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学習院大学通信

夏季休業中の事務取扱時間
夏季休業期間中の土・日曜日と8月11日（土）〜15（水）の夏季一斉休業期間は、大学事務取扱窓口（学生センター
相談室

キャリアセンター

保健センター

理学部事務室

アドミッションセンター

学生

国際交流センター）
は閉室します。

証明書自動発行機も利用できませんのでご注意ください。学部学科事務室・研究室・その他窓口につきましては、別途掲示・HP
等で確認してください。
項

目

期

間

曜

日

時

間

備

考

月〜日

8：00〜18：00

正門は平常どおり開閉

月〜金
土・日

8：40〜16：45
休業

※1
証明書自動発行機利用時間
9：00〜16：45

月〜金
土
土（8月のみ）
・日祝

9：00〜18：00
9：00〜14：00
閉館

月〜金
土
土（8月のみ）
・日祝

9：00〜17：00
9：00〜12：30
閉室

月〜金
土・日

9：30〜17：30
閉館

※1

学生相談室

火・木 開室
（上記以外 閉室）

9：30〜17：00

※1

大学図書館

月〜金
土・日

8：50〜18：00
休館

※1

法経図書センター

月〜金
土・日

8：50〜20：00
休館

※1

理学部図書室

月〜金
土・日

9：00〜16：30
休室

※2

西門開閉時間
事務部門
（保健センター含む）

【事務取扱】

計算機センター
8月1日
（水）
〜9月13日
（木）
史料館
学芸員課程事務室

電力供給の関係により開室状況を
変更することがありますので、
ホームページまたは掲示を
確認してください。
他の実習室の
開室状況も記載しています。

※1：8月11日〜15日は閉室、休館となります。 ※2：8月11日〜19日は休室となります。

夏季休業中の売店・食堂 他 営業日及び営業案内
店

名

日 程
7/2 （月）〜 7/21
（土）

時

間

7/23
（月）〜 8/3 （金） 短縮 （平日09:00〜16:30 土日祝休業）
大学売店

7/2 （月）〜 7/28
（土）
サブウェイ

時

間

（平日09:00〜17:00
通常 土曜10:00〜14:00 日祝休業）

7/29
（日）〜 9/13
（木） 休業

8/27
（月）〜 9/13
（木） 短縮 （平日09:00〜16:30 土日祝休業）

7/2 （月）〜 7/31
（火） 通常 （平日08:30〜19:00
土曜08:30〜17:00 日祝休業）

（平日09:00〜18:00
土曜09:00〜12:20 日祝休業）

8/1 （水）〜 8/10
（金） 短縮 （平日09:00〜17:00 土日祝休業）

通常

カフェ・ラ・スリゼ

7/29
（日）〜 9/13
（木） 休業
9/14
（金）〜

通常

8/11
（土）〜 8/15
（水） 休業
8/16
（木）〜 9/13
（木） 短縮 （平日09:00〜17:00 土日祝休業）

（平日11:00〜19:00
土曜11:00〜14:00 日祝休業）

7/2 （月）〜 7/21
（土） 通常 （平日11:00〜21:00
土曜11:00〜17:00 日祝休業）

9/14
（金）〜
セブン・イレブン

通常

（平日08:30〜19:00
土曜08:30〜17:00 日祝休業）

7/1 （日）〜 9/30
（日） 通常 （07:00〜22:00）
（平日10:00〜18:00
土曜10:00〜13:00 日祝休業）

7/23
（月）〜 8/10
（金） 短縮 （平日11:00〜17:00 土日祝休業）

7/2 （月）〜 7/21
（土） 通常

8/11
（土）〜 8/19
（日） 休業

7/23
（月）〜 8/10
（金） 短縮 （平日10:00〜17:00 土日祝休業）

8/20
（月）〜 9/13
（木） 短縮 （平日11:00〜17:00 土日祝休業）
（平日11:00〜21:00
通常 土曜11:00〜17:00 日祝休業）

9/14
（金）〜

成文堂

8/11
（土）〜 8/15
（水） 休業
8/16
（木）〜 9/13
（木） 短縮 （平日10:00〜17:00 土日祝休業）
9/14
（金）〜

通常

（平日10:00〜18:00
土曜10:00〜13:00 日祝休業）

※大学売店、大学食堂、
カフェ・ラ・スリゼについては、8/4（土）
・5（日）
はオープンキャンパスのため営業いたします。

【大学売店】
10:00〜16:00 【大学食堂】
11:00〜16:30
（1階）11:00〜14:00
（2階 麺コーナー）9:00〜16:30
（2階 さくらラウンジ）
【カフェ・ラ・スリゼ】
10:00〜16:00
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学習院大学通信

2012年5月21日7時34分
北2号館 屋上にて撮影（地学研究会）

通常 （平日09:00〜17:00
土曜10:00〜14:00 日祝休業）

9/14
（金）〜

7/2 （月）〜 7/28
（土） 通常 （平日11:00〜19:00
土曜11:00〜14:00 日祝休業）

目白倶楽部
松本楼

日 程

名

8/4 （土）〜 8/26
（日） 休業

9/14
（金）〜

大学食堂

店

（平日09:00〜18:00
通常 土曜09:00〜12:20 日祝休業）

●地学研究会の活動について
●フットサル同好会の活動について

夏季休業中の事務取扱時間
夏季休業中の売店・食堂 他
営業日及び営業案内

裏表紙
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学生諸君へ
学生センター所長 桂木隆夫

学習院
NOW

飲 酒 行 為について

大学の節電・省エネルギー対策への
協力のお願い

君たちは、大学生になって交際範囲も広がり、飲酒を伴う懇親会や宴会の場に出席する機会が増えた
ことだろう。仲間や先輩後輩を交えてお酒を飲みながら親しく語り合うことは、大学生としての醍醐味でも
あり、社会生活を送る上でも有意義なことと思うが、残念ながら飲酒に伴う悲劇的な事故も後をたたない。
法律により、未成年者の飲酒行為が禁じられていることは承知していると思うが、
たとえ成年であっても、
上級生が下級生に飲酒を強いたり、仲間同士で飲酒が断れない雰囲気を作ってしまうことは大いに問題
であり、意識してそのような場を作らないという各自の自覚が必要である。
飲酒行為の果てに命を落とすようなことも、命を落とさせるようなことも、決してしてはならないのだと
いうことを、もう一度、ひとり一人深く考えてみてほしい。

学長室経営企画課

省エネルギー推進委員会

の飲酒を防止しその機会を見過ごしてはならないと定めており、未成年者に飲酒
を勧めた場合は、勧めた人が罰せられることになります。

の1日あたりの最大電力実績ピーク時より一律15％カットする節電

目標をたてて夏期の電力の節電・省エネに取り組み、目標を大きく
上回る節電効果を得ることができました。

今年は昨年のような、エレベータなどの使用制限は実施いたしま

せんが、引き続き、
こまめな節電対策の実施を予定していますので、

ご協力をお願いします。

それでは、
目白キャンパスでは年間どれくらいのエネルギーを消費

平成２３年度までの6年間の比較です。

年

理性的な行動ができなくなり、犯罪行為や危険行為を起こす可能性が上がります。

ガ ス
（m ）

気（ｋｗｈ）

505,699

19年度

11,517,122

542,865

20年度

11,572,595

497,610

21年度

11,973,132

454,305

22年度

12,709,170

724,150

２３年度

11,164,782

645,878

昨年度は学校あげての節電に取り組んだ効果で電気、
ガスともに

使用量を大幅に減じることに成功しました。

平成２２年度から適用された改正省エネ法では目白キャンパス全体

でエネルギー使用量の届出義務を負うこととなり、一層の省エネの

推進及び設定した削減目標を学習院の全ての学校で達成していく

ことが求められています。

インターネット・コミュニケーション・ツー ル の
使 い 方について
この頃、ブログやツイッターへの書き込みを発端とした騒動やトラブルが後を絶たない。何気なく発信
したことが思わぬ広がりを見せ、友人をひどく傷つけてしまったり、家族や出身校等にまで影響が及ぶ結
果になり、自分では到底責任が取れなくなって大学が解決に関与せざるを得ない状況も少なくない。

エネルギー使用は、天候や気温に左右される要素が大きいもの

ですから、
日頃の省エネルギー対策が重要になります。

Ⅰ. 大学が実施する省エネルギー対策
■1. 冷暖房の設定温度の調整
大学では、平成24年度の教室の冷暖房の温度を下記のとおり

設定し、節電・省エネルギー対策に取り組んでいます。

君たちが友人間の情報共有のためだけに使用しているつもりのものでも、実際には不特定多数の人が

区

別

見ることが出来るものが多いということに気を付けて使用してほしい。殊に、画像･動画は悪用ケースも

冷
暖

多く、それらは、流出してからでは止められないのが現状であるから、使用にあたっては慎重に判断する
ことを求めたい。

運転期間

設定温度

運転期間

房

６月１０日〜９月３０日

２８℃

運転開始は使用開始時刻の２０分

房

１１月２０日〜４月 ５日

２０℃

前、
運転終了は使用終了の時刻

但し、運転をしない期間でも、外気温を見て、適宜運転又は運転を

中止します。

建

物

場

所

照明の
全体本数

間引数

１本あたり
電力量

節電する
電力量

４０本

１３本

250W

3.25KW

350本

110本

32W

3.52KW

３８２本

8W

3.06KW

78本

32W

2.50KW

１階学生
ホール

西５号館

西５号館 ４階事務室
地下
富士見会館
1階〜６階
２〜11階の
中央教育
エレベーター
研究棟
ホール

■3. 夏季の温水洗浄便座の停止
台

数 １台あたりの電力量

節電する電力量

電源OFF

１１０台

20W

2.20KW

暖房便座のみOFF

１４５台

17W

2.47KW

3

11,385,936

身体の各機能（脳、内臓、性腺機能等）に障害を及ぼす恐れがあります。

社会性に対する影響

電

度

18年度

身体的影響

自己規制がきかなくなり、アルコール依存症を発症しやすくなります。

下表は一例ですが、
間引きするだけでこんなに節電になります。

停止内容

●目白キャンパス（大学、中高等科、幼稚園）の
年間エネルギー使用量比較

特に未成年者の飲酒行為には、次のような悪影響が心配されます。

精神面における影響

各建物の照明を間引きすることで省エネルギーに取り組んでいます。

昨年度は3月11日に発生した東日本大震災の影響から、一昨年夏

しているのでしょうか。下表は、目白キャンパスの平成１８年度から

未成年者飲酒禁止法は、未成年者の飲酒を禁じると共に、家族や大人は、未成年者

■2. 照明の間引

■4. 平成24年度の省エネルギー対策工事について
対

象

実施工事内容

1

中央教育研究棟６Ｆ

南側事務室・研究室の窓に遮熱フィルム貼り

2

キャンパス内各所

水道・ガス、電力メーター遠隔監視用設備工事

Ⅱ. 教職員が実践する節電＆省エネルギー対策
■1. 省エネのための職員の軽装について

（クールビズおよびウォ−ムビズの実施）

職員は夏季にクールビズ
（ノーネクタイ、
ノー上着の軽装）、冬季に

ウォームビズを実施します。今年のクールビズの開始時期は、昨年度と
同様、
５月２１日から実施しています。
ク ー ル ビ ズ の実施期間

平成２４年５月２1日〜９月３０日

ウオームビズの実施期間

平成２４年１２月〜平成２５年３月（予定）

■2. 節電＆省エネのための夏季一斉休業の実施
盛夏の電力消費が極大化する時期に一斉休業を実施することで、

冷房・照明費用の節減を目的に昨年の夏休み期間に、事務部門は

５日間の一斉休業を本格実施しました。

その結果、
かなりの省エネ効果が確認できました。

今年も、
夏季一斉休業を実施します
（8月11日〜15日）
、
あわせて８月

中の土・日曜日を連休とします。
この期間は事務部門は閉室になります。
●平成２４年度の夏季一斉休業期間
夏季一斉休業（5日間）

平成２４年８月11日
（土）
〜８月15日
（水）

8月中は土曜日が休業

8月11日、18日、25日の土曜日が休業

また、教室毎に冷暖房が調整できるように改善しています。

02

03
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果になり、自分では到底責任が取れなくなって大学が解決に関与せざるを得ない状況も少なくない。

エネルギー使用は、天候や気温に左右される要素が大きいもの

ですから、
日頃の省エネルギー対策が重要になります。

Ⅰ. 大学が実施する省エネルギー対策
■1. 冷暖房の設定温度の調整
大学では、平成24年度の教室の冷暖房の温度を下記のとおり

設定し、節電・省エネルギー対策に取り組んでいます。

君たちが友人間の情報共有のためだけに使用しているつもりのものでも、実際には不特定多数の人が

区

別

見ることが出来るものが多いということに気を付けて使用してほしい。殊に、画像･動画は悪用ケースも

冷
暖

多く、それらは、流出してからでは止められないのが現状であるから、使用にあたっては慎重に判断する
ことを求めたい。

運転期間

設定温度

運転期間

房

６月１０日〜９月３０日

２８℃

運転開始は使用開始時刻の２０分

房

１１月２０日〜４月 ５日

２０℃

前、
運転終了は使用終了の時刻

但し、運転をしない期間でも、外気温を見て、適宜運転又は運転を

中止します。

建

物

場

所

照明の
全体本数

間引数

１本あたり
電力量

節電する
電力量

４０本

１３本

250W

3.25KW

350本

110本

32W

3.52KW

３８２本

8W

3.06KW

78本

32W

2.50KW

１階学生
ホール

西５号館

西５号館 ４階事務室
地下
富士見会館
1階〜６階
２〜11階の
中央教育
エレベーター
研究棟
ホール

■3. 夏季の温水洗浄便座の停止
台

数 １台あたりの電力量

節電する電力量

電源OFF

１１０台

20W

2.20KW

暖房便座のみOFF

１４５台

17W

2.47KW

3

11,385,936

身体の各機能（脳、内臓、性腺機能等）に障害を及ぼす恐れがあります。

社会性に対する影響

電

度

18年度

身体的影響

自己規制がきかなくなり、アルコール依存症を発症しやすくなります。

下表は一例ですが、
間引きするだけでこんなに節電になります。

停止内容

●目白キャンパス（大学、中高等科、幼稚園）の
年間エネルギー使用量比較

特に未成年者の飲酒行為には、次のような悪影響が心配されます。

精神面における影響

各建物の照明を間引きすることで省エネルギーに取り組んでいます。

昨年度は3月11日に発生した東日本大震災の影響から、一昨年夏

しているのでしょうか。下表は、目白キャンパスの平成１８年度から

未成年者飲酒禁止法は、未成年者の飲酒を禁じると共に、家族や大人は、未成年者

■2. 照明の間引

■4. 平成24年度の省エネルギー対策工事について
対

象

実施工事内容

1

中央教育研究棟６Ｆ

南側事務室・研究室の窓に遮熱フィルム貼り

2

キャンパス内各所

水道・ガス、電力メーター遠隔監視用設備工事

Ⅱ. 教職員が実践する節電＆省エネルギー対策
■1. 省エネのための職員の軽装について

（クールビズおよびウォ−ムビズの実施）

職員は夏季にクールビズ
（ノーネクタイ、
ノー上着の軽装）、冬季に

ウォームビズを実施します。今年のクールビズの開始時期は、昨年度と
同様、
５月２１日から実施しています。
ク ー ル ビ ズ の実施期間

平成２４年５月２1日〜９月３０日

ウオームビズの実施期間

平成２４年１２月〜平成２５年３月（予定）

■2. 節電＆省エネのための夏季一斉休業の実施
盛夏の電力消費が極大化する時期に一斉休業を実施することで、

冷房・照明費用の節減を目的に昨年の夏休み期間に、事務部門は

５日間の一斉休業を本格実施しました。

その結果、
かなりの省エネ効果が確認できました。

今年も、
夏季一斉休業を実施します
（8月11日〜15日）
、
あわせて８月

中の土・日曜日を連休とします。
この期間は事務部門は閉室になります。
●平成２４年度の夏季一斉休業期間
夏季一斉休業（5日間）

平成２４年８月11日
（土）
〜８月15日
（水）

8月中は土曜日が休業

8月11日、18日、25日の土曜日が休業

また、教室毎に冷暖房が調整できるように改善しています。

02
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Ⅱ. 教職員が実践する節電＆省エネルギー対策
■3. パソコン、
マルチメディア機器の電源ＯＦＦの励行、
プリンター、
コピー機等の共用による運転台数削減

事務室、
研究室では、
会議などで一定時間離席する場合のパソコン､

マルチメディア機器の電源ＯＦＦの励行及びプリンター、
コピー機等の共
用による運転台数の削減を実施しています。

大学としての省エネルギー対策への取り組みも８年目になります。

学生の皆さんの協力が大学の省エネルギー推進に大きな影響を
与えると考えています。

普段は
「省エネルギーなんて意識していない」
という学生も、
「自宅

の省エネ・節電について」考えるついでに『キャンパスの省エネ＆
節電』についても考えてみてください。

以

また、事務室で使用する電気ポットの運転台数削減なども実施して

上

南7号館
（自然科学研究棟）
を有する理学部では、
5月から各学科教

員を中心にして南7号館省エネ推進委員会を発足させ、
施設部とともに
省エネルギー活動について具体的な推進施策を実施しています。

Ⅲ. 学生の皆さんも協力できる大学の省エネルギー対策
・
・
・大切なことは、
エネルギーを消費しているとういう感覚をもつことです。
平成22年４月から地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく、

東京都環境確保条例の規制の強化が開始されました。

地球温暖化防止のためには二酸化炭素
（CO₂）
の排出量を減らすこ

とが重要であり、
学校におけるエネルギー消費による二酸化炭素
（CO₂）
の排出量の削減は、
毎月使用している電気、
ガス、
水道、
の使用量を削

減することです。
中でも電気の使用量を減らすことは、一番の省エネル

ギー対策となります。

■1. 教室等の照明について ⇒

使用していない教室の照明は、
こまめに消灯する。

例えば、西５号館201教室で、9時から１8時まで点灯し続けた場

合、省エネタイプの蛍光灯へ切り替える前の１日あたりの電気代は約
900円かかっていました。

平成１９年夏に省エネタイプの高効率の蛍光灯に変更した結果、

電気代は約700円まで削減されました。

西5号館201教室を例にして、1年間使用していない時間帯にこま

めに電 気を消し続けると、
１日１時 間の節 電でも授 業 期 間 中で、
約14,000円の節約になります。

夏季休業中の海外渡航について
多くの方が、夏季休業を利用して、海外への旅行、語学留学、
クラ

ブ活動の合宿やゼミ旅行、ボランティア活動などを計画していると

思います。慣れない外国では、犯罪など予期せぬトラブルに巻き込ま

れる可能性が十分にありますので、渡航前に必ず、外務省海外ホーム
ページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
などで現地の状況や

安全対策を確認し
「自分の身は自分で守る」
ことを念頭に行動して

いる方は、渡航計画の再検討をお願いします。

なお、
クラブ活動の合宿などを外国で実施する場合には、必ず事前

に学生課まで所定の届け出をしてください。

＜ 海外渡航のワンポイント・アドバイス ＞
■常備薬の準備
●一般的な渡航には、風邪薬（総合感冒薬、解熱鎮痛薬等）、
胃腸薬

（整腸薬、消化薬等）点眼薬、救急絆創膏などを用意しましょう。
しかし必要以上の携行はトラブルのもとです。

●冒険旅行目的の場合や感染症の多い地域に行く場合は、成田空港

検疫所や旅行会社等で衛生状態をよく調べ、防虫スプレー、消毒薬

など必要な薬を持参しましょう。

●医師から処方されている人は、必ずその薬、処方箋を持って行き
ましょう。

学生の皆さんも使用していない教室の照明がついていたら、消灯の

■海外渡航中に病気になった時

■2. 冷暖房運転期間中の対策について ⇒

扉、
ブラインド、
カーテンを閉めきる。

冷暖房の運転中の教室の扉を開け放しにしておくと、余計なエネ

ルギー消費となります。特に冷房運転中には、教室の扉を閉めること

に加えてブラインド、
カーテンを閉めきることにより冷房効率をアップ
することができます。

学生の皆さんも冷房の運転中の教室の扉は必ず閉め、
カーテンを

閉めきることの協力をお願いします。

04

ため、新情報を収集しましょう。

【都内で予防接種を実施している主な機関】
（財）
日本検疫衛生協会

東京診療所

TEL 03-3201-0848

横浜診療所

TEL 045-671-7041

TEL

0476-34-2310

●病気になって現地の医療機関にかかる場合は、
ホテルのフロントや

旅行会社に問い合わせましょう。
なお多くの国では、救急車の利用

は有料になっています。

●コレラ汚染区域に指定されている国から帰国したときは、検疫所で

症状の有無について申告する必要があります。
それ以外の国から

の帰国であっても、現地で下痢や発熱などの症状があった場合は、
検疫所の健康相談室で相談しましょう。

●海外旅行保険などに入っておくと、
いざというときの費用負担が軽
減されます。現地の医療機関が発行する入院証明書や請求書・領

配偶者間や近親者間で起こる暴力を一般的にDV（ドメスティック・

バイオレンス）
といい、
交際相手など親密な間柄で起こる暴力を
「デート
DV」
と呼んでいます。
デートDVは、
殴る・蹴るなどの身体的暴力だけで

なく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力も当てはまります。
これらの
暴力は人権侵害として認められています。

●エポック10電話相談
（豊島区立男女平等推進センター）
TEL 03-3980-7830

（日祝日と毎月最終月曜を除く月曜日から土曜日 午前9時〜午後5時 ※12時〜
午後1時を除く）

＜ 注意！＞
海外で「タトゥー」
（ 入れ墨）
を入れる人が増えていますが、

針からHIVや肝炎などに感染するケースがあります。

●東京ウィメンズプラザ TEL 03-5467-2455（毎日 午前9時〜午後9時）
●東京都女性相談センター TEL 03-5261-3911（夜間・緊急時）

将来的に就職が不利になる場合や、
加入している生命保険会社

からの給付金などの支払いが受けられなくなる場合や、医療

機関での検査（MRI検査など）
が、受けられないこともあります。

全学的な授業評価アンケートの
実施について

後悔しないようによく考えて行動してください。

●学

若い時の価値観は、年齢と共に変化していくものですから、

長

福井憲彦

平成24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

外務省より危険情報が発出されている国、地域への渡航を考えて

＊成田空港検疫所相談コーナー

協力をお願いします。

早い時期からの準備が必要です。
また、流行情報は刻々と変化する

ください。

これは1つの教室の節電ですが、現在大学で使用している教室

数を、単純に掛算するとかなりの金額の節約になります。

●行き先によっては、
予防接種を3回程度接種するものもありますので、

詳しくは厚生労働省検疫所ホームページ参照 http://www.forth.go.jp

いきます。

■4. 南7号館省エネ推進委員会がスタート

■デートDV相談窓口

■行き先別予防接種

困ったときのホットライン

＜授業評価アンケート実施期間＞
■第１学期

■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

■第２学期

7月4日
（水）
〜７月17日
（火）

12月11日
（火）
〜12月24日
（月）

学生による授業評価の取り組みは、平成18年度から始まったもの

ですが、受講生にアンケートを実施し、
そのフィードバックによる授業改

■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

記のとおり全学的に実施いたします。

TEL 03-3842-0946

（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日

午前9時〜午後5時）

善を目的としています。

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。

●都立中部総合精神保健福祉センター TEL 03-3302-7575
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日

午前9時〜午後5時）

●都立多摩総合精神保健福祉センター TEL 042-371-5560
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日 午前9時〜午後5時）

■心の電話相談
●東京都夜間こころの電話相談 TEL 03-5155-5028
（毎日午後5時から午後10時 ※受付は午後9時30分まで）

●Tokyo English Life Line（9am-11pm daily） TEL 03-5774-0992
●社会福祉法人 東京いのちの電話
（24時間）TEL 03-3264-4343

第57回

甲南戦開幕

第57回甲南戦（学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦）の

開会式が、
さる４月28日
（土）、本学において開催されました。甲南

戦は、神戸の甲南大学との間で、
スポーツを通じ交流を深め互いに
切磋琢磨することを目的として行われている運動競技大会で、12

月8日
（土）の閉会式まで熱戦がくりひろげられます。

甲南大学はスポーツ推薦入学制度をもつ強豪です。前回、学習院

大学が優勝を果たしたのは、第37回（平成５年度）大会でした。各部会

ともさらにレベルアップをはかり、20年ぶりの優勝を目指してください。
みなさんの健闘を期待します。

収書は必ず持ち帰るようにしてください。
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Ⅱ. 教職員が実践する節電＆省エネルギー対策
■3. パソコン、
マルチメディア機器の電源ＯＦＦの励行、
プリンター、
コピー機等の共用による運転台数削減

事務室、
研究室では、
会議などで一定時間離席する場合のパソコン､

マルチメディア機器の電源ＯＦＦの励行及びプリンター、
コピー機等の共
用による運転台数の削減を実施しています。

大学としての省エネルギー対策への取り組みも８年目になります。

学生の皆さんの協力が大学の省エネルギー推進に大きな影響を
与えると考えています。

普段は
「省エネルギーなんて意識していない」
という学生も、
「自宅

の省エネ・節電について」考えるついでに『キャンパスの省エネ＆
節電』についても考えてみてください。

以

また、事務室で使用する電気ポットの運転台数削減なども実施して

上

南7号館
（自然科学研究棟）
を有する理学部では、
5月から各学科教

員を中心にして南7号館省エネ推進委員会を発足させ、
施設部とともに
省エネルギー活動について具体的な推進施策を実施しています。

Ⅲ. 学生の皆さんも協力できる大学の省エネルギー対策
・
・
・大切なことは、
エネルギーを消費しているとういう感覚をもつことです。
平成22年４月から地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく、

東京都環境確保条例の規制の強化が開始されました。

地球温暖化防止のためには二酸化炭素
（CO₂）
の排出量を減らすこ

とが重要であり、
学校におけるエネルギー消費による二酸化炭素
（CO₂）
の排出量の削減は、
毎月使用している電気、
ガス、
水道、
の使用量を削

減することです。
中でも電気の使用量を減らすことは、一番の省エネル

ギー対策となります。

■1. 教室等の照明について ⇒

使用していない教室の照明は、
こまめに消灯する。

例えば、西５号館201教室で、9時から１8時まで点灯し続けた場

合、省エネタイプの蛍光灯へ切り替える前の１日あたりの電気代は約
900円かかっていました。

平成１９年夏に省エネタイプの高効率の蛍光灯に変更した結果、

電気代は約700円まで削減されました。

西5号館201教室を例にして、1年間使用していない時間帯にこま

めに電 気を消し続けると、
１日１時 間の節 電でも授 業 期 間 中で、
約14,000円の節約になります。

夏季休業中の海外渡航について
多くの方が、夏季休業を利用して、海外への旅行、語学留学、
クラ

ブ活動の合宿やゼミ旅行、ボランティア活動などを計画していると

思います。慣れない外国では、犯罪など予期せぬトラブルに巻き込ま

れる可能性が十分にありますので、渡航前に必ず、外務省海外ホーム
ページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
などで現地の状況や

安全対策を確認し
「自分の身は自分で守る」
ことを念頭に行動して

いる方は、渡航計画の再検討をお願いします。

なお、
クラブ活動の合宿などを外国で実施する場合には、必ず事前

に学生課まで所定の届け出をしてください。

＜ 海外渡航のワンポイント・アドバイス ＞
■常備薬の準備
●一般的な渡航には、風邪薬（総合感冒薬、解熱鎮痛薬等）、
胃腸薬

（整腸薬、消化薬等）点眼薬、救急絆創膏などを用意しましょう。
しかし必要以上の携行はトラブルのもとです。

●冒険旅行目的の場合や感染症の多い地域に行く場合は、成田空港

検疫所や旅行会社等で衛生状態をよく調べ、防虫スプレー、消毒薬

など必要な薬を持参しましょう。

●医師から処方されている人は、必ずその薬、処方箋を持って行き
ましょう。

学生の皆さんも使用していない教室の照明がついていたら、消灯の

■海外渡航中に病気になった時

■2. 冷暖房運転期間中の対策について ⇒

扉、
ブラインド、
カーテンを閉めきる。

冷暖房の運転中の教室の扉を開け放しにしておくと、余計なエネ

ルギー消費となります。特に冷房運転中には、教室の扉を閉めること

に加えてブラインド、
カーテンを閉めきることにより冷房効率をアップ
することができます。

学生の皆さんも冷房の運転中の教室の扉は必ず閉め、
カーテンを

閉めきることの協力をお願いします。
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ため、新情報を収集しましょう。

【都内で予防接種を実施している主な機関】
（財）
日本検疫衛生協会

東京診療所

TEL 03-3201-0848

横浜診療所

TEL 045-671-7041

TEL

0476-34-2310

●病気になって現地の医療機関にかかる場合は、
ホテルのフロントや

旅行会社に問い合わせましょう。
なお多くの国では、救急車の利用

は有料になっています。

●コレラ汚染区域に指定されている国から帰国したときは、検疫所で

症状の有無について申告する必要があります。
それ以外の国から

の帰国であっても、現地で下痢や発熱などの症状があった場合は、
検疫所の健康相談室で相談しましょう。

●海外旅行保険などに入っておくと、
いざというときの費用負担が軽
減されます。現地の医療機関が発行する入院証明書や請求書・領

配偶者間や近親者間で起こる暴力を一般的にDV（ドメスティック・

バイオレンス）
といい、
交際相手など親密な間柄で起こる暴力を
「デート
DV」
と呼んでいます。
デートDVは、
殴る・蹴るなどの身体的暴力だけで

なく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力も当てはまります。
これらの
暴力は人権侵害として認められています。

●エポック10電話相談
（豊島区立男女平等推進センター）
TEL 03-3980-7830

（日祝日と毎月最終月曜を除く月曜日から土曜日 午前9時〜午後5時 ※12時〜
午後1時を除く）

＜ 注意！＞
海外で「タトゥー」
（ 入れ墨）
を入れる人が増えていますが、

針からHIVや肝炎などに感染するケースがあります。

●東京ウィメンズプラザ TEL 03-5467-2455（毎日 午前9時〜午後9時）
●東京都女性相談センター TEL 03-5261-3911（夜間・緊急時）

将来的に就職が不利になる場合や、
加入している生命保険会社

からの給付金などの支払いが受けられなくなる場合や、医療

機関での検査（MRI検査など）
が、受けられないこともあります。

全学的な授業評価アンケートの
実施について

後悔しないようによく考えて行動してください。

●学

若い時の価値観は、年齢と共に変化していくものですから、

長

福井憲彦

平成24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

外務省より危険情報が発出されている国、地域への渡航を考えて

＊成田空港検疫所相談コーナー

協力をお願いします。

早い時期からの準備が必要です。
また、流行情報は刻々と変化する

ください。

これは1つの教室の節電ですが、現在大学で使用している教室

数を、単純に掛算するとかなりの金額の節約になります。

●行き先によっては、
予防接種を3回程度接種するものもありますので、

詳しくは厚生労働省検疫所ホームページ参照 http://www.forth.go.jp

いきます。

■4. 南7号館省エネ推進委員会がスタート

■デートDV相談窓口

■行き先別予防接種

困ったときのホットライン

＜授業評価アンケート実施期間＞
■第１学期

■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

■第２学期

7月4日
（水）
〜７月17日
（火）

12月11日
（火）
〜12月24日
（月）

学生による授業評価の取り組みは、平成18年度から始まったもの

ですが、受講生にアンケートを実施し、
そのフィードバックによる授業改

■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

記のとおり全学的に実施いたします。

TEL 03-3842-0946

（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日

午前9時〜午後5時）

善を目的としています。

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。

●都立中部総合精神保健福祉センター TEL 03-3302-7575
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日

午前9時〜午後5時）

●都立多摩総合精神保健福祉センター TEL 042-371-5560
（祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日 午前9時〜午後5時）

■心の電話相談
●東京都夜間こころの電話相談 TEL 03-5155-5028
（毎日午後5時から午後10時 ※受付は午後9時30分まで）

●Tokyo English Life Line（9am-11pm daily） TEL 03-5774-0992
●社会福祉法人 東京いのちの電話
（24時間）TEL 03-3264-4343

第57回

甲南戦開幕

第57回甲南戦（学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦）の

開会式が、
さる４月28日
（土）、本学において開催されました。甲南

戦は、神戸の甲南大学との間で、
スポーツを通じ交流を深め互いに
切磋琢磨することを目的として行われている運動競技大会で、12

月8日
（土）の閉会式まで熱戦がくりひろげられます。

甲南大学はスポーツ推薦入学制度をもつ強豪です。前回、学習院

大学が優勝を果たしたのは、第37回（平成５年度）大会でした。各部会

ともさらにレベルアップをはかり、20年ぶりの優勝を目指してください。
みなさんの健闘を期待します。

収書は必ず持ち帰るようにしてください。
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試 験について

学習院
NOW
安倍能成記念教育基金奨学生の
選考結果

北京外国語大学（中国）、アルカラ大学シスネロス校
（スペイン）との新規協定締結について

６月13日開催の科長会議において、平成24年度安倍能成記念

平成24年、
学習院大学では、
北京外国語大学
（中国）
およびアルカラ

教育基金奨学金の給付者（大学院学生5名、大学学部学生14名）

大学シスネロス校
（スペイン）
との間で交流協定が締結されました。

に優れた学生を厳選して給付されるものです。

教育機関で、国家教育部直属の重点大学です。名称は外国語大学

が決定しました。安倍能成記念教育基金奨学金は、成績・人物共

交付式は、
６月14日、創立百周年記念会館第１会議室・第２会

議室において行われました。

長

福井憲彦

●学生センター所長

ですが、言語だけでなく、国際関係や法律に関する学部も設置され

本学にとって、中国の大学との協定締結は3校目、
スペインの大学

してください。なお、優秀賞の論文内容は
「COMPASS」
で紹介して
います。
「COMPASS」バックナンバーは学生課ホームページでご覧

ます活性化していくことが期待されます。

1．テーマ『新しい社会ネットワークの可能性』

twitterやFacebookなどの急速な普及にともない、
新しい形の社会

ネットワークが大きな影響力をもつようになりました。
しかしSNSは、
私たち

の社会に新しい可能性をもたらしただけでなく、同時にプライバシーと

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

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。

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

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

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
万一、不正行為があった場合には、
「定期試験における不正行為

者への懲戒内規」
に基づき処分を行う方針であるから特に自戒を切
望する。

平成24年７月

ある。切に諸君の自戒・自粛を望む。
平成24年７月

学

なお、北京外国語大学については、平成24年度協定留学プロ

長

留学生バス旅行を実施しました

平成24年度

実施日程・時間など

●大学・大学院 ７月23日
（月）
〜７月31日
（火）

（授業予備期間 ７月30日
（月）
〜７月31日
（火）
の2日間を含む）

5月15日の開学記念日に国際交流センターでは、箱根への留学

生バス旅行を実施しました。寄木細工のコースターを作ったり、温泉

学期末試験

●法科大学院 ７月23日
（月）
〜8月3日
（金）

1 時限

9時00分〜10時30分

2 時限

10時50分〜12時20分

3 時限

13時10分〜14時40分

4 時限

15時00分〜16時30分

総合基礎科目
（外国語科目およびスポーツ・健康科学科目以外）

5 時限

16時50分〜18時20分

＜90分または120分で行う科目＞

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。

6 時限

18時40分〜20時10分

し、紙媒体（１部）
と電子媒体の両方を提出してください。

学期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。

パブリックなものとの関係についてさまざまな問題を生じさせても

います。新しい技術によって可能になった社会ネットワークをより効果

的に活用し、
その問題点を乗りこえていく ためには、
具体的にどのよう

なことが必要とされるのか、学生の皆さんの提言をお待ちしています。
2．応募資格 本学在学生

入浴体験などをし、参加した41名の留学生たちは日本有数の観光

地である箱根で日本文化を堪能できたようです。
「 他の国の留学生

とも友達になれた」、
「よい体験ができて充実した一日が過ごせた」
と

参加者から嬉しい声が聞かれました。次回の留学生バス旅行は、
秋頃を予定しております。

大学院生・法科大学院生・科目等履修生を含む。
連名及び複数名可。

3．原稿字数 12,000字以内、1図表は200字換算

表紙に、学籍番号・学部学科・学年・氏名・住所・電話番号を明記

＜60分で行う科目＞

総合基礎科目
（外国語科目およびスポーツ・健康科学科目）

＜90分で行う科目＞

試験本部は多目的

専門科目

教職に関する科目・博物館に関する科目

ホール
（西5号館1階）
に設ける。

法科大学院科目

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。

4．提出期間 平成24年9月3日（月）〜9月28日（金）

※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

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

学生センター所長

グラム第2期派遣学生を追加募集し、5月11日に締め切りました。

いただけます。

（http://www.gakushuin.ac.jp/univ/stu/student/p07/07-1.html）

本年度学期末試験が７月23日
（月）
から始まるが、試験に臨むに当

り、履修要覧『履修について』
「８．試験について」、法科大学院履修

成果をあげてほしい。

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

とは当校が１校目であり、本学の海外協定校との交流が、今後ます

■学 期 末 試 験にあたって

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

創立されました。アルカラ大学に10あるカレッジの一つとして位置
行われています。

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

示

すでに発表されたとおり、来る７月23日
（月）
から学期末試験が行わ

という決意と、誘惑を斥ける勇気である。
これまで再三の注意にもかか

づけられているシスネロス校は、教育学を中心に、外国語教育等が

桂木隆夫

■告

学期末試験について

ています。

アルカラ大学は、
ヨーロッパ最古の大学の一つとして、1499年に

平成24年度
「学生の提言」募集について
●学

北京外国語大学は、1941年に創立された、中国最高峰の外国語

平成24年度

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）

佳作：賞状・副賞3万円

7．その他 優秀賞の論文内容は、
「 学習院大学通信COMPASS」
第56号、授賞者全員の論文内容は、大学ホームページ（12月
頃）
に掲載します。

寄木細工体験教室で、完成した作品と一緒に

◆受験上の注意

（1）履修登録した授業科目でなければ受験することはできない。

（2）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
平成24年度ハラスメント相談窓口相談員の氏名訂正について
4月に配布したCOMPASSに記載されている相談員の氏名に一部誤りがございました。関係各位にお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させて
頂きます。
（氏名以外の情報に変更はございません。）
（正）清水

06

順子（経済学部経済学科教員）

（誤）清水

純子（経済学部経済学科教員）

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

にして常に机上に呈示しておかなければならない。

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

い。学生証を忘失した者に対しては、試験期間中に限り特別

ければならない。

（4）学生証を携帯しない者は、
いかなる事情があっても受験できな

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
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試 験について
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NOW
安倍能成記念教育基金奨学生の
選考結果

北京外国語大学（中国）、アルカラ大学シスネロス校
（スペイン）との新規協定締結について

６月13日開催の科長会議において、平成24年度安倍能成記念

平成24年、
学習院大学では、
北京外国語大学
（中国）
およびアルカラ

教育基金奨学金の給付者（大学院学生5名、大学学部学生14名）

大学シスネロス校
（スペイン）
との間で交流協定が締結されました。

に優れた学生を厳選して給付されるものです。

教育機関で、国家教育部直属の重点大学です。名称は外国語大学

が決定しました。安倍能成記念教育基金奨学金は、成績・人物共

交付式は、
６月14日、創立百周年記念会館第１会議室・第２会

議室において行われました。

長

福井憲彦

●学生センター所長

ですが、言語だけでなく、国際関係や法律に関する学部も設置され

本学にとって、中国の大学との協定締結は3校目、
スペインの大学

してください。なお、優秀賞の論文内容は
「COMPASS」
で紹介して
います。
「COMPASS」バックナンバーは学生課ホームページでご覧

ます活性化していくことが期待されます。

1．テーマ『新しい社会ネットワークの可能性』

twitterやFacebookなどの急速な普及にともない、
新しい形の社会

ネットワークが大きな影響力をもつようになりました。
しかしSNSは、
私たち

の社会に新しい可能性をもたらしただけでなく、同時にプライバシーと

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

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。

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

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

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
万一、不正行為があった場合には、
「定期試験における不正行為

者への懲戒内規」
に基づき処分を行う方針であるから特に自戒を切
望する。

平成24年７月

ある。切に諸君の自戒・自粛を望む。
平成24年７月

学

なお、北京外国語大学については、平成24年度協定留学プロ

長

留学生バス旅行を実施しました

平成24年度

実施日程・時間など

●大学・大学院 ７月23日
（月）
〜７月31日
（火）

（授業予備期間 ７月30日
（月）
〜７月31日
（火）
の2日間を含む）

5月15日の開学記念日に国際交流センターでは、箱根への留学

生バス旅行を実施しました。寄木細工のコースターを作ったり、温泉

学期末試験

●法科大学院 ７月23日
（月）
〜8月3日
（金）

1 時限

9時00分〜10時30分

2 時限

10時50分〜12時20分

3 時限

13時10分〜14時40分

4 時限

15時00分〜16時30分

総合基礎科目
（外国語科目およびスポーツ・健康科学科目以外）

5 時限

16時50分〜18時20分

＜90分または120分で行う科目＞

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。

6 時限

18時40分〜20時10分

し、紙媒体（１部）
と電子媒体の両方を提出してください。

学期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。

パブリックなものとの関係についてさまざまな問題を生じさせても

います。新しい技術によって可能になった社会ネットワークをより効果

的に活用し、
その問題点を乗りこえていく ためには、
具体的にどのよう

なことが必要とされるのか、学生の皆さんの提言をお待ちしています。
2．応募資格 本学在学生

入浴体験などをし、参加した41名の留学生たちは日本有数の観光

地である箱根で日本文化を堪能できたようです。
「 他の国の留学生

とも友達になれた」、
「よい体験ができて充実した一日が過ごせた」
と

参加者から嬉しい声が聞かれました。次回の留学生バス旅行は、
秋頃を予定しております。

大学院生・法科大学院生・科目等履修生を含む。
連名及び複数名可。

3．原稿字数 12,000字以内、1図表は200字換算

表紙に、学籍番号・学部学科・学年・氏名・住所・電話番号を明記

＜60分で行う科目＞

総合基礎科目
（外国語科目およびスポーツ・健康科学科目）

＜90分で行う科目＞

試験本部は多目的

専門科目

教職に関する科目・博物館に関する科目

ホール
（西5号館1階）
に設ける。

法科大学院科目

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。

4．提出期間 平成24年9月3日（月）〜9月28日（金）

※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

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

学生センター所長

グラム第2期派遣学生を追加募集し、5月11日に締め切りました。

いただけます。

（http://www.gakushuin.ac.jp/univ/stu/student/p07/07-1.html）

本年度学期末試験が７月23日
（月）
から始まるが、試験に臨むに当

り、履修要覧『履修について』
「８．試験について」、法科大学院履修

成果をあげてほしい。

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

とは当校が１校目であり、本学の海外協定校との交流が、今後ます

■学 期 末 試 験にあたって

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

創立されました。アルカラ大学に10あるカレッジの一つとして位置
行われています。

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

示

すでに発表されたとおり、来る７月23日
（月）
から学期末試験が行わ

という決意と、誘惑を斥ける勇気である。
これまで再三の注意にもかか

づけられているシスネロス校は、教育学を中心に、外国語教育等が

桂木隆夫

■告

学期末試験について

ています。

アルカラ大学は、
ヨーロッパ最古の大学の一つとして、1499年に

平成24年度
「学生の提言」募集について
●学

北京外国語大学は、1941年に創立された、中国最高峰の外国語

平成24年度

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）

佳作：賞状・副賞3万円

7．その他 優秀賞の論文内容は、
「 学習院大学通信COMPASS」
第56号、授賞者全員の論文内容は、大学ホームページ（12月
頃）
に掲載します。

寄木細工体験教室で、完成した作品と一緒に

◆受験上の注意

（1）履修登録した授業科目でなければ受験することはできない。

（2）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
平成24年度ハラスメント相談窓口相談員の氏名訂正について
4月に配布したCOMPASSに記載されている相談員の氏名に一部誤りがございました。関係各位にお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させて
頂きます。
（氏名以外の情報に変更はございません。）
（正）清水

06

順子（経済学部経済学科教員）

（誤）清水

純子（経済学部経済学科教員）

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

にして常に机上に呈示しておかなければならない。

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

い。学生証を忘失した者に対しては、試験期間中に限り特別

ければならない。

（4）学生証を携帯しない者は、
いかなる事情があっても受験できな

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
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試 験について
◆受験上の注意

（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、
バッグ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

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（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及び代理受験をすること。

（6）他人の答案をのぞき見て写したり、自己の答案を写させたり
すること。

（7）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。

08

キャリアアップ
サ ポ ート

◆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）学期末試験追試験対象科目

第１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 8月3日
（金）
まで
（法科大学院は8月8日
（水）
まで）
（3）手続時間は下記のとおり
月〜金曜日
土曜日

日曜日

８：50〜16：00

８：50〜12：00
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、試験期間には健

康に充分留意すること。

キャリアセンター
1〜3年生へ
■就職ガイダンス
〔3年生・博士前期課程１年生対象〕
●日時：9月19日
（水）
・20日
（木）18：00〜19：30
●会場：記念会館正堂
●対象：19日
（水）法・政・済・営
20日
（木）左記以外
※2014年卒業（修了）予定の就職希望予定者は、全員参加してください。
※就職活動に役立つ
「ツール」
「業界研究」
を配付予定です。
■マスコミ・広告セミナー
「放送・広告・新聞・出版」
などのマスコミ業界を目指す学生のため、
その分野で活躍をされている先輩方をお招きし、課外セミナーを開講
しています。
「放送・広告・新聞・出版」のコース別に、前期は各1回で
全4回の講義を、後期は各3回で全12回の講義を実施いたします。
前期は各業界について、必要な能力・適性を知り、希望する業界の
自分にとっての可能性を探る内容です。
後期は就職活動もいよいよ本番に近づくため、各業界の就職試験
の実状を含め、
より実践的な内容となります。
●実施時期:
■ 前期：6月5日
（火）
〜6月26日
（火）
の火曜日
（終了）
■ 後期：10月〜11月
■ 5月〜6月アナウンサーセミナー
（6回）
を実施（終了）
●講義時間：18：10〜19：40
●対象学生：マスコミ業界・アナウンサーに興味のある学生
（大学・女子大学全学年）
（後期募集について）
●申込受付期間：9月下旬〜10月上旬
●ガ イ ダ ン ス：9月26日
（水）
日程・講師等について変更がある場合は、
立て看板等で周知します。

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
就職内定または就職以外の進路が決まり次第、全員が必ず提出してください。
就職が内定した方は、就職活動についてのアンケート及び就職活動
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。
■推薦状交付の取扱い
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
●受付・交付場所：キャリアセンター窓口
●交付日：申込日の翌日
（事務室閉室日は含みません）
●事務室開室時間：8：40〜16：45（11：30〜12：30を除く）
（注意事項）
●推薦状の提出をした者は、原則として内定辞退はできません。
●推薦状の交付が受けられるのは、原則として１人１回のみです。

●夏季休業期間中
（8／1〜9／13）
の土・日曜日および8／11〜15
（夏季一斉休業日）
は発行業務を行いません。
●申込時に、印鑑を持参してください。

その他
■卒業生の個人情報提供について
就職活動でOB・OG訪問等をするために、本学卒業生の住所・電話番号
等個人情報の閲覧を希望する学生は、次の委細にしたがってご利用ください。
●資料の種類
①「過去5年入社リスト
（企業名50音順）」
（在籍者が少ない等の
理由で過去５年以前の対象者を閲覧したい場合は、受付にそ
の旨を申出てください。）
②
「在社名簿」
（企業より提供される本学の卒業生の在籍者リスト）
●利用方法
１．
キャリアセンター受付にて学生証を呈示の上、申請用紙に必
要事項を記入する。
２．資料の貸し出しを受ける。
３．資料より必要箇所を書き写す。
（コピー・写真撮影等は厳禁です。）
４．使用後、資料を受付に返却し、
申請用紙の該当箇所に返却済
のチェックをする。
（注意事項）
●卒業生に連絡した結果、訪問等を断られた場合は、必ずキャリア
センターへ連絡をしてください。
このようなケースは、
これ以降、訪
問等不可としてデータ登録を行い、資料より削除します。
●就職活動でOB・OG訪問をする目的以外に使用すること及び複
製・他の者への譲渡は厳禁です。
（人物照会について）
キャリアセンターでは、学生あるいは既卒者の就職希望先より、
人物照会を求められることが稀にあります。本人の就職活動を有
利に取り計らっていただくため、在学中にG-Portに登録されている
「進路登録票」
の該当部分より、必要事項を回答します。
不都合な方は、
お申し出いただければ回答はいたしません。
■就職相談
就職活動に関する個人相談を事務室開室時間中に行っていま
す。G-Portで申込みをしてください。学年は問いません。就職活動
について、
どんな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
夏季休業中も、就職に関する情報は多く入ってきます。常にキャリ
アセンターHP・キャリアセンター掲示板、G-Port等を注目するよう
に心掛けてください。特に、西5号館4階のキャリアセンターにある掲
示板を、常に確認してください。
〈ホームページアドレス〉http://ca-gakushuin.jp/
■キャリアセンター資料室の活用
キャリアセンター資料室は、
キャリアセンターの隣にあります。
就職に関
する様々な資料及び公務員試験関係の資料を取り揃えています。就職
関連資料・書籍・情報誌等を閲覧したい学生は是非利用してください。
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試 験について
◆受験上の注意

（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、
バッグ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

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（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及び代理受験をすること。

（6）他人の答案をのぞき見て写したり、自己の答案を写させたり
すること。

（7）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。
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キャリアアップ
サ ポ ート

◆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）学期末試験追試験対象科目

第１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 8月3日
（金）
まで
（法科大学院は8月8日
（水）
まで）
（3）手続時間は下記のとおり
月〜金曜日
土曜日

日曜日

８：50〜16：00

８：50〜12：00
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、試験期間には健

康に充分留意すること。

キャリアセンター
1〜3年生へ
■就職ガイダンス
〔3年生・博士前期課程１年生対象〕
●日時：9月19日
（水）
・20日
（木）18：00〜19：30
●会場：記念会館正堂
●対象：19日
（水）法・政・済・営
20日
（木）左記以外
※2014年卒業（修了）予定の就職希望予定者は、全員参加してください。
※就職活動に役立つ
「ツール」
「業界研究」
を配付予定です。
■マスコミ・広告セミナー
「放送・広告・新聞・出版」
などのマスコミ業界を目指す学生のため、
その分野で活躍をされている先輩方をお招きし、課外セミナーを開講
しています。
「放送・広告・新聞・出版」のコース別に、前期は各1回で
全4回の講義を、後期は各3回で全12回の講義を実施いたします。
前期は各業界について、必要な能力・適性を知り、希望する業界の
自分にとっての可能性を探る内容です。
後期は就職活動もいよいよ本番に近づくため、各業界の就職試験
の実状を含め、
より実践的な内容となります。
●実施時期:
■ 前期：6月5日
（火）
〜6月26日
（火）
の火曜日
（終了）
■ 後期：10月〜11月
■ 5月〜6月アナウンサーセミナー
（6回）
を実施（終了）
●講義時間：18：10〜19：40
●対象学生：マスコミ業界・アナウンサーに興味のある学生
（大学・女子大学全学年）
（後期募集について）
●申込受付期間：9月下旬〜10月上旬
●ガ イ ダ ン ス：9月26日
（水）
日程・講師等について変更がある場合は、
立て看板等で周知します。

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
就職内定または就職以外の進路が決まり次第、全員が必ず提出してください。
就職が内定した方は、就職活動についてのアンケート及び就職活動
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。
■推薦状交付の取扱い
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
●受付・交付場所：キャリアセンター窓口
●交付日：申込日の翌日
（事務室閉室日は含みません）
●事務室開室時間：8：40〜16：45（11：30〜12：30を除く）
（注意事項）
●推薦状の提出をした者は、原則として内定辞退はできません。
●推薦状の交付が受けられるのは、原則として１人１回のみです。

●夏季休業期間中
（8／1〜9／13）
の土・日曜日および8／11〜15
（夏季一斉休業日）
は発行業務を行いません。
●申込時に、印鑑を持参してください。

その他
■卒業生の個人情報提供について
就職活動でOB・OG訪問等をするために、本学卒業生の住所・電話番号
等個人情報の閲覧を希望する学生は、次の委細にしたがってご利用ください。
●資料の種類
①「過去5年入社リスト
（企業名50音順）」
（在籍者が少ない等の
理由で過去５年以前の対象者を閲覧したい場合は、受付にそ
の旨を申出てください。）
②
「在社名簿」
（企業より提供される本学の卒業生の在籍者リスト）
●利用方法
１．
キャリアセンター受付にて学生証を呈示の上、申請用紙に必
要事項を記入する。
２．資料の貸し出しを受ける。
３．資料より必要箇所を書き写す。
（コピー・写真撮影等は厳禁です。）
４．使用後、資料を受付に返却し、
申請用紙の該当箇所に返却済
のチェックをする。
（注意事項）
●卒業生に連絡した結果、訪問等を断られた場合は、必ずキャリア
センターへ連絡をしてください。
このようなケースは、
これ以降、訪
問等不可としてデータ登録を行い、資料より削除します。
●就職活動でOB・OG訪問をする目的以外に使用すること及び複
製・他の者への譲渡は厳禁です。
（人物照会について）
キャリアセンターでは、学生あるいは既卒者の就職希望先より、
人物照会を求められることが稀にあります。本人の就職活動を有
利に取り計らっていただくため、在学中にG-Portに登録されている
「進路登録票」
の該当部分より、必要事項を回答します。
不都合な方は、
お申し出いただければ回答はいたしません。
■就職相談
就職活動に関する個人相談を事務室開室時間中に行っていま
す。G-Portで申込みをしてください。学年は問いません。就職活動
について、
どんな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
夏季休業中も、就職に関する情報は多く入ってきます。常にキャリ
アセンターHP・キャリアセンター掲示板、G-Port等を注目するよう
に心掛けてください。特に、西5号館4階のキャリアセンターにある掲
示板を、常に確認してください。
〈ホームページアドレス〉http://ca-gakushuin.jp/
■キャリアセンター資料室の活用
キャリアセンター資料室は、
キャリアセンターの隣にあります。
就職に関
する様々な資料及び公務員試験関係の資料を取り揃えています。就職
関連資料・書籍・情報誌等を閲覧したい学生は是非利用してください。
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インフォメーション

学生センター

学生センター

学生課

施設部

大学ホームページ内【授業関連情報】のご案内

部会室での盗難に注意！ 施錠確認を忘れずに！
毎年、夏季休業期間中に黎明会館等を狙った盗難事件が発生して

います。部室が不在となる場合は、短時間であっても必ず施錠してくだ

さい。
また、貴重品類は部室内に置かず、責任者が一括して保管する
など、被害に遭わないように心掛けてください。

休講情報・定期試験情報・学年暦・履修要覧・時間割・シラバス等

の一部の情報については、大学ホームページ上にて公開しています。
また、
【授業関連情報】の「教務課からのお知らせ」
にも重要な連絡

アクセス方法

後期分の教室使用については、8月27日（月）13時から富士見

会館403・404で調整会議を行います。

なお、10〜11月分の富士見会館ホール・集会所を使用希望の場

合は､「 施設使用希望届」を9月14日（金）までに学生課課外活動
調整会議は９月21日（金）13時から富士見会館403・404で

※9月14日以降の申込については別途、施設部窓口前及び輔仁
会館事務室前に受付開始日を掲示しています。
ご確認ください。

馬場門及び南門周辺の車道に自転車が停められています。違法駐

輪は通行に迷惑をかけ、
緊急車輌の妨害になりますので、
固く禁じます。

ただし、ホームページ上に掲載されている情報は限られたも

夏季休業期間中の工事について

のとなります。必ず、北1号館西側掲示場・南7号館掲示場（理学

部用）及び学習院大学ポータルサイト
「G-Port」を随時確認して

ください。

を、9月下旬より開始します。

募集要項の配布等、詳細については、国際交流センターホーム

ページ
「新着情報」欄および各学部（学科）事務室に掲示するポス

ター、G-Port等でお知らせします。

なお、第１期派遣学生募集（韓国、タイ、オーストラリア、ニュー

ジーランド）
は、
６月21日に締め切りました。

「海外短期語学研修奨学金」
および
「海外ボランティア活動奨励金」
について

今年も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、

建物周辺に足場等が設置されたり、
正門から多くの工事車輌が入構し

■夏季休業期間中に行われる主な大型工事 （予定）
◆北１号館 改修工事
◆北２号館 各階 事務室等 網戸設置工事
◆西５号館 自動ドア化工事
◆西５号館 屋上熱源ポンプ オーバーホール
◆南１号館 耐震補強改修工事
◆南２号館 設備関係改修工事
◆大学図書館 乃木室 計算機室改修工事
◆大学図書館 １階 開架図書室 窓枠交換工事
◆輔仁会館 高圧ケーブル更新工事
◆輔仁会館 本館 ３階 ガスエアコン更新工事
◆輔仁会館 西館 トイレ改修工事

財務部会計課
学費納入について

平成24年度第２期分の納付金振込依頼書（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、
保証人の住所を変更した学生のうち、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 平成24年９月7日
（金）

中国、韓国、アメリカ、
イギリス、
ドイツ、
フランス、
イタリア、アイス

ランド等の協定校への協定留学プログラムによる派遣学生の募集

ます。
安全には万全を期しますが、
通行等の際には十分注意してください。

行います。

平成24年度第2期分

平成25年度協定留学プログラム
（第2期）
派遣学生募集について

夏季休業中
（8月1日〜9月13日）
の貸出は一切行いません。

違法駐輪について

【授業関連情報】学習院大学→ 在学生の方→ 授業関連情報

国際交流センター

輔仁会館集会室貸出

事項が掲載されるので、随時確認するようにしてください。

課外活動後期分使用教室等の申込について

窓口へ提出してください。

教務課

●納付期限 平成24年10月1日
（月）

国際交流センターでは、夏季休業中に海外にて短期語学研修に

参加したり、ボランティア活動に従事した学生の皆さんを応援する

ため、標記の制度を設けています。

今夏、上記のような活動を計画している方は、G-Portにて募集要

項を配布しますので、確認の上、是非ご活用ください。

http://www.gakushuin.ac.jp/univ/cie/）
（ホームページでも確認できます。
なお、奨学金・奨励金の給付については、帰国後の申請に基づき

行われます
（昨年度の支給実績：海外短期語学研修奨学金120名、
海外ボランティア活動奨励金10名）。

新しい在留管理制度について

※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

入学年度

学部・研究科

大

法
経

学
済

学

平成21〜24年度

平成20年度

平成19年度

平成18〜16年度

部

333,000

333,000

319,000

305,000

部

333,000

333,000

319,000

305,000

学

文

学

部

375,000

375,000

360,000

345,000

理

学

部

527,000

508,000

489,000

470,000

大
学
院

法 学 研 究 科

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

政治学研究科

博士前期課程

254,000

254,000

240,000

240,000

〃

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

経済学研究科

博士前期課程

254,000

254,000

240,000

240,000

〃

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

経営学研究科

博士前期課程

254,000

254,000

240,000

240,000

〃

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

人文科学研究科

博士前期課程

255,000

255,000

240,000

240,000

〃

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

自然科学研究科

博士前期課程

344,000

344,000

325,000

325,000

〃

博士後期課程

325,000

325,000

325,000

325,000

557,000

557,000

−

−

専門職大学院法務研究科
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計算機センター

（単位：円）

計算機センター継続利用認定試験

7月9日
（月）
より、新しい在留管理制度がスタートしますので、外国

籍の方はご留意ください。詳細は、入国管理局ホームページより確認

できます。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact̲1/index.html

計算機センターでは、継続利用認定試験を行っております。
この認

大学史料館

定試験に合格すると、
「初等情報処理１」
あるいは
「情報処理入門１」

の単位を取得しなくても卒業まで継続して利用することができます。
た

だし、
この認定試験は上級者向け
（ネチケットに関しても熟知している

講演会のご案内

こと）
ですので、初心者は必ず
「初等情報処理１」
を履修してください。

【日

時】 7月28日
（土）13：00〜
（予定）

【応募条件】

●計算機センターの利用登録をしていない学部学生のうち、コン
ピューターの使用方法を既に習得済みの学生。

●
「初等情報処理1」
あるいは
「情報処理入門1」
以外の授業で利用登

録をした学部学生のうち、
コンピューターの使用方法を既に習得済

みの学生。
（現在、
「初等情報処理1」
あるいは
「情報処理入門1」
の

史料館講座68

日 時

平成24年9月15日
（土）14：00〜15：30

講

師

題

名 「御門と日本の門建築」

会

東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学専攻
特任教授 ウィリアム・コールドレイク
ミカド

場

百周年記念会館1階正堂

◆入場無料・申し込み不要

授業を履修中の学生は、
この試験を受けることはできません。
）

※詳細は計算機センター事務室までお問い合わせください。
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学生センター

学生課

施設部

大学ホームページ内【授業関連情報】のご案内

部会室での盗難に注意！ 施錠確認を忘れずに！
毎年、夏季休業期間中に黎明会館等を狙った盗難事件が発生して

います。部室が不在となる場合は、短時間であっても必ず施錠してくだ

さい。
また、貴重品類は部室内に置かず、責任者が一括して保管する
など、被害に遭わないように心掛けてください。

休講情報・定期試験情報・学年暦・履修要覧・時間割・シラバス等

の一部の情報については、大学ホームページ上にて公開しています。
また、
【授業関連情報】の「教務課からのお知らせ」
にも重要な連絡

アクセス方法

後期分の教室使用については、8月27日（月）13時から富士見

会館403・404で調整会議を行います。

なお、10〜11月分の富士見会館ホール・集会所を使用希望の場

合は､「 施設使用希望届」を9月14日（金）までに学生課課外活動
調整会議は９月21日（金）13時から富士見会館403・404で

※9月14日以降の申込については別途、施設部窓口前及び輔仁
会館事務室前に受付開始日を掲示しています。
ご確認ください。

馬場門及び南門周辺の車道に自転車が停められています。違法駐

輪は通行に迷惑をかけ、
緊急車輌の妨害になりますので、
固く禁じます。

ただし、ホームページ上に掲載されている情報は限られたも

夏季休業期間中の工事について

のとなります。必ず、北1号館西側掲示場・南7号館掲示場（理学

部用）及び学習院大学ポータルサイト
「G-Port」を随時確認して

ください。

を、9月下旬より開始します。

募集要項の配布等、詳細については、国際交流センターホーム

ページ
「新着情報」欄および各学部（学科）事務室に掲示するポス

ター、G-Port等でお知らせします。

なお、第１期派遣学生募集（韓国、タイ、オーストラリア、ニュー

ジーランド）
は、
６月21日に締め切りました。

「海外短期語学研修奨学金」
および
「海外ボランティア活動奨励金」
について

今年も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、

建物周辺に足場等が設置されたり、
正門から多くの工事車輌が入構し

■夏季休業期間中に行われる主な大型工事 （予定）
◆北１号館 改修工事
◆北２号館 各階 事務室等 網戸設置工事
◆西５号館 自動ドア化工事
◆西５号館 屋上熱源ポンプ オーバーホール
◆南１号館 耐震補強改修工事
◆南２号館 設備関係改修工事
◆大学図書館 乃木室 計算機室改修工事
◆大学図書館 １階 開架図書室 窓枠交換工事
◆輔仁会館 高圧ケーブル更新工事
◆輔仁会館 本館 ３階 ガスエアコン更新工事
◆輔仁会館 西館 トイレ改修工事

財務部会計課
学費納入について

平成24年度第２期分の納付金振込依頼書（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、
保証人の住所を変更した学生のうち、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 平成24年９月7日
（金）

中国、韓国、アメリカ、
イギリス、
ドイツ、
フランス、
イタリア、アイス

ランド等の協定校への協定留学プログラムによる派遣学生の募集

ます。
安全には万全を期しますが、
通行等の際には十分注意してください。

行います。

平成24年度第2期分

平成25年度協定留学プログラム
（第2期）
派遣学生募集について

夏季休業中
（8月1日〜9月13日）
の貸出は一切行いません。

違法駐輪について

【授業関連情報】学習院大学→ 在学生の方→ 授業関連情報

国際交流センター

輔仁会館集会室貸出

事項が掲載されるので、随時確認するようにしてください。

課外活動後期分使用教室等の申込について

窓口へ提出してください。

教務課

●納付期限 平成24年10月1日
（月）

国際交流センターでは、夏季休業中に海外にて短期語学研修に

参加したり、ボランティア活動に従事した学生の皆さんを応援する

ため、標記の制度を設けています。

今夏、上記のような活動を計画している方は、G-Portにて募集要

項を配布しますので、確認の上、是非ご活用ください。

http://www.gakushuin.ac.jp/univ/cie/）
（ホームページでも確認できます。
なお、奨学金・奨励金の給付については、帰国後の申請に基づき

行われます
（昨年度の支給実績：海外短期語学研修奨学金120名、
海外ボランティア活動奨励金10名）。

新しい在留管理制度について

※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

入学年度

学部・研究科

大

法
経

学
済

学

平成21〜24年度

平成20年度

平成19年度

平成18〜16年度

部

333,000

333,000

319,000

305,000

部

333,000

333,000

319,000

305,000

学

文

学

部

375,000

375,000

360,000

345,000

理

学

部

527,000

508,000

489,000

470,000

大
学
院

法 学 研 究 科

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

政治学研究科

博士前期課程

254,000

254,000

240,000

240,000

〃

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

経済学研究科

博士前期課程

254,000

254,000

240,000

240,000

〃

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

経営学研究科

博士前期課程

254,000

254,000

240,000

240,000

〃

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

人文科学研究科

博士前期課程

255,000

255,000

240,000

240,000

〃

博士後期課程

240,000

240,000

240,000

240,000

自然科学研究科

博士前期課程

344,000

344,000

325,000

325,000

〃

博士後期課程

325,000

325,000

325,000

325,000

557,000

557,000

−

−

専門職大学院法務研究科
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計算機センター

（単位：円）

計算機センター継続利用認定試験

7月9日
（月）
より、新しい在留管理制度がスタートしますので、外国

籍の方はご留意ください。詳細は、入国管理局ホームページより確認

できます。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact̲1/index.html

計算機センターでは、継続利用認定試験を行っております。
この認

大学史料館

定試験に合格すると、
「初等情報処理１」
あるいは
「情報処理入門１」

の単位を取得しなくても卒業まで継続して利用することができます。
た

だし、
この認定試験は上級者向け
（ネチケットに関しても熟知している

講演会のご案内

こと）
ですので、初心者は必ず
「初等情報処理１」
を履修してください。

【日

時】 7月28日
（土）13：00〜
（予定）

【応募条件】

●計算機センターの利用登録をしていない学部学生のうち、コン
ピューターの使用方法を既に習得済みの学生。

●
「初等情報処理1」
あるいは
「情報処理入門1」
以外の授業で利用登

録をした学部学生のうち、
コンピューターの使用方法を既に習得済

みの学生。
（現在、
「初等情報処理1」
あるいは
「情報処理入門1」
の

史料館講座68

日 時

平成24年9月15日
（土）14：00〜15：30

講

師

題

名 「御門と日本の門建築」

会

東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学専攻
特任教授 ウィリアム・コールドレイク
ミカド

場

百周年記念会館1階正堂

◆入場無料・申し込み不要

授業を履修中の学生は、
この試験を受けることはできません。
）

※詳細は計算機センター事務室までお問い合わせください。
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インフォメーション

図書館
へ行こう

GLIM/OPACと各種オンライン
サービスがリニューアル！

学習院生涯学習センター キャリアスクール
資格取得を経済的にバックアップ！

以下に指定する資格・検定講座について、80％以上出席し講座を修了した場合、所定の手続きにより、受講料の20〜25％が給付されるという、

なんともお得な制度です。生涯学習センターキャリアスクールを大いに活用し、
自身の付加価値を高めましょう。

名

単位：円
受講料

実質受講
料負担額

給付額

教材費
（別途費用）

貿易実務講座

33,000

6,600

26,400

4,000

医療事務講座

54,500

10,900

43,600

18,000

２級ＦＰ技能検定学科・実技受検対策講座

82,000

20,500

61,500

8,000

日商簿記２級講座（Webフォロー付！）

42,000

8,400

33,600

6,000

総合・国内旅行業務取扱管理者講座（Ｗ受験）

77,000

19,250

57,750

10,000

総合・国内旅行業務取扱管理者講座（科目免除）

44,000

8,800

35,200

6,500

行政書士総合講座（Webフォロー付！）

80,000

20,000

60,000

8,000

宅建主任者総合講座（Webフォロー付！）

62,000

15,500

46,500

15,000

◆検索結果画面から目次・あらすじが読める
ようになりました
◆ページ数からも検索できるようになりました
◆協定校横断検索がGLIM/OPACから
利用できるようになりました
◆［My GLIM］自分の貸出履歴が見られ
るようになりました
◆［ M y G L I M ］返 却日をメールで事 前に
知らせてくれる機能が付きました
（「ユーザ
プロファイル更新」
から各自設定）

■夏期集中講座のお知らせ

＜秋期開講予定講座＞

語力、プレゼンテーション力など、就活や留学に必要な能力を短期

●証券外務員二種資格試験講座

８月（一部９月）に夏期集中キャリアアップ講座を開講します。英

集中で向上させます。夏休みを有効に活用し、将来の目標に近づき

ましょう！

講

●貿易実務講座

●調剤事務講座

●TOEIC 講座600点達成コース
®

座

名

開講期間（回数）

曜日・時間帯

夏期集中TOEFL®
iBTテストスコアアップ講座

8/1〜14（10回） 月〜金

14：00〜17：00

夏期集中TOEIC®
Workshop600/700

8/1〜14（10回） 月〜金

13：00〜16：00

夏期集中ホームヘルパー
２級講座

8/22〜31（８回） 月〜金

10：00〜17：00

大学生実力アップ週間
プレゼンテーション能力アップ

8/1（1回）

10：00〜17：00

大学生実力アップ週間
ミュニケーション能力アップ

8/2（1回）
8/3・10（2回）

木

10：00〜17：00

金

3日 9：00〜18：00
10日 13：00〜17：00

■秋期開講講座のお知らせ

秋 期に実 施 予 定の資 格・検 定 、実用、語 学 講 座は次のとおり

です。詳細は、
７月中旬以降、生涯学習センターにお問い合わせく

ださい。
また、学生ホール等の生涯学習センター講座情報スタンド
にも８月から募集要項・申込書および講座毎のプログラム等の資料

●トラベルライター入門

●TOEIC 730突破コース
®

など

◆お問い合わせ・連絡先：学習院生涯学習センター

学習院学術成果リポジトリ
（GLIM/IR）

西門
←池袋

目白駅

輔仁
会館
西坂門

デサント

これまでのポストに加え、新たに返

公団住宅

生涯学習
旧
学習 センター
院寮 （西11号館）

切手の博物館 新宿→

学習院厳選リンク集
インターネット上で無料公開
されている、学 習 や 研 究に役
立つ有 益なページを厳 選した
サイトです。

かって左側の壁面）。既存のポストと
両方使えます。

■Book Hunting実施しました

【大学図書館】

図書館で購入する本をみなさん
（学生）
に
書店で直接選んでもらう選書体験ツアーを、
5月18日に実施しました。
今回は8名の学生か
ら応募があり、
都内大型書店にて図書館に置
いてほしい本を各自選んでくれました。
購入が
決まった約200冊の本は、7月上旬から随
時、
館内の新着図書コーナーに展示されて
います。一人一人が精魂込めて作成した宣
伝文（POP）付ですので、
ぜひご覧ください！

＊新サービス

学校法人学習院において作成され
た研究・教育活動の成果物を学内外に
無償で発信、提供するサイトです。学内
の刊行物や博士論文などがオンライン
で閲覧できます。今後も順次コンテンツ
が追加される予定です。

URL: http://open.gakushuin.ac.jp/

【大学図書館】

却口（ポスト）
を設置しました
（入口向

学習院大学で所蔵する貴重書や特殊
なコレクションの一部をオンラインで公開
するサイトです。図書館、東洋文化研究
所、史料館など、各部署が所蔵する資史
料のうち、特に歴史的価値の高いものを
撮影・デジタル化し、
閲覧に供しています。

E-mail：shogaigakushu@gakushuin.ac.jp

テニス
コート

■返却ポストが1台増えました

従来、
電子ジャーナル
（論文）
検索のみ
可能だったGLIM/NAVIですが、
この
たび電子ブック
（書籍）
の検索も可能に
なりました。青空文庫・東洋文庫など
4 万 冊 以 上のフルテキスト
（ 本 文 ）を
オンラインで閲覧できます。

Tel 03(5992)1040／Fax 03(5992)1124

目白通り

大学生実力アップ週間
キャリアプラン

水

●TOEFL ®スコアアップ対策講座

夏季休業期間中は、
7階はグループ学習室のみの利用となります。

学習院大学デジタルライブラリー（GLIM/DL)

●就職力アップのための実践文章講座

■夏季休業中の7階縮小のお知らせ
【法経図書センター】
資料閲覧や学習には、
3階〜6階閲覧席をご利用ください。

電子リソース入手支援システム
（GLIM/NAVI）

※「秘書検定準１級・２級講座」
は、在学生割引受講料を設定。一般40,000円のところ、在学生は32,000円で受講できます
（別途、
教材費5,000円）
。
※「証券外務員二種資格試験講座」
も在学生割引受講料が設定され、一般26,000円のところ、在学生は23,000円で受講できます
（別途、
教材費4,000円）
。

図書館では、大学の方針に沿って節電対策（照明の間引き・
等）
を適宜行う予定です。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

GLIM/OPAC
（学習院大学/女子大学 蔵書検索システム）

●2012年度 受講料給付制度対象講座および給付予定金額
座

詳細は各館カウンターまでお問い合わせください。）

空調温度の設定変更・使用機器台数の制限・一部フロアの閉室

（全て大学図書館ホームページからアクセスできます。使い方の

在学生の皆さんを対象とした
「受講料給付制度」、
もうご存知ですか？

講

れ、
より便利に使いやすくなりました。是非ご活用ください！

■夏季の節電対策について
【大学図書館・法経図書センター・理学部図書室共通】

GLIM/OPACと各種オンラインサービスのリニューアルが行わ

■「在学生受講料給付制度」
を活用しよう！

お知らせ

■学生用PCの椅子をリニューアルしました
【理学部図書室】
物化生、
数学共に学生用PC、
OPAC
の椅子を理学部内セミナー室などで使
用されているものと同じものにリニューア
ルしました。
図書室内の椅子の色は全て
「黒」
です。
ちょっとシックな感じで、
座り心
地も良く好評です。
是非、
ご利用ください！

■夏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】
夏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：9月21日
（金）

を設置します。
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インフォメーション

図書館
へ行こう

GLIM/OPACと各種オンライン
サービスがリニューアル！

学習院生涯学習センター キャリアスクール
資格取得を経済的にバックアップ！

以下に指定する資格・検定講座について、80％以上出席し講座を修了した場合、所定の手続きにより、受講料の20〜25％が給付されるという、

なんともお得な制度です。生涯学習センターキャリアスクールを大いに活用し、
自身の付加価値を高めましょう。

名

単位：円
受講料

実質受講
料負担額

給付額

教材費
（別途費用）

貿易実務講座

33,000

6,600

26,400

4,000

医療事務講座

54,500

10,900

43,600

18,000

２級ＦＰ技能検定学科・実技受検対策講座

82,000

20,500

61,500

8,000

日商簿記２級講座（Webフォロー付！）

42,000

8,400

33,600

6,000

総合・国内旅行業務取扱管理者講座（Ｗ受験）

77,000

19,250

57,750

10,000

総合・国内旅行業務取扱管理者講座（科目免除）

44,000

8,800

35,200

6,500

行政書士総合講座（Webフォロー付！）

80,000

20,000

60,000

8,000

宅建主任者総合講座（Webフォロー付！）

62,000

15,500

46,500

15,000

◆検索結果画面から目次・あらすじが読める
ようになりました
◆ページ数からも検索できるようになりました
◆協定校横断検索がGLIM/OPACから
利用できるようになりました
◆［My GLIM］自分の貸出履歴が見られ
るようになりました
◆［ M y G L I M ］返 却日をメールで事 前に
知らせてくれる機能が付きました
（「ユーザ
プロファイル更新」
から各自設定）

■夏期集中講座のお知らせ

＜秋期開講予定講座＞

語力、プレゼンテーション力など、就活や留学に必要な能力を短期

●証券外務員二種資格試験講座

８月（一部９月）に夏期集中キャリアアップ講座を開講します。英

集中で向上させます。夏休みを有効に活用し、将来の目標に近づき

ましょう！

講

●貿易実務講座

●調剤事務講座

●TOEIC 講座600点達成コース
®

座

名

開講期間（回数）

曜日・時間帯

夏期集中TOEFL®
iBTテストスコアアップ講座

8/1〜14（10回） 月〜金

14：00〜17：00

夏期集中TOEIC®
Workshop600/700

8/1〜14（10回） 月〜金

13：00〜16：00

夏期集中ホームヘルパー
２級講座

8/22〜31（８回） 月〜金

10：00〜17：00

大学生実力アップ週間
プレゼンテーション能力アップ

8/1（1回）

10：00〜17：00

大学生実力アップ週間
ミュニケーション能力アップ

8/2（1回）
8/3・10（2回）

木

10：00〜17：00

金

3日 9：00〜18：00
10日 13：00〜17：00

■秋期開講講座のお知らせ

秋 期に実 施 予 定の資 格・検 定 、実用、語 学 講 座は次のとおり

です。詳細は、
７月中旬以降、生涯学習センターにお問い合わせく

ださい。
また、学生ホール等の生涯学習センター講座情報スタンド
にも８月から募集要項・申込書および講座毎のプログラム等の資料

●トラベルライター入門

●TOEIC 730突破コース
®

など

◆お問い合わせ・連絡先：学習院生涯学習センター

学習院学術成果リポジトリ
（GLIM/IR）

西門
←池袋

目白駅

輔仁
会館
西坂門

デサント

これまでのポストに加え、新たに返

公団住宅

生涯学習
旧
学習 センター
院寮 （西11号館）

切手の博物館 新宿→

学習院厳選リンク集
インターネット上で無料公開
されている、学 習 や 研 究に役
立つ有 益なページを厳 選した
サイトです。

かって左側の壁面）。既存のポストと
両方使えます。

■Book Hunting実施しました

【大学図書館】

図書館で購入する本をみなさん
（学生）
に
書店で直接選んでもらう選書体験ツアーを、
5月18日に実施しました。
今回は8名の学生か
ら応募があり、
都内大型書店にて図書館に置
いてほしい本を各自選んでくれました。
購入が
決まった約200冊の本は、7月上旬から随
時、
館内の新着図書コーナーに展示されて
います。一人一人が精魂込めて作成した宣
伝文（POP）付ですので、
ぜひご覧ください！

＊新サービス

学校法人学習院において作成され
た研究・教育活動の成果物を学内外に
無償で発信、提供するサイトです。学内
の刊行物や博士論文などがオンライン
で閲覧できます。今後も順次コンテンツ
が追加される予定です。

URL: http://open.gakushuin.ac.jp/

【大学図書館】

却口（ポスト）
を設置しました
（入口向

学習院大学で所蔵する貴重書や特殊
なコレクションの一部をオンラインで公開
するサイトです。図書館、東洋文化研究
所、史料館など、各部署が所蔵する資史
料のうち、特に歴史的価値の高いものを
撮影・デジタル化し、
閲覧に供しています。

E-mail：shogaigakushu@gakushuin.ac.jp

テニス
コート

■返却ポストが1台増えました

従来、
電子ジャーナル
（論文）
検索のみ
可能だったGLIM/NAVIですが、
この
たび電子ブック
（書籍）
の検索も可能に
なりました。青空文庫・東洋文庫など
4 万 冊 以 上のフルテキスト
（ 本 文 ）を
オンラインで閲覧できます。

Tel 03(5992)1040／Fax 03(5992)1124

目白通り

大学生実力アップ週間
キャリアプラン

水

●TOEFL ®スコアアップ対策講座

夏季休業期間中は、
7階はグループ学習室のみの利用となります。

学習院大学デジタルライブラリー（GLIM/DL)

●就職力アップのための実践文章講座

■夏季休業中の7階縮小のお知らせ
【法経図書センター】
資料閲覧や学習には、
3階〜6階閲覧席をご利用ください。

電子リソース入手支援システム
（GLIM/NAVI）

※「秘書検定準１級・２級講座」
は、在学生割引受講料を設定。一般40,000円のところ、在学生は32,000円で受講できます
（別途、
教材費5,000円）
。
※「証券外務員二種資格試験講座」
も在学生割引受講料が設定され、一般26,000円のところ、在学生は23,000円で受講できます
（別途、
教材費4,000円）
。

図書館では、大学の方針に沿って節電対策（照明の間引き・
等）
を適宜行う予定です。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

GLIM/OPAC
（学習院大学/女子大学 蔵書検索システム）

●2012年度 受講料給付制度対象講座および給付予定金額
座

詳細は各館カウンターまでお問い合わせください。）

空調温度の設定変更・使用機器台数の制限・一部フロアの閉室

（全て大学図書館ホームページからアクセスできます。使い方の

在学生の皆さんを対象とした
「受講料給付制度」、
もうご存知ですか？

講

れ、
より便利に使いやすくなりました。是非ご活用ください！

■夏季の節電対策について
【大学図書館・法経図書センター・理学部図書室共通】

GLIM/OPACと各種オンラインサービスのリニューアルが行わ

■「在学生受講料給付制度」
を活用しよう！

お知らせ

■学生用PCの椅子をリニューアルしました
【理学部図書室】
物化生、
数学共に学生用PC、
OPAC
の椅子を理学部内セミナー室などで使
用されているものと同じものにリニューア
ルしました。
図書室内の椅子の色は全て
「黒」
です。
ちょっとシックな感じで、
座り心
地も良く好評です。
是非、
ご利用ください！

■夏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】
夏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：9月21日
（金）

を設置します。
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ヘルス・サポート

西1号館

中央教育研究棟

東2号館

西２号館

❶

❷
❸

課外活動
レポート

北1号館

■
❶
❷
❸

日常生活と放射線

案内図
2階 学生相談室
地下1階 保健センター
地下2階 トレーニングルーム

西5号館
北2号館

北グランド

保証人サロン開催のご案内

●保健センター

●学生相談室

私たちは、
日ごろから自然界に存在している放射線をうけて生活し

ています。例えば、大地には、
コバルトやラジウム、
ウランなど多くの放

射性物質が含まれ放出されています。
また、空からは宇宙線と呼ばれ

る放射線が常に降り注いでいます。
その他、空気や食物の中にも放射

性物質は含まれ、呼吸や食事によって取り込んでおり、
日常的に体の

内部から放射線を受けています。

自然放射線のレベルは、地域によっても異なり、
アメリカのデンバー

やブラジルのガラバリなどでは、10ミリシーベルト／年の放射線量が

放出されています。
日本でも0.9〜1.2ミリシーベルト／年程度、放出さ

れています。

放射線を一度に多量に浴びると人体に影響を与えることは知られ

ていますが、
自然放射線と私たちはずっと共存しています。

学生の皆さんが相談や自習で利用する
「学生相談室」
に、
ご両親や

保証人の方も一度いらしてみませんか？

大学にお尋ねになりたいこと・お子様のことで気になることやお

悩みのことなど、当室の専任相談員3名と、
またご一緒に参加され

た方々とお茶を飲みながらくつろいでお話いただける時間を設けて

おります。開催の日程は、随時ホームページやチラシでご案内いた

します。お問い合わせ・ご要望は下記のメールあるいは電話でお問
い合わせ下さい。

gaku-oﬀ@gakushuin.ac.jp
03-3986-0221
（大代表）
内2514 学生センター 学生相談室

地学研究会の活動について
「地学」
と聞いて、皆さまは何をイメージするでしょうか。理科の中で

も物理や化学などと比べ、地学はほとんどの方がイメージしずらい学

問ではないかと思います。
しかし、地学は地球学や天文学、気象学など
幅広く、
とても私たちに身近で面白い学問なのです。私たち地学研究

会はそんな地学の楽しさを共有し、研究する部員７０〜８０人を擁する

トレーニングルームの利用について

（ミリシーベルト）

●スポーツ・健康科学センター

50

医師・放射線技師など
職業人の限度

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

10

ブラジル：ボコス･デ･カルドラス
（アメリカ
）
：デンバー
の自然放射線（年間）

6.9

2.4

（

空気中1.3 食物0.24
大地0.48 宇宙0.38

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

■ 開室時間
4

胃のX線検査
（1回当り）

）

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

※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。

0.3

胸部X線検査
（1回当り）

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

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。

コンピュータ
断層撮影検査
（1回当り）

自然界から受ける
年間放射線量

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

0.2

※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。

こんにちは。
白衣軍こと学習院輔仁会フットサル同好会です。
白衣

軍は2000年にサークルとして創設され、2004年にはたくさんの方々

のご協力により、運動部会に部活として公認していただき、更には、
日
本で最初のフットサルとしての公認部会となりました。

現在、
男子20名、女子25名（うち女子大2名）
の計45名で活動をし

文科系サークルで、
その中で３つの班（天文班、気象班、地質班）
に分

ています。練習では、男子フットサルチームの「男子部」
と女子フットサ

たり、年に数回合宿を行って季節の星座や惑星の観測を行い撮影を

ネージャーもそれぞれ分かれて日々の練習をサポートしています。

かれて活動を行っています。天文班ではプラネタリウムを見学しに行っ
行っています。地質班では博物館見学や化石採集を行います。年に２

回あるミネラルフェアという鉱物や化石の即売会にも参加し、世界各

ルチームの「女子部」の2つに分かれて週3回の練習を行っていて、
マ
男子部は、
プレイヤー20名、マネージャー9名の計29名で活動し

ています。東京都の大学の学生だけで編成されたチームが参加でき

地の鉱物などを見学し、個人で購入なども行います。気象班では天気

る
「東京都大学フットサルリーグ」
と、学生チームだけでなく社会人

測なども行っています。文化祭では各班の展示を行い１年間の成果を

年度の成績は、全日本大学フットサル大会東京都予選にて準優勝、

図の作成や竜巻発生装置の作成を行っています。
また、空の定点観

発表します。
そしてメインとなるのが自作プラネタリウムの上映です。

実効線量当量

フットサル同好会の活動について

去年ドーム部分を新しくリニューアルし今年の文化祭から新たな設備

で上映を行います。

５月２１日、学内の建物の屋上をお借りし、金環日食を観測しました。

当日は朝６時前に集合して、望遠鏡やカメラなどを準備し、
７時３４分の

食の開始と同時に望遠鏡にとりつけたカメラのシャッターをきり始めま

した。始めは変化があまり分からず、
しかも雲が少しかかっていたため

チームも参加できる
「東京都フットサルリーグ」
に所属しています。昨

東京都大学フットサルリーグでは4位と惜しくも入賞を逃してしまいま

したが、東京都フットサルリーグではグループリーグで優勝し、3部昇
格をかけた参入戦への切符をつかむことができました。その参入戦

では、強豪チームを破り、見事3部昇格を果たすことができました。今
年度も、昨年度に負けないように頑張っていきたいです。

女子部は、
プレイヤー13名、マネージャー3名の計16名で活動し

ています。東京都女子大生リーグでの優勝を目指して、少数ながらも

見にくかったのですが、運よくしだいに晴れ、食が進む様子を見ること

日々の練習に一生懸命取り組んでいます。昨年度の成績は、東京都

で気温が１〜２度下がったのがわかりました。そして綺麗なリングが

め、優勝まであと少しまできています。今年度は優勝できるようチー

が出来ました。食が最大になるとあたりが少し暗くなり、手元の温度計

女子大生リーグにて準優勝。一昨年の成績でも準優勝しているた

見えた瞬間、部員の歓声が湧き、自分も含め一緒に観測していた

ム一丸となって頑張ります。

が地学研究会に所属しているこの時期

が、
これまで先輩たちが築いてきた努力を無駄にしないよう、
また、昨

でした。
日食に限らず、皆さまにもぜひ星

懸命取り組んでいきたいと思います。

部員たちが皆感動のあまり、
しばらく声を出せませんでした。自分

に、
とても貴重な経験ができ嬉しい限り
を見て感動していただけたらと思います。
たまには忙しくあわただしい手を休めて、

この広大な夜空を、宇宙を、見上げて

男子部も女子部も代が替わり、新たな環境でのスタートとなります

年度果たせなかった各々の目標を果たせるように日々の練習に一生

輔仁会フットサル同好会

小林

ゆり

みてはいかがでしょうか。
地学研究会

委員長

石橋

遼

東京ーニューヨーク
（航空機往復）

（国連科学委員会の報告書による世界平均の被ばく量）

14

15

compass̲vol.54̲p14-15̲2012.06.15̲入稿

ヘルス・サポート

西1号館

中央教育研究棟

東2号館

西２号館

❶

❷
❸

課外活動
レポート

北1号館

■
❶
❷
❸

日常生活と放射線

案内図
2階 学生相談室
地下1階 保健センター
地下2階 トレーニングルーム

西5号館
北2号館

北グランド

保証人サロン開催のご案内

●保健センター

●学生相談室

私たちは、
日ごろから自然界に存在している放射線をうけて生活し

ています。例えば、大地には、
コバルトやラジウム、
ウランなど多くの放

射性物質が含まれ放出されています。
また、空からは宇宙線と呼ばれ

る放射線が常に降り注いでいます。
その他、空気や食物の中にも放射

性物質は含まれ、呼吸や食事によって取り込んでおり、
日常的に体の

内部から放射線を受けています。

自然放射線のレベルは、地域によっても異なり、
アメリカのデンバー

やブラジルのガラバリなどでは、10ミリシーベルト／年の放射線量が

放出されています。
日本でも0.9〜1.2ミリシーベルト／年程度、放出さ

れています。

放射線を一度に多量に浴びると人体に影響を与えることは知られ

ていますが、
自然放射線と私たちはずっと共存しています。

学生の皆さんが相談や自習で利用する
「学生相談室」
に、
ご両親や

保証人の方も一度いらしてみませんか？

大学にお尋ねになりたいこと・お子様のことで気になることやお

悩みのことなど、当室の専任相談員3名と、
またご一緒に参加され

た方々とお茶を飲みながらくつろいでお話いただける時間を設けて

おります。開催の日程は、随時ホームページやチラシでご案内いた

します。お問い合わせ・ご要望は下記のメールあるいは電話でお問
い合わせ下さい。

gaku-oﬀ@gakushuin.ac.jp
03-3986-0221
（大代表）
内2514 学生センター 学生相談室

地学研究会の活動について
「地学」
と聞いて、皆さまは何をイメージするでしょうか。理科の中で

も物理や化学などと比べ、地学はほとんどの方がイメージしずらい学

問ではないかと思います。
しかし、地学は地球学や天文学、気象学など
幅広く、
とても私たちに身近で面白い学問なのです。私たち地学研究

会はそんな地学の楽しさを共有し、研究する部員７０〜８０人を擁する

トレーニングルームの利用について

（ミリシーベルト）

●スポーツ・健康科学センター

50

医師・放射線技師など
職業人の限度

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

10

ブラジル：ボコス･デ･カルドラス
（アメリカ
）
：デンバー
の自然放射線（年間）

6.9

2.4

（

空気中1.3 食物0.24
大地0.48 宇宙0.38

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

■ 開室時間
4

胃のX線検査
（1回当り）

）

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

※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。

0.3

胸部X線検査
（1回当り）

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

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。

コンピュータ
断層撮影検査
（1回当り）

自然界から受ける
年間放射線量

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

0.2

※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。

こんにちは。
白衣軍こと学習院輔仁会フットサル同好会です。
白衣

軍は2000年にサークルとして創設され、2004年にはたくさんの方々

のご協力により、運動部会に部活として公認していただき、更には、
日
本で最初のフットサルとしての公認部会となりました。

現在、
男子20名、女子25名（うち女子大2名）
の計45名で活動をし

文科系サークルで、
その中で３つの班（天文班、気象班、地質班）
に分

ています。練習では、男子フットサルチームの「男子部」
と女子フットサ

たり、年に数回合宿を行って季節の星座や惑星の観測を行い撮影を

ネージャーもそれぞれ分かれて日々の練習をサポートしています。

かれて活動を行っています。天文班ではプラネタリウムを見学しに行っ
行っています。地質班では博物館見学や化石採集を行います。年に２

回あるミネラルフェアという鉱物や化石の即売会にも参加し、世界各

ルチームの「女子部」の2つに分かれて週3回の練習を行っていて、
マ
男子部は、
プレイヤー20名、マネージャー9名の計29名で活動し

ています。東京都の大学の学生だけで編成されたチームが参加でき

地の鉱物などを見学し、個人で購入なども行います。気象班では天気

る
「東京都大学フットサルリーグ」
と、学生チームだけでなく社会人

測なども行っています。文化祭では各班の展示を行い１年間の成果を

年度の成績は、全日本大学フットサル大会東京都予選にて準優勝、

図の作成や竜巻発生装置の作成を行っています。
また、空の定点観

発表します。
そしてメインとなるのが自作プラネタリウムの上映です。

実効線量当量

フットサル同好会の活動について

去年ドーム部分を新しくリニューアルし今年の文化祭から新たな設備

で上映を行います。

５月２１日、学内の建物の屋上をお借りし、金環日食を観測しました。

当日は朝６時前に集合して、望遠鏡やカメラなどを準備し、
７時３４分の

食の開始と同時に望遠鏡にとりつけたカメラのシャッターをきり始めま

した。始めは変化があまり分からず、
しかも雲が少しかかっていたため

チームも参加できる
「東京都フットサルリーグ」
に所属しています。昨

東京都大学フットサルリーグでは4位と惜しくも入賞を逃してしまいま

したが、東京都フットサルリーグではグループリーグで優勝し、3部昇
格をかけた参入戦への切符をつかむことができました。その参入戦

では、強豪チームを破り、見事3部昇格を果たすことができました。今
年度も、昨年度に負けないように頑張っていきたいです。

女子部は、
プレイヤー13名、マネージャー3名の計16名で活動し

ています。東京都女子大生リーグでの優勝を目指して、少数ながらも

見にくかったのですが、運よくしだいに晴れ、食が進む様子を見ること

日々の練習に一生懸命取り組んでいます。昨年度の成績は、東京都

で気温が１〜２度下がったのがわかりました。そして綺麗なリングが

め、優勝まであと少しまできています。今年度は優勝できるようチー

が出来ました。食が最大になるとあたりが少し暗くなり、手元の温度計

女子大生リーグにて準優勝。一昨年の成績でも準優勝しているた

見えた瞬間、部員の歓声が湧き、自分も含め一緒に観測していた

ム一丸となって頑張ります。

が地学研究会に所属しているこの時期

が、
これまで先輩たちが築いてきた努力を無駄にしないよう、
また、昨

でした。
日食に限らず、皆さまにもぜひ星

懸命取り組んでいきたいと思います。

部員たちが皆感動のあまり、
しばらく声を出せませんでした。自分

に、
とても貴重な経験ができ嬉しい限り
を見て感動していただけたらと思います。
たまには忙しくあわただしい手を休めて、

この広大な夜空を、宇宙を、見上げて

男子部も女子部も代が替わり、新たな環境でのスタートとなります

年度果たせなかった各々の目標を果たせるように日々の練習に一生

輔仁会フットサル同好会

小林

ゆり

みてはいかがでしょうか。
地学研究会

委員長

石橋

遼

東京ーニューヨーク
（航空機往復）

（国連科学委員会の報告書による世界平均の被ばく量）
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夏季休業中の事務取扱時間
夏季休業期間中の土・日曜日と8月11日（土）〜15（水）の夏季一斉休業期間は、大学事務取扱窓口（学生センター
相談室

キャリアセンター

保健センター

理学部事務室

アドミッションセンター

学生

国際交流センター）
は閉室します。

証明書自動発行機も利用できませんのでご注意ください。学部学科事務室・研究室・その他窓口につきましては、別途掲示・HP
等で確認してください。
項

目

期

間

曜

日

時

間

備

考

月〜日

8：00〜18：00

正門は平常どおり開閉

月〜金
土・日

8：40〜16：45
休業

※1
証明書自動発行機利用時間
9：00〜16：45

月〜金
土
土（8月のみ）
・日祝

9：00〜18：00
9：00〜14：00
閉館

月〜金
土
土（8月のみ）
・日祝

9：00〜17：00
9：00〜12：30
閉室

月〜金
土・日

9：30〜17：30
閉館

※1

学生相談室

火・木 開室
（上記以外 閉室）

9：30〜17：00

※1

大学図書館

月〜金
土・日

8：50〜18：00
休館

※1

法経図書センター

月〜金
土・日

8：50〜20：00
休館

※1

理学部図書室

月〜金
土・日

9：00〜16：30
休室

※2

西門開閉時間
事務部門
（保健センター含む）

【事務取扱】

計算機センター
8月1日
（水）
〜9月13日
（木）
史料館
学芸員課程事務室

電力供給の関係により開室状況を
変更することがありますので、
ホームページまたは掲示を
確認してください。
他の実習室の
開室状況も記載しています。

※1：8月11日〜15日は閉室、休館となります。 ※2：8月11日〜19日は休室となります。

夏季休業中の売店・食堂 他 営業日及び営業案内
店

名

日 程
7/2 （月）〜 7/21
（土）

時

間

7/23
（月）〜 8/3 （金） 短縮 （平日09:00〜16:30 土日祝休業）
大学売店

7/2 （月）〜 7/28
（土）
サブウェイ

時

間

（平日09:00〜17:00
通常 土曜10:00〜14:00 日祝休業）

7/29
（日）〜 9/13
（木） 休業

8/27
（月）〜 9/13
（木） 短縮 （平日09:00〜16:30 土日祝休業）

7/2 （月）〜 7/31
（火） 通常 （平日08:30〜19:00
土曜08:30〜17:00 日祝休業）

（平日09:00〜18:00
土曜09:00〜12:20 日祝休業）

8/1 （水）〜 8/10
（金） 短縮 （平日09:00〜17:00 土日祝休業）

通常

カフェ・ラ・スリゼ

7/29
（日）〜 9/13
（木） 休業
9/14
（金）〜

通常

8/11
（土）〜 8/15
（水） 休業
8/16
（木）〜 9/13
（木） 短縮 （平日09:00〜17:00 土日祝休業）

（平日11:00〜19:00
土曜11:00〜14:00 日祝休業）

7/2 （月）〜 7/21
（土） 通常 （平日11:00〜21:00
土曜11:00〜17:00 日祝休業）

9/14
（金）〜
セブン・イレブン

通常

（平日08:30〜19:00
土曜08:30〜17:00 日祝休業）

7/1 （日）〜 9/30
（日） 通常 （07:00〜22:00）
（平日10:00〜18:00
土曜10:00〜13:00 日祝休業）

7/23
（月）〜 8/10
（金） 短縮 （平日11:00〜17:00 土日祝休業）

7/2 （月）〜 7/21
（土） 通常

8/11
（土）〜 8/19
（日） 休業

7/23
（月）〜 8/10
（金） 短縮 （平日10:00〜17:00 土日祝休業）

8/20
（月）〜 9/13
（木） 短縮 （平日11:00〜17:00 土日祝休業）
（平日11:00〜21:00
通常 土曜11:00〜17:00 日祝休業）

9/14
（金）〜

成文堂

8/11
（土）〜 8/15
（水） 休業
8/16
（木）〜 9/13
（木） 短縮 （平日10:00〜17:00 土日祝休業）
9/14
（金）〜

通常

（平日10:00〜18:00
土曜10:00〜13:00 日祝休業）

※大学売店、大学食堂、
カフェ・ラ・スリゼについては、8/4（土）
・5（日）
はオープンキャンパスのため営業いたします。

【大学売店】
10:00〜16:00 【大学食堂】
11:00〜16:30
（1階）11:00〜14:00
（2階 麺コーナー）9:00〜16:30
（2階 さくらラウンジ）
【カフェ・ラ・スリゼ】
10:00〜16:00
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2012年5月21日7時34分
北2号館 屋上にて撮影（地学研究会）

通常 （平日09:00〜17:00
土曜10:00〜14:00 日祝休業）

9/14
（金）〜

7/2 （月）〜 7/28
（土） 通常 （平日11:00〜19:00
土曜11:00〜14:00 日祝休業）

目白倶楽部
松本楼

日 程

名

8/4 （土）〜 8/26
（日） 休業

9/14
（金）〜

大学食堂

店

（平日09:00〜18:00
通常 土曜09:00〜12:20 日祝休業）

●地学研究会の活動について
●フットサル同好会の活動について

夏季休業中の事務取扱時間
夏季休業中の売店・食堂 他
営業日及び営業案内
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