して利用することができます。
（注）但し、この試験は「初等情報処理1」と同等以

上の知識を持っている方を対象に実施します。
詳しくは、計算機センターまでお問い合わせく
ださい。

※①、②の場合、ユーザ登録手続きは授業中に行ない

ます。センター事務室ではユーザ登録することはで
きません。注意してください。

２．編入学、学士入学をした学生の場合
①の科目が単位認定されていても、コンピュータ

は利用できません。コンピュータを使いたい場合は、
4月16日（金）までに計算機センターにお問い合わせ
ください。

３．大学院生の利用について
ユーザ登録手続きはセンター事務室で受付ます。学

生証を持参の上、計算機センターまでお越しください。
４．その他の学生について
計算機センターにお問い合わせください。

５．平成22年度新入学生（学部生および大学院生）について
新入学生ガイダンスにて、仮登録を行います。詳細
は、既に配布済みの資料を確認してください。

［2］利用時間
計算機センター実習室
月曜日～金曜日：9時～18時

土曜日：9時～14時
日祝日：閉室

計算機センター実習室以外にも、コンピュータを利用
できる場所があります。詳細は「学生生活の手引」等を
参照してください。

学芸員資格取得事務室 教職課程事務室

計算機センター
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《1～3年生対象》
■ 公務員セミナー
開講時期：2月より毎月開講
受講希望者はキャリアセンターへ問合せること。

★５月開講セミナーガイダンス
4月12日（月）午後6時より西5-B1教室
22年度5月開講セミナーの概要・申込方法等ガイダンスを
行います。

■ マスコミ・広告セミナーガイダンス
実施時期：5 月～ 6 月／12回　　10月～11月／12回

アナウンサーセミナー／5～6月
4月13日（火）午後6時より西5-B１教室
講演と22年度セミナーの概要・申込方法等ガイダンスを行
います。
早い時期から、自分の将来の進路について準備を開始する
ことは大事なことです。
皆さんの積極的な参加をお待ちしています。

《4年生･博士前期課程2年生対象》

■ 推薦書発行について
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
たしている者に交付します。
①「進路登録票」を提出していること
② 卒業・修了見込証明書の交付が受けられる者

●受付開始日：6 月24日（木）
●交付開始日：7 月 1 日（木）以降、申込日の翌日交付します。

（日曜・祝日等事務室閉室日は含まず）
●受付場所：キャリアセンターカウンター
●事務室開室時間：月～金 8：40～16：45

（11：30～12：30を除く)
土曜日 8：40～12：30

●注意：
申込時に印鑑を持参すること。
内々定の条件として推薦状を求
められている場合は､提出後の内
定辞退はできません。

《その他》

■ 個人キャリア・就職相談
キャリア支援や就職活動に関する個人相談を随時受付けていま
す。希望者は、北1号館キャリアセンター窓口に申し出てください。

■ 就職関連情報
就職希望者に対する情報・連絡は主に掲示によって行っていま
す。掲示板は北１号館キャリアセンター前と資料室内に設置され
ているので、各自注目するようにしてください。
また、キャリアセンターホームページからも諸情報は得られま
す。こまめにアクセスしてください。
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/adm/place/index_main.html

西5号館

法経研究棟 中央教育
研 究 棟

北1号館

入口
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

　
　
　

 

コ
ー
ナ
ー

　
　
　
　
（
２
Ｆ
）

入口
こちら側の階段からは
行けません。

西1号館
西2号館

PC
・
AV

各部署からのお知らせ

■ 国際交流センターオリエンテーション
国際交流センターの紹介と、本学の海外留学制度や留学に関す
る基本的な情報についての説明会を下記のとおり開催します。留
学を考えている学生の皆さんは必ず参加してください。
日　時：4月9日（金）15：00～16：00
場　所：西5号館－202
■ 外国人留学生対象オリエンテーション
外国人新入生を対象にしたオリエンテーションを下記のとおり

開催します。ビザや奨学金、アルバイト等について説明がありま
すので、新入生は必ず参加してください。
日　時：4月7日（水）13：00～14：00
場　所：西5号館－301
■ 国際交流センターホームページのご案内
国際交流センターからの各種募集案内や行事等の情報はホーム
ページ（http://www.gakushuin.ac.jp/univ/cie/index.html）
を通じて随時お伝えしています。協定校や留学情報機関のサイト
や留学生向け情報サイトにもリンクがはられていますので、留学
や国際交流に興味のある学生さん、また外国人留学生の皆さん、
ぜひ定期的にのぞいてみてください。
また、新着情報のうち、留学生、センターボランティア学生向
けの情報および閉室日情報については、携帯からも確認すること
ができます。
アドレスはhttp://www.gakushuin.ac.jp/univ/cie/keitai.htmlです。
なお、国際交流に関する情報は、学外からのものを含め、国際
交流センター前にある掲示板を通してもお知らせしています。

■「学習院大学海外留学奨学金」奨学生の募集
本学では、留学に伴う経済的負担を軽減し、少しでも多くの

学生に留学を経験してもらうことを目的として、「学習院大学海
外留学奨学金」を設けています。
詳細は国際交流センターにおたずねください。
出願条件：教授会（院生は研究科委員会）で留学が許可されて

いるか、海外の大学等へ出願中の学生
奨学金額：1名あたり50万円以内（返還の義務なし）

特に優秀な学生に、奨励金10万円を重ねて支給
予定

採用予定数：年間20名（奨励金対象者10名を含む）
出願・選考：年2回（6月および12月）

■ 大学院学生国外研究発表援助の申請
本学では、国外で研究発表を行う大学院学生に対し、渡航費

用及び滞在費の一部を援助する「大学院学生国外研究発表援助」
制度を設けています。
応募条件：平成22年度中に国外で開催される研究集会で発表

を行う大学院学生
申請時期：11月～12月上旬を予定

（詳細は国際交流センターホームページ新着情報で
お知らせします）

※その他、夏季短期語学研修やボランティア活動を対象とし
た奨学金が新たに設けられる予定です。
詳細は国際交流センターにおたずねください。

国 際 交 流 セ ン タ ー

キ ャ リ ア セ ン タ ー



7第45号　2010.4.1

時　　　間
13：00（120分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：10（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：10（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

3限・4限

3限・4限

18：00（90分）

18：00（90分）

13：00（120分）

18：00（90分）

12：40～14：30

13：00（180分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：10（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

18：00（90分）

教室は18：10（60分）
多目的ホールは17：00（120分）

18：00（90分）

13：00（90分）

13：00（120分）

18：00（90分）

18：00（90分）

13：00（120分）

8：30～18：00

10：00～16：00

月　　　日
4／5（月）

4／12（月）

4／13（火） 

4／19（月） 

4／21（水） 

4／23（金） 

4／26（月） 

5／10（月） 

5／11・13・18・20・25・27
6／1・3・8・10・15・17 

5／14（金） 

5／17（月） 

5／18・19 

5／ 20・25・27　6／1・3・8 

5／21・6／4

5／25・31　6／7・15

5／26　6／2

5／28（金）

7／1・8

7／5（月） 

7／6（火）

8／2・3・4

9／13・14・15

9／16・17

9／22（水）

9／25（土）

9／30　10／6

10／1～11／5

10／2（土）

10／5・12・19・26

10／7（木）

10／8（金）

10／13・20

10／14・19・21・26
11／2・4・9・11・16・18・25・30

10／18（月）

10／19・20

10／22（金）

10／25・27　11／5

11／8～12／13
（土日祝及び指定日を除く）

11／15（月）

11／20（土）

11／27（土） 

12／14（火）

12／16（木）

12／18（土）

1／9・10

2／14～2／22（土日及び指定日を除く）

内　　　　　容
第１回キャリアアップセミナー（新入生就職ガイダンス）

公務員ガイダンス

マスコミ・広告ガイダンス（前期）

第２回キャリアアップセミナー（適性テスト３年生（キャリアアプローチ））

第３回キャリアアップセミナー（適性テスト１年生（自己発見レポート））

第４回キャリアアップセミナー（キャリアガイダンス(２年生 )）

第５回キャリアアップセミナー（適性テスト２年生 (自己プログレスレポート)） 

第６回キャリアアップセミナー（適性テスト解説３年生 (自己分析 )）

マスコミ・広告セミナー（前期）

第７回キャリアアップセミナー（適性テスト解説１年生（大学生活の目標））

第８回キャリアアップセミナー（適性テスト解説２年生（私の成長と目標））

第１回就職セミナー（就活リスタート講座）

アナウンサーセミナー

第２回就職セミナー（インターンシップ講座（全２回））

第３回就職セミナー（自己分析講座（全４回））

第９回キャリアアップセミナー（ベーシックスキルアップ講座（全２回））

学内企業説明会

第４回就職セミナー女子学生講座 1（働く環境と法整備・ワークバランス )

第５回就職セミナー（日経講座ガイダンス）

第６回就職セミナー（読売講座ガイダンス）

第７回就職セミナー（日経講座（全５回・３日間））

第８回就職セミナー（読売講座（全５回・３日間））

進路（就職・進学等）ガイダンス　～2011 年卒業（修了）予定者は全員参加！～

マスコミ・広告ガイダンス（後期）

第９回就職セミナー（卒業生からのメッセージ）

第１０回就職セミナー（未内定者向けガイダンス）

就職いろは塾

第１１回就職セミナー（ＳＰＩ2・一般常識テスト） 

第１２回就職セミナー（自己ＰＲ講座（全 4回）

第１３回就職セミナー（女子学生講座 2（身だしなみ・メイク）） 

第１４回就職セミナー（エントリーシート基礎編） 

第１０回キャリアアップセミナー　～就職を考えるためのキャリアガイダンス～

マスコミ・広告セミナー（後期）

第１５回就職セミナー（卒業生からのメッセージ）

アドバイザー相談研修（全２回）

第１６回就職セミナー（ＳＰＩ2・一般常識テスト解説）

第１７回就職セミナー（内定者と考える業界研究ワークショップ（全３回））

業界・官公庁業務研究セミナー

第１８回就職セミナー（内定者によるパネルディスカッション）

第１９回就職セミナー（ＳＰＩ2テスト）

第２０回就職セミナー（面接対策事前セミナー（自己分析））

第２１回就職セミナー（エントリーシート実践編）

第２２回就職セミナー（内定者フォローアップ講座）

第２３回就職セミナー（保護者向け就職ガイダンス）

第２４回就職セミナー（面接対策セミナー）

企業説明会

行事の内容、日時等変更になることがありますので、キャリアセンター窓口及びHP等で確認してください。

平成22年度　キャリア・就職支援プログラム
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■ 平成22年度学費納入について
平成22年度第1期分の学費納付金振込依頼書（振込用紙）の発
送予定および納付期限は、下記のとおりです。納入について不明
な点などございましたら、会計課までお早めにご相談ください。
● 発送時期　平成22年4月中旬
● 納付期限　平成22年4月30日（金）

◎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課へ届け出てください。

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

246,000
258,000
270,000
246,000
258,000
270,000
240,000
250,000
260,000
240,000
250,000
260,000
284,000
296,000
308,000
320,000
284,000
296,000
308,000
320,000
186,000
198,000
186,000
198,000
180,000
190,000
190,000
184,000
196,000
196,000
186,000
186,000
180,000
180,000
184,000
184,000
186,000

305,000
319,000
333,000
305,000
319,000
333,000
345,000
360,000
375,000
345,000
360,000
375,000
470,000
489,000
508,000
527,000
470,000
489,000
508,000
527,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
255,000
255,000
325,000
344,000
344,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
557,000

＊  30,000
510,000

＊  70,000
720,000

688,000
480,000
480,000
480,000

650,000
1,114,000

＊  30,000
540,000

＊  70,000
720,000

＊  70,000
758,000

940,000
978,000
1,016,000
1,054,000
480,000
508,000
480,000
508,000
480,000
510,000

＊  30,000
720,000

＊  30,000
750,000

＊  30,000
780,000

＊  80,000
1,020,000
＊  80,000
1,058,000
＊  80,000
1,096,000
＊  80,000
1,134,000

610,000
638,000
666,000
610,000
638,000
666,000
690,000
720,000
750,000

＊  30,000
270,000

＊  70,000
395,000

344,000
240,000
240,000
240,000

＊  30,000
285,000

＊  70,000
395,000

＊  70,000
414,000

470,000
489,000
508,000
527,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
255,000

325,000
557,000

＊  30,000
375,000

＊  30,000
390,000

＊  30,000
405,000

＊  80,000
550,000

＊  80,000
569,000

＊  80,000
588,000

＊  80,000
607,000

305,000
319,000
333,000
305,000
319,000
333,000
345,000
360,000
375,000

305,000
319,000
333,000
305,000
319,000
333,000
345,000
360,000
375,000
345,000
360,000
375,000
470,000
489,000
508,000
527,000
470,000
489,000
508,000
527,000
240,000
254,000
240,000
254,000
240,000
255,000
255,000
325,000
344,000
344,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
325,000
557,000

※　　
輔仁会費

※　　
新聞代

※　　
学会費

※　　
父母会費

項　　目
区　　分 入学年度 合　計 ※　　

維持費計第２期※第１期第２期第１期
授　　業　　料分納額・分納期

566,300
592,300
618,300
562,800
588,800
614,800
599,800
624,800
649,800
629,800
654,800
679,800
845,800
876,800
907,800
938,800
765,800
796,800
827,800
858,800
430,700
456,700
427,200
453,200
424,200
449,200
479,200
580,200
611,200
541,200
430,700
427,200
424,200
454,200
580,200
510,200
744,200

H14～H18
H19

H20～H21
H13～H18
H19

H20～H21
H14～H18
H19

H20～H21
H16～H18
H19

H20～H21
H13～H18
H19
H20
H21

H14～H18
H19
H20
H21

H18～H19
H20～H21
H18～H19
H20～H21
H18～H19
H20～H21
H20～H21
H19

H20～H21
H20～H21
H16～H21
H16～H21
H16～H21
H18～H21
H19～H21
H20～H21
H18～H21

871,300
911,300
951,300
867,800
907,800
947,800
944,800
984,800
1,024,800
974,800
1,014,800
1,054,800
1,315,800
1,365,800
1,415,800
1,465,800
1,235,800
1,285,800
1,335,800
1,385,800
670,700
710,700
667,200
707,200
664,200
704,200
734,200
905,200
955,200
885,200
670,700
667,200
664,200
694,200
905,200
835,200
1,301,200

（単位　円）

3,500
3,500
3,500
─
─
─

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
─
─
─
─
─
─
─
─

3,500
3,500
─
─

3,000
3,000
3,000
─
─
─

3,500
─

3,000
3,000
─
─
─

博 
士 
後 
期 

課 

程

博 

士 

前 

期 

課 

程

理　

学　

部

文　

学　

部

学　費　一　覧　表

大　
　
　
　
　

学　
　
　
　
　

院

大　
　
　
　
　
　
　
　
　

学

心理学科

心理学科以外

物理学科
化学科
生命科学科

数学科

法学部

経済学部

人 文
科 学

心理学・臨床心理学

心理学・臨床
心理学以外

政治学

経済学・経営学

法学・政治学
経済学・経営学

自 然
科 学

専門職大学院　法務研究科

実　験
理　論

人 文
科 学

心理学以外
心理学

自 然
科 学

実　験

理　論

※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、進学者、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　03-3988-3288　学習院目白キャンパス内

財 　 務 　 部

■展示のご案内
平成22年度特別展「目白の森のその昔　学習院と考古学展」
期　間 平成22年4月5日（月）～6月5日（土）

平　日12：00～17：00
土曜日10：00～17：00（日曜日・祝日・5/15は閉室）
★特別開室日 4/18（日） 10：00～16：00

4/29（木・祝）12：00～17：00
5/14（金） 10：00～18：00

★ギャラリートーク 4/24（土）・5/29（土）
両日共 14：00～

会　場 北2号館1階史料館展示室
入場料無料

台地の縁に位置する目白キャンパスからは、貴重な遺構・遺物
が発掘されています。これまであまり知られていない、開学以来
続く学習院と考古学について紹介します。

■講演会のご案内
史料館講座61 「学習院と考古学展　記念講演（仮題）」
日　時 平成22年5月14日（金）

18：00～19：30
会　場 学習院創立百周年記念会館1階正堂
講　師 成田涼子氏（豊島区教育委員会）、

松崎元樹氏（東京都埋蔵文化財センター）
参加費無料、事前申込不要

大 学 史 料 館
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■58年目を迎える学習院の「東アジア学」拠点
－東文研へお立ち寄りください！！
中国大陸・朝鮮半島、そして日本列島は、政治的・経済的な関
係はもちろんのこと、歴史的・文化的にも切り離せない関係にあ
ります。そういった東アジアの関係を学際的に研究する学問分野
を「東アジア学」と称して研究をすすめています。創設から58
年目を迎える2010年度に活動する一般研究プロジェクトは以下
の6つです。

①戦時期日本のアジア研究とアーカイブズ
（武内房司教授［文学部史学科］）
②衛星データを利用した秦始皇帝陵と自然景観の復元
（鶴間和幸教授［文学部史学科］）
③『農牧接壌地域』における民族と社会
（高柳信夫教授［外国語教育研究センター］）
④非正規雇用の比較法的研究
（橋本陽子教授［法学部法学科］）
⑤中国の対韓半島政策
（中居良文教授［法学部政治学科］）
⑥ G・W・ライプニッツの中国布教論－比較思想史の視点から－
（酒井潔教授［文学部哲学科］）

法学・教育学・政治学・経済学・言語学・歴史学・哲学など
様々な分野の研究がすすめられています。このような研究は海外
にも認められ、2008年度には韓国・成均館大学校、慶北大学校、
2009年度には台湾・輔仁大学と研究協力協定を締結しました。

みなさんも最先端の「東アジア学」に触れてみませんか？スタッ
フ一同、お待ちしています。講演会の予定については、当研究所
のホームページでご確認ください。

■開学60周年特別展覧会記念図録を発売
今年1月、丸善丸の内本店ギャラリーと大学史料館にて1週間

に限り開催された特別展覧会「知識は東アジアの海を渡った－学
習院大学コレクションの世界」は、2000人以上の来場者にお越
しいただき、成功裏に閉幕しました。7回にわたって新聞記事と
して取り上げられ、その展示内容は内外から高い評価を得ました。
たった1週間の会期で終了したこの展覧会の全貌を一挙に盛り
込んだ展覧会図録を発売しました。学習
院の歴史と展示品の解説から展覧会の感
動をもう一度呼び起こしていただけまし
たらと思います。学内の成文堂および全
国の書店にて販売しております。入学の
記念にぜひお買い求めください！！

東洋文化研究所ホームページアドレス
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/rioc/

東 洋 文 化 研 究 所

施　　設　　部
輔仁会館は学生の皆さんに開放された課外活動の場です。使用

申し込みは通常は利用日の1ヶ月前から、施設部にて受け付けて
います。

■ 予約受付方法
各部屋を午前（9：00～12：30）、午後（12：30～16：30）、夜
間（16：30～20：30）の3コマに区分してあります。（日曜・祝
日は夜間貸出なし）
施設部に設置している台帳の希望の部屋・コマの欄に、団体

名・目的・代表者名を記載してください。
予約は先着順とします。ただし、同一団体への貸出は、1日2コ
マまでとします。

■ 平成22年4月～12月の輔仁会館貸出予定について

4 月 1 日（木）～ 7 月30日（金）通常通り
7 月31日（土）～ 9 月15日（水）貸出なし
9 月16日（木）～12月20日（月）通常通り
12月21日（火）～ 1 月 7 日（金）貸出なし

＊ただし、下記期間は学校行事にて輔仁会館を使用するため、
貸出なしとします。

4 月 1 日（木）～ 4 月 9 日（金）新入生歓迎期間
4 月17日（土）～ 4 月18日（日）オール学習院の集い
10月27日（水）～11月 1 日（月）大学祭期間

＊貸出日程・予約受付日程に変更が生じる際には、施設部及
び輔仁会館掲示板にてお知らせします。

■ 輔仁会館利用上のルール
①輔仁会館内での音出しは、他団体との共用施設であること
から、節度ある範囲でお願いします。

②利用後は、必ずゴミをゴミ箱に捨て、退出は時間厳守でお
願いします。

学習院大学東洋文化研究所編『知識は東
アジアの海を渡ったー学習院大学コレクシ
ョンの世界』（丸善プラネット、2010年、
税込2100円）

新たな生活がスタートしました。喜びや期待に心はずむ季節で
すが、その一方で慣れない環境にとまどい不安に思うこともある
かもしれません。一人で考え、自力で解決していくことは大切で
すが、時にはなかなか解決の糸口が見えないこともあるでしょう。
そんな時には一人で悩まず、学生相談室を訪ねて来てみてくだ
さい。学業のこと、進路のこと、人間関係のこと、自分の性格や
心のことなど、皆さんが直面した様々な問題について専門の相談
員（カウンセラー）がご相談を受けています。

＊編入学生や新一年生の方で学生相談室のオリエンテーションに
出席できなかった方は、ぜひ一度お立ち寄りください。

＊ご家族の方からのご相談もお受けしています。
＊カウンセラーには相談内容についての守秘義務があるので、安
心して相談できます。

いつでも、だれでも、どんなことでも。
ー より充実した豊かな学生生活を送るために ー

学 生 相 談 室

西５号館

中央教育
研 究 棟

北1号館

入口

学
生
相
談
室
２
Ｆ

　
　
　
（
〜
７
月
）

入口

こちら側の
階段からは
行けません。

２Ｆ（８月～）

●相談受付時間：月～金 9：30～17：00 土 9：30～12：30
●場　　　所：北1号館2階（東側階段上がる）（～7月末）

中央教育研究棟2階に移転します（8月中旬～）
●電　　　話：03（3986）0221 内線2514
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新入生の皆さん、初めまして。
在学生の皆さん、こんにちは。
学習院生涯学習センター キャリアスクールです。
キャリアスクールでは、様々な資格･検定試験やTOEIC・

TOEFLなどの対策講座、プレゼンテーション力や文章作成力の
養成講座、キャリアプランを考えるための自己分析講座など、就職
活動や将来のキャリアアップに役立つ講座を多数開設しています。
講座の開講時間は、5時限目終了後や土曜日の午後。可能な限

り学校行事を考慮したスケジュール。全ての講座が生涯学習セン
ター（西11号館）や大学校舎（西2号館、西5号館等）で開講さ
れるため、移動時間の負担もなく時間が有効に使えます。また、
いずれの講座も外部の資格取得や語学教育の専門機関と提携。経
験豊富な講師陣の講義に加え、カリキュラム内容は最新かつ効率
的。その上、リーズナブルな費用で皆さんのスキルアップ、キャ
リアアップを応援します。
「大いに学び、大いに遊ぶ！」人生の中で最も時間が自由にな
る大学生活だからこそ、センターの講座を上手に活用し、ご自身
の付加価値を高めましょう。

■ 頑張るあなたを支援する“在学生対象受講料給付制度”
学習院大学在学生の皆さんを対象とした“受講料給付制度”が

あります。この制度は、センターの指定する対象講座（表1参照）
を受講し、講座日程の8割以上出席した場合、受講料の20～
25％が給付されるというものです。自分の将来を真剣に考えて
いる目的意識の高い皆さんに有用な講座を提供するだけでなく、
経済的な面でもバックアップすることを目的としています。例年
150名以上の受講生が給付を受けています。これにより、皆さん

の実質的な受講料負担額は、大幅に軽減され、いっそう格安な費
用で資格・検定講座が受講できます。

■ 募集要項・講座案内はこちらへ
各講座の日程詳細や申込方法を記した募集要項は、西11号館生

涯学習センター窓口のほか、北1号館キャリアセンターカウンタ
ー、西5号館学生ホール西側入口・西2号館入口・輔仁会館1F学
生食堂食器返却口付近に設置のスタンドからお取りください。
また、資格の内容や取得のメリット、授業内容や使用教材等を

説明するガイダンスを実施いたします。日程は、キャンパス内の
立看板やポスターでご案内します。語学講座を除き、事前予約は
不要ですので、都合の良い時間帯にご参加ください。いずれのガ
イダンスも参加は無料です。

生涯学習センター　キャリアスクール　2010年度 春期講座のご案内

講　　　　座　　　　名 開講期間（予定）

☆貿易実務講座（春・秋2回開講予定）

☆医療事務講座（診療報酬請求事務能力認定試験対応）

☆証券外務員二種資格試験講座（春・秋2回開講予定）

☆2級ファイナンシャルプランニング技能検定（AFP）（春期）

☆初学者向け日商簿記２級ストレート講座＜Webフォロー付＞（春期）

☆総合・国内旅行業務取扱管理者講座（春期）

★秘書検定準１級・２級講座（春・秋2回開講予定)

☆行政書士総合講座＜Webフォロー付＞（春期）

☆宅建主任者総合講座＜Webフォロー付＞（春期）

　はじめてのTOEFL®テスト対策講座

　アカデミック英語講座（春期）

　英語耳を強化しよう！リスニング対策講座（春期）

　TOEIC®スコアアップ対策講座（春・秋2回開講予定）

　TOEIC®講座600点達成コース（春・秋2回開講予定）

　Success TOEIC®730突破！（春・秋2回開講予定）

　シチュエーションで学ぶビジネス英会話〈中級〉（春期）

　時事英語でディスカッション（春期）

　ニュース英語でコミュニケーション英語力強化（春・秋2回開講予定）

　プレゼンテーション実践講座（春・秋2回開講予定）

　夏期集中TOEFL®テスト対策講座【初級】（夏期）

　夏期集中TOEIC®Workshop600／700（夏期）

　夏期集中ホームヘルパー2級講座（夏期）

　大学生のための自己分析とキャリアプラン（夏期）

　就職力アップのための文章講座（夏・秋2回開講予定）

　大学生のためのプレゼンテーション集中講座（夏期）

５月11日～ 7 月13日

５月11日～ 7 月10日

５月19日～ 7 月28日

６月17日～ １ 月13日

５月12日～11月10日

５月18日～10月 5 日

５月14日～ 6 月25日

５月10日～10月25日

５月12日～10月13日

5月25日～ 7 月 8 日

5月24日～ 7 月 7 日

５月18日～ 7 月13日

５月12日～ ７ 月14日

５月17日～ ７ 月 6 日

５月13日～ ７ 月15日

6月19日～ ７ 月17日

５月15日～ 6 月12日

5月13日～ 7 月15日

4月14日～ 6 月 ９ 日

８月 2 日～ ８ 月13日

８月 2 日～ ８ 月13日

８月上旬～10月下旬

7月 ４ 日、10 日

7月12日～ 8 月12日

8月2日 ・ 8月3日　他

本試験日（予定）

8月上旬

6月下旬・7月中旬

随時

1月下旬

11月中旬

9月・10月上旬

6月下旬

11月中旬

10月中旬

随時

̶̶ ̶

̶̶ ̶

７月下旬

７月下旬

７月下旬

̶̶ ̶

̶̶ ̶

̶̶ ̶

̶̶ ̶

随時

9月下旬

̶̶ ̶

̶̶ ̶

̶̶ ̶

̶̶ ̶

●2010年度春期　資格・検定・キャリアアップ講座開設予定一覧

☆在学生受講料給付制度対象予定講座／★在学生向け割引受講料（一般受講料より20％引き）対象予定講座

お問い合せ・連絡先

Tel 03(5992)1040
Fax 03(5992)1124
E-mail：
shogaigakushu@gakushuin.ac.jp

URL：
http://open.gakushuin.ac.jp/

目白駅
デサント 公団住宅

西坂門

輔仁
会館テニス

コート 学習
院寮

生涯学習
センター

（西11号館）
西門

目
白
通
り

切手の博物館←池袋 新宿→

生涯学習センターキャリアスクールの資格・検定対策、スキルアップ講座

受講料給付対象講座名

＊受講料の20～25％相当を給付します。

☆別途テキスト代が必要となります。詳細はセンターにお問い合わせください。

●2010年度 在学生受講料給付制度対象講座および給付予定金額（表1）

受講料 給付金額
実質受講料
負担額☆

貿易実務講座

医療事務講座

証券外務員二種資格試験講座

2級ＦＰ技能検定（ＡＦＰ）

初学者向け  日商簿記検定2級ストレート講座（Webフォロー付）

総合・国内旅行業務取扱管理者講座（W受験コース）

総合・国内旅行業務取扱管理者講座（科目免除コース）

行政書士総合講座（Ｗｅｂフォロー付）

宅建主任者総合講座（Ｗｅｂフォロー付）

33,000

54,500

35,000

82,000

42,000

72,000

44,000

80,000

62,000

6,600

10,900

7,000

20,500

8,400

18,000

8,800

20,000

15,500

26,400

43,600

28,000

61,500

33,600

54,000

35,200

60,000

46,500
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学習院大学には、いくつもの図書館・図書室・学部研究室が
存在しています。その中でも代表的な大学図書館、及び学部図
書館である法学部・経済学部図書センター、理学部図書室につ
いてご紹介します。

■モダニズム建築の旗手である
前川國男氏の設計による大学図

書館は、斬新なコンクリート打ち放しの外観を持つ、全学
部共通の図書館です。時代の変化に伴い内部は改修され、
閲覧机等もリニューアルされるなど環境改善が続けられて
います。この4月には入退館ゲートの入れ替えも行われまし
た。新しいゲートは、IC化された学生証にも対応できるも
ので自動開閉式です。入退館がスムーズになると期待され
ています。
■さらに、図書館
ホームページのデ
ザインも一新さ
れ、とても親しみ
やすく、利用しや
すい画面構成にな
りました。ぜひア
クセスして、使い
やすさを体感して
みてください。

大学図書館
■法学部・経済学部の専
門図書を中心に、57万
冊もの蔵書と500席の閲

覧席があります。どの学部の方も利用できますので、ぜひ
一度ご来館ください。

館内コーナー、施設紹介
■指定図書
法学部・経済学部・法務研究科の教員別コーナー

■ 資格コーナー
TOEIC/TOEFL、司法試験、公認会計士、簿記等

■ 社史
企業の歴史が書かれた資料

■ グループ学習室
話し合い学習のための部屋・2部屋

■ 情報検索コーナー
パソコン16台

■ セミナールーム
パソコンを使った話し合い学習やゼミ・セミナーで利用

Information
東2号館1階のブックポストが、常時利用可能になりま

した。
開館時間中でも、本を返すためだけに5階に上がる必要
はもうありません。どんどん活用してください！

日本女子大学図書館が利用できます
山手線コンソーシアム、四大学図書館に引き続き、日本女
子大学図書館とも相互利用協定を締結しました。学習院大
学に所属の学生または教職員は、学生証または身分証を提
示すれば、日本女子大学図書館を利用することができます。
積極的に活用してください。

＊ お 知 ら せ ＊

■理学部には物理、化学、生命
科学に関連する専門の資料を所

蔵している「理学部図書室（物・化・生）」（１階）と、数
学に関連する専門の資料を所蔵している「理学部図書室
（数学）」（３階）とがあります。特に、生命科学科が開設さ
れたことに伴い、「理学部図書室（物・化・生）」では、生
命科学に関する資料の充実を図っており、常に世界の最新
の研究をする生命科学の分野では必要不可欠な電子ジャー
ナルの購入タイトル数を増加しました。また、昨年度末に
は「三菱化学生命科学研究所」から和・洋図書、洋雑誌の
寄贈を受け、ますます皆さんの研究環境が整いましたので、
ぜひご利用ください。

法学部
経済学部図書センター

（東2号館3～7階、入口5階）

理学部図書室

（南4号館）
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皆さん、こんにちは。
ウエイトトレーニング
同好会です。我々は、
各部員がその理想とす

る肉体を手に入れるために日々筋トレに励んでいます。
競技としてはボディビル、パワーリフティング、格闘技、アームレ
スリングなどを行っており、全国レベルの活躍をしております。
ボディビルやパワーリフティングはほとんどの人が大学に入って
から始めるので、努力次第では全国優勝も夢ではありません。実際
に我が同好会は全国大会上位入賞者を何人も輩出しています。
こんなことを聞いては皆さん、練習が厳しいと思われることでしょ
う。確かにボディビルやパワーリフティングで全国を目指す部員は
死に物狂いの練習を自らに課していますが、健康維持やダイエット、
ちょっとカッコイイ体を作りたいと言う方にも対応していますから
心配いりません！
合同練習は土曜日の週1回だけで、それ以外は目的に応じて自由に
練習することができます。ウエイトトレーニングは正しい知識とテ

クニックを持ってすれば老若男女問わず安全に行うことが出来ます。
筋トレをして筋肉がつきすぎるのがイヤ？大丈夫です。そんなに簡
単に筋肉はつきません。一年間必死にトレーニングを行ってもほん
のわずかしか増えないのです。しかし、体は裏切りません。努力し
たぶんだけ、結果として現れます。自分の成長を体の変化、重量の
変化で知ることが出来ます。
我々が目指す真の道は心と体の調和にあります。練習で自分の限
界と向き合い、前回よりも1kgでも重いバーベルを持ち上げ、自己
との闘いに勝利することで強靭な心身を育て、どんな苦難にも立ち
向かえるようになります。ウエイトトレーニングは健康、体力、活
力、自信、忍耐をもたらし、人生を豊かにしてくれます。一度ハマ
ったら大学卒業後も辞められないでしょ
う。それほど魅力のあるものなのです。
少しでも興味を持たれた方は黎明会館
526号室までお気軽にお越し下さい。一
緒に楽しく筋トレしましょう！

（主将　政治学科４年　滝本祐太）

課外活動レポート
ウエイト・トレーニング同好会

新たな生活がスタートしました。
保健センターでは、学生の皆さんが「身体」も「心」も健康

で豊かな毎日を過ごせるよう、サポートしています。
毎年この時期になると、自らの学生生活をもっと充実させる

ため、アドバイスを求めて多くの学生が来室します。
気楽にお立ち寄りください。
学校精神科医による健康相談（予約制）も行っています。

● 親元から離れて生活する方へ ●
「遠隔地被保険者証」（健康保険証）を作成しよう！

手続き
①自動発行機で在学証明書の発行を受ける
②保護者が加入している保険機関に①を添えて請求する
※毎年更新が必要となります

イライラする
情緒不安定

気分が落ち込む
集中できない
眠れない
焦燥感

だるい
ドキドキする
疲労感
月経不順
頭痛
下痢

食事量が増す
食欲がない

頼まれたら断りきれない
人前に出たくない

●学業についての不安
●親、友人、異性、部活、
サークル、アルバイト先
等での人間関係

●就職活動や社会に出て行
くことについての不安

●自分の性格について

●一人暮らし等慣れない生活
での不安

●「人の目が気になる」など
●夜眠れない
● 食事のバランスについて
●性の悩み

こ
こ
ろ

か
ら
だ 行

動

こんな心身のサインが…

● よくある相談内容 ●

※次号の発行は7月になります。

土 ８時40分～12時30分
月～金 ８時40分～16時45分

曜  日 担　　当時　　間

火
水 庭 弘 進
木 　 英 介
（ 精 神 保 健 ）

13：00～15：00

金

第1・3・5水

高　野　加寿恵14：00～16：00月

14：00～17：00
（予約制）

大 越 　 敦13：00～15：00

学校医来室時間

保健センター開室時間

◎相談内容、個人のプライバシーは厳守します。

学内で盗難が多発し
ています。特に多く発
生している被害は、持

ち主が目を離した一瞬の隙をみて開いたカ
バンから財布だけを取り出し、そこから現
金を抜いた後財布は近辺又は駅などのごみ
箱に捨てる、というものです。女子学生の
持ち物が比較的多く狙われています。学内
であるという安心感から無防備になりがち
ですが、学内といえども決して安全ではあ
りません。特に４月は、各種行事・ガイダ
ンス等が開催されますし、新入生歓迎行事

等で学外からも多くの人が訪れます。たと
え「窃盗犯」が侵入したとしても見分ける
ことが困難です。被害に遭わないために以
下の点に注意し、被害に遭った場合は、至
急学生部に届け出てください。
（1）いかなる場合でも財布等貴重品から目

を離さず、離席する時は必ず財布等を
持っていくこと。

（2）バックのなかに財布を入れる場合は、
外からそれと分からないよう二重に管
理し、取り出しにくい奥の方にしまう
こと。

盗難に
注意


