
学生緊急時連絡先届

連絡先の氏名（フリガナ） メールアドレス 備考連絡方法

電子メール

2012年度　学習院大学※提出方法については裏面をお読みください。

■記入上の注意
1.学生に関わることで、本学よりご家族に対し緊急連絡をする際に使用しますので、学生とご家族で話し合ってお決めください。
2.連絡先は、念のために3箇所以上のご記入をお願いします。（上記以外の例：父の勤務先、母の勤務先、祖父の自宅等）
3.連絡をする際の優先順位がある場合は、備考欄にご記入ください。
4.届出内容に変更が生じた場合は、学生センター学生課に申し出てください。

（※本届出は目的以外には一切使用いたしません。）

緊急時連絡先

（フリガナ） （　　　　　　　　　　　　 ）

学生氏名

生年月日 西暦　　　　 年　　　月　　  日

男　　　　　女

学部（研究科）　　　　　  学科（専攻）

性　別

所　属学籍番号

学生情報

父の携帯電話

母の携帯電話

連絡方法 連絡先の氏名（フリガナ） 電話番号 備考
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表紙写真：平成23年12月4日（日）に戸田オリンピックボートコースで開催された第50回学内ボート大会

本誌掲載の内容は、変更になる場合があります。最新情報については、学習院大学ホームページにてご確認をお願いします。（http://www.gakushuin.ac.jp/univ/）

在学生・保証人のみなさまへ

学生緊急時連絡先届の記入について（お願い）

　学生に関わることで、本学よりご家族に対し緊急連絡をする際の連絡先の届出

（３箇所以上）をお願いいたします。

　本誌（学習院大学通信ＣＯＭＰＡＳＳ５２号）に同封の「学生緊急時連絡先届」にご記入

のうえ、平成２３年度成績表の交付時に提出していただくようお願いいたします。

【平成２３年度成績表の交付について】

期　間：平成２４年３月２３日（金）・２６日（月）・２７日（火）〔３日間〕

場　所：西５号館１階多目的ホール

時　間：９時～１６時３０分（昼休み１１時２０分～１２時３０分）

【学生緊急時連絡先届の見本】

学生センター学生課

※本届出様式は、全学生に同封しておりますが、平成24年3月に卒業又は修了する学生は
　提出する必要はありません。
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学習院
NOW

　10月21日から23日まで、成蹊大学において、第62回四大学運動競
技大会が開催されました。今年度は、正式種目・一般種目共に第1位
の好成績を収め、第2位の成蹊大学に22.25点の大差をつけて総合
優勝を飾ることができました。通算では、51勝目となります。第63回大
会は平成24年10月26日～28日に武蔵大学で開催されます。

第62回四大学運動競技大会
「総合優勝」通算51勝達成!!

※教職員種目の得点は総合得点に含まれません。

●第62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）

148.75点
（1 位）

101.25点
（1 位）

47.5点
（1 位）

8点
（2 位）

126.5点
（2 位）

89.5点
（2 位）

37点
（4 位）

12点
（1 位）

110.25点
（4 位）

64.25点
（4 位）

46点
（2 位）

4点
（4 位）

112点
（3 位）

69点
（3 位）

43点
（3 位）

6点
（3 位）

学習院大学 成蹊大学 武蔵大学 成城大学

避難訓練実施報告
　去る10月28日（金）、本学としては初めて授業時間中に全学的
な避難訓練を実施いたしました。当日は天候にも恵まれ、当初の想定
を大幅に上回る短時間で避難を完了することができました。
　本学では、今後も定期的に避難訓練を中心とした総合訓練を実施
すると共に、より一層の減・防災体制の確立を目指します。

〔 訓練概要 〕
　■参加者数：2,000～2,500名（目視による概数）
　■訓練時間：11:40～12:00
　　　　　　 （全ての教室から避難場所に集合するまで約10分）

※本学が指定する一時避難場所は、北グランド・硬式野球場の
2箇所です。
※法人広報課ブログにも関連記事がアップされていますので、そちら
もご覧ください。
→ http://www.gakushuin.info/2011/10/post_223.html

硬式野球場までの避難の様子 硬式野球場内の様子

北グランドまでの避難の様子

（写真提供：卒業生委員会）

（写真提供：学習院大学新聞社）

北グランド内の様子

ボランティア活動参加学生との学長懇談会

平成23年10月19日（水）　　西5号館6階会議室にて

参加者　政治学科3年 近藤俊さん　　　経営学科3年 井上聡さん
　　　　経営学科2年 亀卦川滋さん　　心理学科1年 吉田周平さん
　　　　物理学科3年 渡邉学さん　　　化学科1年 　高橋麻純さん

出席者　福井学長、中山学生センター部長

したが、それは全て廃車となった車が片付けられたあとだったんです。その
他にも、ぱっと見ると平地なんですが、実は家の基礎があり、かつてそこが
住宅地だった光景をみました。

亀卦川　僕もゴールデンウィークに4日間、高校の先輩と石巻に行ってきました。
テレビでの映像を何度も見て想像はしていましたが、やはり現地の匂い
は衝撃でした。多賀城では土嚢作りをしましたが果てしない作業でした。

吉　田　僕はゴールデンウィークの後に、仙台市若林区に行きました。個人のお宅に
出向いて、住民の方がしてほしいと思われていることをするんですが、自分
たちにとってはガラクタに見えるものでも、持ち主の方にとっては宝物で
あるのがよくわかりました。最初は、その家の方になんて声をかけたらいい
のかわからず戸惑いましたが、昼には僕たちのために味噌汁を作ってくれ
たりして、自分は肉体労働をしにいったつもりでしたが、このボランティアで
「相手を気遣う」ということを学んだ気がします。

学　長　「ガレキ」なんて簡単に言えないですよね。ところで、被災地から帰って
くると、東京の生活と落差を感じるのではないですか。

井　上　僕は漁師さんの手伝いを通して、地元の方ととても仲良くなりました。漁が
再開し始めたので、カツオやサンマを送ってもらって、今でもずっと関係が続
いているんです。この頃は、「なんで早く帰ってこないんだ」なんて言われる
ようになりました。実は、就職先がひとつ内定したんです、もちろん漁師です。

高　橋　私も最初の動機は友だちが行くって言うので、いい経験になるかなぁという
軽い気持ちでした。行ってみたら、東北の方がみなさん優しくて、休憩の
たびに飴をくれたり、お茶を入れてくれるんです。子どもたちも、つらい経験
をしているはずなのに、笑顔いっぱいで手を振ってくれるんです。きっと、
現地に行ってなかったら、災害の記憶も薄れていったように思います。

学　長　漁師の方はみなオープンで暖かいですよね。井上さんの話を聞いて、私も
若い頃、房総の漁師さんと同じようにつきあった経験を思い出しました。
高橋さんのお話に関連して、最近読んだ記事に、フランスの社会学者が
現地を訪ねて、東北の女性のたくましさは、南フランスの女性のようだ、
明るく自然に人と接することが出来る気質が共通しているという考察を
読んで納得するものがありますね。

渡　邉　僕は、ボランティアに行く前日の説明会で、ある人から「ボランティアなんて
自己満足だ」と言われました。でも、僕はニーズかあるならやらなきゃいけ
ないと思います。否定的な発言は、自分が納得できるまでやらなかったか
らじゃないかと思いました。

学　長　何も事前に全てを決めつける事はないと思います。自分が出来る限りの
ことをやるという、私も、渡邉さんのようなのびやかな考えに賛成です。
ところで、これから寒くなり、東北にとっては厳しい季節を迎えますね。
継続しての支援というものがますます意味を持つように思います。

近　藤　僕は、とにかく広田町が好きになったから今度の連休にも行きます。町の
人たちも、「帰ってきて」と言ってくれます。僕は、もう僕たちがいらないと
言われるまで行こうと思っています。

亀卦川　ボランティアに行って、見た光景や体験を僕はもう忘れられません。忘れ
られない思いをしてよかった、と思っています。

学　長　その場に行って、動いて、考えたということは皆さんにとって大きな財産と
なるでしょう。経験を大事にしてください。今日は、ありがとうございました。

終わり

学　長　諸君たちのように自らの力でボランティアの方法を探して、実際に活動して
きた学生たちが何人もいることを知って感心したし、うれしく思いました。私
自身は、残念ながらまだ被災地に足を運べていないので、今日は諸君たち
から、現場でどんなことを感じたか、あるいは思ったか、ぜひいろいろな話を
聞かせてほしいと思っています。それでは、始めに自己紹介とボランティアで
行った先など披露してください。

井　上　僕はゴールデンウィークを利用して10日間連続で石巻、牡鹿半島に行って
きました。漁師さんの手伝いが主な仕事です。港周辺はもうだいぶ片付いて
いたんですが、電柱の上に漁のロープや網が絡んでいたり、海苔養殖の
アンカーが民家に突き刺さったりしている光景を見ました。そんなロープや
網などの漁具も大事な道具だから、解いてまた使えるようにするんです。

渡　邉　僕が行ったのは9月でした。震災後6ヶ月経っていたので、もうだいぶきれいに
なっているだろうと考えていたんですが、牡鹿半島は未だ停電していました。
金曜の夜の夜行バスで行っての日帰りだったんですが、ガレキの撤去でくたく
たになりました。港が、土台のみで何もないという光景が頭から離れません。

近　藤　僕は7月の後半に他大学の学生と学生ツアーを組んで、陸前高田市広田
町に行ってきました。そこは海岸の砂浜が50メートルに渡って無くなってし
まったんです。その海岸清掃をしたり、子ども達といっしょに遊びました。子ど
もたちは、小学校跡地に仮設住宅が建てられて、遊ぶ場所も行く場所も無く
してしまっていたんです。

高　橋　私は9月に深夜バスを利用して2日間活動をしてきました。宿泊地の花巻か
ら活動先に移動する途中で、すごい数の車が整然と並んでいる箇所を見ま

震災ボランティア参加学生と学長との懇談会
　個人で震災ボランティア活動に参加した学生と学長との懇談会が
開催され、参加者から被災地での貴重な経験が披露されました。
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学習院
NOW

　10月21日から23日まで、成蹊大学において、第62回四大学運動競
技大会が開催されました。今年度は、正式種目・一般種目共に第1位
の好成績を収め、第2位の成蹊大学に22.25点の大差をつけて総合
優勝を飾ることができました。通算では、51勝目となります。第63回大
会は平成24年10月26日～28日に武蔵大学で開催されます。

第62回四大学運動競技大会
「総合優勝」通算51勝達成!!

※教職員種目の得点は総合得点に含まれません。

●第62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）

148.75点
（1 位）

101.25点
（1 位）

47.5点
（1 位）

8点
（2 位）

126.5点
（2 位）

89.5点
（2 位）

37点
（4 位）

12点
（1 位）

110.25点
（4 位）

64.25点
（4 位）

46点
（2 位）

4点
（4 位）

112点
（3 位）

69点
（3 位）

43点
（3 位）

6点
（3 位）

学習院大学 成蹊大学 武蔵大学 成城大学

避難訓練実施報告
　去る10月28日（金）、本学としては初めて授業時間中に全学的
な避難訓練を実施いたしました。当日は天候にも恵まれ、当初の想定
を大幅に上回る短時間で避難を完了することができました。
　本学では、今後も定期的に避難訓練を中心とした総合訓練を実施
すると共に、より一層の減・防災体制の確立を目指します。

〔 訓練概要 〕
　■参加者数：2,000～2,500名（目視による概数）
　■訓練時間：11:40～12:00
　　　　　　 （全ての教室から避難場所に集合するまで約10分）

※本学が指定する一時避難場所は、北グランド・硬式野球場の
2箇所です。
※法人広報課ブログにも関連記事がアップされていますので、そちら
もご覧ください。
→ http://www.gakushuin.info/2011/10/post_223.html

硬式野球場までの避難の様子 硬式野球場内の様子

北グランドまでの避難の様子

（写真提供：卒業生委員会）

（写真提供：学習院大学新聞社）

北グランド内の様子

ボランティア活動参加学生との学長懇談会

平成23年10月19日（水）　　西5号館6階会議室にて

参加者　政治学科3年 近藤俊さん　　　経営学科3年 井上聡さん
　　　　経営学科2年 亀卦川滋さん　　心理学科1年 吉田周平さん
　　　　物理学科3年 渡邉学さん　　　化学科1年 　高橋麻純さん

出席者　福井学長、中山学生センター部長

したが、それは全て廃車となった車が片付けられたあとだったんです。その
他にも、ぱっと見ると平地なんですが、実は家の基礎があり、かつてそこが
住宅地だった光景をみました。

亀卦川　僕もゴールデンウィークに4日間、高校の先輩と石巻に行ってきました。
テレビでの映像を何度も見て想像はしていましたが、やはり現地の匂い
は衝撃でした。多賀城では土嚢作りをしましたが果てしない作業でした。

吉　田　僕はゴールデンウィークの後に、仙台市若林区に行きました。個人のお宅に
出向いて、住民の方がしてほしいと思われていることをするんですが、自分
たちにとってはガラクタに見えるものでも、持ち主の方にとっては宝物で
あるのがよくわかりました。最初は、その家の方になんて声をかけたらいい
のかわからず戸惑いましたが、昼には僕たちのために味噌汁を作ってくれ
たりして、自分は肉体労働をしにいったつもりでしたが、このボランティアで
「相手を気遣う」ということを学んだ気がします。

学　長　「ガレキ」なんて簡単に言えないですよね。ところで、被災地から帰って
くると、東京の生活と落差を感じるのではないですか。

井　上　僕は漁師さんの手伝いを通して、地元の方ととても仲良くなりました。漁が
再開し始めたので、カツオやサンマを送ってもらって、今でもずっと関係が続
いているんです。この頃は、「なんで早く帰ってこないんだ」なんて言われる
ようになりました。実は、就職先がひとつ内定したんです、もちろん漁師です。

高　橋　私も最初の動機は友だちが行くって言うので、いい経験になるかなぁという
軽い気持ちでした。行ってみたら、東北の方がみなさん優しくて、休憩の
たびに飴をくれたり、お茶を入れてくれるんです。子どもたちも、つらい経験
をしているはずなのに、笑顔いっぱいで手を振ってくれるんです。きっと、
現地に行ってなかったら、災害の記憶も薄れていったように思います。

学　長　漁師の方はみなオープンで暖かいですよね。井上さんの話を聞いて、私も
若い頃、房総の漁師さんと同じようにつきあった経験を思い出しました。
高橋さんのお話に関連して、最近読んだ記事に、フランスの社会学者が
現地を訪ねて、東北の女性のたくましさは、南フランスの女性のようだ、
明るく自然に人と接することが出来る気質が共通しているという考察を
読んで納得するものがありますね。

渡　邉　僕は、ボランティアに行く前日の説明会で、ある人から「ボランティアなんて
自己満足だ」と言われました。でも、僕はニーズかあるならやらなきゃいけ
ないと思います。否定的な発言は、自分が納得できるまでやらなかったか
らじゃないかと思いました。

学　長　何も事前に全てを決めつける事はないと思います。自分が出来る限りの
ことをやるという、私も、渡邉さんのようなのびやかな考えに賛成です。
ところで、これから寒くなり、東北にとっては厳しい季節を迎えますね。
継続しての支援というものがますます意味を持つように思います。

近　藤　僕は、とにかく広田町が好きになったから今度の連休にも行きます。町の
人たちも、「帰ってきて」と言ってくれます。僕は、もう僕たちがいらないと
言われるまで行こうと思っています。

亀卦川　ボランティアに行って、見た光景や体験を僕はもう忘れられません。忘れ
られない思いをしてよかった、と思っています。

学　長　その場に行って、動いて、考えたということは皆さんにとって大きな財産と
なるでしょう。経験を大事にしてください。今日は、ありがとうございました。

終わり

学　長　諸君たちのように自らの力でボランティアの方法を探して、実際に活動して
きた学生たちが何人もいることを知って感心したし、うれしく思いました。私
自身は、残念ながらまだ被災地に足を運べていないので、今日は諸君たち
から、現場でどんなことを感じたか、あるいは思ったか、ぜひいろいろな話を
聞かせてほしいと思っています。それでは、始めに自己紹介とボランティアで
行った先など披露してください。

井　上　僕はゴールデンウィークを利用して10日間連続で石巻、牡鹿半島に行って
きました。漁師さんの手伝いが主な仕事です。港周辺はもうだいぶ片付いて
いたんですが、電柱の上に漁のロープや網が絡んでいたり、海苔養殖の
アンカーが民家に突き刺さったりしている光景を見ました。そんなロープや
網などの漁具も大事な道具だから、解いてまた使えるようにするんです。

渡　邉　僕が行ったのは9月でした。震災後6ヶ月経っていたので、もうだいぶきれいに
なっているだろうと考えていたんですが、牡鹿半島は未だ停電していました。
金曜の夜の夜行バスで行っての日帰りだったんですが、ガレキの撤去でくたく
たになりました。港が、土台のみで何もないという光景が頭から離れません。

近　藤　僕は7月の後半に他大学の学生と学生ツアーを組んで、陸前高田市広田
町に行ってきました。そこは海岸の砂浜が50メートルに渡って無くなってし
まったんです。その海岸清掃をしたり、子ども達といっしょに遊びました。子ど
もたちは、小学校跡地に仮設住宅が建てられて、遊ぶ場所も行く場所も無く
してしまっていたんです。

高　橋　私は9月に深夜バスを利用して2日間活動をしてきました。宿泊地の花巻か
ら活動先に移動する途中で、すごい数の車が整然と並んでいる箇所を見ま

震災ボランティア参加学生と学長との懇談会
　個人で震災ボランティア活動に参加した学生と学長との懇談会が
開催され、参加者から被災地での貴重な経験が披露されました。
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学習院
NOW

平成２４年度　学年暦

修了式・卒業式・入学式日程について

春季休業 
健康診断
第１学期授業開始              
履修登録期間（第１学期） 
集中講義日
入学式（学部・大学院・法科大学院合同）
大学開学記念日（休講）             
履修登録修正期間（第１学期）
授業評価実施（全学）
履修登録取消期間（第１学期）
第１学期授業終了     
学期末試験           
夏季休業             
学期末試験追試験出願期間
成績表交付
学期末試験追試験
第２学期授業開始              
履修登録期間（第２学期） 
履修登録修正期間（第２学期）
開院記念日（休講）
四大学運動競技大会
四大学運動競技大会期間中の開講日
大学祭（準備・後片付日含む）
大学祭期間中の開講日
授業評価実施（全学）
冬季休業             
補講日
履修登録取消期間（第２学期）
第２学期授業終了             
学年末試験     
学年末試験追試験出願期間             
学年末休講              
学年末試験追試験
修了者発表
１～２年生成績表交付              
再試験
卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同）      

春季休業
健康診断
入学式（学部・大学院・法科大学院合同）
新入生履修指導等
第１学期授業開始
履修登録期間（学部・大学院）
大学開学記念日（休講）
履修登録修正期間
授業評価実施（全学）
補講期間
試験振替期間
第１学期授業終了（学期末試験を含む）
授業予備期間
夏季休業
学期末試験追試験出願期間
学期末試験追試験
集中講義期間
第２学期授業開始
開院記念日（休講）
四大学運動競技大会（休講）
大学祭（準備・後片付日含む）（休講）
授業評価実施（全学）
冬季休業
補講期間
試験振替期間
第２学期授業終了（学年末試験を含む）
授業予備期間
学年末試験追試験出願期間
学年末休講
学年末試験追試験
卒業者･修了者発表
卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同）
１～３年生成績表交付

●法科大学院 ●学部・大学院
 ４月  2 日（月）
 ４月  4日（ 水 ）
 ４月  3日（ 火 ）
 ４月  3日（ 火 ）
 ４月  7日（ 土 ）
 ４月  ８日（日）
 ５月１５日（ 火 ）
 ５月１6日（ 水 ）
 ７月  4日（ 水 ）
 ７月２0日（金）
 ７月２1日（土）
 ７月２3日（ 月）
 ８月  4日（ 土 ）

 ９月  ３日（月）
 ９月  7日（ 金 ）
 ９月１4日（ 金 ）
 ９月１4日（ 金 ）
１０月１5日（月）
１０月1 7日（水）
１０月２6日（金）
１０月２6日（金）
１１月  1日（ 木 ）
１１月  5日（月）
１２月1 1日（火）
１２月２5日（ 火 ）
 １月  8日（ 火 ）
 １月１6日（ 水 ）
 １月１7日（ 木 ）
 １月１8日（ 金 ）

 ２月  1日（ 金 ）
 ２月２2日（金）
 ３月１1日（月）
 ３月１1日（月）
 ３月１8日（月）
 ３月２0日（水）

 ４月  5日（ 木 ）

     ４日（ 水 ）

 
 
    1 8 日（ 金 ）
 ７月1 7日（ 火 ）
    ２1日（ 土 ）

 ８月  3日（ 金 ）
 ９月１3日（ 木 ）
 ８月  8日（ 水 ）
     5 日（ 水 ）
    1 3 日（ 木 ）

    1 5 日（ 土 ）
    1 6 日（ 火 ）

    2 8日（ 日）
    2 7 日（ 土 ）
     5 日（ 月）

    2 4 日（月）
 1 月  7 日（月）

    1 7 日（ 木 ）

 1 月3 1日（ 木 ）
 ２月  5日（ 火 ）
 ３月3０日（ 土 ）
    2 8 日（ 木 ）

    1 3 日（ 水 ）
    2 2 日（ 金 ）

～

～

～
～
～

～
～
～
～
～

～
～

～
～
～

～
～

～

～
～
～
～

～
～

 ４月  ２日（月）
 ４月  ２日（月）
 ４月  ８日（日）
 ４月  ２日（月）
 ４月  9 日（月）
 ４月  9 日（月）
 ５月１５日（ 火 ）
 ５月１6日（ 水 ）
 ７月  4日（ 水 ）
 ７月1 8日（ 水）
 ７月２3日（月）
 ７月２8日（土）
 ７月3 0日（月）
 ８月  1日（ 水 ）

 ９月  7日（ 金 ）
 9 月  1 日（ 土 ）
 ９月１4日（ 金 ）
１０月1 7日（水）
１０月２6日（金）
１１月  1日（ 木 ）
１２月1 1日（火）
１２月２5日（ 火 ）

 １月1 8日（ 金 ）
 １月2 4日（ 木 ）
 １月2 5日（ 金 ）

 ２月  1日（ 金 ）
 ２月２2日（金）
 ３月１1日（月）
 ３月２0日（水）
 ３月２5日（月）

     7日（ 土 ）
     6 日（ 金 ）

     7日（ 土 ）

    ２6日（ 木 ）

    1 8 日（ 金 ）
    1 7 日（ 火 ）

 7 月2 8日（ 土 ）
 
    3 1 日（ 火 ）
 ９月１3日（ 木 ）
 ８月  3日（ 金 ）
    1 3 日（ 木 ）
    1 3 日（ 木 ）

    2 8日（日）
     5日（ 月）
    2 4日（ 月）
 1 月  7日（ 月）

 1 月31日（ 木 ）

 1 月31日（ 木 ）
 ２月  5日（ 火 ）
 ３月3０日（ 土 ）
    2 8 日（ 木 ）

    2 7 日（ 水 ）

～
～

～

～

～
～

～

～
～
～
～
～

～
～
～
～

～

～
～
～
～

～

 １月8日（火）、 １月15日（火）、 １月16日（水）、１月17日（木）

【第１学期】 
◎曜日振替日
　４月４日（水）に土曜日の授業を実施 
◎集中講義日　４月７日（土） 
◎休日開講日 
　４月３０日（月） ［昭和の日 振替休日］→授業日 
　７月１６日（月） ［海の日］→授業日 

【第２学期】 
◎休日開講日 
  ９月１７日（月） ［敬老の日］→授業日 
  ９月２２日（土） ［秋分の日］→授業日 
１０月  ８日（月） ［体育の日］→授業日 
１０月２６日（金） ［四大学運動競技大会］→授業日 
１０月２７日（土） ［四大学運動競技大会］→授業日 
１１月  ５日（月） ［大学祭（後片付日）］→授業日 
１１月２３日（金） ［勤労感謝の日］→授業日 
１２月２４日（月） ［天皇誕生日 振替休日］→授業日 

【第１学期】
◎休日開講日
  ７月１６日（月） ［海の日］→授業日

【第２学期】
◎休日開講日
  ９月１７日（月） ［敬老の日］→授業日
  ９月２２日（土） ［秋分の日］→授業日
１０月  ８日（月） ［体育の日］→授業日
１１月２３日（金） ［勤労感謝の日］→授業日
１２月２４日（月） ［天皇誕生日 振替休日］→授業日

◆平成23年度　修了式・卒業式の日程について◆
平成24年3月20日（火）

午前9時30分 開式

●人文科学研究科
●自然科学研究科
●文学部
●理学部

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

午前11時30分 開式

◆平成24年度　入学式の日程について◆
平成24年4月8日（日）

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

入学式　午後1時00分
ＶＴＲ放映による
父母保証人への大学案内
　午後1時50分
（内容）常務理事・父母会長・
　　　桜友会長からの挨拶

●人文科学研究科
●自然科学研究科
●文学部
●理学部

入学式　午前9時30分
ＶＴＲ放映による
父母保証人への大学案内
　午前10時20分
（内容）常務理事・父母会長・
　　　桜友会長からの挨拶

●父母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。

平成23年度「学生の提言」受賞者について
　本年度の「学生の提言」は、「復興」というテーマで募集を行った
ところ、3編の応募がありました。応募のあった論文について、学長、
学生センター所長、学生委員によって厳正な審査が行われ、佳作
１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　経済学部経済学科 ２年
　　　田代直樹さん

■「学生の提言」受賞コメント
経済学部経済学科　２年　田代直樹

　復興を考える上で、被災地に実際に自分の足で行かなければ意味
がない。そう考え、夏休みに私はボランティアとして陸前高田に行きま
した。被災地の状況は、私の中の前提がすべて崩れるほど、衝撃的で
した。半年以上経っても、3月と何ら変わっていない場所が多数ありま
した。この提言を書いたことは私にとって、被災地に興味を持つ最大の
契機となりました。そして、自分の足で稼いだ経験だけが意味を持つと
感じました。被災地へは、今後も何度か足を運び、復興の力になり続け
たいです。
　この提言を読んで下さった方が、一人でも多く被災地に興味を持ち、
復興を考え、支援にあたって頂ければ幸いです。今回、このような名誉
ある賞を頂くことができ、とても嬉しく思います。ありがとうございました。

本学学生が東京消防庁から
感謝状を授与されました

法学部政治学科１年　和原　崇さん

　和原崇さん（政治学科１年）が、東京消防庁から感謝状を授与
されました。
　和原さんは、平成２３年１０月
５日（水）に西武池袋線中村橋
駅で心肺停止状態に陥り生命
の危機に瀕していた男性に
対し、適切な救護活動を行ない
救命しました。

■和原さんのコメント
　「何もせずに見ているよりはずっといいので、ためらわずに救命
処置を実施してください。これまで市民が手当を行ったことにより
責任を問われた事例はありませんから。」
　これは今回、消防総監感謝状を受賞するきっかけとなった救命
処置の10日前に参加した救命講習会で講師の方が最後に言われた
言葉です。この言葉が下校途中、救急現場に居合わせ突然の出来事
に動揺していた私の励みになり、AEDの操作やその他の処置をする
ことができました。偶然見かけた救命講習会の告知の看板に興味を
もち、講習を受けた経験が活かされました。これからも様々な経験を
することにより、充実した自分らしい大学生活にしていきたいです。

福井学長と和原さん福井学長、草野学生センター所長と田代さん
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学習院
NOW

平成２４年度　学年暦

修了式・卒業式・入学式日程について

春季休業 
健康診断
第１学期授業開始              
履修登録期間（第１学期） 
集中講義日
入学式（学部・大学院・法科大学院合同）
大学開学記念日（休講）             
履修登録修正期間（第１学期）
授業評価実施（全学）
履修登録取消期間（第１学期）
第１学期授業終了     
学期末試験           
夏季休業             
学期末試験追試験出願期間
成績表交付
学期末試験追試験
第２学期授業開始              
履修登録期間（第２学期） 
履修登録修正期間（第２学期）
開院記念日（休講）
四大学運動競技大会
四大学運動競技大会期間中の開講日
大学祭（準備・後片付日含む）
大学祭期間中の開講日
授業評価実施（全学）
冬季休業             
補講日
履修登録取消期間（第２学期）
第２学期授業終了             
学年末試験     
学年末試験追試験出願期間             
学年末休講              
学年末試験追試験
修了者発表
１～２年生成績表交付              
再試験
卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同）      

春季休業
健康診断
入学式（学部・大学院・法科大学院合同）
新入生履修指導等
第１学期授業開始
履修登録期間（学部・大学院）
大学開学記念日（休講）
履修登録修正期間
授業評価実施（全学）
補講期間
試験振替期間
第１学期授業終了（学期末試験を含む）
授業予備期間
夏季休業
学期末試験追試験出願期間
学期末試験追試験
集中講義期間
第２学期授業開始
開院記念日（休講）
四大学運動競技大会（休講）
大学祭（準備・後片付日含む）（休講）
授業評価実施（全学）
冬季休業
補講期間
試験振替期間
第２学期授業終了（学年末試験を含む）
授業予備期間
学年末試験追試験出願期間
学年末休講
学年末試験追試験
卒業者･修了者発表
卒業式・修了式（学部・大学院・法科大学院合同）
１～３年生成績表交付

●法科大学院 ●学部・大学院
 ４月  2 日（月）
 ４月  4日（ 水 ）
 ４月  3日（ 火 ）
 ４月  3日（ 火 ）
 ４月  7日（ 土 ）
 ４月  ８日（日）
 ５月１５日（ 火 ）
 ５月１6日（ 水 ）
 ７月  4日（ 水 ）
 ７月２0日（金）
 ７月２1日（土）
 ７月２3日（ 月）
 ８月  4日（ 土 ）

 ９月  ３日（月）
 ９月  7日（ 金 ）
 ９月１4日（ 金 ）
 ９月１4日（ 金 ）
１０月１5日（月）
１０月1 7日（水）
１０月２6日（金）
１０月２6日（金）
１１月  1日（ 木 ）
１１月  5日（月）
１２月1 1日（火）
１２月２5日（ 火 ）
 １月  8日（ 火 ）
 １月１6日（ 水 ）
 １月１7日（ 木 ）
 １月１8日（ 金 ）

 ２月  1日（ 金 ）
 ２月２2日（金）
 ３月１1日（月）
 ３月１1日（月）
 ３月１8日（月）
 ３月２0日（水）

 ４月  5日（ 木 ）

     ４日（ 水 ）

 
 
    1 8 日（ 金 ）
 ７月1 7日（ 火 ）
    ２1日（ 土 ）

 ８月  3日（ 金 ）
 ９月１3日（ 木 ）
 ８月  8日（ 水 ）
     5 日（ 水 ）
    1 3 日（ 木 ）

    1 5 日（ 土 ）
    1 6 日（ 火 ）

    2 8日（ 日）
    2 7 日（ 土 ）
     5 日（ 月）

    2 4 日（月）
 1 月  7 日（月）

    1 7 日（ 木 ）

 1 月3 1日（ 木 ）
 ２月  5日（ 火 ）
 ３月3０日（ 土 ）
    2 8 日（ 木 ）

    1 3 日（ 水 ）
    2 2 日（ 金 ）

～

～

～
～
～

～
～
～
～
～

～
～

～
～
～

～
～

～

～
～
～
～

～
～

 ４月  ２日（月）
 ４月  ２日（月）
 ４月  ８日（日）
 ４月  ２日（月）
 ４月  9 日（月）
 ４月  9 日（月）
 ５月１５日（ 火 ）
 ５月１6日（ 水 ）
 ７月  4日（ 水 ）
 ７月1 8日（ 水）
 ７月２3日（月）
 ７月２8日（土）
 ７月3 0日（月）
 ８月  1日（ 水 ）

 ９月  7日（ 金 ）
 9 月  1 日（ 土 ）
 ９月１4日（ 金 ）
１０月1 7日（水）
１０月２6日（金）
１１月  1日（ 木 ）
１２月1 1日（火）
１２月２5日（ 火 ）

 １月1 8日（ 金 ）
 １月2 4日（ 木 ）
 １月2 5日（ 金 ）

 ２月  1日（ 金 ）
 ２月２2日（金）
 ３月１1日（月）
 ３月２0日（水）
 ３月２5日（月）

     7日（ 土 ）
     6 日（ 金 ）

     7日（ 土 ）

    ２6日（ 木 ）

    1 8 日（ 金 ）
    1 7 日（ 火 ）

 7 月2 8日（ 土 ）
 
    3 1 日（ 火 ）
 ９月１3日（ 木 ）
 ８月  3日（ 金 ）
    1 3 日（ 木 ）
    1 3 日（ 木 ）

    2 8日（日）
     5日（ 月）
    2 4日（ 月）
 1 月  7日（ 月）

 1 月31日（ 木 ）

 1 月31日（ 木 ）
 ２月  5日（ 火 ）
 ３月3０日（ 土 ）
    2 8 日（ 木 ）

    2 7 日（ 水 ）

～
～

～

～

～
～

～

～
～
～
～
～

～
～
～
～

～

～
～
～
～

～

 １月8日（火）、 １月15日（火）、 １月16日（水）、１月17日（木）

【第１学期】 
◎曜日振替日
　４月４日（水）に土曜日の授業を実施 
◎集中講義日　４月７日（土） 
◎休日開講日 
　４月３０日（月） ［昭和の日 振替休日］→授業日 
　７月１６日（月） ［海の日］→授業日 

【第２学期】 
◎休日開講日 
  ９月１７日（月） ［敬老の日］→授業日 
  ９月２２日（土） ［秋分の日］→授業日 
１０月  ８日（月） ［体育の日］→授業日 
１０月２６日（金） ［四大学運動競技大会］→授業日 
１０月２７日（土） ［四大学運動競技大会］→授業日 
１１月  ５日（月） ［大学祭（後片付日）］→授業日 
１１月２３日（金） ［勤労感謝の日］→授業日 
１２月２４日（月） ［天皇誕生日 振替休日］→授業日 

【第１学期】
◎休日開講日
  ７月１６日（月） ［海の日］→授業日

【第２学期】
◎休日開講日
  ９月１７日（月） ［敬老の日］→授業日
  ９月２２日（土） ［秋分の日］→授業日
１０月  ８日（月） ［体育の日］→授業日
１１月２３日（金） ［勤労感謝の日］→授業日
１２月２４日（月） ［天皇誕生日 振替休日］→授業日

◆平成23年度　修了式・卒業式の日程について◆
平成24年3月20日（火）

午前9時30分 開式

●人文科学研究科
●自然科学研究科
●文学部
●理学部

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

午前11時30分 開式

◆平成24年度　入学式の日程について◆
平成24年4月8日（日）

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

入学式　午後1時00分
ＶＴＲ放映による
父母保証人への大学案内
　午後1時50分
（内容）常務理事・父母会長・
　　　桜友会長からの挨拶

●人文科学研究科
●自然科学研究科
●文学部
●理学部

入学式　午前9時30分
ＶＴＲ放映による
父母保証人への大学案内
　午前10時20分
（内容）常務理事・父母会長・
　　　桜友会長からの挨拶

●父母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。

平成23年度「学生の提言」受賞者について
　本年度の「学生の提言」は、「復興」というテーマで募集を行った
ところ、3編の応募がありました。応募のあった論文について、学長、
学生センター所長、学生委員によって厳正な審査が行われ、佳作
１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　経済学部経済学科 ２年
　　　田代直樹さん

■「学生の提言」受賞コメント
経済学部経済学科　２年　田代直樹

　復興を考える上で、被災地に実際に自分の足で行かなければ意味
がない。そう考え、夏休みに私はボランティアとして陸前高田に行きま
した。被災地の状況は、私の中の前提がすべて崩れるほど、衝撃的で
した。半年以上経っても、3月と何ら変わっていない場所が多数ありま
した。この提言を書いたことは私にとって、被災地に興味を持つ最大の
契機となりました。そして、自分の足で稼いだ経験だけが意味を持つと
感じました。被災地へは、今後も何度か足を運び、復興の力になり続け
たいです。
　この提言を読んで下さった方が、一人でも多く被災地に興味を持ち、
復興を考え、支援にあたって頂ければ幸いです。今回、このような名誉
ある賞を頂くことができ、とても嬉しく思います。ありがとうございました。

本学学生が東京消防庁から
感謝状を授与されました

法学部政治学科１年　和原　崇さん

　和原崇さん（政治学科１年）が、東京消防庁から感謝状を授与
されました。
　和原さんは、平成２３年１０月
５日（水）に西武池袋線中村橋
駅で心肺停止状態に陥り生命
の危機に瀕していた男性に
対し、適切な救護活動を行ない
救命しました。

■和原さんのコメント
　「何もせずに見ているよりはずっといいので、ためらわずに救命
処置を実施してください。これまで市民が手当を行ったことにより
責任を問われた事例はありませんから。」
　これは今回、消防総監感謝状を受賞するきっかけとなった救命
処置の10日前に参加した救命講習会で講師の方が最後に言われた
言葉です。この言葉が下校途中、救急現場に居合わせ突然の出来事
に動揺していた私の励みになり、AEDの操作やその他の処置をする
ことができました。偶然見かけた救命講習会の告知の看板に興味を
もち、講習を受けた経験が活かされました。これからも様々な経験を
することにより、充実した自分らしい大学生活にしていきたいです。

福井学長と和原さん福井学長、草野学生センター所長と田代さん

04 05

compass_vol.52_p4-5_2011.12.19_入稿



06 07

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時00分～10時30分

10時50分～12時20分

13時10分～14時40分

15時00分～16時30分

16時50分～18時20分

18時40分～20時10分

＜60分で試験を行う科目＞
総合基礎科目（外国語科目とスポーツ・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（外国語科目とスポーツ・健康科学科目を除く）
教職に関する科目・博物館に関する科目
＜90分または120分で試験を行う科目＞
法科大学院科目

平成23年度学年末試験について

平成23年度　学年末試験　実施日程・時間など

■告　　　示
　すでに発表されたとおり、来る１月18日（水）（法科大学院は１月21
日（土））から学年末試験が行われる。受験にあたっては、正々堂々自ら
の実力を発揮し、日頃の研鑽の成果をあげてほしい。
　この際、特に学生諸君に求めたいのは、決して不正行為を行わない
という決意と、誘惑をしりぞける勇気である。これまで再三の注意にも
かかわらず、不正行為が跡を絶たないのは、誠に悲しむべきことと言
わねばならない。諸君は、不正行為が憎むべき裏切り行為であるばか
りでなく、おのが人格の完全な否定であることを知るべきである。
　大学としては、不正行為に対し、断固たる処分をもって臨む方針で
ある。切に諸君の自戒・自粛を望む。
　平成24年１月

学　長

◆受験上の注意
（1）履修届によって登録された授業科目でなければ受験することは

出来ない。
（2）試験時間割には、平常の授業と試験の曜日・時限・教室が異な

る授業科目等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出来ない。

■学年末試験にあたって
　本年度学年末試験が１月18日（水）（法科大学院は１月21日（土））
から始まるが、試験に臨むに当り、履修要覧「履修について」項目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、
退学や停学及び当該年度の全履修単位を無効とするなどの厳しい
処分を行う方針であるから特に自戒を切望する。
　平成24年１月

学生センター所長

■１月18日（水）～１月31日（火）（法科大学院は１月21日（土）～２月３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。
定期試験の時間割は1～2週間前に掲示によって発表する。
※気象に関する警報が発表された場合、および自然災害・ストライキに起因する交通機関の運行停止の場合の措置については、授業と同様の扱
いとする（学部・大学院履修要覧「履修について」の「５．休講について」法科大学院履修要覧「履修方法等に関する要項」の「７．休講」参照）

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は、必ず携帯電話などの電源を切り、
バック等の中にしまわなければならない。帽子・サングラス等も
同様、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）５大学間単位互換制度（f-Campus）に基づく他大学提供科目
と本学授業科目の試験日時が重複した場合には、他大学提供
科目の受験を優先し、本学授業科目の試験については学生セン
ター教務課に相談し、別途指示を受けること。

◆棄権について（法科大学院を除く）
（1）受験の途中で棄権する場合は、学部、学科、学年、学籍番号、氏

名を正確に記載のうえ、科目担当教員が棄権したことを容易に
確認できるように、解答用紙の表側中央に「棄権」と、大きく記載
すること。
　なお、「棄権」と記載した解答用紙を提出した学生は、当該
科目の全ての権利を放棄したものとみなす。したがって、当該
科目についての救済措置（成績調査・追試験等）はいかなる
場合もこれを行わない。
　また、「棄権」した科目の成績評価は行わず、成績表にも記載
されない。

◆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。
（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、参考書等を参照
すること。

（3）持ち込みを許可された六法全書、辞書等に不正行為を目的
として予め書き込みをすること。

（4）試験時間中にノート、教科書、参考書等を貸借すること。
（5）代理受験を依頼すること、およ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）試験内容に関する私語をすること。
（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
（履修要覧記載の「履修について」内、「９．追試験について」、法科大
学院履修要覧の「履修方法等に関する要項」内、「10．追試験」参照）
　やむをえない事情によって所定の日に試験を受けられなかった者
で、所定の期日までに以下に示す詳細な理由を具して願い出た者
に対し、教授会の議を経て追試験を許可する場合がある｡
（1）学年末試験追試験対象科目

第２学期終了科目および通年科目
ただし、掲示による事前周知のない試験科目は対象外とする。

（2）出願期日　２月３日（金）まで
法科大学院は２月13日（月）まで

（3）手続時間は下記のとおり

月～金曜日　　８：50～16：00
土曜日　　　  ８：50～12：00
日曜日・祝日　 閉室

（4）受験料は、１科目につき1,000円である。
（5）以下の場合については、受験料を徴収しないこととする。

●５大学間単位互換制度に基づき、他大学設置科目の授業・試
験を優先させた場合
●交通機関遅延の場合（ただし、鉄道に限る）

（6）追試験は、必ず評価の対象となり棄権は認められない。
　また、追試験の場合は不利な点が多いので、試験期間中は、
　健康に充分留意すること。

試験本部は多目的ホール
（西5号館1階）に設ける。
ただし2月1日（水）～3日
（金）は中央教育研究棟１
階学生センター教務課に
設ける。
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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時00分～10時30分

10時50分～12時20分

13時10分～14時40分

15時00分～16時30分

16時50分～18時20分

18時40分～20時10分

＜60分で試験を行う科目＞
総合基礎科目（外国語科目とスポーツ・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（外国語科目とスポーツ・健康科学科目を除く）
教職に関する科目・博物館に関する科目
＜90分または120分で試験を行う科目＞
法科大学院科目

平成23年度学年末試験について

平成23年度　学年末試験　実施日程・時間など

■告　　　示
　すでに発表されたとおり、来る１月18日（水）（法科大学院は１月21
日（土））から学年末試験が行われる。受験にあたっては、正々堂々自ら
の実力を発揮し、日頃の研鑽の成果をあげてほしい。
　この際、特に学生諸君に求めたいのは、決して不正行為を行わない
という決意と、誘惑をしりぞける勇気である。これまで再三の注意にも
かかわらず、不正行為が跡を絶たないのは、誠に悲しむべきことと言
わねばならない。諸君は、不正行為が憎むべき裏切り行為であるばか
りでなく、おのが人格の完全な否定であることを知るべきである。
　大学としては、不正行為に対し、断固たる処分をもって臨む方針で
ある。切に諸君の自戒・自粛を望む。
　平成24年１月

学　長

◆受験上の注意
（1）履修届によって登録された授業科目でなければ受験することは

出来ない。
（2）試験時間割には、平常の授業と試験の曜日・時限・教室が異な

る授業科目等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出来ない。

■学年末試験にあたって
　本年度学年末試験が１月18日（水）（法科大学院は１月21日（土））
から始まるが、試験に臨むに当り、履修要覧「履修について」項目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、
退学や停学及び当該年度の全履修単位を無効とするなどの厳しい
処分を行う方針であるから特に自戒を切望する。
　平成24年１月

学生センター所長

■１月18日（水）～１月31日（火）（法科大学院は１月21日（土）～２月３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。
定期試験の時間割は1～2週間前に掲示によって発表する。
※気象に関する警報が発表された場合、および自然災害・ストライキに起因する交通機関の運行停止の場合の措置については、授業と同様の扱
いとする（学部・大学院履修要覧「履修について」の「５．休講について」法科大学院履修要覧「履修方法等に関する要項」の「７．休講」参照）

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は、必ず携帯電話などの電源を切り、
バック等の中にしまわなければならない。帽子・サングラス等も
同様、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）５大学間単位互換制度（f-Campus）に基づく他大学提供科目
と本学授業科目の試験日時が重複した場合には、他大学提供
科目の受験を優先し、本学授業科目の試験については学生セン
ター教務課に相談し、別途指示を受けること。

◆棄権について（法科大学院を除く）
（1）受験の途中で棄権する場合は、学部、学科、学年、学籍番号、氏

名を正確に記載のうえ、科目担当教員が棄権したことを容易に
確認できるように、解答用紙の表側中央に「棄権」と、大きく記載
すること。
　なお、「棄権」と記載した解答用紙を提出した学生は、当該
科目の全ての権利を放棄したものとみなす。したがって、当該
科目についての救済措置（成績調査・追試験等）はいかなる
場合もこれを行わない。
　また、「棄権」した科目の成績評価は行わず、成績表にも記載
されない。

◆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。
（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、参考書等を参照
すること。

（3）持ち込みを許可された六法全書、辞書等に不正行為を目的
として予め書き込みをすること。

（4）試験時間中にノート、教科書、参考書等を貸借すること。
（5）代理受験を依頼すること、およ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）試験内容に関する私語をすること。
（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
（履修要覧記載の「履修について」内、「９．追試験について」、法科大
学院履修要覧の「履修方法等に関する要項」内、「10．追試験」参照）
　やむをえない事情によって所定の日に試験を受けられなかった者
で、所定の期日までに以下に示す詳細な理由を具して願い出た者
に対し、教授会の議を経て追試験を許可する場合がある｡
（1）学年末試験追試験対象科目

第２学期終了科目および通年科目
ただし、掲示による事前周知のない試験科目は対象外とする。

（2）出願期日　２月３日（金）まで
法科大学院は２月13日（月）まで

（3）手続時間は下記のとおり

月～金曜日　　８：50～16：00
土曜日　　　  ８：50～12：00
日曜日・祝日　 閉室

（4）受験料は、１科目につき1,000円である。
（5）以下の場合については、受験料を徴収しないこととする。

●５大学間単位互換制度に基づき、他大学設置科目の授業・試
験を優先させた場合
●交通機関遅延の場合（ただし、鉄道に限る）

（6）追試験は、必ず評価の対象となり棄権は認められない。
　また、追試験の場合は不利な点が多いので、試験期間中は、
　健康に充分留意すること。

試験本部は多目的ホール
（西5号館1階）に設ける。
ただし2月1日（水）～3日
（金）は中央教育研究棟１
階学生センター教務課に
設ける。
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キャリアアップ
 サポート

インフォメーション

学生センター教務課

平成23年度成績表を次のとおり交付します。
　1．対象者：卒業生・修了生を除く全員
　2．期　間：平成24年3月23日（金）・26日（月）・27日（火）〔3日間〕
  　　　　　9時～16時30分（11時20分～12時30分は昼休み）
　3．場　所：西5号館1階多目的ホール

平成23年度成績表の交付について

保証人宛成績通知書送付について

キャリアセンター

４年生・博士前期課程２年生へ
■「進路（就職・進学・その他）決定届」、「就職活動
　報告書」、「就職活動についてのアンケート」の提出
●「進路決定届」は全員提出が義務づけられています。
　就職内定または就職以外の進路が決定している方で上記の
届を未だ提出していない方は至急提出してください。「G-Port」
から入力送信、または、キャリアセンターカウンターに設置してある
用紙に記入しても提出できます。未提出の場合には、企業人事部
等からキャリアセンターへ、内定確認及びその他の照会の依頼が
あっても、正確に答えることができません。また、未提出は、内定後
のトラブルに繋がりかねませんので注意してください。

●「就職活動報告書」「就職活動についてのアンケート」は就職
内定者に任意で提出をお願いしています。
　就職が内定した方は、「活動報告書」及び「就職活動について
のアンケート」の提出にもぜひ協力をお願いします。

■就職希望者で就職が内定していない学生へ
　4年生等の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。担当の職員が
個別に相談にのり、企業の紹介を行っています。積極的に利用して
ください。

3年生へ
■学内企業説明会 開催
●開催日：2月13日（月）～27日（月）（除く土日および指定日）
　場所・時間等詳細は別途掲示をご覧ください。また内容に変更が
生じた場合も随時掲示にてお知らせいたしますのでご確認願い
ます。約200の企業の説明会が学内で開催され、企業担当者の
生の声を聞くことが出来る大変有用な機会です。積極的に参加
してください。

注意事項
1．必ず学生証を持ってきてください。
2．卒業生・修了生の成績表は3月20日（火）の卒業式・修了
式の際に学位記とともに交付します。

3．科目等履修生の成績表は3月12日（月）以降、教務課窓口
で交付します。

4．平成24年度シラバス、授業時間割等を配付します。

　平成24年3月下旬、保証人宛に成績通知書を送付します。
　宛先は入学手続書類に記入していただいた保証人の住所・氏名
をデータとして使用しますので、それ以降住所変更などがある場合に
は、早急に学生センター教務課まで変更内容を届け出てください。
　また、発送に際しては、原則としてパソコンで使用できる文字
（JIS 第2水準まで）を使用するため、住所・氏名の文字の一部が
届け出いただいたものとは異なる場合があります。不都合があり
ましたらご連絡ください。
　問い合わせ先：03(3986)0221（代表）
　　　　　　　  教務課 内線2261・2313

平成24年3月卒業生（学部）／修了生
（法科大学院・大学院）の証明書交付について

　平成24年3月10日に卒業／修了が決定した学生に対して、次の要
領で証明書を発行します。
（１）証明書の種類

成績証明書（和文・英文）、卒業証明書（和文・英文）、学位取得
証明書（和文・英文）※法科大学院・大学院修了生対象。修了
証明書を兼ねる。

（２）手数料
和文１通100円　英文１通300円

（３）発行開始予定日
3月15日(木）

平成25年3月卒業見込（学部）／修了見込
（法科大学院・大学院）学生の証明書の交付について

（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】
● 健康診断証明書（和文）

（２）交付開始
4月7日（土）　※健康診断証明書のみ5月1日（火）

（３）交付場所
証明書自動発行機より発行します。
月～金：9時～18時　　土：9時～12時30分

　キャリアセンター資料室は、西５号館４階キャリアセンター
事務室に隣接しています。ここには、PC・AVコーナーが
あり、就職やキャリアに関する資料・書籍・雑誌等（公務員
受験関係の資料も含む）が閲覧できます。ぜひご利用くだ
さい。
　なお、キャリアセンター資料室の開室時間は、以下の
通りです。
　　平　日 8：40 ～16：30　土曜日 8：40 ～12：00

〈HP〉
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/adm/place/
index_main.html

◆ キャリアセンター資料室の活用 ◆
重要！

重要！

重要！

学芸員資格取得事務室

平成23年度「博物館学芸員資格取得者」の発表

　平成23年度の博物館学芸員資格取得者の発表は平成24年
3月10日頃に掲示にて発表いたします。

「博物館学芸員資格取得証明書」の交付

　平成23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」を下記のとおり交付します。

記
　　　　　日　時  平成24年3月20日（火）
　　　　　　　　  午前10時～午後2時まで
　　　　　場　所  学芸員資格取得事務室（史料館内）

●大学院生・科目等履修生についても3月20日以降に学芸員資格
取得事務室において交付します。資格取得者は、必ず年度内に
受け取りに来ること。
※他大学で一部単位を取得した人についても、科目履修登録の際
に必要な書類をすべて提出した人には交付します。

●当日、博物館実習記録を返却いたします。

★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発行機が混み合うことが予想されます
ので、証明書が必要な方は早めに発行してください。
★卒業追加認定者…3月31日（土）発表後受付開始、即日発行します。
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キャリアアップ
 サポート

インフォメーション

学生センター教務課

平成23年度成績表を次のとおり交付します。
　1．対象者：卒業生・修了生を除く全員
　2．期　間：平成24年3月23日（金）・26日（月）・27日（火）〔3日間〕
  　　　　　9時～16時30分（11時20分～12時30分は昼休み）
　3．場　所：西5号館1階多目的ホール

平成23年度成績表の交付について

保証人宛成績通知書送付について

キャリアセンター

４年生・博士前期課程２年生へ
■「進路（就職・進学・その他）決定届」、「就職活動
　報告書」、「就職活動についてのアンケート」の提出
●「進路決定届」は全員提出が義務づけられています。
　就職内定または就職以外の進路が決定している方で上記の
届を未だ提出していない方は至急提出してください。「G-Port」
から入力送信、または、キャリアセンターカウンターに設置してある
用紙に記入しても提出できます。未提出の場合には、企業人事部
等からキャリアセンターへ、内定確認及びその他の照会の依頼が
あっても、正確に答えることができません。また、未提出は、内定後
のトラブルに繋がりかねませんので注意してください。

●「就職活動報告書」「就職活動についてのアンケート」は就職
内定者に任意で提出をお願いしています。
　就職が内定した方は、「活動報告書」及び「就職活動について
のアンケート」の提出にもぜひ協力をお願いします。

■就職希望者で就職が内定していない学生へ
　4年生等の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。担当の職員が
個別に相談にのり、企業の紹介を行っています。積極的に利用して
ください。

3年生へ
■学内企業説明会 開催
●開催日：2月13日（月）～27日（月）（除く土日および指定日）
　場所・時間等詳細は別途掲示をご覧ください。また内容に変更が
生じた場合も随時掲示にてお知らせいたしますのでご確認願い
ます。約200の企業の説明会が学内で開催され、企業担当者の
生の声を聞くことが出来る大変有用な機会です。積極的に参加
してください。

注意事項
1．必ず学生証を持ってきてください。
2．卒業生・修了生の成績表は3月20日（火）の卒業式・修了
式の際に学位記とともに交付します。

3．科目等履修生の成績表は3月12日（月）以降、教務課窓口
で交付します。

4．平成24年度シラバス、授業時間割等を配付します。

　平成24年3月下旬、保証人宛に成績通知書を送付します。
　宛先は入学手続書類に記入していただいた保証人の住所・氏名
をデータとして使用しますので、それ以降住所変更などがある場合に
は、早急に学生センター教務課まで変更内容を届け出てください。
　また、発送に際しては、原則としてパソコンで使用できる文字
（JIS 第2水準まで）を使用するため、住所・氏名の文字の一部が
届け出いただいたものとは異なる場合があります。不都合があり
ましたらご連絡ください。
　問い合わせ先：03(3986)0221（代表）
　　　　　　　  教務課 内線2261・2313

平成24年3月卒業生（学部）／修了生
（法科大学院・大学院）の証明書交付について

　平成24年3月10日に卒業／修了が決定した学生に対して、次の要
領で証明書を発行します。
（１）証明書の種類

成績証明書（和文・英文）、卒業証明書（和文・英文）、学位取得
証明書（和文・英文）※法科大学院・大学院修了生対象。修了
証明書を兼ねる。

（２）手数料
和文１通100円　英文１通300円

（３）発行開始予定日
3月15日(木）

平成25年3月卒業見込（学部）／修了見込
（法科大学院・大学院）学生の証明書の交付について

（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】
● 健康診断証明書（和文）

（２）交付開始
4月7日（土）　※健康診断証明書のみ5月1日（火）

（３）交付場所
証明書自動発行機より発行します。
月～金：9時～18時　　土：9時～12時30分

　キャリアセンター資料室は、西５号館４階キャリアセンター
事務室に隣接しています。ここには、PC・AVコーナーが
あり、就職やキャリアに関する資料・書籍・雑誌等（公務員
受験関係の資料も含む）が閲覧できます。ぜひご利用くだ
さい。
　なお、キャリアセンター資料室の開室時間は、以下の
通りです。
　　平　日 8：40 ～16：30　土曜日 8：40 ～12：00

〈HP〉
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/adm/place/
index_main.html

◆ キャリアセンター資料室の活用 ◆
重要！

重要！

重要！

学芸員資格取得事務室

平成23年度「博物館学芸員資格取得者」の発表

　平成23年度の博物館学芸員資格取得者の発表は平成24年
3月10日頃に掲示にて発表いたします。

「博物館学芸員資格取得証明書」の交付

　平成23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」を下記のとおり交付します。

記
　　　　　日　時  平成24年3月20日（火）
　　　　　　　　  午前10時～午後2時まで
　　　　　場　所  学芸員資格取得事務室（史料館内）

●大学院生・科目等履修生についても3月20日以降に学芸員資格
取得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。
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学生センター学生課

「教育ローン金利助成奨学金」の募集について

インフォメーション

学芸員資格取得事務室

平成24年度から、“学芸員課程”に名称変更します

　平成24年4月1日から、学芸員資格取得に関する委員会は“学芸員
課程委員会”へ、学芸員資格取得事務室は“学芸員課程事務室”へ
名称を変更します。履修規定も“学芸員課程履修規定”に変更と
なります。

平成24年度から、履修規定が大幅に変更となります

　文部科学省令の変更にともない、平成24年4月1日から、履修規
定が変更となります。科目編成、科目内容が大幅に変更されるため、
在学生の方についても平成24年度以降とらなければならない
「博物館に関する科目」に変更が出る場合があります。
　新しい履修規定や、在学生の方への履修上の注意は、平成24年度
版の「博物館に関する科目シラバス」と「学芸員課程の手引」に記載
されます。配布は、平成24年3月23日（金）頃（成績表交付期間）からを
予定していますので、平成24年度の「博物館に関する科目」の履修
計画を立てる際には、必ずこの2冊を受け取り、熟読してくだ
さい。配布は学芸員資格取得事務室で行います。

　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。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。
（※現在、日本学生支援機構奨学金を貸与されている学生で、その他の奨学金の
申請を希望しない場合は、出席する必要はありません）

１．開催時期・会場
学部新2年生以上
■開催日：平成24年4月5日（木）
■会　場：未定＊
大学院生・法科大学院生
■開催日：平成24年4月6日（金）
■会　場：未定＊
＊各説明会の時間・会場等詳細は、決定次第、奨学金掲示板
　および学生課HP にてお知らせしますので、ご確認願います。

２．奨学金出願資格
　奨学金には、家計及び学力基準といった「申請資格」（詳細は説
明会にて周知）を設定しています。また、採用枠という制約がある
ので、申請資格を満たしていても必ず採用されるとは限りません。

平成24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

　学費納付を目的として教育ローンを借用した場合、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。
　概要は以下のとおりです。詳細については学生課にお問い合わせ
ください。
１．対象者
学費納付のため教育ローンを利用し、かつ、今年度（平成23年
度）金利を支払っている者。

２．奨学金額（5万円を上限として給付）
当年度実際に支払った金利のうち、学費を上限とする借用
金額に借入利率を乗じた金額。

３．手続き
平成24年1月10日（火）以降、学生課窓口で申請書類を受け取り、 
①所定申請書、②振込口座届、③金利支払いを証明する書類を
平成24年1月27日（金）までに学生課窓口に提出してください。

４．奨学金の交付
申請内容を審査の上、適格者に対しては平成24年3月30日
（金）までに指定口座に振込みます。

国際交流センター

伝統芸能鑑賞会について

　本学では、学習院女子大学と合同で、社団法人霞会館のご助成の
もと、定期的に伝統芸能鑑賞会を開催し、外国人留学生の皆さんに、
日本古来の文化に触れる機会を提供しています。今年度は、７月9日に
国立劇場にて歌舞伎「義経千本桜」を鑑賞し、12月2日には女子大学
にて和太鼓集団「和太鼓　龍」を迎え和太鼓体験会を催しました。
　日本人であっても、日常生活の中でこのような伝統文化に触れる
機会は少ないものですが、鑑賞後、留学生からは「生活の中によく見
られることとの関わりを知って興味がわいた」、「“粋”を感じた」など
の感想があり、日本文化への認識を改める良い機会になったものと
感じられました。
　なお、7月の歌舞伎鑑賞会では、定員に余裕があったため、国際
交流センターボランティアに登録している日本人学生の皆さんにも
お声がけをしました。補助スタッフとして同行いただきましたが、「当日
仲良くなった留学生と一緒に日本のことや歌舞伎について話せて
楽しかった」との嬉しい声が聞かれました。

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などの情報は、
ホームページを通じて随時お伝えしています。留学や国際交流に興味
のある学生や外国人留学生の皆さんは、定期的に確認してくだ
さい。その他、協定校や留学情報機関へのリンク、先輩からのメッセージ
など留学に役立つ情報や、入管や在留手続きなど外国人留学生に
向けた情報も掲載しています。
URL：http://www.gakushuin.ac.jp/univ/cie/
（「学習院 CIE」などで検索してもヒットします）

　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（中央教育研究棟２階）外にある掲示板を通してもお知らせ
しています。

入学試験時の入構規制について

　平成24年度入学試験が、平成24年2月7日（火）～10日（金）まで
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】
2月7日（火）午前6時～2月11日（土）午前6時
※一般学生の入構はできません。
※ただし、入構許可証またはリボンを交付された下記学生は
入構が許可されます。

【入構許可証発行またはリボン配付対象者】
●監督補助員　　●案内誘導係　　●馬術部
※大学院生・法科大学院生及び理学部学生で、事前申請を行い
許可された学生は、正門で記帳のうえ、指定リボンを着用する
ことで入構できます。

【入構規制中の事務取扱い】
　　事務取扱いは行いません。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。

歌舞伎鑑賞後、国立劇場にて

外国語教育研究センター

英語能力試験（TOEIC-IP）の実施について

　本学の英語教育をさらに充実させるため、以下の通り英語能力試験
（TOEIC-IP）を実施いたします。今回の試験結果によって皆さんの
現在の英語力およびこれまでの学習の成果等を知ることができます
ので、忘れずに受験し、その結果を今後の英語学習にご活用下さい。

●対　　象　２年生（平成２２年度入学者）および3年生以上の
平成２２年度インテンシヴ・コース合格者

●実施日時　平成２４年２月１日（水）１２：５５～１５：３５
●試験会場　試験会場は変更される可能性がありますので、

詳細につきましては、外国語教育研究センター
掲示板（北1号館西側掲示場）にてご確認下さい。

＜平成２２年度インテンシヴ・コース合格者＞
　西２－４０５

＜上記以外の受験申し込み者＞
　1年生,3年生,4年生,大学院生（ただし、法科大学院生を除く）
　西５－３０３

●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／9:00～11:30、12:30～16:30、
土曜日／9:00～12:00
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

＜2年生＞
法学部　
経済学部

文学部

理学部

政　西５－B１　
営　西２－４０１（10-022-001～10-022-140）
　　西２－４０２（10-022-141～10-022-280）
史　中央－３０２
英　西２－３０２　　 
仏　西１－３０７（10-036-001～10-036-040）
　　西１－３０８（10-036-041～10-036-080）
  
化　西２－４０３　     
生　中央－３０３

法　西５－２０１
済　西２－２０１

哲　西２－５０１
日　中央－３０１
独　西５－３０１

心　西２－３０１
物　西２－３０５
数　西５－３０２
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外国語教育研究センター

英語能力試験（TOEIC-IP）の実施について

インフォメーション

計算機センター

計算機センター実習室 学年末休講中の予定について

＜閉室日＞　日曜日・祝日および入試期間
＜開室日＞　日曜日・祝日、入試期間以外は平常通り

月～金　９：００～１８：００　　土　９：００～１４：００
※３月に行う計算機センターのシステム入れ替えに伴い実習室の開室
時間が変更になることがありますので、掲示等にご注意ください。

施設部

輔仁会館冬季貸出に関するお知らせ 

　例年、冬季期間中の輔仁会館の貸出については、例外的な対応
となります。本年度につきましては、下記の要領にて貸出・予約受付
を行ないますので、ご確認ください。
　4月上旬の『新入生歓迎期間』と、『オール学習院の集い4月14日
（土）・15日（日）』については貸出を行ないません。また、学校行事等に
より下記貸出期間中においても、貸出を行わない場合があります。詳
細につきましては、別途お知らせいたします。

TOEIC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。
　詳細は下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。新傾向の
TOEICに対応した問題演習も多く用意されています。現在は学内
はもちろんのこと、自宅など学外からもアクセスできるようになって
いますので、TOEICの受験準備としてもぜひ活用してください。なお、
利用は無料です。詳しくは下記の外国語教育研究センターのウェブ
サイトにある説明をご覧ください。
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

財　務　部

平成２４年度学費納入について

　平成２４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２４年４月中旬
● 納付期限　平成２４年５月１日（火）

◎必ず送付された振込用紙にて納付してください。
◎年額を納付することもできます。（第１期分のみの振込依頼書と
年額分の振込依頼書を送付いたします。）
◎住所変更をされた方は学生センター教務課へ届け出てください。

※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

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
利用が出来なくなります。必要なファイルなどのデータは３月３１日まで
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！

●平成２４年１月～３月
申込受付貸出対象日

通常通り
（貸出日の1ヶ月前より予約受付開始）
※12/10（土）より開始します。

3月1日（木）～6日（火）分
…1月25日（水）に
　一括で予約受付開始

3月7日（水）～11日（日）分
…1月26日（木）に
　一括で予約受付開始

3月12日（月）～16日（金）分
… 1月27日（金）に
　一括で予約受付開始

3月17日（土）～21日（水）分
… 1月28日（土）に
　一括で予約受付開始

3月22日（木）～26日（月）分
… 1月30日（月）に
　一括で予約受付開始

3月27日（火）～31日（土）分
… 1月31日（火）に
　一括で予約受付開始

1月10日（火）に左記期間を
一括で予約受付開始

1月10日（火）～
1月25日（水）

2月  1日（水）～
2月29日（水）

3月  1日（木）～
3月31日（土）
（3月20日（火）を除く）

1月26日（木）～
1月31日（火）

貸出時間

貸出なし（入試・工事等のため）

通常通り

通常通り

通常通り

文

学

部

博
士
前
期
課
程

大

学

院

※　　
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

（単位　円）

博
士
後
期
課
程

理

学

部

学　費　一　覧　表

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

H15～H18
H19

H20～H23
H16～H18
H19

H20～H23
H15～H18
H19

H20～H23
H18
H19

H20～H23
H17～H18
H19
H20

H21～H23
H16～H18
H19
H20

H21～H23
H20～H23
H21～H23
H18～H19
H20～H23
H21～H23
H19

H20～H23
H21～H23
H18～H23
H18～H23
H16～H23
H20～H23
H20～H23
H20～H23
H19～H23

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
710,700
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

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
456,700
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

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
254,000
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

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

470,000
489,000
508,000
527,000
254,000
254,000
240,000
255,000
＊　30,000
285,000

＊　70,000
395,000

＊　70,000
414,000

344,000
240,000
240,000
240,000
＊　30,000
270,000

＊　70,000
395,000

325,000
557,000

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
254,000
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

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

940,000
978,000
1,016,000
1,054,000
508,000
508,000
480,000
510,000
＊　30,000
540,000

＊　70,000
720,000

＊　70,000
758,000

688,000
480,000
480,000
480,000
＊　30,000
510,000

＊　70,000
720,000

650,000
1,114,000

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
198,000
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

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
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

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

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

3,500
3,500
3,500
─
─
─

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

3,500
─

3,000
3,000
3,000
─
─
─

3,500
─

3,000
3,000
─
─
─
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外国語教育研究センター

英語能力試験（TOEIC-IP）の実施について

インフォメーション

計算機センター

計算機センター実習室 学年末休講中の予定について

＜閉室日＞　日曜日・祝日および入試期間
＜開室日＞　日曜日・祝日、入試期間以外は平常通り

月～金　９：００～１８：００　　土　９：００～１４：００
※３月に行う計算機センターのシステム入れ替えに伴い実習室の開室
時間が変更になることがありますので、掲示等にご注意ください。

施設部

輔仁会館冬季貸出に関するお知らせ 

　例年、冬季期間中の輔仁会館の貸出については、例外的な対応
となります。本年度につきましては、下記の要領にて貸出・予約受付
を行ないますので、ご確認ください。
　4月上旬の『新入生歓迎期間』と、『オール学習院の集い4月14日
（土）・15日（日）』については貸出を行ないません。また、学校行事等に
より下記貸出期間中においても、貸出を行わない場合があります。詳
細につきましては、別途お知らせいたします。

TOEIC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。
　詳細は下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。新傾向の
TOEICに対応した問題演習も多く用意されています。現在は学内
はもちろんのこと、自宅など学外からもアクセスできるようになって
いますので、TOEICの受験準備としてもぜひ活用してください。なお、
利用は無料です。詳しくは下記の外国語教育研究センターのウェブ
サイトにある説明をご覧ください。
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/fltrc/index.html

財　務　部

平成２４年度学費納入について

　平成２４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２４年４月中旬
● 納付期限　平成２４年５月１日（火）

◎必ず送付された振込用紙にて納付してください。
◎年額を納付することもできます。（第１期分のみの振込依頼書と
年額分の振込依頼書を送付いたします。）
◎住所変更をされた方は学生センター教務課へ届け出てください。

※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

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
利用が出来なくなります。必要なファイルなどのデータは３月３１日まで
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！

●平成２４年１月～３月
申込受付貸出対象日

通常通り
（貸出日の1ヶ月前より予約受付開始）
※12/10（土）より開始します。

3月1日（木）～6日（火）分
…1月25日（水）に
　一括で予約受付開始

3月7日（水）～11日（日）分
…1月26日（木）に
　一括で予約受付開始

3月12日（月）～16日（金）分
… 1月27日（金）に
　一括で予約受付開始

3月17日（土）～21日（水）分
… 1月28日（土）に
　一括で予約受付開始

3月22日（木）～26日（月）分
… 1月30日（月）に
　一括で予約受付開始

3月27日（火）～31日（土）分
… 1月31日（火）に
　一括で予約受付開始

1月10日（火）に左記期間を
一括で予約受付開始

1月10日（火）～
1月25日（水）

2月  1日（水）～
2月29日（水）

3月  1日（木）～
3月31日（土）
（3月20日（火）を除く）

1月26日（木）～
1月31日（火）

貸出時間

貸出なし（入試・工事等のため）

通常通り

通常通り

通常通り

文

学

部

博
士
前
期
課
程

大

学

院

※　　
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

（単位　円）

博
士
後
期
課
程

理

学

部

学　費　一　覧　表

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

H15～H18
H19

H20～H23
H16～H18
H19

H20～H23
H15～H18
H19

H20～H23
H18
H19

H20～H23
H17～H18
H19
H20

H21～H23
H16～H18
H19
H20

H21～H23
H20～H23
H21～H23
H18～H19
H20～H23
H21～H23
H19

H20～H23
H21～H23
H18～H23
H18～H23
H16～H23
H20～H23
H20～H23
H20～H23
H19～H23

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
710,700
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

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
456,700
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

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
254,000
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

305,000
319,000
333,000
305,000
319,000
333,000
345,000
360,000
375,000
＊　30,000
375,000
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390,000

＊　30,000
405,000

＊　80,000
550,000

＊　80,000
569,000

＊　80,000
588,000
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607,000

470,000
489,000
508,000
527,000
254,000
254,000
240,000
255,000
＊　30,000
285,000
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395,000
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414,000

344,000
240,000
240,000
240,000
＊　30,000
270,000
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395,000

325,000
557,000

305,000
319,000
333,000
305,000
319,000
333,000
345,000
360,000
375,000
345,000
360,000
375,000
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489,000
508,000
527,000
470,000
489,000
508,000
527,000
254,000
254,000
240,000
255,000
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325,000
344,000
344,000
240,000
240,000
240,000
240,000
325,000
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240,000
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240,000
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296,000
308,000
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5,000
5,000
5,000
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─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
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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
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1,200
1,200
1,200
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1,200
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1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
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500
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─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
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─
─
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─
─
─
─
─
─
─
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─
─
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─

3,000
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─
─
─
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学習院生涯学習センター

2012年度 資格・語学・スキルアップ講座､教養講座のご案内

インフォメーション

　センターでは、本学学生、卒業生、ご父母、地域住民の方を含め、
広く一般の皆さんを対象とした、資格試験対策講座や教養講座を
開設しています。

■自分の“付加価値”を高めよう！
　近年の就職状況は、学生にとって非常に厳しいものとなっています。
今後、有名企業や人気の業界・職種では、これまで以上に厳選採用
となることが予想され、採用試験においては、個人の能力や仕事に
対する意識・意欲などが厳しく問われます。また、即戦力を求める
企業も多く、大学生が職務経験のある社会人と同じ土俵で採用
試験に臨まなければならないケースもあります。自分の能力や意欲
の裏付けとなる資格を取ったり、英語や文章力などのスキルを磨い
たりする学生が多いのは、そうした流れを敏感に感じ取っている
からでしょう。大学在学中の今こそ、自由な時間を効果的に使い、
自分の“付加価値”を高める最大のチャンスです！

■質の高い資格試験・語学・スキルアップ講座を開設
　生涯学習センターでは、将来に向け努力する学生やスキルアップを
目指すビジネスパーソンを支援するため、民間の資格専門学校や
語学学校と提携し、資格・検定試験対策講座、英語試験対策講座、
スキルアップ講座を開設しています。経験豊富な講師陣が、効率的
に学習できる教材を用いて、質の高い授業を提供しており、例年
高い成果を上げています。

■経済的負担軽減を強力にバックアップ
　外部機関と比べ、割安な受講料を設定し、受講生の経済的負担
軽減をバックアップ。さらに、資格講座では、本学の現役学生の皆さん
を対象とした「在学生受講料給付制度」（全講座の80％以上の出席
により、受講料の20％程度を還付）等もあり、断然お得な価格設定と
なっています。また、残念ながら試験に合格できなかった方のため、
減額された受講料で２度目の受講ができる「再チャレンジ制度」
（対象指定講座有）もあります。そして、全ての講座が目白キャンパス
内で開催されるため、移動の必要がなく、利便性も抜群です。

■募集要項・講座ガイダンス情報を入手
　センターでは、今後もニーズの高い講座を積極的に取り上げていく
予定です。就活やキャリアアップの一つの手段として、積極的に活用し
てください。
　右記の表は、2012年度に開講を予定している資格・英語・スキル
アップ講座です。各講座の日程等詳細は、３月上旬から西５号館学生
ホール入口スタンド等に設置する募集要項、資料等でご確認ください。

また、各講座の概要や資格取得の効用等を分りやすく説明するガイダ
ンスを実施します。開催日時や会場等は、４月中旬以降、学内のポス
ターや立看板などで告知します。
　卒業生・社会人の方は、下記センターまで講座パンフレットをご請求
ください。

■多種多彩な教養・趣味講座を展開
　その他、主に社会人の方を対象とした一般教養講座を開設してい
ます。文学、歴史、芸術、古典芸能、語学、趣味から子育てまで、多彩な
プログラムを用意して、ご父母や卒業生の皆様をお待ちしています。ぜ
ひ、学校まで足をお運びください。
　春期講座の詳細は、２月中旬に完成する総合パンフレットをご覧
ください。過去１年以内にご請求をいただいている方には、出来上がり
次第お送りします。新規にご希望の方は、下記までお気軽にご連絡
ください。

◆お問い合わせ・連絡先：学習院生涯学習センター
Tel 03(5992)1040／Fax 03(5992)1124
E-mail：shogaigakushu@gakushuin.ac.jp
URL: http://open.gakushuin.ac.jp/

テニス
コート

旧
学習
院寮

生涯学習
センター

（西11号館）
西坂門西門

目
白
通
り

デサント←池袋
目白駅

新宿→公団住宅 切手の博物館

輔仁
会館

●2012年度春期（夏期）開設予定　資格・検定・語学・キャリアアップ講座一覧

☆宅建主任者総合講座

☆総合・国内旅行業務取扱管理者講座

☆2級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定（AFP）講座

☆行政書士総合講座

★秘書検定準１級・２級講座

☆日商簿記２級講座

☆証券外務員二種資格試験対策講座

☆貿易実務講座

☆医療事務講座（診療報酬請求事務能力認定試験対応）

★夏期集中ホームヘルパー2級講座

TOEIC®講座600点達成コース

夏期集中TOEIC® Ｗorkshop 600

夏期集中TOEIC® Ｗorkshop 700

Success TOEIC®730突破！

はじめてのTOEFL®テスト対策講座

夏期集中TOEFL®テスト対策講座（初級）

TOEIC®スコアアップ対策講座

英語耳を強化しよう！リスニング対策講座

英語でディスカッション

大学生のための自己分析とキャリアプラン

大学生のためのプレゼンテーション力養成講座（夏期）

就職のためのマスコミ文章講座

５月中旬～10月上旬

５月中旬～10月上旬

６月中旬～１月中旬

５月中旬～10月下旬

５月中旬～６月下旬

５月中旬～11月中旬

５月中旬～７月下旬

５月中旬～７月下旬

５月中旬～７月中旬

８月中旬～８月下旬

５月中旬～７月中旬

８月上旬～８月中旬

８月上旬～８月中旬

５月中旬～７月中旬

５月下旬～７月上旬

８月上旬～８月中旬

５月中旬～７月中旬

５月中旬～７月中旬

５月中旬～６月中旬

６月中旬

８月上旬

５月下旬～６月下旬

10月中旬

９･10月上旬

１月下旬

11月上旬

６月下旬

11月中旬

随時

８月上旬

７月中旬

（無試験）

７月下旬

9月中旬

9月中旬

７月下旬

随時

随時

７月下旬

－

－

－

－

－

講 座 名 開講期間(予定) 本試験日（予定）

※春期講座の詳細は、２月中旬に完成する総合パンフレットをご確認ください。 

「☆」→在学生受講料給付制度対象講座（予定）　　「★」→在学生割引受講料設定講座（予定）
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（無試験）

７月下旬

9月中旬

9月中旬

７月下旬

随時

随時

７月下旬

－

－

－

－

－

講 座 名 開講期間(予定) 本試験日（予定）

※春期講座の詳細は、２月中旬に完成する総合パンフレットをご確認ください。 

「☆」→在学生受講料給付制度対象講座（予定）　　「★」→在学生割引受講料設定講座（予定）
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特集　よし、資格をとろう！

図書館
へ行こう

大学図書館＜1階・カウンター前の棚＞
　大学図書館では、約750
点の資格試験関連本を置い
ています。「語学」「教育」
「情報処理」「会計」「公務員」
「法律」「福祉」「就職」等、
幅広い分野の本を揃えて
おり、全ての資料が貸出可能
です。

法経図書センター＜6階・階段を上がってすぐ右の棚＞
　法経図書センターでは、「TOEIC/TOEFL」「司法試験」「司法
書士」「税理士」「公認会計士」「宅建」など、法学部・経済学部の学生

に人気の資格関連本を
多く取り揃えています。
現在約730点（CDも
含む）の資料がありま
す。問題集など、一部
の資料は館内での学
習専用となっています。

理学部図書室＜数学・書架【４】＞
　理学部図書室（数学）では「ITパスポート試験」「基本情報技術者
試験などの情報処理系」「教員採用試験」「数学検定（１級）」「アクチュ
アリー」「TOEIC」といっ
た数学科学生に有用な
分野の資格対策本や、
学生から要望の多いプロ
グラミング関係の資料を、
入門から応用まで約250
点（CDも含む）幅広く
取り揃えており、全て貸出
可能です。

　世の中には様々な資格試験が存在します。「大学生のうちにこの
資格を取得しておきたい！」「あの資格試験に合格したい！」。そんな
多くの声に応えて、図書館では資格試験対策本を購入しています。
ぜひ、利用してください。

■第2回Book Hunting！（選書体験ツアー）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第2回目を、10月21日に実施しました。今回
は9名の学生から応募があり、都内大型書店にて図書館に置い
てほしい本を選んでもらいました。

お知らせ

＊当日、書店にて

　購入が決まった約150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。学生一人一人が精魂込め
て作成した宣伝文（POP）付ですので、ぜひご覧になってください！

＊宣伝文（POP）作成中 ＊完成した宣伝文（POP）の一部

■春休み期間の7階縮小のお知らせ
【法経図書センター】

　春季休業期間中は、省エネ対策のため、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階閲覧
席をご利用ください。

■冬季休業中の長期貸出の返却期限について
【大学図書館・法経図書センター・理学部図書室共通】

　冬季休業中の長期貸出の返却期限は下記の通りです。
　　返却期限：1月13日（金）

■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下記の日程で行います。
　　●開始日：1月18日（水）　●返却日：4月14日（土）
　※ただし最終学年在籍者の返却日：3月13日（火）

■理科年表セミナー（応用編）実施しました
【理学部図書室】

　11月11日2時限目「核および天体物理学」（井田大輔准教授）
において大学図書館契約データベース「理科年表プレミアム」を
活用した講義を大学図書館セミナー室の端末を使用しながら行
いました。6月に行った大学図書館主催「理科年表セミナー」の応
用編とし、刊行業者の協力を得ながら、天体に特化した内容とし
て「恒星データの抽出、ダウンロード」と「HR図の作成」を行いま
した。日頃の講義で説明されている「HR図」※を実際に作成して
みるというのは、受講生にとっても有意義な90分になったのでは
ないでしょうか。このように「理科年表プレミアム」ではデータを
Excelへダウンロードすることによって、様 な々図表の作成へと繋
がります。是非、日頃から
関心を抱いている事象
等について試してみてく
ださい。
※ヘルツスプルング-ラッセル図
（スペクトル型と絶対等級との
関連を図示したチャート）

■秋のデータベースセミナー実施しました
【法経図書センター】

　11月15、17、18日に、秋のデータベースセミナーを行いまし
た。「eol有価証券報告書（企業情報）」「Gale Virtual 
Reference Library（英語電子書籍）」「LEX/DBインターネッ
ト（法判例検索）」の3つのデータベースについて、各提供会社
の講師の方をお招きし、パソコン実習を交えながら講義していた
だきました。
　普段見過ごしがちな機能の有効な使い方などを教えていた
だき、参加した学生の評判もよかったです。これを機に、データ
ベースを日頃の課題や就職活動へ活かしていってください。

■学生展示を実施しました
【大学図書館】

　大学図書館1階の入退館ゲート正面に、展示ブースがある
のをご存知ですか？当館所蔵資料を中心に、特定のテーマに
沿った資料展示やパンフレット配布を行っています。今年も昨年
度同様、10～12月の展示を学生が担当してくれました。
※展示は既に終了していますが、大学図書館ホームページ上で
パンフレット“いまだから読みたい「ニュースを読みとく本」”を
公開しております。そちらをご覧ください。

compass_vol.52_p16-17_2011.12.19_入稿
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特集　よし、資格をとろう！

図書館
へ行こう

大学図書館＜1階・カウンター前の棚＞
　大学図書館では、約750
点の資格試験関連本を置い
ています。「語学」「教育」
「情報処理」「会計」「公務員」
「法律」「福祉」「就職」等、
幅広い分野の本を揃えて
おり、全ての資料が貸出可能
です。

法経図書センター＜6階・階段を上がってすぐ右の棚＞
　法経図書センターでは、「TOEIC/TOEFL」「司法試験」「司法
書士」「税理士」「公認会計士」「宅建」など、法学部・経済学部の学生

に人気の資格関連本を
多く取り揃えています。
現在約730点（CDも
含む）の資料がありま
す。問題集など、一部
の資料は館内での学
習専用となっています。

理学部図書室＜数学・書架【４】＞
　理学部図書室（数学）では「ITパスポート試験」「基本情報技術者
試験などの情報処理系」「教員採用試験」「数学検定（１級）」「アクチュ
アリー」「TOEIC」といっ
た数学科学生に有用な
分野の資格対策本や、
学生から要望の多いプロ
グラミング関係の資料を、
入門から応用まで約250
点（CDも含む）幅広く
取り揃えており、全て貸出
可能です。

　世の中には様々な資格試験が存在します。「大学生のうちにこの
資格を取得しておきたい！」「あの資格試験に合格したい！」。そんな
多くの声に応えて、図書館では資格試験対策本を購入しています。
ぜひ、利用してください。

■第2回Book Hunting！（選書体験ツアー）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第2回目を、10月21日に実施しました。今回
は9名の学生から応募があり、都内大型書店にて図書館に置い
てほしい本を選んでもらいました。

お知らせ

＊当日、書店にて

　購入が決まった約150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。学生一人一人が精魂込め
て作成した宣伝文（POP）付ですので、ぜひご覧になってください！

＊宣伝文（POP）作成中 ＊完成した宣伝文（POP）の一部

■春休み期間の7階縮小のお知らせ
【法経図書センター】

　春季休業期間中は、省エネ対策のため、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階閲覧
席をご利用ください。

■冬季休業中の長期貸出の返却期限について
【大学図書館・法経図書センター・理学部図書室共通】

　冬季休業中の長期貸出の返却期限は下記の通りです。
　　返却期限：1月13日（金）

■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下記の日程で行います。
　　●開始日：1月18日（水）　●返却日：4月14日（土）
　※ただし最終学年在籍者の返却日：3月13日（火）

■理科年表セミナー（応用編）実施しました
【理学部図書室】

　11月11日2時限目「核および天体物理学」（井田大輔准教授）
において大学図書館契約データベース「理科年表プレミアム」を
活用した講義を大学図書館セミナー室の端末を使用しながら行
いました。6月に行った大学図書館主催「理科年表セミナー」の応
用編とし、刊行業者の協力を得ながら、天体に特化した内容とし
て「恒星データの抽出、ダウンロード」と「HR図の作成」を行いま
した。日頃の講義で説明されている「HR図」※を実際に作成して
みるというのは、受講生にとっても有意義な90分になったのでは
ないでしょうか。このように「理科年表プレミアム」ではデータを
Excelへダウンロードすることによって、様 な々図表の作成へと繋
がります。是非、日頃から
関心を抱いている事象
等について試してみてく
ださい。
※ヘルツスプルング-ラッセル図
（スペクトル型と絶対等級との
関連を図示したチャート）

■秋のデータベースセミナー実施しました
【法経図書センター】

　11月15、17、18日に、秋のデータベースセミナーを行いまし
た。「eol有価証券報告書（企業情報）」「Gale Virtual 
Reference Library（英語電子書籍）」「LEX/DBインターネッ
ト（法判例検索）」の3つのデータベースについて、各提供会社
の講師の方をお招きし、パソコン実習を交えながら講義していた
だきました。
　普段見過ごしがちな機能の有効な使い方などを教えていた
だき、参加した学生の評判もよかったです。これを機に、データ
ベースを日頃の課題や就職活動へ活かしていってください。

■学生展示を実施しました
【大学図書館】

　大学図書館1階の入退館ゲート正面に、展示ブースがある
のをご存知ですか？当館所蔵資料を中心に、特定のテーマに
沿った資料展示やパンフレット配布を行っています。今年も昨年
度同様、10～12月の展示を学生が担当してくれました。
※展示は既に終了していますが、大学図書館ホームページ上で
パンフレット“いまだから読みたい「ニュースを読みとく本」”を
公開しております。そちらをご覧ください。

compass_vol.52_p16-17_2011.12.19_入稿



18 19

■フィギュア部門

　私たちアイススケート部フィギュア部門は、現在男子1名、女子9名
の計10名で活動しています。活動内容といたしましては、高田馬場シ
チズンアイススケートリンクにて毎週火曜日の放課後一般氷上練
習、毎週木曜日の朝の貸切氷上練習、学内での隔週土曜日の陸上ト
レーニングをしています。
　 突然ですが、皆さんフィギュアスケートと聞いて何を想像します
か？…大学生から始めるのは難しいスポーツ。とお考えの方も多いの
ではないでしょうか？
　確かにフィギュアスケートは幼少期から始める人が多いスポーツ
ですが、私たちの部員のほぼ全員は大学に入ってから始めました。そ
してスケートを滑り始めてから一年後には皆ジャンプやスピン等の技
が出来るようになります。人によって上達速度は異なりますが、3・4年
生になる頃には全国大会に出場出来る程にまで上達します。
　私たち学習院大学フィギュアスケート部は、毎年予選を勝ち抜い
て全国大会に出場しています。昨年は、全国大会で団体3位という
結果を残すことが出来ました。今年も予選を勝ち抜き、全国大会へ
の出場が決定しています。現在、全国大会に向けて日々練習に励ん
でいます。

　これからスケートシーズンが到来します、皆さんも、スケートを滑っ
てみてはいかがでしょうか？

輔仁会アイススケート部フィギュア部門　主将 佐久間　梓

■ホッケー部門

　みなさん、アイスホッケーというスポーツをご存じでしょうか。
　アイスホッケーは氷上の格闘技とも呼ばれ、氷の上で双方６人の
プレーヤーがスティックを操り、パックを取り合い、そして相手のゴール
にいれ得点を競う競技です。
　プレーヤーは全員スケート靴を履いており、相手選手に対しボディ
チェックも可能な為、スピーディーかつパワフルな競技であることが
最大の魅力です。
　カナダやアメリカと違い日本ではマイナースポーツとして扱われて
しまっていることや、氷上でのスポーツであること、ボディチェックが
激しいことにより、多くの人に敬遠されがちなスポーツではあります
が、大学のアイスホッケー部の部員の過半数は大学から始めた人と
いう意外に始めやすいスポーツです。
　我が部でも部員の大半が未経験者であることで、同期の間で、時
には学年を超え、刺激しあい成長することができ、マネージャーもそ
んなプレーヤー達を陰ながら支えています。
　総勢20名といった少ない部員数ではありますが、昨年度の関東大
学アイスホッケーリーグ戦での4部降格という結果の悔しさを胸に、
今年度は『3部復帰』という目標を掲げ、日々練習に励んでおります。
　また我が部では部員こそ少ないですが、その中でも先輩後輩の繋が
りは深くお互いの信頼も厚い上に、プレーヤーはもちろんマネー
ジャーを含め部員全員仲が良いことも魅力の一つだと誇っています。
　最後になりましたが、アイスホッケー部をいつも支えて下さり私達に
成長する場を与えてくださる、学生センターの方々および大学関係
者の方々、OB・OGの方々に部員一同より感謝の意を表したいと思
います。また、お時間があるときには、試合や練習を見に来ていただ
けると光栄です。
　さらなる成長と飛躍を目指し部員一丸となり頑張っていきますので、
これからもご支援、ご声援の程をよろしくお願いします。

輔仁会アイススケート部ホッケー部門　　中村　友美

輔仁会アイススケート部

課外活動
レポート

保健センターだより

ヘルス・サポート

学生相談室
学年末休講・春季休業中の開室日および開室時間について
■開室日　下記の閉室日を除き、平常通りに開室しています。
■閉室日　日曜・祭日　ただし3月20日（火）卒業式は開室
　　　　　入試期間2月7日（火）～2月10日（金）
■開室時間　月～金曜日　9：30 ～17：00
　　　　　　土曜日　9：30 ～12：30
　　　　　　＊図書の貸出等も通常通り
■予約・問い合わせ　Tel 03-3986-0221　内線2514
＊ご相談は来室された時になるべく応じるようにしておりますが、予約
状況によってはお待たせすることもございます。希望のお時間に
確実に相談を受けたい方は、事前に電話にて予約されることを
おすすめします。

トレーニングルームの利用について

　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　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。

■場所　西2号館地下2階

※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。

■ 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

平成２４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。無地であれば色は問いません。
（刺しゅう、プリントなど飾りのないもの）
●会場で問診票を記入してもらいます。黒のボールペンを持参してください。
●ネックレス、口紅、マニキュアなどは遠慮してください。
●頭頂部でまとめた髪型は、身長測定ができませんのでご注意ください。
●メガネ、コンタクトレンズ使用者は、矯正視力を測定します。
●受診中は携帯電話の電源を切ってください。電磁波の影響により、検査
機器が誤作動することがあります。

●健康診断中の貴重品管理は、個人の責任のもとに行ってください。
●期間中、指定された日時に受けられない場合は、他の日時で受けてください。
●健康診断で再検査が必要な方には、封書またはG-Portでご連絡します。
●健康診断の結果は、5月末までに受診者全員に通知します。
●健康診断を受けていない場合や、学年で指定された項目を受けなかった
ときは、健康診断証明書の発行はできませんので、ご注意ください。

定期健康診断を表の日程により実施します。年に一度は健康チェックをしましょう。

●平成２４年度定期健康診断実施日程
4/2（月） 4/3（火） 4/4（水） 4/5（木） 4/6（金）

男　子 女　子 男　子 女　子 女　子

2年生全員
3年生（理）
4年生全員

2年生（文・理）
4年生全員

1年生
3年生（法・経・文）
大学院生

専門職大学院
　法務研修生
　法務研究生

1年生
2年生（法・経）
大学院生

専門職大学院
　法務研修生
　法務研究生

3年生全員

※編入学生、再入学生、転部・転科生は、該当学年で受けてください。　※学年指定時間に受けられない場合は、期間中、他学年の日時に受けてください。
※混雑緩和のため、学科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。

受付　 午前８時３０分～１１時３０分   午後１時～４時　　　※最終日（4/6）のみ、午前8：30～11：30で終了します　

①西5号館B1教室集合　②受付で学生証提示
③更衣→１F学生ホールへ　④学生ホール→下記の項目を受ける

新入生（学部1年生）
西5号館201・202・303教室にてガイダンス（新入学生行事日程表参照）

【４年生・大学院生・専門職大学院】　身長・体重・視力・血圧・胸部X線・内科診察（簡易聴力）　　【２・３年生】　身長・体重・血圧・胸部X線・内科診察
【１年生】　身長・体重・血圧・胸部X線・尿検査・内科診察（簡易聴力）　　※内科診察時、医師から指示があった場合のみ心電図検査があります。

※健康診断を受けるには学生証が必要になります。必ず携帯してください。　※会場で問診票を記入していただきます。黒のボールペンを持参してください。
※ホームページのキャンパスライフ「健康管理」でも案内しています。

学長室保健センター　☎03－5992－1258

日　程

対象学生

時　間

順　序

項　目

摘　要
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■フィギュア部門

　私たちアイススケート部フィギュア部門は、現在男子1名、女子9名
の計10名で活動しています。活動内容といたしましては、高田馬場シ
チズンアイススケートリンクにて毎週火曜日の放課後一般氷上練
習、毎週木曜日の朝の貸切氷上練習、学内での隔週土曜日の陸上ト
レーニングをしています。
　 突然ですが、皆さんフィギュアスケートと聞いて何を想像します
か？…大学生から始めるのは難しいスポーツ。とお考えの方も多いの
ではないでしょうか？
　確かにフィギュアスケートは幼少期から始める人が多いスポーツ
ですが、私たちの部員のほぼ全員は大学に入ってから始めました。そ
してスケートを滑り始めてから一年後には皆ジャンプやスピン等の技
が出来るようになります。人によって上達速度は異なりますが、3・4年
生になる頃には全国大会に出場出来る程にまで上達します。
　私たち学習院大学フィギュアスケート部は、毎年予選を勝ち抜い
て全国大会に出場しています。昨年は、全国大会で団体3位という
結果を残すことが出来ました。今年も予選を勝ち抜き、全国大会へ
の出場が決定しています。現在、全国大会に向けて日々練習に励ん
でいます。

　これからスケートシーズンが到来します、皆さんも、スケートを滑っ
てみてはいかがでしょうか？

輔仁会アイススケート部フィギュア部門　主将 佐久間　梓

■ホッケー部門

　みなさん、アイスホッケーというスポーツをご存じでしょうか。
　アイスホッケーは氷上の格闘技とも呼ばれ、氷の上で双方６人の
プレーヤーがスティックを操り、パックを取り合い、そして相手のゴール
にいれ得点を競う競技です。
　プレーヤーは全員スケート靴を履いており、相手選手に対しボディ
チェックも可能な為、スピーディーかつパワフルな競技であることが
最大の魅力です。
　カナダやアメリカと違い日本ではマイナースポーツとして扱われて
しまっていることや、氷上でのスポーツであること、ボディチェックが
激しいことにより、多くの人に敬遠されがちなスポーツではあります
が、大学のアイスホッケー部の部員の過半数は大学から始めた人と
いう意外に始めやすいスポーツです。
　我が部でも部員の大半が未経験者であることで、同期の間で、時
には学年を超え、刺激しあい成長することができ、マネージャーもそ
んなプレーヤー達を陰ながら支えています。
　総勢20名といった少ない部員数ではありますが、昨年度の関東大
学アイスホッケーリーグ戦での4部降格という結果の悔しさを胸に、
今年度は『3部復帰』という目標を掲げ、日々練習に励んでおります。
　また我が部では部員こそ少ないですが、その中でも先輩後輩の繋が
りは深くお互いの信頼も厚い上に、プレーヤーはもちろんマネー
ジャーを含め部員全員仲が良いことも魅力の一つだと誇っています。
　最後になりましたが、アイスホッケー部をいつも支えて下さり私達に
成長する場を与えてくださる、学生センターの方々および大学関係
者の方々、OB・OGの方々に部員一同より感謝の意を表したいと思
います。また、お時間があるときには、試合や練習を見に来ていただ
けると光栄です。
　さらなる成長と飛躍を目指し部員一丸となり頑張っていきますので、
これからもご支援、ご声援の程をよろしくお願いします。

輔仁会アイススケート部ホッケー部門　　中村　友美

輔仁会アイススケート部

課外活動
レポート

保健センターだより

ヘルス・サポート

学生相談室
学年末休講・春季休業中の開室日および開室時間について
■開室日　下記の閉室日を除き、平常通りに開室しています。
■閉室日　日曜・祭日　ただし3月20日（火）卒業式は開室
　　　　　入試期間2月7日（火）～2月10日（金）
■開室時間　月～金曜日　9：30 ～17：00
　　　　　　土曜日　9：30 ～12：30
　　　　　　＊図書の貸出等も通常通り
■予約・問い合わせ　Tel 03-3986-0221　内線2514
＊ご相談は来室された時になるべく応じるようにしておりますが、予約
状況によってはお待たせすることもございます。希望のお時間に
確実に相談を受けたい方は、事前に電話にて予約されることを
おすすめします。

トレーニングルームの利用について

　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　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。

■場所　西2号館地下2階

※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。

■ 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

平成２４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。無地であれば色は問いません。
（刺しゅう、プリントなど飾りのないもの）
●会場で問診票を記入してもらいます。黒のボールペンを持参してください。
●ネックレス、口紅、マニキュアなどは遠慮してください。
●頭頂部でまとめた髪型は、身長測定ができませんのでご注意ください。
●メガネ、コンタクトレンズ使用者は、矯正視力を測定します。
●受診中は携帯電話の電源を切ってください。電磁波の影響により、検査
機器が誤作動することがあります。

●健康診断中の貴重品管理は、個人の責任のもとに行ってください。
●期間中、指定された日時に受けられない場合は、他の日時で受けてください。
●健康診断で再検査が必要な方には、封書またはG-Portでご連絡します。
●健康診断の結果は、5月末までに受診者全員に通知します。
●健康診断を受けていない場合や、学年で指定された項目を受けなかった
ときは、健康診断証明書の発行はできませんので、ご注意ください。

定期健康診断を表の日程により実施します。年に一度は健康チェックをしましょう。

●平成２４年度定期健康診断実施日程
4/2（月） 4/3（火） 4/4（水） 4/5（木） 4/6（金）

男　子 女　子 男　子 女　子 女　子

2年生全員
3年生（理）
4年生全員

2年生（文・理）
4年生全員

1年生
3年生（法・経・文）
大学院生

専門職大学院
　法務研修生
　法務研究生

1年生
2年生（法・経）
大学院生

専門職大学院
　法務研修生
　法務研究生

3年生全員

※編入学生、再入学生、転部・転科生は、該当学年で受けてください。　※学年指定時間に受けられない場合は、期間中、他学年の日時に受けてください。
※混雑緩和のため、学科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。

受付　 午前８時３０分～１１時３０分   午後１時～４時　　　※最終日（4/6）のみ、午前8：30～11：30で終了します　

①西5号館B1教室集合　②受付で学生証提示
③更衣→１F学生ホールへ　④学生ホール→下記の項目を受ける

新入生（学部1年生）
西5号館201・202・303教室にてガイダンス（新入学生行事日程表参照）

【４年生・大学院生・専門職大学院】　身長・体重・視力・血圧・胸部X線・内科診察（簡易聴力）　　【２・３年生】　身長・体重・血圧・胸部X線・内科診察
【１年生】　身長・体重・血圧・胸部X線・尿検査・内科診察（簡易聴力）　　※内科診察時、医師から指示があった場合のみ心電図検査があります。

※健康診断を受けるには学生証が必要になります。必ず携帯してください。　※会場で問診票を記入していただきます。黒のボールペンを持参してください。
※ホームページのキャンパスライフ「健康管理」でも案内しています。

学長室保健センター　☎03－5992－1258

日　程

対象学生

時　間

順　序

項　目

摘　要
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学生緊急時連絡先届

連絡先の氏名（フリガナ） メールアドレス 備考連絡方法

電子メール

2012年度　学習院大学※提出方法については裏面をお読みください。

■記入上の注意
1.学生に関わることで、本学よりご家族に対し緊急連絡をする際に使用しますので、学生とご家族で話し合ってお決めください。
2.連絡先は、念のために3箇所以上のご記入をお願いします。（上記以外の例：父の勤務先、母の勤務先、祖父の自宅等）
3.連絡をする際の優先順位がある場合は、備考欄にご記入ください。
4.届出内容に変更が生じた場合は、学生センター学生課に申し出てください。

（※本届出は目的以外には一切使用いたしません。）

緊急時連絡先

（フリガナ） （　　　　　　　　　　　　 ）

学生氏名

生年月日 西暦　　　　 年　　　月　　  日

男　　　　　女

学部（研究科）　　　　　  学科（専攻）

性　別

所　属学籍番号

学生情報

父の携帯電話

母の携帯電話

連絡方法 連絡先の氏名（フリガナ） 電話番号 備考

学習院大学通信　COMPASS vol.52　2012年1月12日発行　次号の発行は4月になります。　◆編集発行◆　学習院大学学生センター学生課　東京都豊島区目白1-5-1
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学習院NOW
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●修了式・卒業式・入学式日程について
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06

表紙写真：平成23年12月4日（日）に戸田オリンピックボートコースで開催された第50回学内ボート大会

本誌掲載の内容は、変更になる場合があります。最新情報については、学習院大学ホームページにてご確認をお願いします。（http://www.gakushuin.ac.jp/univ/）

在学生・保証人のみなさまへ

学生緊急時連絡先届の記入について（お願い）

　学生に関わることで、本学よりご家族に対し緊急連絡をする際の連絡先の届出

（３箇所以上）をお願いいたします。

　本誌（学習院大学通信ＣＯＭＰＡＳＳ５２号）に同封の「学生緊急時連絡先届」にご記入

のうえ、平成２３年度成績表の交付時に提出していただくようお願いいたします。

【平成２３年度成績表の交付について】

期　間：平成２４年３月２３日（金）・２６日（月）・２７日（火）〔３日間〕

場　所：西５号館１階多目的ホール

時　間：９時～１６時３０分（昼休み１１時２０分～１２時３０分）

【学生緊急時連絡先届の見本】

学生センター学生課

※本届出様式は、全学生に同封しておりますが、平成24年3月に卒業又は修了する学生は
　提出する必要はありません。

compass_vol.51_h1-4_2011.12.19_入稿


	compass52_h1.pdf
	compass52_p2.pdf
	compass52_p3.pdf
	compass52_p4.pdf
	compass52_p5.pdf
	compass52_p6.pdf
	compass52_p7.pdf
	compass52_p8.pdf
	compass52_p9.pdf
	compass52_p10.pdf
	compass52_p11.pdf
	compass52_p12.pdf
	compass52_p13.pdf
	compass52_p14.pdf
	compass52_p15.pdf
	compass52_p16.pdf
	compass52_p17.pdf
	compass52_p18.pdf
	compass52_p19.pdf
	compass52_h4.pdf

