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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。

●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。

　事務取扱窓口　青山キャンパス→学生部厚生課
　　　　　　　　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

楽しく美術を鑑賞しながら、人間として成長できます
　月に2回程度、週末に都内や関東近県の博物館・美術館に出かけて古美術作品を鑑賞す
るのが主な活動です。その他にも年に2回鎌倉で寺社仏閣巡りをしたり、青山祭では庭園や
建築の模型をつくって展示するなど、幅広く活動しています。また昨年度は春に箱根、夏に
京都で合宿を行い、たくさんの美術作品を鑑賞してきました。それぞれの意見や感想を交
換しあうことで、一人でただ鑑賞するよりも美術作品の知識や理解をずっと深めることがで
きます。
　「古美術」という名前から“堅苦しい”“難しい”といったイメージがあるかもしれませんが、特
別な知識は必要なく、興味があれば誰でも大歓迎。美術作品の鑑賞を通して、みんなで人間
として成長していければと思っています。私も入部するまで美術の知識はありませんでした
が、活動を通して美術作品の知識も広がり成長を実感しています。
　メンバーの仲がよく、和気あいあいとした雰囲気で活動できるのが古美術研究会の魅力。
美術を通して仲間とつながるちょっとオシャレな大学生活を送ってみませんか。

（会長：法学部法学科3年　阿部 玲）

8 古美術研究会

青山祭展示風景
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「満－みちる－」をテーマに、2011年度相模原祭を開催します
躍動！青山スポーツ
2010年度の進路・就職状況について

夏期休業期間中の窓口案内〈7/11（月）～9/20（火）〉
2011年度 ペアレンツウィークエンド今後の開催日程
2011年度 「青学オープンカレッジ」夏期講座

Aogaku Lecture②
マーケティング・プランニング・プロジェクト

大学学費後期納付について
第18回 青山学院大学同窓祭 AOYAMA GREEN FESTIVAL 2011
2012年度 一般入学試験・大学入試センター試験利用入学試験日程

報告・お知らせ

INFORMATION

誌上公開講座
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T O P I C S

入学手続締切日

2012年度一般入学試験・大学入試センター試験利用入学試験日程

［個別学部日程］

※入学手続締切日までに、入学金を除く学費等についての延納（入学申込手続）を希望した者の
　入学完了手続締切日は3月23日（金）です（正規合格者のみ対象）。

●大学入試センター試験利用入学試験

1／4（水）～1／26（木）
郵送受付に限ります
（締切日消印有効）

2／21
（火）

2／25
（土）

2／24
（金）

2／17
（金）

2／24
（金）

2／28
（火）

3／5
（月）

3／2
（金）

2／11
（土）

2／13
（月）

2／14
（火）

2／15
（水）

2／19
（日）

2／27
（月）

2／21
（火）

2／18
（土）

2／10
（金）

学部・学科・方式

1／4（水）～1／30（月）
郵送受付に限ります
（締切日消印有効）

1／4（水）～2／6（月）
郵送受付に限ります
（締切日消印有効）

理工学部　　　　　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
　　　　　　　　　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
文学部　　　　　　英米文学科
　　　　　　　　　フランス文学科
　　　　　　　　　日本文学科
　　　　　　　　　比較芸術学科
教育人間科学部　　教育学科
　　　　　　　　　心理学科
文学部　　　　　　英米文学科
　　　　　　　　　フランス文学科
　　　　　　　　　日本文学科
　　　　　　　　　史学科
総合文化政策学部　総合文化政策学科
社会情報学部　　　社会情報学科
経営学部　　　　　経営学科
　　　　　　　　　マーケティング学科
法学部　　　　　　法学科
国際政治経済学部　国際政治学科
　　　　　　　　　国際経済学科
　　　　　　　　　国際コミュニケーション学科
経済学部　　　　　経済学科
　　　　　　　　　現代経済デザイン学科
法学部　　　　　　法学科
経営学部　　　　　経営学科
　　　　　　　　　マーケティング学科
総合文化政策学部　総合文化政策学科

（A方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（A方式）
（A方式）
（B方式）

（B方式）
（B方式）　
（A方式）

（A方式）
（A方式・B方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式・B方式）

（A方式・B方式）
（A方式・B方式）
（A方式・B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）

●一般入学試験
［全学部日程］

（注）社会情報学科はA方式・B方式で募集。
※入学手続締切日までに、入学金を除く学費等についての延納（入学申込手続）を希望した者の入学完了手続締切日は3月23日（金）です。

2／7
（火）

2／14
（火）

2／21
（火）

1／4（水）～1／23（月）
郵送受付に限ります
（締切日消印有効）

全学部・学科（注）

学部・学科
文学部　　　　　　英米文学科
　　　　　　　　　フランス文学科
　　　　　　　　　日本文学科
　　　　　　　　　史学科
　　　　　　　　　比較芸術学科
教育人間科学部　　教育学科
　　　　　　　　　心理学科
経済学部　　　　　経済学科
　　　　　　　　　現代経済デザイン学科（2教科型・3教科型・4教科型）
法学部　　　　　　法学科（3教科型・4教科型）
経営学部　　　　　経営学科（3教科型・4教科型）
　　　　　　　　　マーケティング学科（3教科型・4教科型）
国際政治経済学部　国際政治学科（3教科型・4教科型）
　　　　　　　　　国際経済学科（3教科型・4教科型）
　　　　　　　　　国際コミュニケーション学科
総合文化政策学部　総合文化政策学科（3教科型・4教科型）
理工学部　　　　　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
社会情報学部　　　社会情報学科

出願期間

1／4（水）～1／14（土）郵送受付に限ります（締切日消印有効）

1／14（土）、1／15（日）「平成24年度大学入試センター試験受験案内」を参照してください

2／14（火）

2／21（火）

出願期間

試験日

合格発表日

入学手続締切日

試験日 合格発表日

入学手続締切日学部・学科 出願期間 試験日 合格発表日

※各学部・学科とも、
個別学力検査等
は課しません。

※入学手続締切日ま
でに、入学金を除く
学費等についての
延納（入学申込手
続）を希望した者の
入学完了手続締
切日は3月2 3日
（金）です。

※比較芸術学科ではこのほかに「自己推薦」「スポーツに優れたもの」などの入学試験制度を実施します。

文学部比較芸術学科入学試験情報
入学試験制度

大学入試センター試験
利用入学試験

一般入学試験
〈全学部日程〉

一般入学試験
〈個別学部日程〉

募集人員

7名

約35名

5名

教科
外国語
地理歴史または公民または数学
国語
外国語
国語
地理歴史
国語
地理歴史または公民または数学または理科
外国語

配点
150点
100点
150点
100点
100点
100点
200点
200点
200点

大学生が社会を支え、変えていく！ ソ ー シ ャ ル・ア ク ション
特 

集

　　2012年4月、
文学部「比較芸術学科」誕生！
特集
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　 2012年4月、
文学部「比較芸術学科」誕生！

文学部の将来を見据えた
新たな試み
西澤　比較芸術学科の目的は、人類の根源
的な営みであり時代を映す鏡とも例えられる

芸術を人文学的な立場から総合的に学び、

人間を理解すること。それは言いかえれば、

人間として必要な教養を学ぶことだともいえ

ます。

浅井　数ある芸術の諸分野から美術・音楽・
演劇映像という3分野を選んだのは、何よりこ

れらの芸術が伝統的な芸術分野として長い

歴史を刻んできたこと、そして文学部の各学

科ですでに教育・研究を行ってきた蓄積があ

るからです。それは歴史研究の中での芸術

史、文学研究の中での演劇という形で行わ

れてきましたが、その実績をひとつに凝縮し、

芸術という視点から現代に見合った新たな学

びを提供します。

西澤　比較芸術学科の開設は文学部全体
の将来構想の中で大きな意味を持っていま

す。既存の4学科（英米文学科、フランス文学

科、日本文学科、史学科）では、それぞれの専

門分野について文字資料を中心に学んでき

ましたが、比較芸術学科では視覚や聴覚など

の五感を活用して学ぶことになります。この新

しい学びを他学科へも還元し、実学重視とさ

れる現代社会にあって文学部全体を発展さ

せていこうと考えています。

比較・古典・鑑賞を軸にした
総合的な芸術教育を提供
浅井　比較芸術学科では学びの軸として
「比較学習」「古典重視」「鑑賞教育」を掲げ

ています。学科名にも冠している「比較」につ

いては、1年次に「比較芸術学入門」という授

業で美術、音楽、演劇映像すべて

の分野を学ぶ導入科目を用意し

ています。そこから年次があがるに

つれ段階的に専門分野を選択し

ていくことになりますが、3・4年次

になっても少なくとも2分野の芸術

を学べるようにしています。

髙橋　文学や音楽が時間軸に
沿って展開される時間芸術である

のに対して、西洋美術という分野、

特に15世紀以後の主流であるタ

ブロー画は、一枚で完結した空間

芸術です。同時に起こっている複

数の出来事の描写には強みを発

揮できるのですが、時間の推移は暗示するこ

としかできません。マンガと違ってひとコマで全

体を示さねばならぬ限界を抱えているわけで

すが、他の諸分野と比較する授業で、絵画で

は美しい形や色彩の追求以外にもさまざまな

工夫がなされていることを伝えたい、スリリング

な体験を学生に提供したいと願っています。

19世紀後半以降は静物画、風景画、抽象絵

画などストーリー性を排除した分野が主流と

なったのですが、絵画における「メッセージ伝

達の仕組み」を意識した授業を常に心がける

つもりです。

那須　音楽の分野でも西洋と東洋の比較だ
けでなく、歌舞伎や能・狂言といった日本の舞

台芸術と音楽の関係を考える授業や、楽器

の歴史的・地域的な変遷を辿ったり演奏会

の歴史を探るなどといった文化史を学ぶ授業

も計画しています。音楽を生み出した人々の

美意識や社会的背景はどのようなものであっ

たのか、録音技術の誕生によって音楽はどう

変わったのかなど、多角的な視点から人間と

音楽との関係を考え豊かな感性を養ってもら

いたいと考えています。

佐久間　演劇や映像作品は総合芸術とい
われています。芝居やミュージカルや映画に

は、美術や音楽が欠かせません。映像作品も

無声からトーキーへ至り、音楽を効果的に扱っ

てきた歴史があります。また、原典を文字資料

として読むだけでは芝居にはならず、上演・上

映されて初めて芸術作品となるという特色も

あるのです。そのことを理解するためにも、相

互の分野を比較しながら学ぶことで演劇・映

像作品に対する理解は今まで以上に深まっ

ていくことでしょう。

西澤　比較というのは人文学の研究手法と
してベーシックなものとされていますが、実際に

多領域を比較研究するのは容易ではありま

せん。しかし本学科での「比較」は美術・音

楽・演劇映像というジャンルの比較にとどまら

ず、時代や地域そして文芸と各ジャンルの比

較など、立体的に学んでいくのが特徴といえる

でしょう。また毎日がめまぐるしく過ぎ去る現代

社会において、古典を重視していることも特色

といえるのではないでしょうか。

佐久間　古典はただ古いのではなく、優れて
いるからこそ残っているもの。ですから優れた

作品を学ぼうとすれば古典を取りあげることに

なるのは必然ともいえます。江戸時代に書かれ

た歌舞伎も、400年前に書かれたシェイクスピ

アの作品も、今上演すればそれは現代の芸術

作品として成立します。何度も読み継がれてき

た原典が新たな解釈・演出を経て異なる魅力

を持つ芸術作品に生まれ変わるというのは、ど

の芸術分野でも共通していると思います。

那須　音楽についていえばすでにありとあら
ゆるリズム、メロディ、コード進行が出尽くしてし

まっていて、大ヒット曲とされるものでもある年

代以上の人間にとっては既存曲の焼き直し

に感じられるというように、世代を超えた傑作

の誕生に行き詰まっている面があります。最近

は寺社巡りが流行するなど伝統的価値の再

評価が盛んですが、学生のうちに古典の真価

に触れる経験を積んでおくことは、人間の深

みを形作るうえで非常に有効だと思います。

髙橋　絵画に限らず20世紀の前衛芸術運
動は、伝統を否定し「“破壊”する」こと自体を

目的化していた面もあったのですが、それこそ

先史時代から連綿と続く芸術の長い歴史の中

に新しい創造の可能性を考えていく学習が、

今こそ求められているのではないでしょうか。

浅井　とはいえ、すでに21世紀に入って10年
が経つわけですから、20世紀以降の作品を

まったく取りあげないわけではありません。ロッ

クやジャズ、ビデオアートやシュールレアリズム

の絵画・彫刻など、一定の時を経て多くの

人々に認められ価値を形作った“古典的”現

代芸術は数多くあります。また本学科は芸術

の実技指導を中心にしているわけではありま

せんが、より深く鑑賞できるように実際の芸術

世界に直接触れる機会を用意しています。

那須　音楽は消えてゆく芸術です。そこで手
がかりとして楽譜を読むわけですが、これ自体

が大きく変化しています。線のような音符や赤

色音符を使ったり、七線譜を使ったり……。み

なそれぞれ、それが最善と思われたのです。そ

うした古楽譜を解読して歌ってみることで、過

去の作曲家が作品に込めた思いを実感する

ことも、人間の営みとしての音楽を理解するう

えで、とても重要です。

髙橋　実技の経験があるに越したことはあり
ませんが、それを必須とするわけではありま

せん。しかし例えば、絵に描かれたあるモチー

フが何を意図しており、またどのような由来が

あってそのように解釈されるようになったのか

を知っていくためには、図像学（イコノロジー）

の知識を学ぶだけでなく、実際に簡単なスケッ

チをしてみるというのが役に立つはずです。

西澤　本学は国立の美術館・博物館と提携
しており、学生は常設展に無料で入場するこ

とができます。また芝居や演奏でも学生ならで

はの割引制度が数多くあります。せっかく都心

の文化資源に恵まれた環境で学ぶことになる

わけですから、積極的に本物の舞台や演奏、

作品に触れる機会を持ってほしいですね。感

性豊かな学生時代に芸術に対する学習・研

究を経験するのは、将来どんな進路を目指す

としてもきっと役に立ちます。

人間の本質を理解することが
将来の進路につながる
佐久間　私の教え子でイギリスと取引のある会
社に就職した人がいますが、学生時代に学ん

だシェイクスピアの知識がすごく役に立ったと

聞きました。相手の文化を知り、関心があるこ

とを伝えれば、異なる文化背景を持つ人とも

円滑にコミュニケーションをとることができます。

また演劇や映像作品にしても、演じる人、演出

する人、舞台を作る人など多くの人が関わっ

てひとつの作品となるものなので、それを理解

することはさまざまな意見や主張が飛び交う

現代社会を生きるためのヒントとなります。学

生にはいつも言っているのですが、大学教育

の目的のひとつは誰を相手にしてもどんな話

題であっても会話ができるようになることだと

考えています。これを成しとげるのには大変な

努力がいりますが、それは同時に挑戦のしが

いがあることでもあります。本学科の学びの内

容は、そのための心強い道標となるでしょう。

浅井　比較芸術学科の学びは、特定の職業
に就くためのものではなく、どんな分野の仕事

においても役に立つものです。直接的には美

術館・博物館の学芸員など文化・芸術関係

の進路が考えられますが、幅広い教養を生か

してマスメディアや環境、福祉、情報などの職

種も考えられます。芸術を通して人間の本質

をじっくりと学んでいくことのできる新しい学び

に、ご期待ください。

特集

開設準備室長

浅井 和春

開設準備室委員〈音楽担当〉　那須 輝彦

開設準備室委員〈美術担当〉

髙橋 達史

開
設
準
備
室
委
員 

〈
演
劇
映
像
担
当
〉

佐
久
間 

康
夫

文
学
部
長

西
澤 

文
昭

　文学部では、これまで培ってきた文学・思想・歴史学といった領域の教育・研究実績を生か
しつつ現代に求められる新たな学びを提供するために、「比較芸術学科」を開設します。新学
科で展開する学びと、人類の根源的な営みとされる芸術をジャンル・地域・時代を超えて比較
し考察することで得られる人文学的「知」について、文学部長の西澤文昭教授と、開設準備室
の浅井和春教授、髙橋達史教授、那須輝彦教授、佐久間康夫教授に語ってもらいました。

美術
西洋美術

日本・東洋美術

学びのイメージ

音楽
西洋音楽

日本・東洋音楽

演劇映像
日本古典芸能
西洋演劇
映像・映画

3つの領域を
相互に連関させながら、

「理論的」学習をベースに、
青山の地の利を活かし、
「体験的」、「実践的」に

学びます。
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　2011年3月11日の東日本大震災を契機に、「被災地のために何かし
たい」「被災者の力になりたい」という想いが、学生の中で高まっていま
す。そのように社会を支えたいという想いを持つ学生をサポートするた
めに発足したのが、青山学院大学ボランティア・ステーション
（AGU-VS）です。震災の復興支援を中心に、さまざまなボランティア活
動を企画・運営していくというAGU-VSについて、学生運営スタッフ代
表の荻原渉君、相模原代表の田丸佐季さん、広報担当の近藤圭さん
の3人に話を聞きました。

AGU-VSに参加したきっかけ
荻原　4月にNGO団体を通じて石巻市でのヘドロ除去ボランティアに参
加したのですが、大学生のボランティアが少ないと実感しました。そこでボ
ランティアから帰ってきてまわりの友達に話を聞いてみると、「行きたいけ
れどきっかけがない」という声がとても多かったのです。そんなときに大学
でボランティア支援組織が立ちあがるという話を聞いて、「こういう組織が
必要だったんだ」と感じて参加しました。
田丸　私は昨年から国際協力について学び合う「GLEP Youth」とい
う国際政治経済学部の学生団体に所属していました。その取り組みの
ひとつとしてネパールでのゴミ拾いに参加したのがボランティア初体験で
す。それからボランティアに興味を持つようになり、学生にできることがもっ
とあるのではと思っていたところ、ボランティア・ステーションが発足するの
を知って参加を決めました。
近藤　私は2人とは違って、これまでボランティアの経験はありませんでし
た。東日本大震災が起きてからずっと何かしたいとは思ったのですが、ガ
レキを動かす力もないし、医療の知識があるわけでもない。自分に何がで
きるかわからなかったのです。そのときステーション設立の話を聞いて、自
分の力が生かせるかもしれないと思い学生スタッフに応募しました。私と
同じように、何ができるかわからないという人たちに適切なボランティアを
紹介していきたいと思っています。

ボランティアの現場を体験して
近藤　東日本大震災の被災地へボランティアを派遣する企画が、ステー
ションとしての初仕事でした。先日は現地のボランティアニーズを調査する
ために気仙沼市を訪れ、避難所で生活している方などに意見を聞きまし
た。やはり街の復興やガレキの撤去、就職先の支援など生活に関わるこ
とに多くの支援が必要なようです。
荻原　確かに生活の復旧が急務だと思います。石巻市でボランティアを
していたとき、コンビニを経営していた高齢者のお宅へ伺ったのですが、
「津波で店舗は流されてしまったし、もう高齢なので今から新しい仕事を
探すのも難しい。元の生活には戻れないかもしれない」とおっしゃってい
たのが印象に残っています。
田丸　そうやって被災者の声を聞いてあげるだけでもこころのケアにな
ると思います。私は震災前に宮崎県の新燃岳で噴火灰除去と足湯の
ボランティアに参加しましたが、皆さんとても喜んでくれて「ありがとう」「ま
た来てね」とおっしゃってくれました。
荻原　「ありがとう」と言っていただけるのは、何よりの喜びですよね。ボ
ランティアに参加して、こんなに感謝されるなんて思っていませんでした。
人に喜んでもらえると、自分の自信にもなり元気をもらえる気がします。だ
からこそもっと多くの青学生にボランティアのすばらしさを実感してもらい、
自信や元気をつけてほしいですね。

青学生の高い関心に驚き、感動
荻原　ボランティアに興味を持ってもらえるかどうかということが心配でし
たが、大学のポータルサイトやチラシ、掲示板などでボランティアへの参加
を呼びかけたところ、600人以上の応募がありました。説明会の教室に入
りきらず立ち見が出るほどで、あの光景を見たときは本当に感動しました。
田丸　私のまわりでもすごく興味を持ってもらえたようで、友達からは
「ボランティアをしたい」というメールがよくきます。ボランティアに興味を
持っている人は、ぜひ今からでもボランティア・ステーションの部屋にきて
ください。

近藤　ブログやツイッターでの広報活動も始めていて、今
後はこうしたウェブでの広報をさらに充実させていきま
す。教室に足を運ばなくてもPCや携帯で気軽にコン
タクトをとれるようになれば、もっと手軽にボランティア

に参加するきっかけができると思うのです。

AGU-VSのこれから
近藤　これからはボランティア・ステーションの活動を軌道に乗せていく
ためのシステムづくりが大切だと考えています。一過性のボランティア活
動で終わるのではなく、長く続けるための仕組みを整えていきたいと思
います。
荻原　今後はもっと身近なボランティア活動も企画していきます。身の回
りのできることから始めて、そこから更に遠くの地方や国際的なボランティ
アができる組織へと育
てていきたいです。か
つて青山学院は明治・
大正時代の震災のとき
にも、地域の方々の避
難場所として大きな役
割を果たしました。それ
を見習ってボランティ
ア・ステーションを渋谷
区の防災に関わる中心的な組織のひとつにしていきたいです。
田丸　相模原キャンパスでも市のボランティアセンターや災害対策本部
と連携し、地域に根づいた防災への取り組みを企画していきたいと考え
ています。市民への啓発運動をしたり防災マニュアルを改善するお手
伝いをしたりすることで、街の人々から本当に必要とされる組織になれる
のではないでしょうか。また今度の学園祭では、青山・相模原両キャンパ
スでボランティア・ステーションのブースを出展します。東北名物の食事を
提供しながら、ボランティア活動の様子を展示する予定です。青学生に
もっとボランティアについて知ってほしいですね。

ボランティアとは、そしてAGU-VSの役割とは
近藤　ボランティアというのは必要とされることに応えるのが基本ですが、
100％すべての人たちを満足させることは難しいです。しかし学生が現場
へ行って、見て、感じて、そこから何かを学ぶことができれば、その行動は
決して無駄にはならず、きっと誰かの助けになれると考えています。
荻原　確かにどんなニーズがあるのか考える努力を怠ってはいけないで
すよね。でもすべての人たちに公平に手を差し伸べるのは、ボランティア
ではなく国や自治体がすべき仕事だと思います。自分たちにできるのは
特定の誰かのために役に立つこと。自分の中に「誰かの役に立ってい
る」という自覚が持てれば、ボランティアは成立するのだと思っています。
田丸　けれどボランティアは個人の志だけでは難しい面があるのも事実
です。災害が起こったとき、行政組織には活動できる人員が限られてい
る一方で市民によるボランティアは数が多すぎてまとまるのが難しい。ボ
ランティアを必要とする側とボランティアをしたいという側とを上手に結び
つけないといけません。AGU-VSはその両方を結ぶ橋渡しの役割を担
うステーション（中継所）として、名前に相応しい働きができるようにしてい
きたいですね。

大学生が社会を支え、変えていく！ ソ ー シ ャ ル・ア ク ション

青学生の想いを現場に届けるために。 「ボランティア・ステーション」発足！1

現代社会が抱えるさまざまな問題──
それらを解決していくのは政府や企業だけではありません。
社会の問題を知り「何かをしたい」と思った人たちが、
職業や立場に関わらず自分なりの方法で取り組む「ソーシャル・アクション」。
今回は青学生が主体となって取り組む3つの事例を紹介します。

ボランティア・ステーションの紹介
　　　　　　　　　　　               経済学部経済学科1年　和田 衣里子
　ボランティア・ステーションは「社会に奉仕したいという想いを持つ学生に対
し、社会のニーズに合ったボランティア活動の機会を提供し、青学生が『地の
塩、世の光』となり、助け合い生きる世界を目指す」というミッションを掲げて発足
しました。主な活動は、「ボランティアに興味があるけど、どうしていいかわからな
い」という人に対して、安心してボランティア活動を行ってもらえるように情報を提
供することです。
　今年の夏休みは東日本大震災の被災地へのボランティア派遣を企画・実施
しました。いまのところは国内でのボランティアが中心ですが、いずれは海外での
ボランティア活動も行っていきたいと考えています。
　ボランティアに興味がある方はまず、私たちボランティア・ステーションを訪れて
みませんか？ それぞれのキャンパスのステーションには学生スタッフが常駐してい
るので、なにかご質問がありましたら気軽にお越しください！

夏休みのボランティア企画
　　　　　　国際政治経済学部国際コミュニケーション学科3年　加藤 直道
　ボランティア・ステーションではこの夏休み、下記のボランティアを企画・実施
します。すでに参加者の募集は終えていますが、今後もさまざまな取り組みを予定
しているので、ボランティア・ステーションの今後の活動に期待してください！

１．多賀城市　子どもボランティア（7/23～8/20、1週間交代4グループ、定員各20名）
　多賀城市は比較的復興の進んでいる地域ですが、保護者が日中働きに出ている間、
児童館で過ごす子どもたちが数多くいます。多賀城市内の児童館で指導員補助のお手
伝いをさせていただきます。

２．石巻市　復興ボランティア（7/23～9/4、1週間交代6グループ、定員各25名）
　石巻市の震災被害は甚大で、商店街は壊滅的な状態です。かつての活気ある商店街
を取り戻すため、道路ブロックの掘り起こしと街路の復旧補修作業を手伝います。体力を
使う作業なので、体調管理には十分気をつける必要があります。

３．大船渡市　学習ボランティア
　（7/13～9/14、1週間交代9グループ・2週間交代8グループ、定員各2～8名）
　小学生を対象とした「夏休み子ども会」、中学・高校生を対象とした「夏休み勉強会」を
準備・実施して学期開始が遅れた児童・生徒に対して勉強面でのお手伝いをします。ま
た、市の災害ボランティアセンターの活動支援も行います。

４．気仙沼市　学習ボランティア（8/1～8/7　定員9名）
　中学１～３年生を対象に夏休み勉強会を開催します。教える教科は英語・数学・理科
で、個別の学習支援を行います。

　　　　　　　　国際政治経済学研究科教授／AGU-VS顧問　塚本 俊也
　青山学院大学の初めての取り組みとして、ボランティア・ステーション（AGU-VS）
が発足しました。被災地では、さまざまな活動が展開されているようですが、 どこで、ど
のような活動がされていて、いかに安全に活動ができるかなどの情報の入手が難し
いところを、AGU-VSが、代わって情報を収集し、紹介しています。 
　参加者は必ず事前研修を受講、またボランティア保険に入っていただき、現地の
受け入れ先との連携で、有事の際の問題に対しても対応できる準備を整えています。

●相模原キャンパス　G棟303      　月曜～金曜　11：00～18：10
●青山キャンパス　　11号館1163  月曜～金曜　 11：00～18：00

ボランティアに参加する際の安全保証について

ボランティア・
ステーション　

ボランティア・ステーションの活動は随時、ウェブで紹介しています。

近藤 圭さん
国際政治経済学部
国際政治学科4年

荻原 渉君
法学部法学科3年

田丸 佐季さん
国際政治経済学部
国際コミュニケーション学科2年

大学ウェブサイト
　　http://www.aoyama.ac.jp/life/student/volunteer.html
学生スタッフブログ
　　http://ameblo.jp/agu-vsta/

ボランティア説明会
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　5月21日、NPO法人Checkと経営学部が共同で「スマートフォンを
使った社会貢献イベント：はじめよう！ スマホでボランティア」を開催し
ました。このイベントは、青山キャンパスがある渋谷の街の多機能トイレ
がどこにあるかを調べ、「渋谷トイレマップ」を制作しようというもので
す。高齢者・障害者の方々が安心して外出できるようにするとともに、こ
うした取り組みを周知してボランティアの輪を広げることを目的としまし
た。Check代表理事の金子健二氏、経営学部マーケティング学科の
芳賀康浩教授、そして運営を担った高木賢哉君、駒場史幸君にイベン
トを振り返ってもらいました。

芳賀　経営学部には、学部行事に参加してくれる学生が非常に多くい
ました。そこで、School of Business Student Leaders（以下SBSL）と
いう学生団体を組織してオープンキャンパスの運営などをしてもらってい
ましたが、そのなかの有志の提案から実現したのがこのボランティアイベン
トでした。
金子　企画を練り始めたのは今年の2月から。学生たちに自
ら考え気づいてもらいたいと考えていたので、何度も打ち合わ
せてどうやったら参加者が増やせるのか、どうしたら楽しいイ
ベントになるのか企画を詰めていきました。
駒場　参加者を集めるためにチラシの作成やウェブでの告
知など、自分たちなりにいろいろな工夫をしました。また「スマホ
でボランティア」というキャッチコピーを考えたり、オリジナルの
ジャンパーをイベント当日に着ることで周囲にPRしようと考えま
した。
高木　イベントそのものを楽しんでもらうために景品も用意しま
した。当日は3人ひと組のグループでトイレチェックをしてもらっ
てチェック数を競うというゲーム形式にしたのですが、景品の
満足度とコストのバランスを考えなければならないということも
勉強になりました。
芳賀　このような経験は、経営学部の学生にとって大きなメ
リットになります。経営学部の学びが難しいのは、学生にはビジ
ネス経験がないということ。ビジネスの経験なしにビジネスを学
ぶというのは実感がともなわないのですね。そこで未来のビジネスリーダー
を育てることを目標とする経営学部としては、社会や企業のあり方を実
地で経験することで、仕事を創造していける力を身につけるといった教
育効果を期待しています。
金子　学生たちには単にイベントを行うだけではなく、自分たちならでは
のコンセプトを考えてもらいました。そこで出てきたのが車イスの導入という
意見です。
高木　もっと障害者の視点にたったイベントにしたいと考えたのです。そこ
で車イスをお借りして自分たちで体験してみることにしました。車イスだと普
段何気なく使っているお店も段差があって入れなかったり、渋谷は坂が
多いので下り坂でとても恐い思いをしたりと、新しい視点に気づかされま
した。改めて今回のトイレチェックのような活動が必要だと実感できました。
駒場　ただ、思ったより周囲を歩く人たちに関心を持ってもらえなかった
ことが反省点ですね。それが分かったのも大きな成果ではありますが、こ

うしたボランティア活動は多くの人に知ってもらえなければ継続できない
ので広報や告知の大切さを痛感しました。
高木　多くの社会人と交流できたのもいい経験となりました。企業や団
体で働く人たちは、メールのやりとりひとつとっても学生の感覚とは違い
ます。ビジネスの現場では誠実な対応がなにより求められるのだというこ
とを学ぶことができました。
駒場　これまでボランティアには自己犠牲の精神が必要だと思っていま
したが、実際にやってみると楽しいし、社会を支えているんだという実感
が持てる。逆に言えば自己犠牲だけでは続きません。今回のような“楽し
めるボランティア活動”を、もっと広めていければと考えています。
金子　こうした体験からは、社会人としての人間関係やビジネスの厳し
さ、そして社会貢献とは何かということが学べます。これは就職活動でも
評価される実績となるし、もちろん社会に出たあとに必要な力も身につき
ます。社会貢献の輪を広げるために、これからも一緒にがんばりましょう！

楽しむ社会貢献「はじめよう！スマホでボランティア」2
　従来大学に求められる役割は、「教育」と「研究」でした。しかし今、大学が培ってきた教育力を

活用した「社会貢献」が新たな役割として、大きな期待が寄せられています。本学では2009年、

大阪大学との共同事業として「ワークショップデザイナー育成プログラム」を立ちあげました。社

会人を主な対象とし、よりよい社会の実現に貢献する人材を育成する本プログラムの意義につ

いて、プログラム代表の苅宿俊文教授と、プログラムの修了生で更なる学びを求めて大学院へ

進学した小島潤子さん、渡辺タケシさんに聞きました。

　現代社会は価値観の多様化や仕事の分業化などで、人と人との関
わりが少なくなっています。しかしその一方で、そのような社会に適応して
いくためにはコミュニケーション力が必要とされることも事実です。例えば
医療現場は専門化・分業化が高度に進んだ業界ですが、患者さんを中
心とする医療を実現するためには、医師や看護師が相互に支え合い、
協働していけるだけのコミュニケーション力が必要となるのです。
　このような社会で必要とされるのが、コミュニケーションの場をつくる専
門家としてのワークショップデザイナーです。ワークショップデザイナーの役
割は、人々のコミュニケーション力を高めるために適切なワークショップ

　本プログラムの参加者は全く異なるフィールドの人たちの集まりで、年
齢も10代から50代までバラバラ。そんな人たちがひとつの目的に向かっ
てワークショップをつくりあげていくというのはとても新鮮な体験でした。例
えば小学校でワークショップを開くためにグループで意見のすりあわせを
行うという場合でも、なかなか意見がまとまらない。しかし大変な苦労をし
てひとつの共通意識が生まれたときには、言葉にできない爽快感があり
ました。
　現在は自宅を開かれた場として近所の子どもたちに開放し、ワーク
ショップを開催しています。そのなかでさまざまな課題もみえてきました。子
どもや保護者の信用を得なければワークショップは実現できませんが、現
代社会では「知らない人には近づかない」というのが当然の常識になっ
ている。これでは開かれたコミュニケーションの場を実現するのは難しい
のです。
　信用し、信用されることを前提とした社会を形づくっていくことがこれか
らの日本には必要であると考えています。その実現のためにワークショッ
プデザイナーとして一端を担いつつ、新しいコミュニケーションの可能性を
探っていきます。

　本プログラムに参加して感じたのは、一方的に知識を教えるだけでは
本当に「学ぶ」ことはできないということです。理論的な学びと実践を交互
に繰り返すことで、ただの知識が生きた知恵に、ただの体験が生かせる
経験に変化していきます。実際に小学校などでワークショップを実施する
という実習も、1度目よりは2度目の方がうまくいくし、問題点にも気づくこと
ができる。学びの仕組みがよくデザインされたプログラムだと思います。
　一番の収穫は初めて出会う人たちと協働するうちに自分のことを客観
的にみられるようになったことがあります。これまで企業の研修講師をつと
めるなかで、「ファシリテーターとはこうあるべき」と規定して、結果として一
方的に知識を詰め込むことに終始してしまっていた部分がありました。し
かし今では集まってくれた人たちに応じて、柔軟に対応することを心がけ
ています。
　現在は同時期にプログラムに参加したメンバーで「はら塾カフェ」という
団体を立ちあげ、カフェ感覚で気軽に参加してもらえるワークショップを実
践しています。例えば前回は、風評被害にあっている茨城県の農家の方
を招いて代々木公園で野菜パーティーを行いました。こうした地域に根づ
き、地域のなかで存在していけるワークショップを、今後も続けたいと考え
ています。

新しい人材育成「ワークショップデザイナー育成プログラム」3

大学生が社会を支え、変えていく！ ソーシャル・アクション

（後列左より）

芳賀 康浩
経営学部マーケティング学科教授
金子 健二氏
NPO法人Check代表理事
高木 賢哉君
経営学部経営学科2年
駒場 史幸君
経営学部経営学科2年

　NPO法人Checkと連携したボランティアプロジェクトは、今後もさまざまな形で
展開していく予定です。現在すでにふたつのプロジェクトが進行中。ひとつは夏
祭りや花火大会など野外イベント会場のトイレチェック。もうひとつは、SBSLメン
バーに協力してもらい、夏休みの帰省の際に地方のトイレチェックをしてもらおう
というものです。9月にはその報告会も予定しているので、全国へと広がるプロ
ジェクトの今後に期待してください。

（参加型の学びの場）を企画・実施すること。教育現場でもワークショップ
を通して子どもたちにあらゆる場面に対応できるコミュニケーション力をつ
けようという取り組みが始まっていますが、ワークショップによる学びは大
人にとっても有効です。
　本プログラムでは基礎から応用まで、理論学習と実践を組み合わせ
た螺旋型のカリキュラムを組んでいます。修了された方には学校教育法
に基づく履修証明を発行することで、確かな力が身についていることも
保証します。この2年間は文部科学省の支援を受けたプログラムとして
実施していましたが、今年度からはワークショップデザイナーの必要性に
共感した大学間でコンソーシアムを設立してプログラムを運営しています。
　これまでに300名を超える方が修了され、ワークショップデザイナーとし
て社会を支えています。知識として学ぶのではなく、地域で、社会で現場
に立ってコミュニケーションの場をつくっていけるワークショップデザイナー
を、これからも育てていきたいと考えています。

地域に根づき、地域のなかで
存在していくワークショップをつくる
第2期プログラム修了生
社会情報学研究科ヒューマンイノベーションコース2年
小島 潤子さん

コミュニケーションを通して
支え合える社会をつくる
社会情報学部教授
苅宿 俊文

社会のあり方を変える
コミュニケーションの場を模索
第2期プログラム修了生
社会情報学研究科ヒューマンイノベーションコース2年
渡辺 タケシさん
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　本学と同じくキリスト教に基づく建学の精神を持つ東北学院大
学と、お互いに交流を深めながら真剣勝負をする伝統の対抗戦が、
この「対東北学院大学総合定期戦」です。1950（昭和25）年に始
まって今年で62回目。本当にライバルと認め合える相手と全力で
ぶつかる、選手みんなが待ちに待った大会です。会場は1年ごとに
交代でそれぞれのキャンパスを使用し、およそ30種目の公式戦と数
種目のオープン競技を競います。ところが今回の震災で会場となる
東北学院大学が大きな被害を受け、開催が危ぶまれました。
　しかし双方の学生からは「多くの先輩たちが築き上げてきた60年
以上続くこの伝統を絶やしたくない」という声があがってきました。そ
こで、両校の体育会同士で定期戦開催に向けた協議を重ねること
に。OB・OGの方も熱心に連絡を取り合ってくださり、なんとか9月に
時期をずらしての開催が実現しました。両校は地理的には遠く離れ
ていますが、心理的な距離はとても近く、この定期戦にかける想い
は同じなのだと思いました。
　体育会学生本部長として臨む今回、当初は勝ちにこだわりたい

と考えていました。しかし今ではそれ以上に、正々堂 と々全力で試合
に臨むことを第一に考えています。「スポーツを通じて勇気を与え
る」というとおこがましいですが、全力で競技に打ち込むことが、今、
自分たちにできる復興支援なのだと思っています。

対東北学院大学総合定期戦、9月に開催決定！

　今年の相模原祭は10月8日（土）・9日（日）に開催します。相模原
祭はもともと地元・相模原市とのつながりが強く、地域の子どもたち
やお年寄りが大勢来場されるのが特徴です。今年のテーマである
「満」は“満足度日本一の大学祭にしよう”という意気込みから生まれ
ました。来場者はもちろん相模原祭に関わったすべての人たちが、
満面の笑みを浮かべて楽しみ、喜べるものにしたいと考えています。
　特に力を入れている企画は、去年も大盛況だったファッション
ショーやアリーナでのパフォーマンスです。ファッションショーは「サガ
フェスコレクション」と銘打ち、50人ほどの学生モデルに参加しても
らいます。学生団体による本格的なBGMも用意して大々的に開催
するので、“オシャレな青学生”を存分に発揮してもらいたいと思って
います。パフォーマンスは「ミックスカルチャー」をテーマとして、これま
で単独で行ってきたジャグリングやダブルダッチなどにコラボしてもら
おうと考えています。今年は多くの文化系団体に参加してもらうこと
ができ、書道研究部と長唄同好会のコラボで長唄に合わせて書を

披露するなど、例年にないさまざまな団体によるパフォーマンスを考え
ているので、ぜひご注目ください。
　毎年「環境とリンクした大学祭」をコンセプトにしているのも相模
原祭の特色です。今年は環境に配慮した企画として「ワクワクエコ
パーク」という参加型のイベントも用意しています。これは廃油を利
用したエコキャンドルや洗剤いらずのアクリル製タワシなどを来場者
につくってもらい、環境への意識を高めてもらおうというものです。ま
た「エコレンジャーショー」という環境問題をテーマとしたヒーロー
ショーも開催予定。以前みなとみらいのイベントにも参加したのです
が、子どもたちが大勢集まってくれて大喜びしていました。相模原の
子どもたちにも大いに楽しんでいただきたいです。
　今年は東日本大震災の影響で節電が呼びかけられています。そ
のため相模原祭でもこれに協力しようと、開催時間の短縮や展示場
所をまとめるなど、なるべく電力消費を減らすように配慮しました。被
災地に向けた募金活動や出展団体の売り上げの一部を寄付する
ことも予定しています。いくつかの制約はありますが質を落とすことな
く、青学生が最高に盛り上がれる相模原祭にしたいと思います。日
本一の大学祭だと自信を持っていますので、多くの方の来場をお待
ちしています。

「満─みちる─」をテーマに、2011年度相模原祭を開催します
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日本一の東洋大を破るも春季リーグは2位
硬式野球部の秋季での活躍にご期待ください
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相模原祭実行委員会 委員長
毛塚 崇司君
経営学部経営学科2年

■日時　9月2日（金）～4日（日）
■場所　東北学院大学
※ヨット競技は神奈川県横須賀市秋谷で開催

相模原祭の最新情報は　http://sagamiharasai.com/

躍動！青学スポーツ
陸上競技部 男子バスケットボール部

硬式野球部

　「全日本大学駅伝」の予選会が2011年6月25日（土）に
国立競技場で行われ、本学陸上競技部は総合トップで２年
ぶり２度目の本戦出場を決めました。これにより、すでに出場
が決まっている箱根駅伝、出雲駅伝とあわせて学生3大駅
伝すべてに出場することとなりました。これはチームにとって
初めてのことで、大変うれしく思っています。
　今回の予選会は自信を持って選手を送り出すことができ
ました。これは2004年から部の抜本的な改善に取り組み続
けてきた結果、ようやくチームとしての地力がついてきたという
ことだと思っています。また出岐雄大（社会情報学部3年）が
エースといえる存在に育ってくれたことも大きいです。8月に
中国で開催される「ユニバーシアード」のハーフマラソン日本
代表選手にも選出され、まだまだ伸びる余地を秘めていると
感じます。
　ただし3大駅伝すべてをベストメンバーで戦い切るには選
手層がまだまだ薄いのも事実なので、これからは1・2年生を
積極的に起用して選手層を厚くしていきたいと考えていま
す。出雲・全日本は3・4年生にはステップアップの場として、
1・2年生には駅伝を経験する場として挑戦してもらいたい。
最終的には箱根駅伝3位以内を目指しています。この目標
は昨年も掲げましたが、今度は現実的にそれを目指せる力が
ついてきています。ぜひ多くの方々に現場へ足を運んで選手
を激励してもらいたいと思います。

監督 原 晋

　昨年の学生主要大会4冠に続き、今年の新チームも関東
大学選手権、関東大学新人戦に勝つことができました。大会
直前に故障者が続出したり震災の影響によって練習試合が
少なくなるなど不安な部分も少なくありませんでしたが、2年連
続4冠達成に向けて選手達は懸命に努力を続けています。
　今年は経験豊富な3・4年生を中心に、急速に力をつけて
きた2年生がうまくかみ合った良いチームができてきました。な
かでも張本天傑（国際政治経済学部2年）の成長は著しく、
卒業した先輩の穴をしっかり埋める存在になっています。新
人戦においても、畠山俊樹（総合文化政策学部2年）、小林
遥太（経営学部2年）がバスケットボール選手としては小柄な
がら素晴らしい動きをみせ、優勝を勝ち取ることができました。
　ここぞいう勝負どころで良いプレーができるのも成長の証
です。例えば一瞬の隙をついて相手チームのリズムを崩して
いくような動きができるようになりました。こういった勝負の駆け
引きができるようになったのもこれまでの経験で得た自信があ
るからこそでしょう。しかし各チームは我 を々目標として思い切っ
た勝負を挑んできます。彼らをはねのけて優勝するには、単な
る自信ではなくもっと強い勝利への確信が必要で、これは
日々の厳しい練習の積み重ねからしか得ることはできません。
　秋の関東大学リーグ戦と12月の全日本大学選手権を勝ち
抜くために、そして応援してくださる方々の声に応えられるよう
に、トレーナーやコーチ、選手が一体となって頑張っています。秋
にはもっと良い報告ができるはずなので、ぜひご期待ください。

　硬式野球部は東都大学野球連盟「平成23年
度春季リーグ戦」において、6大学中2位の成績で

全日程を終了しました。リーグ戦前半は3連敗と出遅れましたが、
その後調子を取り戻し6連勝。優勝には届きませんでしたが、6勝
5敗の2位にこぎ着けました。とくに優勝した東洋大学との試合で
は、「0対1」「1対0」と相手打線をほぼ完璧に抑えての勝利。投
手成績の防御率ベスト10に3名の投手がランクインしたことから

もわかるように、チームの特色“守り勝つ野球”の手応えを感じるこ
とができました。また、「ベストナイン」に指名打者として佐野力也
君が選出。チーム力全体の向上も実感できる結果となりました。
　平成21年度秋季には2部降格の悔しさも味わった硬式野球
部ですが、その後すぐに1部に復帰。優勝争いに絡むまで力をつ
けています。秋季リーグ戦では平成18年春季以来の優勝を目
指す硬式野球部に、大きなご声援をお願いいたします。

体育会学生本部長
原田 脩平君
経営学部マーケティング学科3年

〈対東北学院大学総合定期戦〉

監督 長谷川 健志
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社会に広く開かれた「青山学院大学大学院」
～本学大学院・専門職大学院への進学を考えるみなさんへ～

　従来の大学院では、学部を卒業した学生が
そのまま大学院生として研究室に残り、質の
高い研究者教育を受けることで一人前の研
究者として旅立っていくという流れが一般的で
した。もちろんその考え方は今も生きています
し、現に多くの優れた研究者が本学の大学院
からも巣立っています。しかし多様化する現代
社会を背景に、学部卒業生だけでなく、社会
人や留学生がより高度な知識を学ぶための

教育機関として、大学院には大きな期待が寄せられています。
　すでに実務経験のある社会人が大学院で学ぶ場合、身につけた
い技能は、かなりピンポイントな専門的内容になると想像できます。逆
に学びの場を提供する大学院側から見れば、求められる学問領域
は、院生それぞれによって異なるため、多領域にわたることになります。
社会人に門戸を開くことは、“広く学べる環境”とともに、“より深く学べ
る環境”を用意することが必要となるのです。それは“基礎的理論”と
“専門的実践”とが融合した学びと言い換えられるかもしれません。
　本学の大学院の大きな特色として、3つの専門職大学院（国際マ
ネジメント研究科、法務研究科、会計プロフェッション研究科）を、早い

段階から設置している点が挙げられます。これは、「より高度な専門教
育を受けたい」との社会からの要請に応えたもので、院生には社会人
の方が多く、研究科での学びを自らの仕事の成果につなげようと高い
意識で学ばれています。学部に対応した９研究科を擁する大学院で
も、研究者養成という従来からの目的を実現するための高度な教育
はもちろん、社会人や留学生の方々の多様なニーズに応える教育プ
ログラムを柔軟に提供しています。
　特に2012年度は、総合文化政策学部と社会情報学部が初めて
の卒業生を輩出するため、一期生の中からも更なる学びを求めて大
学院に進学する学生が出てくるでしょう。両学部とも学部開設と同時
に研究科を発足しており早くもその成果を出しつつあるので、必ずや
満足してもらえる教育内容をご提供します。
　制度的な面からも昼夜開講制、学部と大学院との一貫教育、社会
人・卒業生向け入試の実施など、大学院への進学を考えている方々
をバックアップする体制を整えています。研究科により実施している制
度が異なりますので、詳細は本ページの下段をご覧ください。
　ぜひとも多くの方々に、本学大学院、および専門職大学院に進学
いただき、高い目的意識をともなう学びを実践していただきたいと思い
ます。

就職部長
懸田 豊

総合文化政策学部教授

　2010年度の卒業生は4,022名であり、ほ
ぼ100％の進路（就職・進学計）捕捉率でし
たが（不明6名）、進路決定率は本学全体で
は83.6％であり、前年の84.5％に比べて僅
かではあるが低下を示しました。うち就職者
率は72.5％（昨年度72.8％）、進学者率は
11.1％（同11.7％）、進路保留者率16.2％
（同15.5％）でした。就職者率は0.3ポイント
の低下ですが、就職決定率（新規採用決定

者率）は66.6％であり、前年の66.0％を上回っています。文部科学
省と厚生労働省の実施する就職内定状況調査によると、2010年
度の就職状況はきわめて厳しいことが報じられていることから、本学
の卒業生はよく健闘したと評価できます。
　第一部生の進路決定率を学部別にみてみると、理工学部が最
も高く93.6％（昨年度92.2％）であり、以下、国際政治経済学部
87.9％（同92.0％）、経営学部86.6％（同83.3％）、経済学部
84.1％（同86.3％）、文学部83.4％（同85.6％）、法学部80.3％
（同81.3％）と続きます。第二部生の進路決定率は71.8％（同
73.6％）です。また、女子学生の進路決定率は84.3％（同86.9％）
であり、男子学生の83.0％（同82.2％）を上回っており、特に就職
決定率では女子学生72.0％（同72.3％）に対して、男子学生は

61.9％（同60.0％）と、男子学生の進学者率が高いということもあ
りますが、女子学生の就職決定率は男子学生を大きく上回ってい
ることが示されています。　
　2009年度に卒業延期を認められた53名の、この4月以降の状
況は、就職28名、進学1名、就職活動継続中15名、各種試験準
備中4名、進学準備中1名、未定１名、再度の卒業延期申請者2
名、未確認1名であり、進路決定率は54.7％にとどまっています。卒
業延期が必ずしも好ましい結果をもたらしたと言えず、2010年度の
卒業延期者が200名を超えることを考えると、安易な卒業延期制
度の利用を戒めるとともに、卒業延期者に対する進路・就職支援
の特別な取り組みが必要になってくると考えています。なお東日本
大震災の影響による採用取消、採用延期は、現在のところ各々1
名を把握しています。
　また2011年度の就職については、大震災後、4年生の採用試
験を延期する企業が相次いでいるとともに、3年生に対する採用計
画を遅らせる動きもみられるなど就職環境はきわめて不透明になり
つつあります。2009年に4年制大学への進学率が初めて50％を
超え、採用選考においては、単に大学生活をどのように過ごしたか
ということではなく、どのような職業観をもち、そして大学生としての
学力をどれだけもっているかということが、これまで以上に厳しく問わ
れることになるでしょう。

副学長
長谷川 信

2010年度の進路・就職状況について

2011年度大学院入学試験結果 大学院・専門職大学院の制度

※（　）内は本学出身者数で内数
★は専門職学位課程

（博士後期課程を除く）

英米文学

フランス文学・語学

日本文学・日本語

史学

教育学

心理学

経済学

公共・地域マネジメント

私法

公法

ビジネス法務

経営学

国際政治学

国際経済学

国際コミュニケーション

文化創造マネジメント

総合文化政策学

理工学

社会情報学

国際マネジメントサイエンス

国際マネジメント★

法務★

会計プロフェッション★

　　合　計

文学

教育人間科学

法学

経営学

理工学

法務

会計プロフェッション

志願者数入学定員 入学者数※

33

6

20

14

15

31

18

10

16

11

51

82

44

12

16

35

1

198

21

0

248

233

114

1229

  16（12）

    3（2）

    5（3）

    6（4）

    6（4）

    9（8）

    5（4）

    5（5）

    3（0）

    7（7）

  28（3）

  19（8）

  15（7）

    9（4）

  11（3）

  16（5）

    1（1）

175（170）

  13（3）

    0（0）

108（10）

  24（4）

  71（25）

555（292）

20

6

6

8

6

6

10

5

10

10

50

15

25

20

25

15

3

160

30

6

100

50

80

666

国際マネジメント

社会情報学

国際政治経済学

総合文化政策学

研究科・専攻

建設　2.7％

金融・保険　4.6％

教員　4.2％

運輸・通信　5.4％

林業　0.4％

不動産　0.4％
漁業・水産養殖　0.4％

電気・ガス　1.1％
公務員　1.5％

サービス
42.9％卸・小売

8.4％

製造
28.0％

電気・ガス　0.3％
林業　0.1％

建設　2.0％その他　2.4％

公務員　5.8％

教員　3.7％

不動産　2.9％

［文系学部］ ［理工学部］

2010年度 卒業生の進路状況

業種別 就職決定率（新規採用決定者率）

2,416名

サービス
25.5％

金融・保険
20.0％

卸・小売
16.4％

製造
13.0％

運輸・通信　7.9％

261名

昼間部
計

文学部
第二部

経済学部
第二部

文系学部
計

国際政治
経済学部 理工学部経営学部法学部経済学部文学部

1553,5125132,9992815365225471,1132011年3月卒業生
1092,9984802,518247464419460928進路決定者
70.3％85.4％93.6％84.0％87.9％86.6％80.3％84.1％83.4％進路決定率

就　
　

職

進　
　

学

512,4682612,207213425355420794　新規採用決定者
4212916113915131264　自営業・現職継続・臨時雇用者

932,5972772,320222440368432858就職者計
60.0％73.9％54.0％77.4％79.0％82.1％70.5％79.0％77.1％就職者率

133692021672420462255大学院等（海外含む）進学者
332131145615専門学校進学者（海外を含む）

164012031982524512870進学者計
10.3％11.4％39.6％6.6％8.9％4.5％9.8％5.1％6.3％進学者率

4651433481347210387185その他

208
147
70.7％

101
35

136
65.4％

6
5

11
5.3％

61

経営学部
第二部
147
110
74.8％

57
34

91
61.9％

15
4

19
12.9％

37

第二部
計
510
366
71.8％

209
111

320
62.7％

34
12

46
9.0％

447
11.1％

144

総合計

4,022
3,364
83.6％

2,677
240

2,917
72.5％

403
44

658

※「進路決定者」は、「就職者」と「進学者」の合計
※「その他」の欄には、進路保留者、進路届未提出者6名が含まれます。

進路
学部 学内飛び級制度

　学部3年次終了後、一定の条件を満たせば大学院に入学できる制
度です。大学入学後5年間で修士の学位の取得が可能です。
○経営学研究科
○国際政治経済学研究科　
○国際マネジメント研究科国際マネジメント専攻

大学院科目特別履修制度
　大学院進学を目指す学部4年生が、大学院で開講されている授業科
目を履修できる制度です。学部生に大学院レベルの授業を履修する機
会を提供しています。
○文学研究科　英米文学専攻、フランス文学・語学専攻、史学専攻
○経済学研究科※

○法学研究科
○経営学研究科
○国際政治経済学研究科
○総合文化政策学研究科文化創造マネジメント専攻
　※先取り科目履修方式を2011年度より提供しています。

昼夜開講制
　「開かれた大学院」を目指して、社会で活躍する方々が働きながら学
べる昼夜開講制を導入しています。
○文学研究科英米文学専攻
○教育人間科学研究科
○経営学研究科
○国際政治経済学研究科
○総合文化政策学研究科文化創造マネジメント専攻
○国際マネジメント研究科国際マネジメント専攻（専門職学位）
○会計プロフェッション研究科プロフェッショナル会計学専攻
　なお、下記の研究科・専攻では、平日夜間および土曜日の科目履修
が中心となります。
○法学研究科ビジネス法務専攻
○社会情報学研究科ヒューマンイノベーションコース

経済学
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①7/11～9/20
②7/16、9/17
①7/11～9/16
②7/16
①7/11～9/20
②7/20、7/21
③7/16
①7/11～9/20
②7/16、9/17
①7/11～9/16
②7/16、9/17

7/11～9/17

①7/11～7/30
②8/8～9/10
7/11～9/20
①7/11～7/30
②8/8～9/20
7/11～9/16
7/11～9/16

①7/11～7/21
②7/22～9/11
③9/12～9/20

7/11～9/20

①7/11～9/20
②7/16、9/17

7/11～9/17
①7/11～9/20
②7/16、9/17
7/11～9/16
7/11～9/16
①7/11～9/20
②7/16、9/17
7/11～9/16

①9：00～16：00
②9：00～13：00
①9：00～16：00
②9：00～13：00
①9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
②9：00～20：00（15：00～16：00　窓口休止）
③9：00～11：30
①9：00～15：30（11：30～12：30　窓口休止）
②9：00～11：30
①9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
②9：00～11：30
9：00～15：30（11：30～12：30　窓口休止）
9：00～16：00

9：00～15：30（11：30～12：30　窓口休止）

9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）

①9：00～21：00
②9：00～19：00
③9：00～19：00

9：00～15：30（11：30～12：30　窓口休止）

①9：00～16：00
②9：00～13：00

9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
①9：00～15：30（11：30～12：30　窓口休止）
②9：00～11：30
9：00～16：00（現金取扱いは15:00まで）
9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
①9：00～16：00
②9：00～13：00
9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）

①月～金
②土
①月～金
②土
①月～金
②水、木
③土
①月～金
②土
①月～金
②土

月～金

①平常通り開館
②9：00～19：00（土曜は12：00～19：00、日曜は8/28以外は休館）
月～金
①平常通り開室
②月～金
月～金
月～金

①月～土
②月～金
③月～土

月～金

①月～金
②土

月～金
①月～金
②土
月～金
月～金
①月～金
②土
火

学 長 室
庶 務 部

学 術 研 究 推 進 部

学 務 部 教 務 課

学 務 部 教 職 課 程 課

学 生 部

進 路・就 職 セ ン タ ー（ 事 務 室 ）
進 路・就 職 セ ン タ ー（ 資 料 室 ）

図 書 館

大 学 院 事 務 室

専 門 職 大 学 院 事 務 室

広 報 入 試 セ ン タ ー
総 合 研 究 所 事 務 室

情 報 科 学 研 究 セ ン タ ー

国 際 交 流 セ ン タ ー

外 国 語 ラ ボ ラ ト リ ー

学 生 相 談 セ ン タ ー

保 健 管 理 セ ン タ ー

財 務 部 　 大 学 青 山 経 理 グ ル ー プ
財務部　本部財務グループ・本部資金グループ

宗 教 セ ン タ ー

資 料 セ ン タ ー

部　　署 窓口事務取扱期間 曜日 取　扱　時　間 備　　考

9/17（土）より平常通り

9/20（火）より平常通り

9/14（水）、9/15（木）、9/20（火）は閉室
相談受付は、9：30～11：00、12：30～15：00です
休館中の本の返却は図書館正面のブックポストに入れてください
9/11（日）より平常通り
9/20（火）に限り、16：30～18：30も開室

9/17（土）より平常通り
9/17（土）より平常通り
7/14～9/20の間、2号館は工事のため立ち入り禁止となります
この期間は11号館情報実習室2・4をパソコン室として代替運用
システムサポートは情報実習室3で行います（7/11より）
事務取扱は第4会議室で行います（7/11より、9：00～16：00）

9/20（火）に限り、17：00まで開室　AVライブラリーは
7/11から、CALL教室は7/20から工事のため閉室
詳しい日程はオリジナルサイトを参照してください 
9/20（火）より平常通り

9/20（火）に限り、16：00まで開室

9/17（土）より平常通り
9/17（土）より平常通り

9/20（火）に限り、17：00まで開室

9/17（土）より平常通り

報告・お知らせ

夏期休業期間中の窓口案内

7/11～9/16
7/11～9/16
7/11～9/16
7/11～9/16
7/11～9/16
①7/11～7/31
②9/1～9/16
7/11～9/16
①7/11～9/20
②7/16、9/17
①7/11～7/31
②8/8～8/31
③9/1～9/20
①7/11～9/16
②7/16

7/11～9/16

7/11～9/16
①7/11～7/31
②8/8～8/31
③9/1～9/16

9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）

9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）

9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
①9：00～16：00
②9：00～13：00
①9：00～17：00
②9：00～16：00
③9：00～16：00（土曜は12：00～16：00）　
①9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）
②9：00～13：00

9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）

9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）

9：00～16：00（11：30～12：30　窓口休止）

9/17（土）より平常通り

9/17（土）より平常通り

7/29（金）は閉室

7/24（日）10：00～16：00
9/20（火）9：00～17：00

7/29（金）は閉室
9/17（土）より平常通り

9/17（土）より平常通り

9/17（土）より平常通り

9/17（土）より平常通り

月～金
火・金
火・金
火・金
火・金
①月～金
②火・金
火・金
①月～金
②土
①月～土
②月～金
③月～土
①月～金
②土

月～金

火・金

①③月～金
②月・木・金

対象期間　7/11（月）～9/20（火）
今夏の電力不足に対応するため、窓口事務の取扱期間が例年と異なります。ご理解とご協力をお願いいたします。

学 務 グ ル ー プ
進 路 グ ル ー プ
学 生 生 活 グ ル ー プ
国 際 交 流 グ ル ー プ
健康管理グループ（保健管理センター）

健康管理グループ（学生相談センター）

授 業 支 援 グ ル ー プ

情報教育支援グループ（情報科学研究センター）

図 書 グ ル ー プ

メディア ラ イ ブ ラリー グ ル ー プ

研 究 支 援 グ ル ー プ
企 画 ・ 渉 外 グ ル ー プ
庶 務 グ ル ー プ
施 設 グ ル ー プ

学 生 支 援 ユ ニット

教育・学習支援ユニット

研 究 支 援 ユ ニット

庶 務 ユ ニ ッ ト

施 設 ユ ニ ッ ト

窓口事務取扱期間 曜日 取　扱　時　間 備　　考ユニット グループ

問い合わせ先
学生部学生課
TEL. 03-3409-7835

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。

合気道部　青山祭演武会（10月）
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戦（10月）
アイススケート部（フィギュア部門）　第5回東日本学生フィギュアスケート選手権大会（10月）
アメリカンフットボール部　関東学生アメリカンフットボール2011秋季リーグ戦（9～12月）
居合道部　第44回東日本学生居合道大会（10月）
空手道部　第54回関東大学空手道選手権大会（10月）
弓道部　平成23年度リーグ戦（9～10月）
剣道部　第58回全日本学生剣道優勝大会（10月）
硬式庭球部　平成23年度関東学生テニスリーグ（9月）
硬式野球部　東都大学野球 秋季リーグ戦（9～10月）
拳法部　第56回全日本学生拳法選手権大会（11月）
航空部　第14回全日本学生グライダー新人競技大会（10月）
射撃部　秋季首都十大学定期戦（10月）
サッカー部　ＪＲ東日本カップ2011 第85回関東大学サッカーリーグ戦（9～11月）
自動車部　第6回全日本学生対校チーム・マイナス6%エコドライビングコンテスト（8月）
柔道部　東京学生柔道体重別選手権大会（9月～10月）
準硬式野球部　東都大学準硬式野球秋季リーグ戦（9～11月）
少林寺拳法部　青山祭演武会（10月）
ソフトテニス部　平成23年度東都大学秋季リーグ戦（10月）
水泳部　第84回関東学生選手権水泳競技大会（8月）
卓球部　関東学生秋季卓球リーグ戦（9月）
チアリーディング部　2011ジャパンカップ チアリーディング日本選手権大会（8月）
軟式野球部　東都大学軟式野球連盟秋季リーグ（9～10月）
バスケットボール部（男子）　第87回関東大学バスケットボールリーグ戦（9～10月）
馬術部　第46回オリンピック記念馬術大会（10月）
バドミントン部　関東大学バドミントン秋季リーグ戦（9月）
バレーボール部　2011年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦（9～10月）

パワーリフティング部　第29回世界ジュニアパワーリフティング選手権大会（8月）
ハンドボール部　関東学生ハンドボールリーグ秋季大会（9～10月）
フェンシング部　第63回関東学生フェンシング選手権大会（10月）
洋弓部　関東学生アーチェリー連盟　個人選手権大会（8月）
ヨット部　関東学生ヨット秋季選手権大会（10月）
レスリング部　全日本学生選手権（8月）
陸上競技部　第23回出雲全日本大学選抜駅伝競走（10月）
ラグビー部　関東大学対抗戦Ａグループ公式戦（9～11月）
青山学院大学アナウンス研究会　カタクリコ・トライアル・チャンピオンシップ（8月）
青山学院オラトリオ・ソサエティ合唱団　定期演奏会（10月）
箏尺八研究会　定期演奏会（10月）
競技ダンス部　松前重義杯争奪学生競技ダンス選手権大会（9月）
E.S.S　チャーチル杯スピーチ大会（予選）（10月）
ロイヤルサンドジャズオーケストラ　山野ビッグバンドジャズコンテスト（8月）

　

硬式野球部　東都大学春季1部リーグ戦　2位
バスケットボール部（男子）　第60回関東大学バスケットボール選手権大会　優勝
　　　　　　　　　　　　　第51回関東大学バスケットボール新人戦　優勝
　　　　　　　　　　　　 第27回京王電鉄杯10大学バスケットボール・チャリティマッチ　優勝
陸上競技部（短距離ブロック）　男子110m H 男子100m 佐藤大志　優勝
　　　　　　　　　　　　　 男子三段跳　片桐健一朗　優勝
　　　　　　　　　　　　　 女子200m　伴野里緒　優勝
レスリング部　ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック2011年度全日本ジュニアレスリング選手権大会　
　　　　　　　グレコローマンスタイル84kg　菊池崚　優勝
　　　　　　 ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック2011年度全日本ジュニアレスリング選手権大会　
　　　　　　　グレコローマンスタイル96kg　赤嶺希　2位
管弦楽団　第98回定期演奏会（5月）
　　　　　東日本大震災復興支援チャリティ・コンサート（6月）
E.S.S部　第47回大木杯争奪全日本大学生英語弁論大会（7月）
ギターアンサンブル部　第46回関東学生ギター連盟定期演奏会（6月）
箏尺八研究会　関東学生三曲連盟定期演奏会（6月）
リズムマンドリーノ　ジョイントコンサート（他大学とのジョイント）（5月）
グリーンハーモニー合唱団　東京六大学混声合唱連盟　第53回定期演奏会（5月）
ロイヤルサンドジャズオーケストラ　トライアングルコンサート（5月）

主要活動予定（2011年8月～10月）

主要活動報告（2011年4月～7月） 

●2011年度全日本ジュニアレスリング選手権大会でレスリング部の菊池崚選手がグ
レコローマン84kg級で優勝、赤嶺希選手がグレコローマン96kg級で準優勝

●青山学院教職員による東日本大震災被災学生支援奨学資金を設立

 
●長谷川美貴教授（理工学部化学・生命科学科）が日本希土類学会奨励賞（足立賞）を
受賞

●陸上競技部（短距離）の伴野里緒選手（教育人間科学部3年）が関東インカレ女子
200mで優勝 

●ラグビー部の林隼司選手（経営学部1年）が「アジアラグビージュニアチャンピオン
　シップ」U20日本代表メンバーに選出
●五十嵐史雄さん（理工学研究科 博士前期課程2年）が「日本冷凍空調学会賞優秀講
演賞」を受賞

●理工学部情報テクノロジー学科の2010年度卒業生、渡邊輝さんと本間皇成さんの
卒業研究が、情報処理学会の学会推奨卒業論文に認定

2011年度ペアレンツウィークエンド今後の開催日程
　2011年度ペアレンツウィークエンドの今後の開催日程をお知らせいたします。
お申し込みは、ご案内に同封の専用ハガキ、もしくは青山学院大学ウェブサイト
をご確認ください。みなさまのご参加を、心よりお待ち申し上げております。

会　場 開催日 開催場所

開催時間●10：30～15：00（会場によって時間が異なる場合があります）
対象：お住まい近くの会場に限らず、どの会場にご出席いただいても結構です。

【ペアレンツウィークエンドに関するお問い合わせ先】
庶務部庶務課　
TEL.03-3409-8568（ダイヤルイン）
ペアレンツウィークエンドURL
http://www.aoyama.ac.jp/target/parents/index.html.

8月 6 日（土）

8月 7 日（日）

8月20日（土）

8月20日（土）

8月21日（日）

8月27日（土）

8月27日（土）

8月27日（土）

9月 3 日（土）

9月 4 日（日）

宮崎

高崎

米子

岡山

周南

高岡

静岡

熊本

函館

札幌

ホテルスカイタワー

ホテルメトロポリタン高崎

米子全日空ホテル

ホテルグランヴィア岡山

ホテルサンルート徳山

ホテルニューオータニ高岡

ホテルアソシア静岡

熊本全日空ホテルニュースカイ

ロワジールホテル函館

ニューオータニイン札幌

学部別全体説明会（青山キャンパス）

2011年5月～7月の大学ウェブサイト「新着情報」の主なタイトルを掲載しています。
News Index2011年度「青学オープンカレッジ」夏期講座

　8月中旬より、青学オープンカレッジ夏期講座が開講します。毎回好評な「芸術
鑑賞講座」「美術館探訪講座」や「ビジネス・経済・時事」等、全28講座ご用意し
ました。
　なお、各界の著名な方々による「青山リレートーク」（無料）も昨年に引き続き、
下記の通り開催いたします。

【青山リレートーク】（無料）
第3回（10/15）：「日本の力」小林栄三氏（伊藤忠商事株式会社 取締役会長）
第4回（11/19）：「スポーツ小説を書く理由」堂場瞬一氏（作家）
第5回（12/10）：「いま、美術館が楽しい─美術館づくりの舞台裏」山﨑妙子氏
　　　　　　　（山種美術館館長）

財 務 部 大 学 相 模 原 経 理 グ ル ー プ
宗 教 セ ン タ ー

資 料 セ ン タ ー

（11：30～12：30　窓口休止）｝

（11：30～12：30　窓口休止）｝

開催内容
10：00～10：30 受付（DVDによる学校紹介） 
10：30～12：30 全体説明会 
12：30～14：30 昼食会（立食） 
13：30～15：00 個別面談（希望者のみ）

●7/31（日）～8/7（日）は青山学院一斉休業期間とし、キャンパス構内へ入構できません。
●8/15（月）～8/19（金）は、万代記念図書館以外の事務室を閉室とします。相模原キャンパス

青山キャンパス ●7/31（日）～8/7（日）は青山学院一斉休業期間とし、キャンパス構内へ入構できません。
●8月の水曜日および対象期間中の祝日は、大学図書館以外の事務室を閉室とします。

講座リーフレット送付
受講申し込み

受付中

●お申し込み・お問い合わせ先
青学オープンカレッジ事務局
http://www.j-aoyama.jp/　ＴＥＬ.03-3409-8501

「青山学院で学ぶ　贅沢な時間」を共に過ごしませんか。みなさまのご参加をお待ちしております。

学長室は11：30～12：30　窓口休止

②証明書窓口は9：00～16：00（11：30～12：30）窓口休止
③証明書窓口は閉室
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Aogaku Lecture ②

No.58誌 上 公 開 講 座

　宮副 謙司
大学院国際マネジメント研究科 教授

マーケティング・プランニング・
プロジェクト

大学学費後期納付について
【納入期限】　9月30日（金） ※7月1日（金）から納入できます
1.振込依頼書について
1）2010年度以前に入学された方
　　本年4月上旬にお送りした納付書の「Ｂ 後期分」をご利用ください。
　　ただし、教職・各種資格課程を申請された方は、後期納入必要金額
　に変更が生じています。該当する方には、6月末に再度振込依頼書を
　送付しておりますので、6月送付分をご利用ください。また、前後期一括
　で学費等を納入済みの方には、教職・各種資格課程料のみの振込依
　頼書をお送りしていますので、記載金額をお振込みください。
2）2011年度入学者
　①入学手続時に前期分学費等を納入された方
　　6月末に後期分の学費等振込依頼書を送付しました。
　　教職・各種資格課程を申請された方は、後期学費に教職・各種資
　　格課程料が加算されています。
　②入学手続時に前後期分一括で学費等を納入済の方
　　教職・各種資格課程を申請された場合、教職・各種資格課程料の
　　みの振込依頼書を6月末に発送しました。記載金額をお振込みくだ
　　さい。
2.振込手続について
本学指定の振込依頼書を利用し、金融機関窓口でお振込みください。
ＡＴＭ・インターネットバンキング等を利用してお振込みの場合は同封の案
内文書をご参照ください。
3.学費に関するご相談・お問い合わせ先
振込依頼書裏面に記載の《ご相談・お問い合わせ先》にご連絡ください。
4.振込依頼書再発行のご依頼（未着・汚破損・紛失等）
財務部本部資金グループ　　TEL.03-3409-6479

・教育職員免許状、各種資格取得の希望を申請した方は、別途教職課程料・各
　種資格課程料が加算されます。
　教職課程料7,000円、司書教諭・司書・社会教育主事・学芸員（各2,000円）
　教職課程料・各種資格課程料は、申請年度ごとに納付いただきます。
・休学、留年、卒業延期、転部、編入学、転学部（学科）、再入学等をされた方は、
　上記学費一覧表と異なる金額が適用される場合があります。
※教育学科は2008年度入学生

（※大学院の学費納付については、大学院要覧を参照してください）
2011年度後期学費一覧表
（2008～2011年度入学生） 単位：円

学　　部 金　　額

391,500

565,500

478,500

246,000

文 学 部

教 育 人 間 科 学 部

経 済 学 部

法 学 部

経 営 学 部

国際政治経済学部

総合文化政策学部

理 工 学 部

社 会 情 報 学 部

文 学 部 第 二 部

【納入期限】　11月11日（金）
1.振込依頼書発送時期
10月17日（月）
2.納入金額
　①前期分を所定の学費で納入した方
　　→後期学費は、4年次所定の後期学費（後期授業料）です。
　　　　前期・通年科目申請単位数で、すでに「年間所定の学費上限
　　　　金額」に達しています。
　　　　そのため、後期科目申請単位数に関係なく、前期分・後期分と
　　　　も所定の学費を適用します。

②前期に申請単位計算学費で納入した方
　→後期学費は、下記の計算式で算出した、単位計算学費となります。
　　　　単位計算学費＝後期科目申請単位数×単位料
　　　ただし、上記で計算した後期分の単位計算学費と前期納入済　
　　　金額の合計が「年間所定の学費上限金額」に達した場合は、　
　　　下記の計算式で算出した金額を適用します。
　　　　後期納入必要額＝年間所定の学費上限金額－前期納入済額
納入必要予定額の確認は、財務部本部資金グループにお問い合わせく
ださい。
　　　　　　財務部　本部資金グループ　TEL.03-3409-6479（直通）

学部４年次留年生（休学期間を除いた在籍期間が５年以上）の後期学費納付について

※

ＡＯＹＡＭＡ ＧＲＥＥＮ
ＦＥＳＴＩＶＡＬ 2011

「東日本大震災
被災学生支援給付奨学金」
緊急募金　結果報告と御礼
　本誌第57号（5月発行）でお知らせした「東日本大震
災　被災学生支援給付奨学金」緊急募金につきまし
て、多数の応募をいただきました。本学ではすでに、被災
された今年度の新入生・在学生（約200名）には被害
状況に応じた特別措置を講じていますが、更なる就学
継続支援としていただいた募金を給付する予定です。
皆様のご協力に感謝するとともに、御礼申し上げます。

　なお引き続き、在学生支援を含む目的別募金「青山
学院　エバーグリーン募金」を実施しております。ご協
力いただける場合は募金事業局までご連絡ください。
TEL.03-3409-6208　FAX.03-3409-3890

　青山学院大学大学院国際マネジメント研究

科（研究科長：高橋文郎教授、通称：青山

ビジネススクール、以下「ABS」）は、企業勤務

者などの社会人（一部学部からの進学者を含

む）が働きながら経営を学び、MBA学位を取

得するビジネススクールです。

　ABSは、その教育課程の中で、他のビジネス

スクールにない特徴的な科目として、経営理論

を実際の企業活動に生かすための「体験的

学習プロジェクト」という演習科目（通年）を設

けています。

　今回ご紹介する「マーケティング・プランニン

グ・プロジェクト」という科目は、マーケティング領

域での「体験的学習プロジェクト」であり、消費

者のライフスタイル領域に関して、ABSと企業・

団体が産学連携し、実際の企業のマーケティン

グ課題やテーマについて、ABS学生が一定の

期間をかけて現状分析、市場調査、事例研究

を行い、今後のあるべき戦略や運営計画など

をその企業・団体の幹部層に提案する科目

となっています。（澤田直宏准教授と共同で

担当）

　2011年度は、「スポーツマーケティング」を

テーマとして、プロ野球球団（東京ヤクルトスワ

ローズ、埼玉西武ライオンズ）やスポーツ競技団

体（日本トライアスロン連合）と産学連携して（企

業・団体名は順不同）、プロジェクト活動に取り

組んでいます。

　年度テーマをスポーツマーケティングと選定し

た理由は、スポーツ領域は現在の成長市場で

あり各社の活発なマーケティングが展開されて

いること、一般的な経営科目ではあまり扱わな

い企業・団体を研究対象にすることで新しい

マーケティング・マネジメントの知見や経験を得ら

れることが挙げられます。

　また「スポーツマーケティング」を展開する対

象は地域社会であり、その活性化に貢献でき

るという「ソーシャル」な面があることから、時代

の要請に応える経営人材を育成するMBA

教育に相応しい研究テーマであると考えてい

ます。

　ABS学生は本カリュキュラムを通じて、①マー

ケティング分析・ケース研究能力、②調査分析

業務を設計･実施し、分析・研究する能力、③

コンサルティング・プランニング能力、④グループ

メンバー協同でのプロジェクト遂行能力などを

高めることが期待されます。

　現在この科目の受講生はMBA2年生（最終

学年）の11名で、3つのグループを編成し取り

組んでいます。具体的な研究内容は、それぞ

れ次のようになります。ヤクルトスワローズは、青

山学院に程近い神宮球場を本拠地にしてい

ますが、同球団のマスコットキャラクター「つば九

郎」のマーケティング・コミュニケーション戦略に

ついて研究しています。日本トライアスロン連合

は、本部オフィスが青山にありますが、その競技

人口を現在より一層拡大するための戦略を検

討しています。また西武ライオンズに関しては、

西武ドーム球場で観戦する顧客動向とビジネス

について分析し、今後の対応戦略を立案する

プロジェクトを進めています。

　授業は毎週土曜日の午後に行われますが、

この前期では、スポーツの現場（球場やイベン

ト会場）に数回出向き、そのイベントプロモー

ション、施設、顧客動向などをフィールドマーケ

ティングしたり、競技・球団ファン層のプロフィー

ルや関心などを調査したりして、分析データを

蓄積しています。7月には各学生グループで前

期活動の内容報告をとりまとめ、それぞれの企

業・団体の代表者に報告し、さらに後期に最終

提案を行う予定になっています。

　この科目の産学連携先は、青山学院大学

の卒業生や、ABSの修了生が活躍する企業・

団体、あるいは、そのリレーションから紹介された

企業・団体であり、青山学院との強いつながり

からこのような教育・研究の機会を得ていると

いうことができます。青山学院の先輩が活躍す

るビジネスを対象に、現役生が研究を行い、そ

のプランニングが実際のビジネスにも少しでも貢

献できるという構図となれば素晴らしいと思っ

ています。

日本トライアスロン連合への報告 ヤクルトスワローズへの報告

総額　15,920,500円
（東日本大震災義援金からの3,000,000円含む）

第18回 青山学院大学同窓祭

チケット（福引き券付き）

懇親パーティ券

前売 ¥2,000　 当日売 ¥2,500

¥4,000

※チケット代金のうち500円、懇親パーティー券代金のうち1,000円を、
　東日本大震災の義援金として役立たせていただきます。
　なお、例年チケットに付帯している500円ポイント券はございません。

主催●青山学院校友会大学部会
協力●青山学院校友会、青山学院女子短期大学同窓会、青山学院高等部同窓会、中等部緑窓会、くすのき会、いとすぎの会

お問い合わせ、チケットのお求めは
青山学院大学同窓祭実行委員会事務局まで

2011年9月23日● 9：30～17：00 青山キャンパス
懇親パーティー：18：00～ アイビーホール祝

月・水・金
10：00～16：00 TEL.03-3409-8990

Everything
starts
   from You
─わたしたちから始めよう─
第18回青山学院大学同窓祭は、被災さ
れた本学学生へのサポートをはじめ、東日
本大震災の復興を支援いたします。青山
学院のモットーである「地の塩、世の光」
にならい、“今、ここ”でできることからアク
ションを起こしましょう。あなたの…わたし
の一歩から、明日への道が始まります。
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AGUニューズについて

●２０１1年7月27日発行●

発行元：青山学院 本部広報部
TEL.03-3409-6578

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。

●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。

　事務取扱窓口　青山キャンパス→学生部厚生課
　　　　　　　　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

楽しく美術を鑑賞しながら、人間として成長できます
　月に2回程度、週末に都内や関東近県の博物館・美術館に出かけて古美術作品を鑑賞す
るのが主な活動です。その他にも年に2回鎌倉で寺社仏閣巡りをしたり、青山祭では庭園や
建築の模型をつくって展示するなど、幅広く活動しています。また昨年度は春に箱根、夏に
京都で合宿を行い、たくさんの美術作品を鑑賞してきました。それぞれの意見や感想を交
換しあうことで、一人でただ鑑賞するよりも美術作品の知識や理解をずっと深めることがで
きます。
　「古美術」という名前から“堅苦しい”“難しい”といったイメージがあるかもしれませんが、特
別な知識は必要なく、興味があれば誰でも大歓迎。美術作品の鑑賞を通して、みんなで人間
として成長していければと思っています。私も入部するまで美術の知識はありませんでした
が、活動を通して美術作品の知識も広がり成長を実感しています。
　メンバーの仲がよく、和気あいあいとした雰囲気で活動できるのが古美術研究会の魅力。
美術を通して仲間とつながるちょっとオシャレな大学生活を送ってみませんか。

（会長：法学部法学科3年　阿部 玲）

8 古美術研究会

青山祭展示風景

鎌倉散策にて

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

青山学院大学

AGUニューズ第58号［2011年8月～10月号］

「満－みちる－」をテーマに、2011年度相模原祭を開催します
躍動！青山スポーツ
2010年度の進路・就職状況について

夏期休業期間中の窓口案内〈7/11（月）～9/20（火）〉
2011年度 ペアレンツウィークエンド今後の開催日程
2011年度 「青学オープンカレッジ」夏期講座

Aogaku Lecture②
マーケティング・プランニング・プロジェクト

大学学費後期納付について
第18回 青山学院大学同窓祭 AOYAMA GREEN FESTIVAL 2011
2012年度 一般入学試験・大学入試センター試験利用入学試験日程

報告・お知らせ

INFORMATION

誌上公開講座

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©2011青山学院大学

青山キャンパス

T O P I C S

入学手続締切日

2012年度一般入学試験・大学入試センター試験利用入学試験日程

［個別学部日程］

※入学手続締切日までに、入学金を除く学費等についての延納（入学申込手続）を希望した者の
　入学完了手続締切日は3月23日（金）です（正規合格者のみ対象）。

●大学入試センター試験利用入学試験

1／4（水）～1／26（木）
郵送受付に限ります
（締切日消印有効）

2／21
（火）

2／25
（土）

2／24
（金）

2／17
（金）

2／24
（金）

2／28
（火）

3／5
（月）

3／2
（金）

2／11
（土）

2／13
（月）

2／14
（火）

2／15
（水）

2／19
（日）

2／27
（月）

2／21
（火）

2／18
（土）

2／10
（金）

学部・学科・方式

1／4（水）～1／30（月）
郵送受付に限ります
（締切日消印有効）

1／4（水）～2／6（月）
郵送受付に限ります
（締切日消印有効）

理工学部　　　　　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
　　　　　　　　　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
文学部　　　　　　英米文学科
　　　　　　　　　フランス文学科
　　　　　　　　　日本文学科
　　　　　　　　　比較芸術学科
教育人間科学部　　教育学科
　　　　　　　　　心理学科
文学部　　　　　　英米文学科
　　　　　　　　　フランス文学科
　　　　　　　　　日本文学科
　　　　　　　　　史学科
総合文化政策学部　総合文化政策学科
社会情報学部　　　社会情報学科
経営学部　　　　　経営学科
　　　　　　　　　マーケティング学科
法学部　　　　　　法学科
国際政治経済学部　国際政治学科
　　　　　　　　　国際経済学科
　　　　　　　　　国際コミュニケーション学科
経済学部　　　　　経済学科
　　　　　　　　　現代経済デザイン学科
法学部　　　　　　法学科
経営学部　　　　　経営学科
　　　　　　　　　マーケティング学科
総合文化政策学部　総合文化政策学科

（A方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（A方式）
（A方式）
（B方式）

（B方式）
（B方式）　
（A方式）

（A方式）
（A方式・B方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式）
（A方式・B方式）

（A方式・B方式）
（A方式・B方式）
（A方式・B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）
（B方式）

●一般入学試験
［全学部日程］

（注）社会情報学科はA方式・B方式で募集。
※入学手続締切日までに、入学金を除く学費等についての延納（入学申込手続）を希望した者の入学完了手続締切日は3月23日（金）です。

2／7
（火）

2／14
（火）

2／21
（火）

1／4（水）～1／23（月）
郵送受付に限ります
（締切日消印有効）

全学部・学科（注）

学部・学科
文学部　　　　　　英米文学科
　　　　　　　　　フランス文学科
　　　　　　　　　日本文学科
　　　　　　　　　史学科
　　　　　　　　　比較芸術学科
教育人間科学部　　教育学科
　　　　　　　　　心理学科
経済学部　　　　　経済学科
　　　　　　　　　現代経済デザイン学科（2教科型・3教科型・4教科型）
法学部　　　　　　法学科（3教科型・4教科型）
経営学部　　　　　経営学科（3教科型・4教科型）
　　　　　　　　　マーケティング学科（3教科型・4教科型）
国際政治経済学部　国際政治学科（3教科型・4教科型）
　　　　　　　　　国際経済学科（3教科型・4教科型）
　　　　　　　　　国際コミュニケーション学科
総合文化政策学部　総合文化政策学科（3教科型・4教科型）
理工学部　　　　　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
社会情報学部　　　社会情報学科

出願期間

1／4（水）～1／14（土）郵送受付に限ります（締切日消印有効）

1／14（土）、1／15（日）「平成24年度大学入試センター試験受験案内」を参照してください

2／14（火）

2／21（火）

出願期間

試験日

合格発表日

入学手続締切日

試験日 合格発表日

入学手続締切日学部・学科 出願期間 試験日 合格発表日

※各学部・学科とも、
個別学力検査等
は課しません。

※入学手続締切日ま
でに、入学金を除く
学費等についての
延納（入学申込手
続）を希望した者の
入学完了手続締
切日は3月2 3日
（金）です。

※比較芸術学科ではこのほかに「自己推薦」「スポーツに優れたもの」などの入学試験制度を実施します。

文学部比較芸術学科入学試験情報
入学試験制度

大学入試センター試験
利用入学試験

一般入学試験
〈全学部日程〉

一般入学試験
〈個別学部日程〉

募集人員

7名

約35名

5名

教科
外国語
地理歴史または公民または数学
国語
外国語
国語
地理歴史
国語
地理歴史または公民または数学または理科
外国語

配点
150点
100点
150点
100点
100点
100点
200点
200点
200点

大学生が社会を支え、変えていく！ ソ ー シ ャ ル・ア ク ション
特 

集

　　2012年4月、
文学部「比較芸術学科」誕生！

（届出中）
特集
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