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■ 学生課：☎ 03 - 3482 - 9081
▶ 課外活動（学生自治活動）に関すること
▶ 学生証 ,通学（電車・バス等）証明書 ,自転車登録 ,学割
証等に関すること

▶ 休学・復学・退学等に関すること
▶ 住所変更および身上異動（保証人変更・氏名変更等）に
関すること

▶ 授業の欠席に関すること
▶ 授業・学校行事・課外活動・通学中等における事故・怪
我に関すること（学校教育研究災害保険）

▶ 遺失物・拾得物に関すること
▶ 授業料等納付金の延納および分納等に関すること

■ 奨学金担当窓口：☎ 03 - 3482 - 9080
▶ 奨学金（給付・貸与）に関すること
▶ 教育ローンに関すること

■ 大学保健室：☎ 03 - 3482 - 9085
▶ 健康診断の実施
▶ 健康管理・健康相談（医師・看護師）
▶ 応急処置や要休養者への対応

1 1号館 1階

■ 教務課：☎ 03 - 3482 - 9045
▶ 授業に関すること
▶ 履修登録、履修相談
▶ 学業成績に関すること
▶ 定期試験および定期試験に代わるレポートに関すること
▶ 卒業論文・卒業研究に関すること
▶ 転学部・転学科、卒業・修了延期に関すること
▶ 休講・補講、授業教室に関すること
▶ 履修の手引・シラバス・授業時間割に関すること
▶ 学籍および成績に係る各種証明書の発行に関すること
▶ 教職課程・学芸員課程に関すること
▶ 科目等履修生・聴講生・他学部聴講に関すること
▶ 学長賞懸賞論文に関すること

　この窓口は、学生のみなさんが、どこに問い合わせをしたらよ
いか分からないことや、ちょっと困ったことがあった時に、気軽
に立ち寄ってもらうための場所です。
　窓口の相談は、スタッフおよび大学カウンセラーが担当します。
学習に関することや学生生活に関することなど、気軽にご相談く
ださい。相談の内容によっては、どこでどのような支援を受けられ
るかなど、一緒に解決するお手伝いもします。
　ぜひ、気軽にいらしてください。お待ちしています。

大学施設紹介

成城大学キャンパスマップ

大学施設紹介

大学事務室を知ろう！

1 1号館
2 2号館
3 3号館
4 4号館
5 5号館
6 図書館

� 体連クラブハウス
� トレーニングセンター
� 文連クラブハウス・大学道場
� 第 1テニスコート
� 澤柳記念講堂
� 第1体育館
� 第1駐輪場
� 第2駐輪場

新入生の皆さんが卒業するまで利用する大学事務 室です。
業務内容や場所をしっかり覚えておきましょう。

4 4号館 1階

� トレーニングセンター

2 2号館 2階
学生生活全般、課外活動、
健康管理等の窓口学生部

学生の教学に関する窓口教務部

キャリア形成、就職活動支援に
関する窓口キャリアセンター

学生の留学相談、学内の国際交流に
関する窓口国際センター

教室番号の見方を知ろう！
教室番号は「号館番号」「階数」「部屋番号」の組み合わ
せにより3桁で表示されます。

Ex.） 731 ： 7号館 3階の教室
 302  ： 3号館地下 1階の教室（0は地下）
 53G  ： 5号館 3階の（ゼミ）教室

例外（大教室） 
002 ： 2号館地下 1階
003 ： 3号館地下 1階

007 ： 7号館 4階
008 ： 8号館 4階

掲示板を必ず見よう！
　大学からの学生に対する伝達・連絡は、「Campus 
Square for WEB」および 1号館 1階にある所定の掲示
板で行います。毎日の登下校時には、必ず掲示を見る習
慣をつけてください。
　掲示したお知らせについては、周知されたものとして取
り扱いますので、見落とし等により不利益を被らないよう
注意してください。

オフィスアワーについて

　講義に関する疑問や質問あるいは、進路、学生生活に関
して教員に相談できるオフィスアワー制度を設けています。
各教員のオフィスアワーは履修の手引もしくは各学部事務
室で確認できます。予約が必要な場合もありますので、あら
かじめ各学部事務室に問い合わせください。
　もちろん、オフィスアワー以外の時間帯でも質問・相談
はできます。その際はあらかじめ予約を取っておいたほうが
よいでしょう。

7 7号館
8 8号館
9 法人事務局・大学食堂棟

予約制ではありませんので、窓口へ直接お越しください。
「電話による相談」もお受けします。

なんでも相談窓口

■キャリアセンター：☎ 03 - 3482 - 9063
▶ キャリア形成、就職活動支援、資格取得に関すること
　（相談・ガイダンス等）
▶ 求人に関すること
▶ 資料室に関すること（キャリア関連資料の閲覧・貸出）
▶ 卒業年次生の進路登録に関すること

▶ インターンシップに関すること
▶ 就業力育成・認定プログラムに関すること

■ 国際センター：☎ 03 - 3482 - 9020
▶ SIEP成城国際教育プログラムについて
▶ 協定校との学生交換に関すること
▶ 短期語学研修および長期留学に関すること
▶ 外国人留学生に対する奨学金や在留手続きに関すること
▶ 学内で出来る国際交流に関すること
▶ 国際交流科目に関すること

■ 学生相談室：☎ 03 - 3482 - 9086
▶ 学生相談（学生生活を送る中で出会うさまざまな問題に関する相談）
▶ 心理相談（公認心理師・臨床心理士・医師）
▶ 法律相談（弁護士）
▶ 心理・性格検査の実施

■バリアフリー支援室：☎ 03-3482-5984
▶ 修学相談（障がい等による修学上の困難に関する相談）
▶ 福祉相談（社会福祉資源に関する相談）
▶ バリアフリーサポーターに関すること

■ トレーニングセンター事務室：☎ 03 - 3482-5790　
▶ 施設利用に関すること
▶ 利用者のサポートに関すること

※電話番号は4月に配布する「なんでも相談ダイヤルカード」でお知らせします。

相談方法
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学 長 挨 拶

有意義な青春を祈っています
学長　戸部 順一

される確かな道が敷かれているわけでもありません。

多分、いろいろな道があって、その何れかを歩きな

がら、みなさんは大学生活のゴールに到達するので

しょう。沢山あるうちのどの道を歩むのか、その選

択はみなさん自身に任せられていること―もう大人で

す―であり「この道を、あの道を」と他人からとやか

く言われる筋合いのものではないかもしれませんが、

歩むべき道がなかなか見つからず、端から迷子でい

るのも業腹なこと。そこでお節介を承知で、学生時

代を有意義に送るために推奨したい道について、一

言お話しさせていただきます。　　

　「有意義に学生時代を送る」ことの定義も一筋縄

ではいかないところがありますが、優等生的過ぎて

面白みには欠けていても、最も的を射た定義に思え

るのが「学問しながら毎日を送ること」です。「当た

り前すぎて言われたくないし、それでは味も素っ気

もない青春になってしまい、しかもちょっと難しすぎ

る…」とそっぽを向かないでください。「学問する」

を「学び且つ問うこと」とわずかに曲解（？）しますと

「青春する」理想形が「学問する」ことにあるのに気

が付くのです。

　「学問する」ことはみなさんがこれまでにしてきた

「学ぶ」とは違った営みです。これまでのみなさんは

目にする情報を、特に教科書や参考書に書いてある

ことを「この世の真理」と信じて記憶に努めてきた。

しかし、その姿勢からでは「書かれていること」以

上の「この世の真理」には近づけません。ここに「学

ぶ」という受動的な姿勢の限界がある。これに（自ら）

問う姿勢を加味したのが、私の言う「学問する」です。

そしてこの「問う」という能動的な姿勢が大学生活を

有意義するのではと思います。「（本を読んで、ある

いはネットを）見た、知った」で満足せずに、「知った」

ことに疑問を持ちましょう。そして疑問が膨んで体内

に止めておけなくなったら、誰構わずに「問う」こと

です。問う相手に自分を選んだなら、納得のいくま

で本を読み漁ればいい。大学図書館はみなさんの快

適な居場所になること請け合いです。問う相手を自

分の外に求めたなら、友人同士で力を出し合いなが

ら新たな探求に向かってください。また教室にはみ

なさんよりも真理探究に長けた（と思っている）私た

ちがおりますから、疑問をぶつけてください。学問す

る道を歩む前に、まずは何でもいい、懸命になれる

ことを見つけましょう。それを見つけて学び且つ問う

作業を始めてください。学んで問い、問うては学び、

また学んで・・・。そんな 4年間を歩んだらいかが

でしょうか―蛇足ながら、私の言う「学ぶ」対象は

履修した授業科目に限ったことではありません。

　誰もが大切に思い愛してやまない若き日も、一夜
の夢のように、あっという間に過ぎ去り、二度と帰っ
てくることはない、と古の詩人は歌っていました。束
の間の 4年間でしょうが、どんなことにも「学問する」

ことを心掛け、有意義にお過ごしください。

戸部順一学長 プロフィール
とべ・じゅんいち
東京大学大学院人文科学研究科西洋古典学専攻、
博士課程単位取得満期退学。
専門分野は、西洋古典学。
成城大学文芸学部教授。
2016年 4月より学長。

新入生のみなさん、ご入学おめでとう
成城大学はみなさんを心より歓迎
します
　人は春が来たのを、目で、肌で、舌で、あるいは耳、

鼻で知りますが、私ども教員は新しく仲間となる若者

に「入学おめでとう」と声をかけるとき、その訪れを

覚えます。「四年後には、誰からも立派になったねと

言ってもらえるような人間にしなくては」と、そんな

使命感を心に漲らせるときが、私どもにとっての春の

到来であり、その使命感の表白が「お・め・で・と・

う」の五音だというのを覚えておいてください。

　「おめでとう」に背中を押されながら、みなさんは

大学生活を開始します。誰にだって新世界の入り口

に立つことには様々な不安がつきもの。その様々な

不安の色が重なって、仕舞には真っ黒になり、歩み

を進められなくなるかもしれませんが、でもものは考

えようです。不安の一つ一つを赤、青、黄色等々の

色の光だと思えば、その重なりは白色となり、遠く

の地平線を浮かび上がらせる明かりになってくれる。

遠くが見えるようになると、足の動きも軽やかになる

ものです。不安を抱くことを悪く考えず、それをバネ

にして新世界を歩み始めてください。

　大学生活という新世界はそれほど広い世界ではあ

りませんが、しかし道に迷ってしまうことがあるほど

には広い。しかも、この世界には誰もが歩むべきと
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学部長からのメッセージ

経済学部へようこそ

経済学部長　小宮路 雅博

　経済学部新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
経済学部教職員一同、皆さんを心より歓迎いたします。
経済学部では、これまで稼働させてきた新カリキュラム
が本年度で完成年度となります。この間、留学促進の
ための新科目の開設など継続的な手直しを加えてきまし
た。新しい学びの体系の深化と共に皆さんを新入生とし
て迎え入れることができ、大変うれしく思います。
　さて、人生には幾つもの節目がありますが、若い皆さ
んにとっては、大学への入学はとりわけ大きな節目の一
つでしょう。今、皆さんは新しい大学生活への大きな期
待とそして少しの不安の中にあるものと思います。入学
後は、各種のガイダンスが続き、すぐに授業が始まりま
す。それぞれのガイダンスに出席して、必要な情報を得
て、授業の開始に備えるなどすると良いでしょう。とり
わけ、入学直後には、新しい仕組みや慣れない場面、
新しい出会い、などさまざまなことがらに直面すること
と思います。受け身ではなく、積極的・能動的に対処し
て大学生活の良きスタートを切るようにしましょう。
　皆さんには、入学して早々なのに少し苦言めいていま
すし、人によっては余計なこととも思いますが、「さあ、
大学に入ったぞ。少しのんびりするか」などと言いつつ、
流されるような無目的な日々を過ごしていくといったこと
のないように、ということを私のメッセージとしてお伝え
したいと思います。「人生、長いようで短い」と言います
が、そうであれば大学の 4年間は尚更です。実際、卒
業していくゼミ（私が担当しているゼミ）の 4年生の皆
さんは、毎年、「大学 4年間、思った以上に速かった」
というのが大方の感想です。大学生活のスタートの時点
から、これからの 4年間という時間の過ごし方・使い方
をそれぞれなりで良いですから、なるべく意識するよう
にしましょう。
　大学は基本的に学生それぞれの自主性・自律性が重ん
じられる場所ですし、大学生になると割と自由な時間が

あります。そのため、残念ながら、大学生活の中で早 と々「の
んびりし過ぎ」とか「羽を伸ばし過ぎ」てしまう人がいな
いわけではありません。経済学部では、2年生から3年
生になる時に進級の関門がありますので、あまり羽を伸ば
してサボって過ごしていると、3年生に進級できないとい
うことにもなりかねません。1年生、2年生の科目をきち
んと履修して着実に単位を取っていくようにしましょう。
　大学生活の中で自主性・自律性が重んじられるとい
う観点からすれば、それほど厳しいものでなくても良い
ですので、規律を自分の中に持つことがとても重要と
なります。例えば、「授業には必ず出席する／遅刻は絶
対にしない」「やるべきことはきちんとやる」「自分の人
生の大切な時間を無為に過ごさない／無駄に使わない」
といったことです。皆さんの中には、そんなの言われる
までもないと思われる方もいるかもしれませんが、大学
生として過ごす中で「あれ、最近自分はちょっとダメな
感じかな」ということがあれば、ぜひ、自分の中の規
律がどうなっているかを自問してみてください。
　大学での 4年間。過ぎてしまえばあっという間である
かもしれません。何となく過ぎてしまうのではなく、さ
まざまなことに積極的に取り組み、悔いの無い大学生活
となるようにしましょう。そして、経済学部での 4年間
の中で、これからの人生を過ごしていく上での指針とな
る自分なりの志を見つけてください。

小宮路雅博学部長 プロフィール
こみやじ・まさひろ
早稲田大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学。
茨城大学人文学部（現・人文社会科学部）教授を経て、
成城大学経済学部教授。
専門分野は、サービス・マーケティング、観光マーケティング。
2017年 4月より経済学部長。

学部長からのメッセージ

人生の特別な時間

文芸学部長　林田 伸一

　文芸学部の新入生のみなさん、入学おめでとうござ
います。教職員一同、みなさんを心より歓迎いたします。
　さて、大学生になったみなさんの生活は、これまで
とはかなり変わったものになるでしょう。勉学の面で言
えば、高校までは履修すべき科目がほとんどすべて予
め決められていました。しかし、大学では必修の科目
をおさえ、卒業までに必要な単位を満たすように計画
すれば、あとは自由に授業を選ぶことができます。
　そのために一日の生活についても、午前 8時半から
午後 3時半までずっと教室にいるような拘束はなく、こ
れまでよりも自由度がずっと大きくなります。自分の時
間を自由に組み立てられる期間は、人生において大学
時代のほかには、そうありません。そのことの持ってい
る意味は、とても大きなものです（実は、そのことは、
大学を卒業して何年も何十年も経ってからでないと本当
には理解できないのですが）。
　時間的に余裕ができると同時に、みなさんの活動範
囲も広がるでしょう。そのときに、活動の中心を、ぜひ
大学のキャンパスに置くようにしてください。円でイメー
ジすると、真ん中の核の部分に授業と予習復習のため
の自分の勉強があり、その外側にクラブやサークルの
活動があり、さらにその外側に大学の外での活動があ
る、という感じです。
　大学の外での活動は、そうした大学の中での生活の
外側に位置づけるのがよいだろうと思います。もちろん、
社会的に意義のある活動や自分自身にとって好ましい
活動を行なうのは、おおいに結構です。そこでの経験
や考えたことは、きっとみなさんの成長につながるでしょ
う。ただし、キャンパス内での時間とのバランスをよく
考えてください。大学生である時間は特別な時間なの
ですから。
　大学の中のことについてのさまざまな情報は、配布さ
れた Seijo Handbookに掲載されています。クラブの

部室の場所も、先生方の研究室の場所も、いろいろな
手続の仕方もこの手帳で分かります。それを手に持っ
て、キャンパスの中を歩き回ってみるのもよいと思いま
す。もし私が新入生だったら、きっと図書館の中を隅々
まで見て回りますね。
　大学には、みなさんの先輩たちが自主的に活動して
いるいろいろなサポーター団体もあります。国際交流
サポーター、バリアフリーサポーター、ピアサポーター、
ライブラリーサポーター、就業力サポーターです。サポー
トをお願いしても、逆に、サポーターになってもいいで
しょう。同じ大学の仲間に教えたり、アドヴァイスした
りすることは、それ自体立派なことですが、それだけ
でなく自分自身の成長につながります。教えることは学
ぶこと、と言われることがありますが、そのとおりだと
思います。
　自由にさまざまなことが出来る環境にいると、大学で
の勉学がつまらなく思える時期もあるかもしれません。
そうした時には、目の前の自分がやらなければならな
いことに、敢えてふだんより熱意をもって取り組んでみ
ましょう。大学での勉学は自ら積極的に取り組むことで
面白さが理解できることが多いのです。
　では、新入生のみなさん、正解はありません、自分
なりの仕方で良い学生生活を送ってください。

林田伸一学部長 プロフィール
はやしだ・しんいち

東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。
東洋英和女学院大学人文学部助教授を経て、成城大学文
芸学部教授。
専門分野は、フランス史。
2020年 4月より文芸学部長に。
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学部長からのメッセージ

学んで問う

法学部長　山本 輝之

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私た
ち教職員は、皆さんを心より歓迎いたします。
　さて、皆さん、高校と大学の根本的な違いは、何だ
と思いますか。それは、高校までに行ってきたことは「勉
強」であるのに対し、大学で行うことは「学問」だとい
うことです。高校までは、大まかにいえば、先生が授
業で話すことを正確に理解し、覚えるということが中心
であったのではないでしょうか。しかし、大学ではそう
はいきません。大学で行うことは、学問です。それは、
「学んで問う」と書きます。それでは、「学ぶ」とは、ど
のようなことをいうのでしょうか。それは、これまで先
達によって積み重ねられてきた研究・思索の成果を正
確に理解し、さらに自らの考えの形成の仕方を身に付
けるということです。大学の授業は、まず、このことの
修得を目指していますが、それはきっかけにすぎません。
大学では、先生の講義を単に聞くだけではなく、自ら
図書館や資料室などに足を運んで、先達の著した研究・
思索の成果を探し、読み、理解するという作業も併せ
て必要です。
　さらに、学問を行うということは、学ぶだけでは足り
ません。学んだことを踏まえて、それを「問う」という
ことが必要です。他の学問分野と同じように、皆さんが
これから学ぶ法学、政治学のそれにおいても、日々新
しい問題が生起され、それに伴って新しい考えも生ま
れています。そこで、先達による成果は現在でも本当に
妥当するのであろうか、もっと別の考え方ができるので
はないだろうか、という具合に、既存の考えにとらわれ
ることなく、「自分の頭で」徹底的に考え、問うてみる、
それに基づいて自分の考えを形成するという知的活動
が必要なのです。
　成城大学法学部は、皆さんがこのような知的活動を
行うのにふさわしい環境を整えています。第1に、素晴
らしい教員、職員がいらっしゃるということです。教員

の方々は、授業などを通して皆さんに学問的刺激を与
え続ける豊かな学識と教育的熱心さを兼ね備えた先生
ばかりです。また、職員の方々は、皆さんが知的活動
を行い充実した大学生活を送ることができるよう、様々
な面でサポートしてくださいます。第 2に、皆さんが将
来どのような分野に進んでもよいように、基礎から学び
応用力を培う教育カリキュラムを用意しています。1、2

年次では、基本を重視し、あらゆる職種に対応するこ
とができる基礎力の獲得を目指し、それに基づいて、3、
4年次には、自主性を尊重し、将来の進路に応じて選
択することができる多様な科目群を設けています。第 3

に、時代に先駆けた充実した資料室を備えているとい
うことです。2016年に法学資料室を全面的にリニュー
アルし、その拡充を図るとともに、新たな法情報提供
環境と先進的な機材を備えたスタディールームをはじめ
とする学習研究環境を設けました。あとは、皆さんが
いかに「学問」を行うかだけです。
　われわれ教職員は、皆さんが、このような環境を存
分に活用して学問を行い、4年後に、「成城大学法学
部に入って本当に良かった」、「成城大学法学部で学べ
たことを誇りに思う」という気持ちを抱いて卒業される
ことを願っています。それに向けて、われわれ教職員も
力を尽くしますので、皆さんも初心を忘れず、最高学府
で学ぶという自覚と誇りを持ってがんばってください。

山本輝之学部長 プロフィール
やまもと・てるゆき
上智大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学。
名古屋大学大学院法学研究科教授、明治学院大学法学部
教授を経て、2011年より成城大学法学部教授。専門分野
は、刑事法、医事法。2018年 4月より法学部長。

学部長からのメッセージ

YＭＣで充実した
大学生活を

社会イノベーション学部長　内田 真人 

　社会イノベーション学部への新入生の皆さん、ご入学お
めでとうございます。教職員一同、心よりお祝い申し上げます。
　さて、大学生活が始まると、勉強のスタイルが高校まで
と大きく変わります。また、自由な時間が増え、部活・サー
クルや趣味、バイトなどやりたいことがヤマほど出てきます。
交流の行動範囲も同学年だけでなく、違う年次の人、留学
生、社会人など、自分を取り巻く世界が大きく広がります。
　みなさんはこれからどんな先生や仲間と出会うか、どん
な世界に飛び込めるのか、夢と希望で一杯なことでしょう。
やりたいことは目標を立て、失敗を恐れずに元気に片っ端
からやりましょう。その時のコツとして、私はＹ（やりたいこ
とを）Ｍ（みんなで）Ｃ（挑戦する）の「ＹＭＣスタイル」
で取り組むこと！をおススメします。
　まず、Ｙ。勉強面では高校まで教科書が指定されている
ことが殆どですが、大学では自分でテーマを選んで図書館
やパソコン・スマホで資料を検索する場面が増えます。社会
イノベーション学部なので、例えば人口減少の人手不足の社
会現象を問題に設定した場合、AIで働き方をどう変えられ
るか考えてみましょう。勉強以外にも、空いている自分の時
間を自由にできます。部活したり、バイトしたり・・・そして、
休みの日はぜひいろいろなところへ出かけてみましょう。
　次にＭ。成城大学の少人数で先生や学生同士の距離が
近いメリットを活かしましょう。アイデアを考える人、情報
探しが好きな人、英語が得意な人、男子ｖｓ女子の意見な
ど・・・、１つのテーマについてみんなでワイワイ話し合う
と、きっと素晴らしい企画案が創造できるでしょう。
　最後のＣ。勉強面では学内外の各種コンクールやコン
テストから国内・海外インターン、東京オリンピックパラリ
ンピックなどのボランティア活動もあるでしょう。学生部や
キャリアセンター、国際センターにもいろいろと情報が揃っ
ていますのでぜひ訪ねてください。
　ところで、私たちの社会は、今、グローバル化、少子
高齢化、人口知能の進化など大きな変化の流れの中にい

ます。日本は戦後素晴らしい経済成長を遂げましたが、残
念ながら最近は世界の変化に対応が遅れ気味で、不正問
題、貧困格差、デジタルデバイド、働き方改革など社会
問題が起きています。また日本企業は Amazon、Alibaba

など海外企業にも押されています。こうした厳しい状況の
中で、社会ではいまこそ若い人たちの新しい豊かな発想力
が求められています。
　本学部では自由な発想でワクワクしながら問題を解決
するみなさんの行動を全面的にサポートしています。経済、
経営、心理、社会、国際関係、英語、スポーツなど幅広
い分野を専門とする素晴らしい先生方がいます。学生が自
由に訪問できるオフィスアワーもありますので遠慮なく訪
ねてください。
　社会イノベーション学部は創設 16年目を迎えました。
最近は海外留学へ行く学生が倍増し、昨年末マドリードで
開催された国連COP25などの国際会議のユースで活躍し
ている学生もいます。卒業生も12期 3,000人を越え、社
会の最前線の幅広い分野で活躍しています。社会イノベー
ション学部でよい友達を作って充実した学生生活を送るこ
とを応援します。卒業時に逞しくなって次のステップでさら
に飛躍しましょう。YMCスタイルで頑張って！

内田真人学部長 プロフィール
うちだ・まひと
東京大学教養学科卒、日本銀行（パリ主席駐在員、那覇
支店長、調査統計局審議役）を経て2007年成城大学教
授。2013年フランス École Normale Supérieure de Lyon
大学に招聘され客員教授。現在日本金融学会理事・中央
銀行部会代表幹事、財務省、ゆうちょ財団等で委員兼務。
主な著書は The Dynamics of Regional Innovation（共著
2010年、World Scientific Publishing），「アベノミクス下
の地方経済と金融の役割」（編者 2019年、蒼天社）。
2018年 4月より社会イノベーション学部長。

Campus SEIJO 

8 9



　｢学友会｣とは何か？ 成城大学生全員により構成されており、「学生の学生による学生のための自治組織」です。「学友会」
は、学生生活や課外活動等で生じる諸問題など様々な事柄について検討したり、学生生活を充実させるためのイベント企
画や運営などを行っています。みなさんは入学したその時から「学友会員」となっています。

課外活動紹介

学友会を知ろう！

28

36

8

　大学には、正課授業の他に個人の才能や趣味に適した分野で、自主的に参加できる各種の課外活動があります。
新入生のみなさんも、是非、積極的に課外活動・自治活動（学友会活動）に参加し、より豊かで潤いのある学生
生活を送られることを期待しています。

特別委員会・特別機関・研究団体・専門局一覧
◆ 特別委員会
 大学祭実行委員会・卒業アルバム委員会・
 新入生課外活動参加促進委員会・
 卒業記念パーティー実行委員会
◆ 特別機関
 厚生部・放送部・応援団リーダー部 /チアリーダー部・
レストロ・アルモニコ管弦楽団・新聞会（休部中）

◆ 研究団体
 会計学研究会・民俗学研究会・ミステリークラブ・
歴史研究会・マスコミ研究会・司法試験勉強会・政
治経済研究会・ヨーロッパ文化研究会

◆ 専門局
 事務局・広報局・印刷局・照明局

　文化部連合とは、成城大学で活動している「文化的活動の促進のために組織された団体（部活・同好会・愛好会）」が構
成している連合組織です。本学には音楽や映画など、多岐にわたる28の文化的活動団体があり、それぞれの分野で日々活
動に励んでいます。その執行機関として文化部連合本部があり、本部では団体の取りまとめや活動支援などを担っています。

課外活動紹介

文化部連合を知ろう !

文化部連合所属団体一覧
●アイドル研究会
●アメリカ民謡研究会
●映画研究部
●映像シナリオ研究会
●演劇部
●合唱団
●華道部
●ギター部
●狂言研究会

●軽音楽部
●広告研究会
●古美術鑑賞会
●サイクリングクラブ
●茶道部
●写真部
●将棋同好会
●商業英語研究部
●書道部

●生物部
●ダンス部
●釣部
●天文研究会
●美術部
●文芸部

日頃の活動の成果を発表します
①六月祭：
毎年６月～７月に、学内施設や学外施設等を利用し
て団体毎に展示や発表を行います。（予定）

②大学祭：
毎年 11月に開催される大学祭で団体毎に出展や発
表を行います。（予定）

これらのイベントでは、複数の団体が、それぞれの強
みを生かしたコラボレーション企画を行うこともありま
す。展示作品や発表の雰囲気をぜひご覧ください。

●成城ボランティア部
●漫画研究会
●落語研究会厚生部

照明局

ボランティア部

ダンス部

サイクリングクラブ

華道部

合唱団

釣部

広告研究会

天文研究会

映画研究部
レストロ・アルモニコ管弦楽団

成城大学　課外活動

成城大学　課外活動

執行部

応援団リーダー部

卒業記念パーティ実行委員会

応援団チアリーダー部

狂言研究会

落語研究会

アメリカ民謡
研究会

軽音学部

アイドル研究会
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　体育部連合会とは、成城大学で活動している「各体育的活動の促進のために組織された団体」が構成してい
る連合組織です。本学には 36の体育的活動団体があり、それぞれの競技、種目で日々活動に励んでいます。
その執行機関として体育部連合会本部があり、本部では団体のとりまとめや活動支援などを担っています。

　成城大学では、これまで紹介した学友会所属公認団体と、学友会所属ではない届出サークルに限り、学内での新
入生に対する勧誘を認めており、運営は学生の自治団体である、「新入生課外活動参加推進委員会」が行っています。
大学ＨＰや各団体のＨＰ、ＳＮＳなどで興味を持った団体があれば、実際に部員の話を聞くことができます。

課外活動紹介 課外活動紹介

体育部連合会を知ろう! 新入生への課外活動参加に関する勧誘について

★勧誘期間（予定）
4/2 （木）入学式終了後 ～ 4/30 （木）まで

★対象団体
学友会所属公認団体（サークルの勧誘は 5月頃）

体育部連合会所属団体一覧
●合気道部
●男子アイスホッケー部
●アメリカンフットボール部
●空手道部
●弓道部
●剣道部
●硬式庭球部（男子）
●硬式庭球部（女子）
●硬式野球部
●男子ゴルフ部

本学の学友会所属団体を装った、外部団体からの悪質な勧誘を受ける可能性があります。電話番号等
の個人情報の取り扱いには、十分注意してください。また、不審な人物を見かけたら1号館 1階学生課
へ報告してください。

●女子ゴルフ部
●サッカー部
●女子サッカー部
●柔道部
●水泳部
●スキー部
●漕艇部
●卓球部
●女子タッチフットボール部
●馬術部

●男子バスケットボール部
●女子バスケットボール部
●バドミントン部
●男子バレーボール部
●女子バレーボール部
●男子ホッケー部
●女子ホッケー部
●洋弓部

 課外活動団体による勧誘の様子

●ヨット部
●ライフセービング部
●ラグビー部
●男子ラクロス部
●女子ラクロス部
●陸上競技部
●ワンダーフォーゲル部
●自動車部（休部中）

悪質な勧誘に注意しよう！

バドミントン部

漕艇部

馬術部

ラグビー部

女子サッカー部 ワンダーフォーゲル部

男子バレーボール部

女子ラクロス部

成城大学　課外活動
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　成城大学では、年間を通じて様々なイベントが開催されています。イベントには学生主催のもの、大学主催
のものがあります。これらに積極的に参加して様々な体験をすることで、学生生活を有意義なものにすること
ができるでしょう。

年間行事紹介

イベントに参加しよう!

4 月

新入生にとって非常に大切な行事です。日程
に従い、必ず出席してください。

各種オリエンテーション・ガイダンス

5 月

成城学園伊勢原総合グランドを会場として開催
されるスポーツイベントです。軟式野球、サッ

カー、ソフトボールの 3種目があり、クラスの仲間、
サークルの仲間、部活の仲間など誰とでも気軽に
チームを組んで参加できます。

「学長杯」伊勢原スポーツデイ

6 月～7月

文化部連合所属団体による展示や発表会。
学内外で文化系の団体が日頃の活動の成果

を発表しています。

六月祭

11月

成城学園文化祭として幼稚園から大学まで学園
全体が一体となって開催される一大イベント。

中でも、大学祭は 11月 1 日～ 3日まで開催され、
様々な展示・発表・公演・イベント等が催されてい
ます。各団体が日頃の活動・研究の成果を発表す
るだけでなく、成城商店街など地域社会との交流
を深める催しも多数企画されています。

文化祭

10 月

学習院大学・成蹊大学・武蔵大学・成城大学の
四大学でスポーツを通じた各校の交流を目的と

して毎年秋に開催されている伝統ある運動競技大会。
体育会所属団体による「正式種目」、一般学生による
「一般種目」に分かれており、各部門の各種目で対
抗戦を行い、総合得点を競い合います。

四大学運動競技大会

11月

埼玉県戸田オリンピックボートコースで開催される
手漕ぎのボートレース。4人のクルー（漕手）と

1人のコックス（舵手）の計 5人1組でボートに乗り、
300Ｍの距離を競い合います。種目は男子 / 女子 / 混合
の3部門あり、クラスの仲間、サークルの仲間、部活
の仲間など誰とでも気軽にチームを組んで参加できます。

成城レガッタ

12 月

文化部連合所属団体による展示や発表会。六
月祭と同様に、学内外で文化系の団体が日

頃の活動の成果を発表しています。

十二月祭

このアイコンが付いているイベントは、「成城大学 ○○
（イベント名）」で検索すると大学HPの記事を確認できます。HP

HP HP

HP

HP

※今年は 5月 31日（日）に開催予定です。
※今年は 11月28日（土）に開催予定です。
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新入生が大学生活を
よりよく送るために

　ご子女のご入学、心よりお祝い申し上げます。新入
生は今日この日から、本学学生として新しい学生生活
の第一歩を始められました。
　さて、大学では高等学校の授業のように決められた
科目を同じクラスで受講するのではなく、学生自身が

授業科目を選択して、計画的に履修していくことになり
ます。自らの意思で勉学・研究に取り組むことができる
という特徴をもっている反面、自由に流され、目的を
見失ってしまうことも少なくありません。そのため新し
い環境に適応できず、様々な悩みをもつ学生も増えて

きております。
　こうした見地から新入生の保証人（父母等）の皆様
に、大学生活のことでぜひ知っておいていただきたい
ことを書き述べておきます。

□ 授業の出席について

　成城大学学則第 23条第 1項で定めるとおり、
授業科目の出席すべき時間数の 3分の1以上欠席
した学生は、当該授業科目修了の認定を受けること
ができません。また、授業に遅れてくる学生がいま
すが、1時限目は 9時から始まることを、ご承知お
きください。

□ 身の回りに潜むトラブル
　 について

　近年、学生を取り巻く環境は大きく変化して
います。ネット社会となった現在の大学生は情
報化社会の中で育ってきており、eメールはも
ちろんのこと、Facebook や Twit ter、L INE

などの SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）がコミュニケーションツールとして完
全に定着した世代です。大学生活においても、
L INEによって入学前から友達づくりを始めるな
ど、これまでの人間関係づくりとは大きく様変
わりしています。
　さらにはこれらによって、個としての自分に
向き合う時間や機会が少なくなっていることや、
様々な、そして大きなトラブルに巻き込まれる
ケースが増えていることも間違いありません。
　また、DVD販売などを目的とした「マルチ商法」
や、ゴスペルサークルの名をかたっての「宗教勧
誘」、さらには世間を騒がす「危険ドラッグ」や「未
成年飲酒」など、大学生に降りかかるトラブルは
後を絶たない状況です。
　これらのトラブルに十分注意するとともに、
常に身の回りには危険があるということを認識して
行動してください。

SNS

□ 就職・キャリア形成について

　大学生活が始
まったばかりの新
入生が、卒業後
の進路をイメージ
することは難しい
かもしれませんが、働くことや、仕事について少し
ずつ考え、大学生活で何に取り組むかを悩み、行
動していくことは、自身の人生を豊かにしていくため
にも重要なことです。
　キャリアセンターでは、こうした将来について考
えるためのプログラムとして「就業力育成・認定プロ
グラム」を用意しています。1年次から門戸が開かれ
ており、正課（キャリアデザイン科目）の他に、「澤
柳塾」等の正課外プログラムを受講することができ
ます。どの授業およびプログラムも、自身のこれか
らの人生について考えたり、充実した学生生活を送
るためにはどうしたら良いかを具体的に学ぶことが
できる内容になっています。
　こうしたプログラムを通じて、自身の「キャリア」
を形成していくことを1年生のときから取り組んでい
ただければと思います。

□ 留学と国際交流について

　成城大学では、国際理解と視野を広げるための
多様な機会を提供しています。短期語学研修や交
換・認定留学、学内での国際交流の相談は、国際
センター窓口にて受け付けます。
　留学では、チャレンジをしようという態度と自ら
問題解決を行う努力が必要となります。学生本人が
よく考え、当事者意識をもって、留学の相談や準備
をすることが望まれます。

□ 学生への伝達について

　本学では、学生へのすべて
の伝達を Campus Square 

for WEB（学生生活情報のイ
ンターネット閲覧・登録システ
ム）のお知らせ掲示板と大学
構内の掲示板によって行って
おります。
　いったん掲示し
たお知らせは周知
されたものとして
取り扱っておりま
すことをご承知お
きください。

□ 電話呼び出し・照会について

　本学では、個人情報保護の観点から、学外から
の学生の住所・電話番号等、個人情報に関する問
い合わせには一切応じておりません。また、高校時
代とは違い、保証人・家族・友人からの電話による
呼び出しにも対応できません。あらかじめご了承
ください。

□ 一人暮らしについて

　地方から上京される
学生は慣れない一人暮ら
しとなりますので、生活
環境の変化や解放感な
どから、様々な問題が
生じやすくなります。十
分な睡眠や食事のバランスなどを配慮した規則正し
い生活を送るためには、かなりの自制心が必要とさ
れます。
　行動範囲が拡大され、自由奔放な行動をとるよう
になり、その結果、体調を崩したり、授業を欠席し
がちになる学生もしばしば見られます。
　日頃から連絡を取り合い、生活状況をよく把握し
ていただくことが望ましいと思われます。

□ 奨学金制度について

　奨学金制度の多
くが、勉学に励む意
欲があり、またそれ
にふさわしい能力を
持った学生が経済
的理由により修学を
あきらめることのな
いよう支援することを目的としています。
　日本学生支援機構の奨学金をはじめ、給付、
貸与の別に関わらず、学生本人への援助を目的と
しており、出願説明会や、その後の手続きなどを
他者が行うことはできず、全て学生本人が自覚を
もって行う必要があります。掲示板等を定期的に
確認し、情報の見落としがないよう注意する必要
があります。

新入生の保証人（父母等）の方々へ

Campus SEIJO 
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施設紹介

食堂・売店 information 施設 information
各食堂施設では手ごろな値段のメニューを提供しています。
食べ比べながらお気に入りを見つけてみてください。
また昨年 4月から「SEIJOちかぱん」がオープン！『100円朝食』（数量限定）も行ってい
ますので、ぜひご利用ください。

本学では学生生活を有意義に過ごしてもらうための施設が充実しています。
新入生のみなさんも各施設を多いに活用して、充実した学生生活を過ごしてください。

PickUp PickUp

Campus SEIJO 
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▲ 冷やしぶっかけ塩ラーメン

▲ 成城オムライス

学生食堂（大学食堂棟 1F）

SEIJO×10（大学食堂棟 1F）

学生ラウンジ（7号館B1F）

SEIJOちかぱん（大学食堂棟 B1F）

図書館アクティブラーニングエリア

トレーニングセンター

Lounge #08（8号館 1F）

土曜日は学生ラウンジとSEIJO×10が営業
※ SEIJOちかぱん、学生食堂は土曜営業なし。



■在学生向け履修の手引等の配付について
　日時 4 月1 日（水）～ 3 日（金）・6日（月）10:00～16:00（予定）
　場所 7 号館 1 階 712教室
　 ※学生証を持参してください。 【教務部】

■履修相談（在学生・新入生）
　日時 4月 2日（木） 13:00～16:00（在学生のみ）（予定）
 4月 3日（金）～ 4日（土）・6日（月）10:00～16:00（予定）
 4月 7日（火） 10:00～13:00（予定）
　場所 7号館 3階
　 ※学生証・履修の手引を持参してください。 【教務部】

■新入生対象教職課程ガイダンスについて
　日時 4月 8日（水）・9日（木）12:20～12:50（予定）
　場所 3号館 2階 322教室
　対象 教職課程登録を検討している経済・文芸（国文・英文・文化史・ヨー
 ロッパ文化学科）・法学部の1年次生
　※学生証・履修の手引を持参してください。

　教職課程登録を検討している1年次生を対象として、教職課程の概要、
1年次に履修できる科目等に関する説明を行います。教育職員免許取得
を希望している1年次生は、上記の日程のいずれかに必ず出席する必要
があります。なお、このガイダンスに出席していない場合、履修科目登録
上限単位数の特例措置を受けることができません。 【教務部】

■特設会場での教科書販売について
　日時　4月7日（火）～ 25日（土）　8:30～16:30 （予定）
　　　　※平日のみ（25日（土）は実施）
　場所　3号館 1階学生ホール
上記期間中、授業で使用する教科書を特設会場にて販売します。
期間終了後は、学内売店 SEIJO×10で購入することができます。
   【教務部】

■ 2020年度「成城 学びの森」 
　 コミュニティー・カレッジ春夏講座のお知らせ
　本学では、「成城 学びの森」の名称で、本学教員を講師として、生涯学
習支援事業を行っています。学生のみなさんには自分の学部以外の先生の
講義を受けるチャンスとして、1講座 3名まで無料で受講できるようにして
おります。また、ご家族の皆様も本学で講義を受講できるこの機会をぜひ
ご利用ください。
申込期間：4月2日（木）～ 4月17日（金）（予定）
開講期間：5月2日（土）～7月 13日（月）（予定）
※詳しくは、本学ホームページ「成城 学びの森」のサイトをご覧ください
 【成城 学びの森」事務局】

■国際センター各種説明会（タイトルが同じものは内容も同じです。）　

【国際センター】

■日本学生支援機構の奨学金について
　日本学生支援機構は、総合的な学生支援を目的として設立された独立
行政法人であり、日本学生支援機構奨学金は、大学生が利用する最も代
表的な奨学金制度です。
　奨学金出願希望者は必ず下記の説明会に出席してください。説明会に出
席しない場合、奨学金の出願はできません。

※説明会の開催場所は 3月に送付したガイダンス日程表を確認してください。
 【学生部】

■「高等教育の修学支援新制度」について
　成城大学は 2020年度より導入される「高等教育の修学支援新制度」
の対象校として認定されています。
　住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象として、「授業
料等減免」と「給付型奨学金（原則返還不要）」を行い、修学意欲の高
い学生を支援するために設けられた制度です。
　本制度への申請を希望する学生は以下を確認して、必ず説明会に出席
してください。説明会に出席しない場合、出願はできません。（大学院生
は本制度の対象となりません。）

①「予約採用者」説明会
　（対象：高等学校等在学時に、採用候補者に決定している者）
　日時：2020年 4月7日（火）9時 30分～（予定）
　備考：説明会出席時に「奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】」
　　　  と「印鑑」を必ず持参してください。
②「在学採用」出願説明会（対象：①以外の在学生）
　日時：2020年 4月7日（火）16時～（予定）
※説明会の開催場所は 3月に送付したガイダンス日程表を確認してください。

【注意事項】
・世帯の所得金額等や学業成績の状況によっては、採用されない場合が
  あります。
・毎年度、所得金額等や学業成績の確認を行います。

【学生部】

■定期健康診断（問い合わせは保健室）
　日程 6月15日（月）～19日（金）（5日間）（予定）
 午前の部：男子… 9：30～12：30
 午後の部：女子…14：00～16：45
　場所 澤柳記念講堂ロビー
　項目 身長・体重測定、尿検査、胸部レントゲン撮影、内科診察
  【学生部】

■自転車通学を希望する場合（年度ごとに申請）
　学生課で登録申請を行い「登録ステッカー」を受け取り、自転車本体
の目立つ位置に貼付してください。
　自転車は指定された場所に、駐輪してください。年度更新していなかっ
たり、所定の場所以外に駐輪した場合は撤去します。
　なお、バス、電車での通学との併用はできません。定期券を購入してい
る学生には「登録ステッカー」は発行いたしません。
   【学生部】
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  各種お知らせ

学生部長からのメッセージ

学生生活の楽しみ方

学生部長

小林 真由美 

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　新入生向けのオリエンテーションやガイダンス
が始まりました。課外活動の勧誘のために上級生
も毎日中庭に集まりますので、４月はキャンパスが
最もにぎわう時期です。
　この時期に学生たちは「シンカン」という言葉を
よく使います。私の知っている「シンカン」と少し
意味が違うことに、最近気がつきました。私の学
生時代、「シンカン」とは「新入生歓迎コンパ」の
略で、新入生歓迎会のことでした。今は「新歓」
ではなく「新勧」、つまり「新入生の勧誘」のこと
のようです。
　このように、昭和の大学生と令和の大学生は少
し違う時代を生きていますが、それでも新入生の
気持ちは変わらないと思います。新しい環境に馴
染むまで、緊張や不安も大きいことでしょう。
　少し慣れてきた頃に、おすすめしたいことがあり
ます。キャンパス内に一人で心地よく過ごせる場所
をさがすことです。図書館の窓際の席、３号館学
生ホールのカウンター席、8号館のラウンジなど。
大学では時間割が一人一人違うので、空き時間も
それぞれ違います。ホームルームもありません。基
本的に一人で行動することになります。一人でも楽
しく過ごせることが大学生活を充実させるためのコ
ツだと思います。お気に入りの場所で、ゆっくり本
を読んだり、コーヒーを飲んだりしながら、有意
義な思索の時間を過ごしてください。
　
　大学生は常に学業優先をこころがけてほしいと
思います。でも、課外活動や大学主催のイベント
に参加するのも大学時代ならではです。
　成城大学には、有志グループで参加できるス

ポーツ系の楽しいイベントがいくつもあります。ま
ずは 5月の「伊勢原スポーツデイ」。伊勢原市にあ
る成城大学の広い運動場（伊勢原総合グラウンド）
で球技大会が開催されます。11月には「成城レガッ
タ」があります。前回の東京オリンピック会場であ
る戸田オリンピックボートコースで、４人漕ぎのボー
トで競走をします。漕艇部の部員が手ほどきをして
くれるので、未経験者でも心配なく参加できます。
本物のボートコースでボートを漕ぐ経験は、めった
にできません。
　スポーツの最も大きな催し物が、10月に開催さ
れる四大戦（四大学運動競技大会）です。私立の
旧制高等学校であった学習院・成蹊・武蔵・成城が、
戦後、新制大学となって「四大学」と呼ばれるよ
うになり、互いに交流を深めてきました。昭和 25

年から始まった四大戦は、昨年第 70 回大会を迎
えました。体育会系団体の「正式種目」、有志が
参加する「一般種目」、「教職員種目」があります。
四大学が 70 年間協力し合って続けてきた伝統の
ある大会です。昨年度の開催校は成蹊大学、今
年度は武蔵大学です。
　また、文化部の祭典は文化祭です。毎年 11月
2日と 3日、成城学園の幼稚園から大学までが一
緒になり、ワンキャンパスならではの盛大な文化
祭が開催されます。ご家族の皆様もぜひいらして
ください。

　皆さんはこれから「成城大生」です。教職員一
同、学業も課外活動も、精一杯サポートしていきま
す。これから始まる学生生活が充実したかけがえの
ないものになるよう、心よりお祈りいたします。

日程（予定） 教室 内容

4月6日（月）

311

  9:00-10:00 　SIEP/成城国際教育プログラム
12:00-12:40　「Academic Skills」指導説明会
13:00-13:40　「Academic Skills」指導説明会
14:00-15:00　SIEP/成城国際教育プログラム

312

10:00-10:50　海外短期語学研修（カナダ /アイルランド）
11:00-12:00　「毎日が英会話」説明会・デモレッスン
13:00-13:50　海外短期語学研修（カナダ /アイルランド）
14:00-15:00　「毎日が英会話」説明会・デモレッスン

４月９日（木）
312 12:15-12:50　海外短期語学研修（夏季・アイルランド）

143・144
① 12:15-12:50  ② 14:40-15:20  ③ 16:20-17:00
　「毎日が英会話」説明会・デモレッスン

４月10日（金）
312 12:15-12:50　海外短期語学研修（夏季・カナダ）

143・144
① 12:15-12:50  ② 14:40-15:20  ③ 16:20-17:00
　「毎日が英会話」説明会・デモレッスン　

４月14日（火） 721 12:15-12:50　スペイン短期語学研修（夏休み）

● 奨学金出願者説明会： 説明会に出席しないと出願できません。
※ ①②のどちらかに出席してください。

対象：学部生・大学院生 ①日時：4月 9日（木）18時～　　（予定）②日時：4月10日（金）18時～

● 予約進学者説明会： 説明会に出席しないと貸与が受けられません。

対象：予約進学者… 高等学校在学時に、奨学生採用候補者に決定して
いる者。

日時：4 月7日（火）13 時～（予定） 

※新型コロナウィルス（COVID-19）の影響により、学校行事や
　ガイダンスの日程が変更になる可能性がございます。
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  担任・学生委員について
　本学では、担任、学生委員など、教員と学生とのふれ合いを第一の目的とした学生担当制度があります。どのようなことでも気
軽に相談してください。
　また、2年次以降も、ゼミナール・基礎演習・専門演習などの担当教員から指導・助言を受けることができます。

■経済学部
学科 担　当

経済学科 小宮路　雅　博 （学部長）
中　田　真佐男 （経済学科主任）

経営学科 小宮路　雅　博 （学部長）
平　野　　　創 （経営学科主任）

■文芸学部
学科 担　任
国文学科 小　林　真由美
英文学科 松　川　祐　子
芸術学科 高　橋　健　一
文化史学科 小　澤　正　人

マスコミュニケーション学科 南　　　保　輔
ヨーロッパ文化学科 村　瀬　　　鋼

■社会イノベーション学部
学生委員

1
年
生
担
当

学
生
委
員

後　藤　康　雄
青　山　征　彦
磯　野　達　也
大　家　亮　子
村　田　裕　志

■「Campus Square for WEB
　（キャンパス･スクエア･フォー･ウェブ）」について
　Campus Square for WEB は、学生生活に必要な情報等
をインターネットから閲覧・登録できるシステムです。
　スマートフォンからも専用画面で閲覧可能です。

● アクセスＵＲＬ（アドレス）

https://cs.seijo.ac.jp/
大学ホームページ → 在学生の方へ → Campus Square for WEB
からもアクセスできます。

● Campus Square for WEB で利用できる情報
□ 学生情報参照： 大学に登録されているあなたの情報です
□ 履修登録（および予備申請）
□ 履修状況参照（履修登録完了後から）
□ 単位計算
□ 個人成績参照
□ 定期試験時間割照会
□ お知らせ掲示板：インターネット版お知らせ掲示です
□ 休講・補講・教室変更参照（履修登録完了後から）
□ シラバス・履修の手引参照

※ 全てのお知らせが掲載されるとは限りません。必ず学内掲示板も確認する
ようにしてください。

Campus Seijo News & Information

■前 期
4月 1日 （水） ～ 新入生オリエンテーション・各種ガイダンス、
   等　7日（火）まで
   履修の手引等配付　6日（月）まで
 2日 （木）  入学式
   履修登録（予備申請）開始　9時
 7日 （火）  履修登録（予備申請）期限　13時
   履修登録（予備申請）結果発表　18時（予定）
 8日 （水）  前期開講
   履修登録開始　8時 30分
   ※14日18時から15日 8時 30分までの期間は、
   　 抽選処理のため、履修登録はできない

 17日 （金）  履修登録期限（学部3・4年、大学院）  13時
 18日 （土）  履修登録期限（学部1・2年）  13時
 25日 （土）  振替授業実施（月曜日の授業を行う）
 29日 （水）  【昭和の日】授業実施
5月 4日 （月）  【みどりの日】授業実施
 5日 （火）  【こどもの日】授業実施
 6日 （水）  【振替休日】授業実施
 9日 （土）  振替授業実施（火曜日の授業を行う）
 23日 （土）  振替授業実施（水曜日の授業を行う）
 31日（日）  伊勢原スポーツデイ
6月 6日 （土）  振替授業実施（木曜日の授業を行う）
 15日 （月） ～ 定期健康診断　19日（金）まで
　　20日 （土） 振替授業実施（金曜日の授業を行う）
　　26日 （金）  全学総会　※ 5限のみ休講

  2020 年度学事・行事暦（予定）

2020年度　1年生担当（担任・学生委員等）

■後 期
 9月 21日 （月） 後期開講・【敬老の日】授業実施
  22日 （火） 【秋分の日】授業実施
 10月 17日 （土） 振替授業実施（水曜日の授業を行う）
  23日 （金）～           第 71回四大学運動競技大会　25日（日）まで　
　　　　     今年度は武蔵大学にて開催
      ※ 23日（金）、24日（土）は休講 

  31日 （土） 振替授業実施（金曜日の授業を行う）
 11月 2日 （月）
　　　・3日（火） 

学園文化祭ー大学祭ー

  4日（水） 文化祭後片付けのため休講
  12日（木） 振替授業実施（月曜日の授業を行う）
  23日 （月） 【勤労感謝の日】授業実施
  28日（土） 成城レガッタ
12月 19日（土） 振替授業実施（火曜日の授業を行う）
  25日 （金）～ 冬季休業　1月 6日（水）まで
 1月 7日 （木） 授業開始
  18日 （月）  後期授業終了
  19日 （火）～ 学年末定期試験　30日（土）まで
 3月 23日（火） 学位記授与式

■法学部
学生委員

1
年
生
担
当

学
生
委
員

奥　村　公　輔
鋤　本　豊　博
森　永　淑　子
太　田　　　晋
永　井　典　克

  トレーニングセンター通信
　ご入学おめでとうございます。トレーニングセンター（通称：
トレセン）は校舎のそばを流れる仙川の向こう、赤い屋根
の建物です。ここではフィットネスクラブさながらの設備
が揃っています。最新マシンも導入されているジムにサウ
ナ・ジャグジーバス付の温水プール、体育館にはダンスに
最適な大きい鏡まで。運動できる服装さえあればトレーニ
ングからバスケや卓球、バドミントンなどのスポーツが楽
しめます。
　人が元気に生活していくために不可欠なのが、「食事」「休
息」そして適度な「運動」です。スポーツクラブに通うのは
大変でも、学園内の施設であれば授業の合間や少しの空き
時間に通うことができます。大学生は自由に使える時間が増

えます。在学期間をどう過ごすか、空き時間に何をするかも
自分で決められます。その空き時間の選択肢の一つとして
「友達と体を動かす」というのも入れてみてください。スポー
ツやダンスはもちろんのこと、ダイエットや体づくりも友達と
一緒にやるだけで楽しく継続でき、とても良い思い出になる
と思います。
　今まで運動したけど効果があまり出なかったという人でも、
トレセンには専門のスタッフが常駐しているので、いつでも
気軽に相談に来てください。
　スタッフ一同、みなさんの元気な顔が見られるのを楽しみ
にしています。

春めく日差しに心も浮き立ち、新しい年度を迎えるべく多くの人があれこれ準備を進めていたと
ころに、「新型コロナウイルス感染症」（以下、新型肺炎）の感染拡大の報道で世界中が混

乱しています。情報は錯綜し、何が正しい対応なのかも分からないうえ、終息の目途も立たず皆さ
んも不安な日々を過ごしていることと思います。当然今後の予定や計画も確定させることが出来な
いため、身動きが取れずストレスばかりが溜まる一方でしょう。

でも、今私たちに出来ることはまず落ち着いて、新型肺炎の感染拡大防止のために、うがい・
手洗い・消毒・マスクの着用等を心掛け、感染の危険性が高いとされる場所・環境を避け

るなど、出来る限りの努力をすることしかありません。年度の初めということで、お花見の会や入
学を祝うパーティー等も開催したいところでしょうが、冷静に判断し開催の中止、日程を延期する
などして新型肺炎感染の終息を待ちましょう。学生諸君そして皆さんの周りの方々の安全のため、
賢明な判断を期待します。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、学校行事やガイダンスが中止および日程の大
幅な変更が生じる可能性がございます。
掲載している情報は、いずれも作成時点での判断であり、今後の状況次第で変更する可能性があります。
変更した場合は、都度お知らせいたします。

ご注意ください

  （H・I記）

編
集
後
記

7月14日（火）　  前期授業終了
　   15日（水）～ 学期末定期試験　22日（水）まで
8月  1日（土）～ 夏期休業　9月 20日（日）まで

Campus SEIJO 
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