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青山学院学術褒賞

「青山学院学術褒賞」は、専門分野の研究において学術上顕著な業績を
発表した青山学院の専任教員に授与される賞です。2012年度は以下の7名
が受賞しました。

■国際政治経済学部国際政治学科 青井 千由紀教授
Legitimacy and the Use of Armed Force: Stability Missions in the
Post-Cold War Era（Routledge 2011）

TOPICS

青山スポーツ 応援ありがとうございました！
バレーボール部（女子）
・バスケットボール部（男子）
・陸上競技部
ANYANGO Charity Concert
青山キャンパス学生食堂 愛称決定

■文学部日本文学科 大上 正美教授
『六朝文学が要請する視座 曹植・陶淵明・庾信』
（研文出版 2012.3）

■国際政治経済学部国際経済学科 港 徹雄教授
『日本のものづくり 競争力基盤の変遷』
（日本経済新聞出版社 2011.8）

■経済学部現代経済デザイン学科 西川 雅史教授
『財政調整制度下の地方財政 健全化への挑戦』
（勁草書房 2011.9）

■総合文化政策学部総合文化政策学科 茂 牧人教授
『ハイデガーと神学』
（知泉書館 2011.9）

誌上公開講座

Aogaku Lecture⑧
人間科学概論

■法学部法学科 安藤 泰子教授
『個人責任と国家責任』
（成文堂 2012.1）

■理工学部機械創造工学科 林 光一教授
数値流体力学によるデトネーション現象の解明

INFORMATION

青学オープンカレッジ春期講座
春期休業期間中の窓口案内
2013年度 大学・大学院学費納付のご案内
2012年度 ペアレンツウィークエンド実施状況報告
スポーツ振興資金へのご協力のお願い

For
Parents

「青山学院 エバーグリーン募金」への
ご協力のお願い

「青山学院 エバーグリーン募金」のもとに、目的別の募金活動を行っ
ております。ぜひ、
ご協力をお願いいたします。

For
Parents
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「スポーツ振興資金」へのご協力のお願い

青山学院大学ではこのたび、体育会に所属する選手一人ひとりが自信
と誇りを持ち続けて活動に取り組むことができるよう、有志のご寄付によ
る
「スポーツ振興資金」制度を創設しました。

青山学院維持協力会募金

第1期（2013年3月31日まで）にご協力いただく資金は、大学として強化
青山学院の財政基盤の確立を側面から支援していただく経常型の募金です。

指定している5つの体育会〈硬式野球部、陸上競技部、
ラグビー部、バスケ
ットボール部（男子）、バレーボール部（女子）〉の活動のために配分いた

青山学院奨学金募金

します。
これら強化指定部は、徐々にではありますが全国上位にランクす
勉学・課外活動に燃える青山学院在学生を経済的側面からご支援いた
だくことにより、学生生活の充実を図ることを目的とした募金です。
ご協力いただける場合は募金事業局へご連絡ください。資料をお送りいたします。

募金事業局（間島記念館1階）TEL.03-3409-6208
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FAX.03-3409-3890

る実力をつけてきています。
「青山スポーツ」の名をさらに高めていくた
めに、趣旨にご賛同くださる皆様からのご寄付をお願いいたします。
http://aoyamagakuin.oc-entry.com/
学長室「スポーツ振興資金」係

p-oﬃce@aoyamagakuin.jp

弓道部

チーム革新で戦力を強化。切磋琢磨してさらに上を目指します
弓道部は男子21名、女子25名の46名で活動しています。練習は火・水・金・日曜日に近隣の
弓道場で行っています。
2012年度は、6月の「全関東学生弓道選手権大会」、8月の「全日本学生弓道選手権大会」に個
人・団体で出場。個人では男女ともに決勝まで進むことができました。
また、9月に行われた「東
京都学生弓道連盟」のリーグ戦では、男子は5部リーグ2位、女子は4部リーグ4位という結果を
残しました。
ここ数年、
リーグ戦では特に男子が苦戦を強いられていましたが、今年はそんな現
状を打破すべくチームの革新に力を注ぎ、下位リーグですが2位という成績を残せたことには
手応えを感じています。
大会の他にも、1月の成人式前日に、京都の三十三間堂で新成人を対象として行われる「大
的全国大会」にも参加。長い歴史と伝統がある三十三間堂で弓を引ける貴重な機会でした。
弓道の魅力は、物事に対する集中力を育み、自分を冷静に見つめ直すきっかけになること。
今後もさらに力の向上を目指し、
日々お互いを高めあいながら頑張っていきたいです。
（主務：経営学部経営学科2年

AGUニューズについて
青山学院大学では、大学広報誌「AGUニューズ」を年5回（1月、3月、5月、
7月、10月）発行し、在学生の保証人の方々へ送付しています。また、在学生
を対象としてキャンパス内AGUニューズ専用スタンドにて配布しています。
本誌掲載の記事、写真、図版などの無断転載・複製を禁じます©2013青山学院大学

青山 貴大）

●AGUニューズのバックナンバーは、本学ウェブサイトでご覧いただけます。
●AGUニューズを確実に保証人の方々へお届けするため、住所が変更になった場
合は、住所変更の手続きをお取りください。
青 山 キャン パ ス→学生部厚生課
事務取扱窓口
相模原キャンパス→スチューデントセンター・学生生活グループ

発行元：青山学院 本部広報部
TEL .03 - 3409 - 6578

●2013年1月31日発行●

相模原キャンパス
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理工学部にある6つの学科。
学科名だけをみていると学べる分野は一見少ないようにみえてしまうかも

特集

しれません。
しかし実際には、
各学科には10以上の研究室があり、
それぞれに複数のテーマがおかれ、
宇
宙の神秘や人工知能を持ったロボットから、
環境に配慮したエコカーまで、
実にさまざまな研究がなされ
ています。
研究テーマをみていくと、
学科名にはでてこない身近で多様なキーワードがあらわれてきます。

ソーラーカー高性能化のための
損失解析とエネルギーマネジメント

つながりや環境との共生を考えた未来志向
型キャンパスとして2003年に誕生した相模原

外国語教育が求められています。社会
情報学部では2012年3月に卒業した

人

数教育

ばあまり知る機会のない2学部の教育体制、卒

現 在の大 学 教 育 は 学 生のみ な さ ん が 主

育成している社会情報学部。関わりがなけれ

2

体的に学習できるようにさまざまな方策

が相互に協力しあい現代社会を支える人材を

が練られていますが︑特にこの 学部では

開発している理工学部と、専門分野の違う教員

名 以 下 で あ る のに加 え ︑講 義 に

します。科学の英知をもとに日々新たな技術を

30

少 人 数 教 育 を 重 視 ︒専 門 科 目 の 約 半 分 が

パスを拠点とする2学部の教育体制をご紹介

対 応 し た 演 習 科 目 の 設 置 や︑実 験 科 目 で

第一歩。
そこで今号の特集では、相模原キャン

受講者

工学部でも2013年度から英語教育を

のアシスタント配置など︑授業内容を確実

きな転機を迎えるのに併せ、新学部設置など

に 身 につ け ら れ る よ う 配 慮 し て い ま す︒

一期生5名が外国の大学院に進学、理

未来を語るためには現在の姿を知ることが

また、今回は日刊工業新聞などで最先端の
科学技術をわかりやすく紹介している理系漫
画家「はやのん」
さんに相模原キャンパス訪問
記を寄稿していただきました。
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全面リニューアルするなど、
グローバ

外国語教育

氷蓄熱に関する研究

タンパク質の形から
働きを知り役立てる研究

理論・基礎科学

財務情報を利用した
企業価値モデルの研究

安全
二足歩行ロボットの作製と
制御に関する研究
ロボットの
動力学と制御

アンテナを含む
電波伝搬に関する研究

電波・通信

ロボット
医療・創薬

学習

有機金属錯体の
光科学

宇宙船の突入・
再突入に関する研究

宇宙

伝染病の伝播、
HIVと人間の免疫系の闘い
の数理モデル

海洋天然物の
分離分析および構造解析

教育支援
システムの開発

人体周辺無線
e-Learningと
ネットワークの研究
学習モデル

ブラックホール誕生の瞬間、
ガンマ線バーストの起源

に使われている現代社会。名称に「情報」
とつく社会情報

情報教育

自然エネルギー

ル化への対応が着実に進んでいます。

身の回りのいたるところで高度な情報技術が当たり前

業生の声をお伝えします。

ビジネス

急速に進む中で、大学での実践的な

キャンパス。就学キャンパスの再配置という大
将来に向けての計画が動きつつあります。

摩擦の物理
電磁波の人体影響と
その防護に関する研究

英語で行われるなどグローバル化が

2学部
共通の特色

少

を迎えます。最先端の設備を備え、地域との

情報端末を用いた
広告手法の研究

科学技術の成果発表のほとんどが

相模原キャンパスは、2013年4月に10周年

発育期脳に対する
環境化学物質の影響評価

新素材・材料
新しい超伝導物質の探求

ソフトウェアの
国際化の開発研究

画像や映像を
コンピュータで
分析・理解する
システムの研究

コンピュータ

※上記の研究テーマは一部をピックアップしたものであり、
学部全体を網羅したものではありません。

橋梁などの実構造物の
形状・変位測定
バーチャル
ファクトリーに
関する研究

ものづくり

学部や理工学部情報テクノロジー学科以外でも高度な
情報教育を提供しており、1年次に半期週2回（180分）の

物理・数理学科

化学・生命科学科

電気電子工学科

機械創造工学科

経営システム工学科

情報テクノロジー学科

実習が必修です。両学部の卒業生に、
プログラミングを1
度も学んだことがないという学生は1人もいません。

AGU NEWS
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同じ大学の学生であっても、学部やキャンパスが違えば学び方や生活は大きく変わってきます。
「理工
学部生はいそがしい
（らしい）」
という声はよく聞かれますが、実際はどのような学生生活を送っているの
でしょうか。学科によって違いはありますが、一般的なスケジュールモデルを紹介します。
「数学リメディアル」
で高校数学を復習

入学前

理工学部の授業は、高校の「数学Ⅲ」
「数学C」が履修済みであることを前提に行われます。入学直前の3日間、上級生のサポートを受けながら独

実験も、英語も、専門以外の体験も、
すべて仕事に活かされています。

自のテキストを使って高校数学の復習を行います。

学科ごとの授業
学科ごとに定められた必修科目のほか、指定された科目からいくつかを選ぶ選択必修科目、履修するかどうかを自由に選べる選択科目に分か

ルネサスエレクトロニクス株式会社

れています。大学数学の基礎である
「解析」
「線形代数」はすべての学科で必修もしくは選択必修としており、講義の内容を定着させるための「数学

1年生

技術開発本部

稲垣 雄志 さん

演習」
を併せて開講しています。

2010年度 大学院理工学研究科理工学専攻電気電子工学コース博士前期課程
電子回路応用研究室(松谷康之 教授)

あらゆる分野の実験・実習科目

修了

所属する学科を問わず、
「物理基礎実験」
「化学基礎実験」
「電気計測実験」
「ものづくり実習」
「情報処理実習」
の5つの実験・実習を全学生が履修します。
「ものづくり実習」
ではステンレス製のペンスタンドを設計から部品加工、
組み立て、
製品計測までおこない、
ものづくりの面白さと難しさを体験します。

割合が増していく専門科目

2・3年生

2年生以降も講義だけでなく演習、実験・実習が数多く含まれていますが、数学、物理学、化学などの一部科目を除き、学科ごとに開講されている
専門科目を履修していくことになります。年次が進むにつれて学ぶ分野の幅が大きく広がっていき、たとえば「天体宇宙概論」
「ナノ・材料科学」
「バイ
オテクノロジー」
「レーザー光化学」
「電波工学」
「エネルギー・燃焼論」
「ソフトウェア設計」など、卒業研究に結びつく授業を選んで学んでいきます。

キするのも確かですが、試行錯誤を繰り返す毎日はとても魅力的です。

基幹を担っています。半導体という言葉になじみのある方は多くはな

私の業務は研究室で学んだことと直接つながっている部分もあり

いかもしれませんが、PCや携帯電話、電子マネーのようなデジタル製

ますが、それ以外にも在学中に得た実にさまざまなことが現在に活

品はもちろん、洗濯機やエアコン、
自動車など、
さまざまな機器に幅広

かされていると日々感じます。少人数体制でしっかり教えてくださった

く使われています。今、周りをみわたしてみて半導体が使われていな

実験科目は現在の測定業務にとても役立っていますし、工場実習で

いものをさがすのが難しいくらい、私たちの生活の身近なところで活

半導体製造工程を見学する際も、物理や化学などあらゆる分野の基

躍しています。簡単に言ってしまえば、
この半導体の性能が高度にな

礎を学んでいたからこそ理解しやすかったといえます。また、回路設

ればなるほど、省エネルギーで高性能な製品を作り出すことが可能

計をする上で多くの文献を読むために必要な英語力が身についたの

究」に専念する場合も少なくなく、多くの学生が朝から夜まで研究室で過ごす生活をおくっています。

になるのです。

も、在学中にある程度のTOEICスコアを習得できたからこそ。情報科

多くの学生が大学院へ進学

導を受けながら、次世代のデジタル回路を設計しています。
コンピュー

カデミー」でのインストラクター経験によって、今不可欠なネットワー

理工学部では毎年30〜40％の学生が大学院に進学しており、他学部の大学院進学率（〜10％）
と比較すると非常に多くの学生が大学院へ進学

タ上でシミュレーションを重ね、試作品を発注し、検証・評価までを行

ク技術の知識を得られたことはいうまでもありません。専門分野にと

し、研究を継続しています。
また、就職する学生のうち約70％は製造業・情報関連サービス業に就職していますが、従来多かった学校推薦型は徐々

い、試作チップがきちんと動いた時は新しい道が開けたようなうれしさ

らわれず、自分の興味が赴くことを体験してみる。それができる環境

を感じます。多額の費用がかかりますから、不具合などないようドキド

にいる後輩たちには、いろんなことにトライしてほしいと思います。

卒業研究

4年生

私の勤める企業は半導体専業メーカーとして、
日本のものづくりの

それぞれの研究室に所属して、
自分自身が追求したいテーマを1年間かけて研究します。3年生までに卒業に必要な授業を履修し終えて
「卒業研

2011年4月に入社して現在はまだ研修中の身ですが、主任技師の指

卒業後

に少なくなっており、
自由応募による就職活動が中心となってきています。
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学研究センター主催の教育プログラム「シスコ・ネットワーキング・ア

AGU NEWS
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災害のリスクを保険などの社会の仕組みで救済できるのか、
といった
ことが課題としてみえてきます。
社会情報学部では「社会」
「 情報」そして
「人間」の3分野を学びの

現実の問題を考えるとき、
そこには
「文系」
「理系」の区分けはありま

フィールドとしていますが、
それらを細切れにして学ぶのではなく、2つ

せん。
そのような分野を横断した知識に、統計データ分析やプログラ

以上の分野を横断して社会の複雑な問題に対応できるようになるた

ミング、言語スキルといった基礎力とグループプロジェクトなどで培わ

めの教育に取り組んでいます。

れる実践力とを掛けあわせていくのが社会情報学部の教育です。

1つの問題でも視点を変えれば課題もその解決方法も違ってきま

4年生になると理工学部と同じく、
自分で考えたテーマを1年間かけ

す。たとえば「大災害」について考えるとき。
「 人間」
では弱体化してし

て追求する
「卒業研究」
に必ず取り組むことになります＊。
そこで研究さ

まった地域コミュニティをどのように再生していくのか、
「情報」
では災

れているテーマは3分野のいずれかに深く根ざし、
あるいは複数の分

害時にソーシャルメディアをいかに活用できるか、
そして
「社会」
では

野をつなぎあわせたものが提案されています。

就きたかった仕事に恵まれ
やりがいを感じる日々の礎には
学部での充実した4年間があります。
株式会社ドリコム

ソーシャルゲーム事業本部

齊藤 佑樹 さん
卒業研究のテーマ例
（2013年1月提出）
社会・人間

＊2012年度以降入学生は4年次に
「卒業研究」
もしくは
「特定課題研究/演習」のどちらかに取り組むことになります。

「コワーキングスペースの利用状況から見るその実態」
「西丹沢におけるエコツーリズムの現状と展望」
「ワークショップにおけるユーモアと笑いの機能」
「21世紀における博物館のあり方」

人間・情報

「不公平の観点から見た日本の年金制度」
「家庭環境が異性不安・異性対人行動に与える影響」

人物マッチングシステム」

「位置情報に基づく入退室管理システムの開発」
「剣道の試合のポイント別割合における特徴分析」

な業務です。
どのような難易度にすればストレスを感じることなく遊

2年生の時には学部生全員にiPhoneが配布されたのも記憶に強く

べるようになるかといったバランス調整や、新たな要素を追加する企

残っています。わずか4年前のこととはいえ、当時スマートフォンなど

「SNS依存に関するストレスについて」

「高齢者のデジタルデバイド対策」
「口コミサイトにおける評価者の信頼性に関する研究」

社会

情報

社会・情報
「ポートフォーリオシステムを利用した就職支援 −その有効活用に向けて−」
「Twitterを通してみる世論形成についての研究」
「メディアユニバーサルデザインの活用 −UD乗換案内−」
「データマイニングを用いた広告効率改善に関する研究」
「移住希望者と受け入れ地域を繋ぐシステムの提案」
「携帯メール利用時の顔文字における男女差の調査」
「福島県の電力を100%再生可能エネルギーで賄うことは可能か」
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立っています。個々の関心を存分に追求できる環境も整っており、私
の場合は卒業研究のテーマを決めたのが内定後だったので、ソー

「社会情報学部生の履修分野を可視化するイラストジェネレーター」

「テキストマイニングで市政を考える」

シャルゲームの制作ディレクションを担当しています。ゲームの映像

シャルゲーム業界について研究しました。

「ICT活用が学校教育に与える影響」

社会・情報・人間

ムのバランス調整の際には確率統計や数学的なものの見方が役に

ニアなど、10数名からなる制作チームの運営、
スケジュール管理が主

「感性語を媒介にした香りの共通認識」

「Aardvarkアルゴリズムの応用とfacebookのlike分析による

スマートフォンなどでコミュニケーションを取りながら遊ぶソー
やイラストを担当するデザイナーや実際にゲームを開発するエンジ

「複数のUI実装によるスマートフォンアプリケーションのユーザビリティ分析」

人間

「高齢者介護サービス企業におけるコーポレートガバナンス」

2012年度 社会情報学部社会情報学科 卒業
ネットワークサービス・ユビキタス情報環境ゼミ
（宮治 裕 准教授）

画を立案することもあります。在学中から自分で何かをつくりだして

ほとんど普及していませんでしたから、
それまでの生活が一変するよ

いくより周囲をサポートする役割のほうに興味があったので、大いに

うなツールを在学中にいち早く体験できたのは幸運でした。携帯電

やりがいを感じています。

話の枠を超えた面白さに感動して、有志の仲間とアプリを開発。提携

社会情報学部での4年間は、
しっかりと基礎を身につけたうえで、好

企業にプレゼンをしたところ好評で、製品化することができました。

きなことを好きなだけ学ばせてもらえたという印象です。現在の業務

私たちが学部の一期生ということもあり、先生方も学生のやりたい

では自分でプログラム（コンピュータを動かすための命令文）を書く

ことを自由にさせてくれ、全面的にバックアップしてくれました。将来、

ことはありませんが全員必修でプログラミングを学んだことでどのよ

一緒に仕事ができたら楽しいだろうという仲間にも恵まれ、充実の４

うなプログラムがどう作用するか理解できるようになりましたし、
ゲー

年間が過ごせたと感じています。

AGU NEWS
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青山スポーツ 応援ありがとうございました！

これから

開催

ANYANGO Charity Concert

アフリカ・ケニアの伝統弦楽器「ニャティティ」

バレーボール部（女子）
主将

「今年こそ」
という思いで勝ち取った秋リーグ優勝
2009年の東西インカレに優勝して以降、各大会で好成績を残しつつも優勝を逃してきた女
子バレーボール部では、
「今年こそ優勝を！」
という気持ちで今シーズンをスタートしました。
「春

中村 愛理 さん

文学部 史学科4年

あと一歩というところで残念な結果になっ
てしまう。そんな試合が続く中、常にチームの
メンバーを支えてくれたのはたくさんのOG

日

時

3月10日
（日）17時30分開演（17時開場）

の世界初女性奏者として世界で活躍されている

場

所

青山キャンパス ガウチャー記念礼拝堂

アニャンゴさんによるチャリティ・コンサートを開

入

催します。
「ニャティティ」
とは、イチジクの木をくり

事前予約制

本学ウェブサイト 講演会・イベント欄より

問い合わせ先

A.G.U.アニャンゴプロジェクト

場

料

ぬいた本体に8本の糸を張った弦楽器で、本来は

無料
http://www.aoyama.ac.jp/

ケニアに住むルオの選ばれた男性にしか弾くこ
とが許されないものでした。アニャンゴさんは青

event-info＠aoyamagakuin.jp

山学院の中等部・高等部・大学を卒業後、アフリ

季関東大学バレーボールリーグ戦」
と
「東日本バレーボール大学選手権大会」では準優勝、
「全

や家族を始めとする応援の言葉でした。技術

日本大学女子バレーボール東西選抜優勝大会」では3位と優勝までの道のりは長いものでし

やパワーはもちろん、メンタル面でも一人ひ

カ音楽に魅了されてケニア奥地の村でニャティ

主 催：青山学院大学

とりが高みを目指してチームとしての力を高

ティの修業を積み、世界初の女性奏者として認め

後 援：ケニア共和国大使館

たが、1年の総決算となる秋のリーグ戦でついに優勝を勝ち取りました。決勝の相手は春リー

めなければ優勝を成し遂げることはできま

られました。
どなたでも無料でご来場いただけま

Guest：高橋邦之（Percussion, Electronic music）

グ、東日本と敗北を喫し、秋リーグでも全勝を続けてきた王者・嘉悦大学。1セットでも落とせば

せん。皆さんが声援を送ってくださったおか

すが、会場では任意の献金をお願いいたします。

矢野小百合（Violin, Hardingfele）

勝っても優勝できないという厳しい条件でしたが、
ストレートで勝利。3年ぶりのタイトル奪取と

げで、“次こそは”という思いを持ち続けること
ができました。

お寄せいただいた献金はケニアの子供たちの教

なりました。

育のために全額を使わせていただきます。

バスケットボール部（男子）
主将

総合文化政策学部
総合文化政策学科4年

勝ち続けることの難しさを痛感
2010・2011年度と公式4大会すべてを制覇してきた男子バスケットボール部。5月開催の「関東
大学バスケットボール選手権大会」では、決勝まで30点以上のスコア差で王者の実力を発揮。宿
敵・東海大学との決勝では序盤に押されるものの激しい攻防・接戦の末に優勝を勝ち取りました。
続く6月の新人戦は3位という結果に終わりましたが、9・10月に約2か月間かけて行われた「関東大
学バスケットボールリーグ戦」では18試合すべてに勝利、3年連続10回目の優勝となりました。11
月の「全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)」
では東海大学に敗れ、惜しくも準優勝と
なり、勝ち続けることの難しさを痛感させられました。年度内最後の大会となる第88回天皇杯・第

山崎 将也 君

先輩方の功績を思うと新チームとしての
プレッシャーはありましたが、メンバー全員

青山キャンパス学生食堂

愛称決定
〈採用者〉
濱中 菜摘さん 文学部日本文学科3年

青山キャンパスでは2012年4月に新たな学生食堂をオープンしま
したが、従来の学生食堂との呼び分けが難しかったことから、それぞ

17号館学生食堂愛称：イチナナ
7号館学生食堂愛称：チカナナ

れに愛称をつけることとしました。10月1日から10月31日に全学生・教

がこれまでの業績を継ぐべく、新たな気持ち

職員を対象に募集し、373作品の応募をいただきました。
このたび、学

で今シーズンに臨みました。結果としては、

生・教職員10名による選考の結果、右のとおり決定しました。

〈選考理由・基準〉呼びやすいこと、イメージしやすいこと、わかりやすいこと
17号館と7号館の愛称をセットで１作品として選考

優勝の喜びを味わうと同時に、悔しい思いも
残してしまいましたが、
どの試合でも応援に
来てくださった皆さんの声援はチームの大
きな力となっていました。いいプレーをして

第1回
「情報の探索と表現」
コンテスト 審査結果

いくことが一番の恩返しですから、来年再

79回皇后杯全日本総合バスケットボール選手権大会では、
目標にしていた、JBL1部チーム
（レバン

び、全タイトルを取れるように練習を積んで

ガ北海道）を大学勢としては6年ぶりに撃破する快挙を成し遂げました。準々決勝でJBL王者のトヨ

いきます。

本学と青山学院女子短期大学の図書館が主催した第1回「情報の探

グランプリ
藤井 翔太さん

索と表現」
コンテスト。
「日本の知らない世界、世界の知らない日本」を
テーマとして、
オンラインデータベース
［AFP World Academic Archive］

タアルバルクに敗れはしたものの、学生らしく果敢に挑み、会場の観衆を大いに湧かせました。

に収蔵されている画像コンテンツの中からテーマに即した画像を検

優秀賞（大学図書館長賞）2名

索し、
「雑誌の記事」を作るというもので、10月15日〜11月6日に募集、

陸上競技部（長距離ブロック）

監督

原晋

10区の中で波に乗れない区間がいくつか

苦しみながらも全員で勝ち取った4年連続のシード権
昨年10月の出雲駅伝を制覇し、今や優勝候補の一角と評されて臨んだ本年の箱根駅伝（東京
箱根間往復大学駅伝競走）。総合順位は8位となり、4年連続のシード権確保となりました。
往路は最大18mもの猛烈な向かい風に襲われながらも、唯一の3年生走者である遠藤正人君
（経営学部3年）、押しも押されもせぬエースに成長した大谷遼太郎君（国際政治経済学部4年）、
期待のルーキー久保田和真君（教育人間科学部1年）、
スピードが強みの川崎友輝君（総合文化

あっても総合8位ということで、チームとして

の攻めのレース」に変わってきており、次につ

部4年）の頑張りで、
トップから6分12秒差の6位でゴールしました。

きた横山拓也君（総合文化政策学部4年）、そしてケガで苦しみながらもチームをその走りで牽
引してきた主将の出岐雄大君（社会情報学部4年）。
苦しい展開の中でも着実に8位でゴールし、今後も上位を確実に狙える実力が育っていること
を印象づける結果となりました。
8
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優秀賞（万代記念図書館長賞）2名
坂田 大樹さん 理工学研究科博士前期課程1年 「恋をしたかった」
山田 裕貴さん 社会情報学部1年 「世界の珍SPORTS」

スト概要と応募作品を掲載したポスターを出展した結果、来場者によ

AFP 通信賞

る投票で「優秀賞」
を受賞しました。

塩田 伸一さん 総合文化政策学研究科修士課程1年 「Paris-Plages」

ながる戦いができました。
どんなに苦しい時
でも沿道からの声援が何よりも選手たちの力
になります。来年はもっと上位を目指していき

胸に区間賞を獲得した高橋宗司君（教育人間科学部2年）、1年生の時から箱根駅伝に出場して

からは右の6名がグランプリ・優秀賞等に選ばれました。
書館総合展/学術情報オープンサミット」ポスターセッションにコンテ

たが、今回は結果に満足した選手は1人もい

宍倉 洋介さん 総合文化政策学研究科修士課程3年
「恩と音〜忠犬とスティーヴィー・ワンダー〜」

シード権獲得でチーム全体が満足していまし

ますので、引き続きの応援をよろしくお願いい

の次世代を担うこととなる小椋裕介君（社会情報学部1年）、前回大会で走れなかった悔しさを

AFP通信記者などのプロもまじえた審査員による選考の結果、大学
なお、11月20日〜22日にパシフィコ横浜で開催された「第14回図

ません。
レース運びも「上位争いをするため

徳永 浩光さん 経営学部4年
「あなたは「パワーレンジャー」
を知っているか？」

地力がついてきたと感じています。2年前は

政策学部2年）、2大学が断念せざるを得なかった山登りを走破した松田直久君（教育人間科学

復路の走者は、高低差864mの山下りを走り切った藤川拓也君（国際政治経済学部2年）、本学

総数51件の応募がありました。

総合文化政策学部3年
「GOLDEN WHISTLE」

たします。

「Happyくらす作品コンクール」 審査結果
本誌第63号（2012年7月発行）
でお伝えした「Happyくらす作
品コンクール」。第1回となる今回は、学生の皆さんの講義の思
い出、心に響いたクラス、
自分を変えた授業、
目の覚めた講義、
元気の出た授業など、講義を通して得た発見や感動、体験、成

最優秀賞 中野 聡美さん 国際政治経済学部3年
優秀賞 金 起成さん 経営学部2年
佳作 太田 真梨子さん 社会情報学研究科2年
佳作 松本 菜那子さん 法学部4年

長などのよい思い出を「心に残る授業」
として募集しました。多

最優秀賞に選ばれた中野聡美さんの作品「原石とダイヤモンド」は、下記

くのご応募をいただき、いずれも力作揃いで審査に苦慮しま

URLもしくは本学ウェブサイト>大学案内>青山学院大学の取り組み>FD活

したが、右のとおり、最優秀賞1作品、優秀賞1作品、佳作2作品

動からご覧いただくことができます。

が選ばれました。受賞者の皆さん、おめでとうございます。

URL：http://www.aoyama.ac.jp/outline/eﬀort/fd/
AGU NEWS
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青学オープンカレッジ春期講座
2009年度よりスタートした「青学オープンカレッジ」
（有料）では、学外団体の協力を得て行われる芸術関連講座をはじめとし

３月開講
申込受付中

て、本学の特色を生かした講座を数多く開講しています。本年度の春期講座では文化、政治・外交、環境、外国語など、多彩な講座
をご用意しました。在学生、保護者の皆様のご参加をお待ちしております。

【芸術鑑賞講座】
劇団四季と
『オペラ座の怪人』
̶その秘密を探る
素晴らしきジャズの世界

PICK
UP!

協力：BODY & SOUL

【美術館探訪講座】
筆あとの魅力̶ 点・線・面

協力：石橋財団ブリヂストン美術館

琳派から日本画へ̶和歌のこころ・絵のこころ
遠州・不昧の美意識̶名物の茶道具̶

協力：山種美術館

協力：根津美術館

【美を求めて】

誌上公開講座
第12回講義

美術のなかのキリスト教
ヨーロッパ映画の巨匠たち
暮らしの中の書道
【文学の世界】
シェイクスピア悲劇のヒロインたち

人間科学概論

ブロンテのすべて
大人のためのイギリス児童文学̶作品にみる作者の人生̶
短歌を詠む

勝谷 紀子

寺尾 敦

清成 透子

髙木 光太郎 苅宿 俊文

社会情報学部 助教

社会情報学部 准教授

社会情報学部 准教授

社会情報学部 教授

社会情報学部 教授

哲学エッセイを精読する
アメリカ小説の楽しみ
【国際政治を読む】
外交官の政治外交論
2013年の日本の行方

協力：毎日新聞社

オバマ政権二期目の行方
【歴史を知る】
フランス啓蒙思想とフランス革命

「人間科学概論」は「経済学概論」
「情報科

た心理学のさまざまな領域について、実習も

た目撃証言が生み出されるメカニズム、それ

イギリス・ルネッサンス
【現代の世界】

学概論」
と並ぶ社会情報学部1年生対象の

まじえながら紹介しています。そして、心理学

を防止する取調べや事情聴取の技法につい

必修科目です。社会情報学部の大きな特色

で人の心を科学的に調べるための代表的な

て、
コミュニケーションおよび想起研究の視

である学問領域を融合させた学習を始める

研究方法、具体的には観察、調査（アンケー

点から探っていきます。

前に、それぞれの学術分野の概要を理解し

ト）、実験、面接（インタビュー）について講義

ておく必要があるために開講しています。

を行っています。

心・社会・環境
実践！すぐに役立つイタリア語会話
【人と社会】
コミュニケートする人間
子どもとの関係性をめぐって

さらに、第11回以降は、苅宿教授による教
育学の基礎を学ぶ授業となっています。ま

学生のみなさんに授業で学んでほしいこ

次に、第６回から第10回までは、社会情報

ず、第11回と第12回では、教育学の主要な

とは、人間科学、具体的にいうと心理学と教

学部において実際に学ぶことのできる心理

研究領域および研究方法について理解を目

育学とはどんな学問なのか、全体のイメージ

学の概要を理解するための授業を、３名の

指した講義を行っています。そして、第13回

をおおまかにつかんでもらうことです。そし

教員が分担して行っています。

と第14回では、社会情報学部において実際

伝統と革新、
その残ったもの

TEL.03-3409-8501
開室時間

English Through Media：アメリカTVと映画の世界へようこそ！

東京都渋谷区渋谷４-４-２５

FAX.03-3498-8361

9：00〜11：30、
12：30〜17：00
（日曜日・祝日を除く）

海外旅行に役立つ英会話

http://www.j-aoyama.jp

LEVEL UP YOUR ENGLISH PRONUNCIATION

※講座内容・日時の詳細は、
ウェブサイトでご覧いただけます。
※パンフレットご希望の方は、青学オープンカレッジ事務局までお問い合わせください。

ゼロから始める楽しい英会話

かを紹介することです。学部の名称にもなっ

です。心理学と教科教育、心理学と経済学、

ている社会情報学と人間科学がいかに関わ

心理学と脳科学など、心理学と他領域がい

このように、本科目は５名の教員によるオ

りをもつか、理解をしてもらいたいと思って

かに融合しているかを講義しています。社会

ムニバス授業です。学問領域、研究テーマ、

います。

情報学部が重視している、分野融合の重要さ

研究テーマへの取り組み方の異なる各教員

３月８日
（金）10時30分

と面白さを伝えることを目的にしています。第

がさまざまな話題を授業でとりあげていま

３月８日
（金）13時30分

青学オープンカレッジ 検索

に学ぶことのできる教育学の一領域である、
「ワークショップデザイン論」の概要を理解す

Campus
Life

卒業・進級および成績に関する日程

Campus
Life

2012年度 学位授与式・卒業礼拝

ることをめざした授業を行っています。
今年度末から2013年度初頭にかけての主な日程（学部）をお知
らせします。詳細は学生ポータルを確認するようにしてください。
日付

内容
進級決定者発表

進級条件が設定されている学年のみ

卒業見込可能者発表

理工学部・社会情報学部３年次生のみ

す。
また、課題やテストも各教員が独自に考
３月８日
（金）10時30分〜

成績通知書開示
（４年次生）

理学入門」です。
「 進化心理学入門」の回で

えてそれぞれのパートで行っています。心理

域があるのか、
どのような方法で人の心につ

は、
ヒトの心の起源と社会性を理解するため

学と教育学とはどんな学問なのかイメージ

いて調べるのか、大まかな理解を目的とした

に、他の動物種との比較や多様な実験研究

をつかんでもらい、心理学と教育学の基本的

３月８日
（金）13時30分〜

講義を行います（勝谷助教担当）。具体的に

の紹介を通して、進化心理学的な視点から解

な知識を身につけるとともに、
さまざまな考

３月８日
（金）

保証人宛成績通知書発送

３月23日
（土）

学位授与式（卒業式）

４月２日
（火）

履修登録開始

は、知覚心理学、学習心理学、認知心理学、

説します。第９回と第10回は高木教授担当

え方、
さまざまな研究課題への取り組み方に

社会心理学、臨床心理学、発達心理学といっ

の「法心理学入門」です。虚偽自白や間違っ

ふれる機会としてもらいたいと思います。

備考

卒業決定者発表

心理学はどのような学問でどのような研究領

AGU NEWS

お申し込み・お問い合わせ

【青山の英語】

授担当の「認知心理学・認知神経科学入門」
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むかし、ニューオーリンズで平均年齢80歳を超えるバンドを見たとき、直立不動
の姿勢で讃美歌のようにブルースを唄うおじいさんの声を聞いて、いきなりボロボ
ロと涙がこぼれて困った経験があります。
「感動」
というのは人間にとってはおおよそ一番素晴らしいものだと思うのです
が、その感動とは何か、それをどうすれば大切にできるか、第1回の講座ではそれを
考えてみたいと思います(3/2)。
第2回目（3/9）の講師は、
（株）
スパイスオブライフ代表の佐々智樹さんです。佐々
さんは、
ジャズコンサートの企画やCDの製作をしていますが、北欧のジャズを紹介
した実績でスウェーデン国王より北極星勲章を受章しました。慶応大のライトミュー
ジックソサエティーで鳴らしたドラマーでもあります。
ジャズの魅力であるリズムに
ついて、実技を混じえながらおはなししてくださいます。
第3回目
（3/16）は、NHKのジャズの講座などでもお馴染みの、
ジャズピアニスト守
屋純子さんが、
ジャズの最大の特徴であるアドリブについて語ってくださいます。
彼女は早稲田大学在学中にジャズを始め、卒業後渡米、2005年、セロニアス・
モンク・コンペティション作曲部門
で優勝の栄誉に輝きました。近著
に「なぜ牛丼屋でジャズがかかっ
ているの？」
（かもがわ出版）もあり
ます。作曲・アレンジ・執筆活動…と
多彩に活躍中の才女です。
第4回目(4/6)はBODY＆SOUL
（南青山）にて、受講生の皆様だけ
のスペシャルライブを行います。皆
様のご参加をお待ちしております。 青山ジャズ・イニシアティブ2012
青学オープンカレッジ事務局

日本のマーケティングの新しい進路

ているか、その研究によってなにがわかった

７回と第８回は清成准教授担当の「進化心

岩井 千尋

文明と人間の老朽化

具体的には、第５回と第６回は寺尾准教

す。
まず、第１回から第４回までの授業では、

社会情報学部教授

【ビジネス・経済・時事】

て、担当教員が現在どのような研究を行なっ

講義の概要は、次のとおりになっていま

素晴らしきジャズの世界

成績通知書開示
（１〜３年次生）

・卒業決定者は３月23日
（土）
まで閲覧
できます。
・学外PCから閲覧する場合は、あらか
じめ学内でSecureMatrixパスワードの
登録を済ませておく必要があります。
詳細は、学生ポータルメニュー「学外
から成績通知書を閲覧する手順」を参
照してください。
この手続きが完了して
いない場合、学外から閲覧できません
ので、注意してください。
卒業決定者を除きます。

2012年度学部卒業生および大学院修了生を対象として、下記の通り
「学位授与式」、
「卒
業礼拝」
を挙行します。所属の学部・研究科によって時間が異なりますのでご注意ください。
3月の卒業発表後、保証人の方（専門職大学院は除く）宛にご案内状を郵送いたします。
【学

部】 2013年3月23日
（土） 青山学院記念館（大学体育館）
（午前の部） 10時30分 開式（9時30分開場）
対象学部：経済学部、経済学部第二部、法学部、経営学部、
経営学部第二部、国際政治経済学部
（午後の部） 13時30分 開式（12時45分開場）
対象学部：文学部、文学部第二部、教育人間科学部、総合文化政策学部、
理工学部、社会情報学部

【大学院】 2013年3月23日
（土） 青山学院講堂

16時 開式（15時15分開場）

対象研究科：全研究科
所属キャンパス及び第一部／第二部により、
登録締切日および締切時間が異なります。

※2013年２月16日
（土）はメンテナンスのため成績通知書の閲覧ができません。

（土） ガウチャー記念礼拝堂
【卒業礼拝】 2013年3月23日
説教：伊藤 悟 大学宗教部長

9時〜10時

※参加自由
AGU NEWS
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Information

Information
Campus
Life

春期休業期間中の窓口案内

Campus
Life

対象期間 2/4（月）〜3/31（日）

○ 備考に記載がある場合を除き、4/1（月）から平常どおりとなります。
○ 変更がある場合は大学ウェブサイト・学生ポータルでお知らせします。
○ 下記の日程は入学試験日のため、青山キャンパスへの入構が制限されます。学生証を提示の上、西門・東門・記念館門より入構してください。
2/6（水）、2/7（木）、2/10（日）、2/11（月）、2/13（水）、2/14（木）、2/15（金）、2/18（月）、2/19（火）、2/21（木）
部

学
庶

開室日程

署

長
務

室
部

学術研究推進部

学務部教務課
（大学院含む）

学務部教職課程課
学

生

部

進路・就職センター

青山キャンパス

図

書

館

専門職大学院事務室

取扱時間

備

考

授業実施日
（体育の日）

2/4〜3/31

9：00〜17：00
9：00〜13：00

4/8（月）〜12（金）

新入生歓迎礼拝（相模原・青山キャンパス）

10/21（月）〜25（金）

チャペル・ウィーク
（後期）

月〜金
土

9：00〜17：00
(11:30〜12:30は窓口休止)
9：00〜13：00

4/15（月）

青山キャンパス 第一部所属学生 履修登録最終日

10/31（木）

宗教改革記念日礼拝（相模原・青山キャンパス）

2/4〜3/31

相模原キャンパス所属学生 履修登録最終日

11/1（金）〜3（日）

青山祭期間

青山キャンパス第二部所属学生 履修登録最終日

11/12（火）

創立記念礼拝（第二部）

4/29（月）

授業実施日
（昭和の日）

11/15(金)

創立記念礼拝（相模原・青山キャンパス）

5/20（月）

ペンテコステ礼拝（相模原・青山キャンパス）

11/16（土）

授業実施日
（創立記念日）

5/21（火）

ペンテコステ礼拝(第二部)

11/29（金）

クリスマス・ツリー点火祭

5/24（金）

ジョン・ウェスレー回心記念日礼拝（相模原・青山キャンパス）

12/17（火）

クリスマス礼拝（青山キャンパス、第二部）

5/27（月）〜 31（金）

チャペル･ウィーク
（前期）

12/19（木）

クリスマス礼拝（相模原キャンパス）

6/15（土）

アドバイザー・グループ・デー（第一部、第二部とも休講）

12/23（月）

授業実施日
（天皇誕生日）

7/15（月）

授業実施日
（海の日）

12/24（火）〜2014年1/4（土）

冬期休業期間

7/16（火）〜18（木）

補講日
（第一、第二部とも）

1/6（月）

後期授業再開

7/29（月）〜8/3（土）

前期定期試験期間

8/5（月）〜7（水）

清里サマー・カレッジ

8/5（月）〜9/20（金）

夏期休業期間

1/14（火）〜16（木）

補講日
（第一部、第二部とも）

9/28（土）

9月学位授与式

1/28（火）〜2/3（月）

後期定期試験期間

2/22〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
(月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)
9：00〜11：30

2/4〜2/21は閉室
2/4
（月）
は13：00〜19：00追試験受付業務のみ取り扱います
3/8
（金）
・3/11〜3/14は19：00まで開室
3/29
（金）
は20：00まで開室
3/30
（土）
は17：00まで開室
（11：30〜12：30は窓口休止）

3/7〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
(月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)
9：00〜11：30

2/4〜3/6は閉室
3/8
（金）
は19：00まで開室 3/23
（土・学位授与式）
は17：00まで開室
3/29
（金）
は20：00まで開室

2/22〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
(月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)
9：00〜11：30

2/4〜2/21は閉室
3/23
（土・学位授与式）
は学位授与式関連業務のみ取り扱います
3/28
（木）
より平常どおり

2/4・5
2/22〜3/31

月・水・金
火・木
土

9：30〜19：00
9：30〜17：00 (月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)
9：30〜12：00

2/6〜2/21

月〜金

10：15〜17：00 (11:30〜12:30は窓口休止)

2/9
（土）
、
2/16
（土）
、
2/18
（月）
は閉室 ［資料室］
月〜金10：15〜17：00まで開室

2/4、
2/5〜
2/9、
2/12、 月〜土
2/22〜3/31

（一部日程は開館時間が異
なりますので備考欄および
9：00〜19：00
図書館ウェブサイトで確認
してください）

2/11(月・祝)、
2/13〜2/21、
3/30(土)は休館
2/4
（月）
は9：00〜21：40、
2/7
（木）
は17：00〜21：00、
3/20
（水・祝）
･3/31
（日）
は12：00〜19：00で開館
休館日に本を返却する場合は正面入口脇のブックポストに入れてください

月〜金
土

9：00〜17：00
(11：30〜12：30窓口休止)
9：00〜13：00

2/4〜3/31

3/23は閉室
［資料室］
火・木18：00まで、
土13：00まで開室

月〜金
土

9：00〜17：00
(11:30〜12:30は窓口休止)
9：00〜13：00

2/9
（土）
、
2/16
（土）
、
3/23
（土）
は閉室

情報科学研究センター

2/4〜3/31

月〜土

9：00〜19：00

リプレースのためシステム利用停止日があります
上記入学試験日・ＰＣ入れ替え日は、
パソコン室・システムサポート室は閉室
詳細は情報科学研究センターウェブサイト・掲示板で確認してください

国際交流センター

3/1〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00 (月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)
9：00〜11：30

2/4〜2/28は閉室
2/4〜2/28は閉室
なお、
3/1〜3/31の間に移転および各種工事のため閉室になる場合があります
外国語ラボラトリーウェブサイトで確認してください

3/1〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00 (11:30〜12:30は窓口休止)
9：00〜13：00

学生相談センター

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜11：30 (月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)

保健管理センター

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜16：00
(月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)
9：00〜11：30

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

救急処置は月〜金17：00まで、
土13：00まで取り扱います
（11：30〜12：30は窓口休止）

9：00〜17：00 (11:30〜12:30は窓口休止)
9：00〜13：00

宗教センター

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

4/6
（土）
より平常どおり

資料センター

2/4〜3/31

火
土

9：00〜17：00
(11:30〜12:30は窓口休止)
9：00〜13：00

資料閲覧希望の場合は、
3日前までに連絡してください

取扱時間

備

考

2/22〜3/31

月〜金
土

9：00〜16：00 (月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)
9：00〜11：30

2/4〜2/21、
3/23
（土・学位授与式）
は閉室
ただし、
2/4、
14、
15は追試験に関する業務のみ、
取り扱います

相模原キャンパス

月〜金

9：00〜16：00 (月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)

授業支援グループ

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
(月〜金 11：30〜12：30は窓口休止)
9：00〜13：00

情報教育支援グループ
（情報科学研究センター）

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

年度末処理のため、
利用停止期間があります
詳細は情報科学研究センターウェブサイト・掲示板で確認してください

図書グループ
（万代記念図書館）

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

3/1〜3/7は書架移動・蔵書点検のため休館

メディアライブラリーグループ

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

詳細はメディアライブラリーウェブサイト・掲示板で確認してください

研究支援グループ

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

現金は月〜金16：00まで、
土11：00まで取り扱います

宗教センター

2/4〜3/31

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜13：00

3/23
（土・学位授与式）
、
4/1
（月・入学式）
は閉室
4/6
（土）
より平常どおり

資料センター

2/4〜3/31

月〜金

9：00〜17：00 (11:30〜12:30は窓口休止)

資料閲覧希望の場合は、
3日前までに連絡してください

研究支援ユニット
庶務ユニット

企画・渉外グループ
庶務グループ

施設ユニット
財務部

施設グループ

大学相模原経理グループ

土曜の開室日については電話でお問い合わせください
その他詳細はセンター前の掲示をご覧ください

卒業礼拝

２〜３月の進路支援行事

青山キャンパスの個別相談について

青山キャンパス

進路・就職センター（青山キャンパス）では、待ち時間を少なくするため、平日

事

対象学年

日 程

学内企業説明会

学部3年生・院1年生

2月1日（金）
・2月4日（月）〜5日（火）

OGOBによる模擬面接会

学部3年生・院1年生

1月下旬から2月の土曜日

公務員学内プレ講座

公務員志望者

3月中旬〜下旬

4年生個別相談会

学部4年生・院2年生

2月〜3月の金曜日

相模原キャンパス
事

学内企業説明会

健康管理グループ
（学生相談センター）

学位授与式

進路・就職関係のお知らせ

Career

行

健康管理グループ
（保健管理センター）

大学入試センター試験および同準備日
（17（金）、18（土）は青山キャンパスのみ休講）

大学ウェブサイトや『大学院要項』等を参照してください。

行

学務グループ

学生生活グループ

3/25（火）

現金は月〜金16：00まで、
土11：00まで取り扱います

月〜金
土

進路グループ

1/17（金）〜19（日）

※ 大学院・専門職大学院の学事暦は一部異なります。

2/4〜3/31

開室日程

4/16（火）

※ 青字は、宗教行事です。

財務部 本部財務グループ・本部資金グループ

教育・学習支援
ユニット

相模原祭期間（12(土)は相模原キャンパスのみ休講）

月〜金
土

2/4〜3/31

国際交流グループ

10/12（土）〜13（日）
10/14（月）

総合研究所事務室

学生支援
ユニット

後期授業開始

入学式
前期授業開始

2/1〜2/28は閉室

グループ

9/21（土）

4/1（月）
4/6（土）

9：00〜17：00
9：00〜13：00

ユニット

後期
オリエンテーション、履修ガイダンス、健康診断

9：00〜17：00
(11:30〜12:30は窓口休止)
9：00〜13：00

月〜金
土

大学青山経理グループ

前期
4/1（月）〜5（金）

月〜金
土

3/1〜3/31

財務部

年度初頭のオリエンテーション、履修ガイダンス、健康診断は各学部・学科ごとに行います。
日時・場所の詳細は学生ポータルにて配信しますので、必ず確認してください。

2/4〜3/31

広報入試センター

外国語ラボラトリー

2013年度 学事暦（学部）

対象学年

日 程

学部3年生・院1年生

2月4日
（月）〜7日
（木）

各種行事は追加・変更の可能性がありますので、詳細は「Web Ash」等にて必ず確認してください。

卒業・修了の決まったみなさんへ

12：40以降の個別相談を当日予約制としています。相談希望当日に、事務室受付
にて予約してください。予約は9：30から受け付けます。
（電話での予約および予
約状況の照会は行いません。
）
なお、
午前の部
（月〜金/9：30〜11：30、土/9：30〜12：00）は予約不要です。
予約ラウンド（月〜金）
相談開始時刻（相談時間は、原則30分です）

予約①
予約②
予約③
予約④
月・水・金のみ 予約⑤
月・水・金のみ 予約⑥
月・水・金のみ 予約⑦

卒業・修了後の進路報告について

青山学院大学では、みなさんに修学後の進路を報告していただいてい
ます。就職、進学、現職の継続、留学、各種試験受験準備などの報告を、卒
業・修了の決定した学部4年生と修士課程修了生全員に提出していただ
きます。
報告いただいた内容は、進路状況のデータをまとめた「卒業生進路状
況報告書」
として学内で利用されます。個人の名前や就職先が学外に公

12：40〜
13：40〜
14：40〜
15：40〜
16：30〜
17：20〜
18：10〜

○相談開始時刻を10分過ぎても来室しない場合
には、
キャンセル待ちの方を優先とします。
○相談員の指名は、卒業年次生（学部4年生、大
学院2年生）のみ可能です。
進路グループ（相模原キャンパス）
での個別相談は
開室時間中随時受け付けます。

学長

仙波 憲一 ／ 就職部長

懸田 豊

表されることは決してありません。
また、官公庁などへの統計資料としても
必要となりますので、必ず報告してください。
民間企業や公務員・教員などに内定された方には、
「入社試験報告書」
を提出していただいております。
この報告書は、後輩の就職活動に大変役
立っておりますので、併せて提出をお願いいたします。
みなさんのこれからの活躍を、
こころからお祈りいたします。

進路届の提出先
青 山 キャン パ ス……Web Ashで入力、進路・就職センターへ「進路届」を提出
相模原キャンパス……Web Ashで入力、学生支援ユニット進路グループへ「進路届」を提出

※2013年4月、大学事務局の組織変更を予定しており、部署名称・取扱業務等が大きく変わります。本誌第66号（3月下旬発行号）
で詳細をお知らせいたします。
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2013年度 大学・大学院学費納付のご案内

2013年度在学生の学費（授業料、在籍基本料、施設設備料、教育活動料
および諸会費、学会費）は下記のとおりです。前期・後期とも期限に遅れな
いように納付してください。
納付のスケジュール

提出してください。
■入金確認のため、大学より送付する振込用紙を用いて、金融機関窓口で

かな大学教職員が協力して説明会や個別面談を通して保護者の皆様により一層大学のこ

れる場合は、同封の案内文に記載されている注意書きに従って手続きして

とを知っていただくイベントを開催しています。

ください。なお、振込手続の際、公的機関発行の身分証明書等の提示が必

前期・一括分学費納入期限

4/30（火）

要となる場合があります。詳細は各金融機関窓口にお尋ねください。

後期分学費納入期限

9/30（月）

用

紙

発

学部

況や学生の皆さんの成績・進路・就職などのご相談やご意見をお伺いするために、経験豊

納付してください。ただし、ATM・インターネットバンキングの利用を希望さ
4/16（火）

付

全学部1年生

青山学院大学では、大学後援会事業の一環として、在学生の保護者の皆様に大学の近

送

納

2012年度 ペアレンツウィークエンド実施状況報告

全

学

開催日
部

会場名

参加者人数

5月26日（土） 相模原キャンパス

1,275

キャンパス開催（学部別）
学部

開催日

会場名

参加者人数

① キャンパス開催ペアレンツウィークエンド

文学部、文学部第二部

6月16日（土） 青山キャンパス

452

■最終年次において留年した場合、履修登録単位数によって学費が異なり

【全学部１年生の保護者対象】１年生の保

教育人間科学部

6月16日（土） 青山キャンパス

213

納付にあたって

ます。履修登録後に学費を算出するため、納付用紙の発送および納入期限

護者の皆様を対象としたペアレンツウィー

経済学部、経済学部第二部

6月９日（土） 青山キャンパス

318

■納付用紙は、前期分・後期分・前後期分一括納入分の3種類を送付しま

は下表のとおり予定しております。

クエンドを5月26日（土）相模原キャンパス

法

部

6月30日（土） 青山キャンパス

381

で開催いたしました。

経営学部、経営学部第二部

6月23日（土） 青山キャンパス

423

す。教職課程・諸資格課程料の加算などによって後期分の納入金額が変更

前

となる場合を除き、改めて送付しませんので、4月に送付する納付用紙を保
管の上、振込手続きをお願いいたします。

期

後

期

発送予定

納入期限

発送予定

納入期限

学 部 生

5/17（金）

5/31（金）

10/15（火）

11/8（金）

大学院生

5/24（金）

6/10（月）

10/25（金）

11/11（月）

■納付用紙は、申し出がない限り、原則として保証人宛に送付します。学生

学部別全体説明会では学部紹介、分野別

国際政治経済学部

6月16日（土） 青山キャンパス

225

説明会では進路、留学、教職課程のお話をお

総合文化政策学部

6月９日（土） 青山キャンパス

222

聞きいただきました。
その他パイプオルガン

理

部

6月16日（土） 相模原キャンパス

527

社会情報学部

6月30日（土） 相模原キャンパス

160

本人宛に送付先変更を希望する場合は、学生部学生課（青山キャンパス）
・

■本学では、銀行と特別に提携した有利な条件の「教育ローン」がありま

コンサートや吹奏楽バトントワリング部のア

学生生活グループ（相模原キャンパス）に「学費振込用紙送付先変更届」を

す。詳細は、本誌第66号（3月下旬発行予定）に掲載します。

トラクションなどの催事、キャンパスツアー

年

度

2012年度入学生
（新2年生）

2011年度入学生
（新3年生）

2010年度入学生
（新4年生）

前期

前期

前期

学部・学科
英 米 文 学 科
フランス文学科
日 本 文 学 科

単位：円

657,700
659,000
658,500

後期
391,500
391,500
391,500

611,700
613,000
612,500
623,500

後期
391,500
391,500
391,500

611,700
613,000
612,500
613,500

科

669,500

391,500

比較芸術学科

669,500

391,500

教

育

学

科

663,500

391,500

617,500

391,500

612,500

心

理

学

科

690,500

391,500

644,500

391,500

644,500

史

経

学

済

法

学
学

391,500

後期
391,500
391,500
391,500
391,500

2013年度 大学院学費一覧表（入学年度別）
年

度

研究科・専攻
英米文学専攻（博士前期・後期）
フランス文学専攻（博士前期・後期）
日本文学専攻（博士前期・後期）

単位：円

2013年度入学生
（新入生）

2012年度入学生
（新2年生）

前期

前期

627,700
629,000
628,500

後期
257,500
257,500
257,500

322,700
324,000
323,500

史学専攻（博士前期・後期）

629,500

257,500

比較芸術学専攻（博士前期・後期）

629,500

257,500

391,500

教育学専攻（博士前期・後期）

628,500

257,500

323,500

391,500

心理学専攻（博士前期・後期）

666,500

257,500

361,500

324,500

後期
257,500
257,500

学

地区開催
対象道府県 対象都市

【学部別開催】2〜4年生の保護者の皆様を対象としたペアレンツウィークエンドは、6月の
土曜に青山キャンパスで開催しました（理工学部、社会情報学部は相模原キャンパスで

開催日

会場名

参加者人数

静 岡

浜 松

7月１日（日） オークラアクトシティホテル浜松

74

鹿児島

鹿児島

7月１日（日） 城山観光ホテル

29

の実施）。全体説明会では、学業や進路・就職についてご説明し、さらにご質問がある方は

岩 手

盛 岡

7月７日（土） ホテルメトロポリタン盛岡

46

個別相談で対応いたしました。ティータイム会場は、教員や保護者の皆様の交流の場と

石 川

金 沢

7月７日（土） ANAクラウンプラザホテル金沢

73

なりました。恒例のパイプオルガンコンサート、ボランティア学生によるキャンパスツアー

長 野

松 本

7月14日（土） 松本東急イン

38

も盛況で、保護者の皆様もご満足いただけたようです。

高 知

高 知

7月22日（日） 三翠園

18

函 館

7月28日（土） ロワジールホテル函館

17

257,500
257,500

工

▲キャンパス開催風景

によって相模原キャンパスのすばらしい環境を身近に感じていただけたと思います。
2013年度 大学学費一覧表（入学年度別）

学

北海道

② 地区開催ペアレンツウィークエンド

札 幌

7月29日（日） ホテルオークラ札幌

60

今回は全国19会場において、地区ペア

大 分

大 分

7月29日（日） 大分オアシスタワーホテル

19

257,500

レンツウィークエンドを順次実施いたしま

島 根

松 江

8月４日（土） 松江東急イン

15

257,500

した。地区会場では大学代表者による挨拶

愛 媛

松 山

8月４日（土） 松山全日空ホテル

21

広 島

8月18日（土） ホテルグランヴィア広島

45

部

669,500

391,500

623,500

391,500

623,500

391,500

経済学研究科（博士前期・後期）

645,500

257,500

340,500

257,500

や、大学の近況報告に引き続き、各部署の

広 島

部

670,500

391,500

624,500

391,500

624,500

391,500

私法専攻・公法専攻（博士前期・後期）

630,500

257,500

325,500

257,500

担当者より学業成績、就職、学生生活につ

大 阪

大 阪

8月19日（日） ホテルグランヴィア大阪

名古屋

8月19日（日） キャッスルプラザ

60

部

670,500

391,500

624,500

391,500

624,500

391,500

ビジネス法務専攻（修士2年制）

720,500

257,500

415,500

257,500

いての説明をいたしました。その後の昼食

愛 知

国際政治経済学部

680,500

391,500

634,500

391,500

634,500

391,500

ビジネス法務専攻（博士後期）

720,500

257,500

415,500

257,500

会は大学教職員との懇談の場として企画し

茨 城

水 戸

8月25日（土） 三の丸ホテル

43

新 潟

8月26日（日） ホテルオークラ新潟

55

総合文化政策学部

690,500

391,500

644,500

391,500

644,500

391,500

経営学研究科（博士前期・後期）

646,500

257,500

341,500

257,500

ておりますが、保護者同士での交流もみら

新 潟
佐 賀

佐 賀

9月１日（土） ホテルニューオータニ佐賀

24

理

部

976,500

565,500

938,500

565,500

938,500

565,500

国際政治経済学研究科（修士・博士後期）

770,500

257,500

465,500

257,500

福 岡

福 岡

9月２日（日） ホテルニューオータニ博多

114

社会情報学部

831,500

478,500

789,500

478,500

789,500

478,500

総合文化政策学研究科（修士2年制）

770,500

257,500

465,500

257,500

山 形

山 形

9月８日（土） ホテルメトロポリタン山形

38

総合文化政策学研究科（一貫制博士）

670,500

257,500

365,500

257,500

理工学研究科（博士前期）

865,000

373,000

560,000

373,000

理工学研究科（博士後期）

779,500

257,500

474,500

257,500

社会情報学研究科（博士前期）

803,000

315,000

498,000

315,000

社会情報学研究科（博士後期）

745,500

257,500

440,500

257,500

主要活動予定（2013年1月〜3月）

378,000

アイススケート部（フィギュア部門）●日本学生氷上選手権大会（１月）

経

営

工

学

学

第二部英米文学科

352,200

246,000

※休学・留年・編入学・転部・転学部・転学科・再入学等をした場合の学費は異なる場合があります。

相談・問い合わせ先
各種申請は、在学生の方が直接窓口へ来るようにしてください。個人情報取り扱いなどの
関係上、電話では承れません。春期休業期間中（2/4〜3/31）の窓口開室日時は12ページ
をご覧ください。
保証人住所の変更
①
在学生住所の変更

青 山 キャン パ ス 学生部 厚生課（03-3409-7945）
相模原キャンパス 学生生活グループ（042-759-6004）

学費の延納
②
納付用紙の送付先変更・再発行

青 山 キャン パ ス 学生部 学生課（03-3409-7835）
相模原キャンパス 学生生活グループ（042-759-6004）

③ 休学・退学

④ 振込手続、学費一覧表

青 山 キャン パ ス 学務部 教務課（03-3409-7830）
相模原キャンパス 学務グループ（042-759-6003）
財務部 本部資金グループ（03-3409-6479）

国際マネジメント研究科（専門職）

961,000

378,000

656,000

れ各会場盛況でした。

▲地区開催風景

本年度もペアレンツウィークエンドの全日程を無事終了することができました。
ご参加
いただいた保護者の皆様に深く感謝いたします。

Campus
Life

クラブ・サークルインフォメーション

拳法部●東日本大学選手権

257,500

法 務 研 究 科（ 専 門 職 ） 1,013,000

500,000

708,000

500,000

チェックメイト●日本将棋連盟オール学生個人戦（１月）

会計プロフェッション研究科（専門職） 1,112,000

600,000

807,000

600,000

吹奏楽バトントワリング部●東京都大学吹奏楽連盟アンサンブルコンテスト
（１月）

257,500

394,500

①〜③について、青山キャンパス所属の大学院生は03-3409-7831、専門職大学院生は専門職大学院事務室（03-3409-8025）へお問い合わせください。
※2013年4月、大学事務局の組織変更を予定しており、部署名称・取扱業務等が大きく変わります。本誌第66号（3月下旬発行号）
で詳細をお知らせいたします。
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熊谷勇樹

関東大学バスケットボールリーグ戦
バドミントン部（女子）●全日本学生バドミントン選手権大会

主要活動報告（2012年10月〜12月）

ラグビー部●関東大学対抗戦Aグループ公式戦

アイススケート部（ホッケー部門）●関東大学アイスホッケーリーグ DIVⅡ優勝

陸上競技部（長距離ブロック）●出雲全日本大学選抜駅伝競走

東日本学生居合道大会

団体戦

玉光弘和

優勝

レスリング部●全日本大学選手権74㎏級

優勝
優勝

第7位

東京箱根間往復大学駅伝競走
優勝

準優勝
優勝

ベスト16

パワーリフティング部●関東学生パワーリフティング選手権大会

居合道部●東日本学生居合道大会

優勝

5位

バレーボール部（女子）●秋季関東大学バレーボールリーグ戦

257,500

一部の研究科・専攻では3年制を実施していますが、本欄では2年制の学費を掲載し
ています。

渡辺雅広

バスケットボール部（男子）●全日本大学バスケットボール選手権

465,500

699,500

ベスト4

東日本大学女子選手権二人形の部

硬式庭球部●関東学生新進テニス選手権大会予選（２月）

257,500

会計プロフェッション研究科（博士後期）

TEL. 03-3409-7835］

硬式野球部●東都大学野球秋季リーグ戦

770,500

国際マネジメント研究科（一貫制博士）

学生部学生課

航空部●全日本学生グライダー選手権記念大会（３月）

1部昇格

14

学生団体の活動予定は、今後変更になる可能性があります。
［問い合わせ先

168

松田健悟

優勝
第8位

第2位

吹奏楽バトントワリング部●東京都大学吹奏楽連盟 アンサンブルコンテスト 銅賞
AGU NEWS
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Information
Academics

2012年度

特集

青山学院学術褒賞

「青山学院学術褒賞」は、専門分野の研究において学術上顕著な業績を
発表した青山学院の専任教員に授与される賞です。2012年度は以下の7名
が受賞しました。

■国際政治経済学部国際政治学科 青井 千由紀教授
Legitimacy and the Use of Armed Force: Stability Missions in the
Post-Cold War Era（Routledge 2011）

TOPICS

青山スポーツ 応援ありがとうございました！
バレーボール部（女子）
・バスケットボール部（男子）
・陸上競技部
ANYANGO Charity Concert
青山キャンパス学生食堂 愛称決定

■文学部日本文学科 大上 正美教授
『六朝文学が要請する視座 曹植・陶淵明・庾信』
（研文出版 2012.3）

■国際政治経済学部国際経済学科 港 徹雄教授
『日本のものづくり 競争力基盤の変遷』
（日本経済新聞出版社 2011.8）

■経済学部現代経済デザイン学科 西川 雅史教授
『財政調整制度下の地方財政 健全化への挑戦』
（勁草書房 2011.9）

■総合文化政策学部総合文化政策学科 茂 牧人教授
『ハイデガーと神学』
（知泉書館 2011.9）

誌上公開講座

Aogaku Lecture⑧
人間科学概論

■法学部法学科 安藤 泰子教授
『個人責任と国家責任』
（成文堂 2012.1）

■理工学部機械創造工学科 林 光一教授
数値流体力学によるデトネーション現象の解明

INFORMATION

青学オープンカレッジ春期講座
春期休業期間中の窓口案内
2013年度 大学・大学院学費納付のご案内
2012年度 ペアレンツウィークエンド実施状況報告
スポーツ振興資金へのご協力のお願い

For
Parents

「青山学院 エバーグリーン募金」への
ご協力のお願い

「青山学院 エバーグリーン募金」のもとに、目的別の募金活動を行っ
ております。ぜひ、
ご協力をお願いいたします。

For
Parents

AGUニューズ第65号［2013年1月〜3月号］

青山学院大学
〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25
URL. http://www.aoyama.ac.jp

「スポーツ振興資金」へのご協力のお願い

青山学院大学ではこのたび、体育会に所属する選手一人ひとりが自信
と誇りを持ち続けて活動に取り組むことができるよう、有志のご寄付によ
る
「スポーツ振興資金」制度を創設しました。

青山学院維持協力会募金

第1期（2013年3月31日まで）にご協力いただく資金は、大学として強化
青山学院の財政基盤の確立を側面から支援していただく経常型の募金です。

指定している5つの体育会〈硬式野球部、陸上競技部、
ラグビー部、バスケ
ットボール部（男子）、バレーボール部（女子）〉の活動のために配分いた

青山学院奨学金募金

します。
これら強化指定部は、徐々にではありますが全国上位にランクす
勉学・課外活動に燃える青山学院在学生を経済的側面からご支援いた
だくことにより、学生生活の充実を図ることを目的とした募金です。
ご協力いただける場合は募金事業局へご連絡ください。資料をお送りいたします。

募金事業局（間島記念館1階）TEL.03-3409-6208
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FAX.03-3409-3890

る実力をつけてきています。
「青山スポーツ」の名をさらに高めていくた
めに、趣旨にご賛同くださる皆様からのご寄付をお願いいたします。
http://aoyamagakuin.oc-entry.com/
学長室「スポーツ振興資金」係

p-oﬃce@aoyamagakuin.jp

弓道部

チーム革新で戦力を強化。切磋琢磨してさらに上を目指します
弓道部は男子21名、女子25名の46名で活動しています。練習は火・水・金・日曜日に近隣の
弓道場で行っています。
2012年度は、6月の「全関東学生弓道選手権大会」、8月の「全日本学生弓道選手権大会」に個
人・団体で出場。個人では男女ともに決勝まで進むことができました。
また、9月に行われた「東
京都学生弓道連盟」のリーグ戦では、男子は5部リーグ2位、女子は4部リーグ4位という結果を
残しました。
ここ数年、
リーグ戦では特に男子が苦戦を強いられていましたが、今年はそんな現
状を打破すべくチームの革新に力を注ぎ、下位リーグですが2位という成績を残せたことには
手応えを感じています。
大会の他にも、1月の成人式前日に、京都の三十三間堂で新成人を対象として行われる「大
的全国大会」にも参加。長い歴史と伝統がある三十三間堂で弓を引ける貴重な機会でした。
弓道の魅力は、物事に対する集中力を育み、自分を冷静に見つめ直すきっかけになること。
今後もさらに力の向上を目指し、
日々お互いを高めあいながら頑張っていきたいです。
（主務：経営学部経営学科2年

AGUニューズについて
青山学院大学では、大学広報誌「AGUニューズ」を年5回（1月、3月、5月、
7月、10月）発行し、在学生の保証人の方々へ送付しています。また、在学生
を対象としてキャンパス内AGUニューズ専用スタンドにて配布しています。
本誌掲載の記事、写真、図版などの無断転載・複製を禁じます©2013青山学院大学

青山 貴大）

●AGUニューズのバックナンバーは、本学ウェブサイトでご覧いただけます。
●AGUニューズを確実に保証人の方々へお届けするため、住所が変更になった場
合は、住所変更の手続きをお取りください。
青 山 キャン パ ス→学生部厚生課
事務取扱窓口
相模原キャンパス→スチューデントセンター・学生生活グループ

発行元：青山学院 本部広報部
TEL .03 - 3409 - 6578

●2013年1月31日発行●

相模原キャンパス
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