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学 生 会
山梨英和大学

学生会費は、皆さんの学生活動（各種イベント、サークル活動その他）を支える大切
な資金源です。皆さんに出していただいた会費はクリスマス祝会やフェアウェルパー
ティーといった学内イベントを通して学生へ還元されます。ぜひ多くのイベントに参
加してみてください。皆さんの参加をお待ちしています！！
なお、未納者がいた場合イベント規模の縮小、サークル活動の縮小といった学生活動
全体の不利益に繋がってしまいますので、必ず払うようにして下さい。

学生会とは、学内の学園祭以外のクリスマス祝会やフェアウェルパーティーなどのイ
ベントを企画・運営したり、またサークルの予算や活動を管理する学生自治団体です。
大学の中心となり、山梨英和大学を盛り上げていくため日々活動しています！
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学生会とは、学内の学園祭以外のクリスマス祝会やフェアウェルパーティーなどのイ
ベントを企画・運営したり、またサークルの予算や活動を管理する学生自治団体です。
大学の中心となり、山梨英和大学を盛り上げていくため日々活動しています！

学生の中心として、定例会議を始め、各種会議を開きます。また、学校行事やイベント、
ボランティアなどにも積極的に参加します。
会長は全学生の投票によって決まります。
２年生から就任することができますので、興味のある方はぜひ立候補してみてください。

＜例年の活動内容＞

学生会Gメールアドレス↓
y.e.gakusei2002@gmail.com

　4 月　新入生アセンブリ・サークル説明会
　7月　七夕祭り
10月　ハロウィンパーティー
12月　クリスマス祝会
　3月　フェアウェルパーティー

各サークル（独立団体・部・同好会）と学生会の連絡係的な存在です。また、会長の代
理を務めたり、サポートをしたりします。

サークルや各イベントの予算や学生会費の管理を行なったり、年２回ある会計決算を行
なったりと学生やサークルを支える重要な部署です。

会議中の板書・記録・会議報告書の作成などを行なっている部署です。
縁の下の力持ち的部署です。

主にポスターやチラシ作り、放送を通してイベントの宣伝をする部署です。本誌の編集・
刊行も担当しています。

学内で行われる各種イベントの企画・運営を中心となって行う部署です。

興味のある方はこちらまで！
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紅楓祭実行委員会は、毎年11月に行われる学園祭において自分達が主体となりイベントの企画や運
営、会場設営、ゲストの方との仲介役など様々な仕事を行います。学年問わず仲良くなれ、社会勉
強もできます。ここでの活動は、他ではできない経験と大きな財産になること間違いなしです。是
非、紅楓祭実行委員会へ！

企画局は抽選会やクイズ大会など、学園祭のメインとなる企画を運営していきます。MCなど人前に
立つ仕事だけでなく、音響や学内装飾なども仕事の一つです。一緒に学園祭を盛り上げたいという
方は是非企画局へ。

スポンサーのお願いや警備等に加え、ステージ・芸能・会計・パンフレットを担当ごと活動してい
ます。表立った活動は少ないですが、裏方として学園祭を支える重要な仕事をします。

ゲストの候補挙げから決定、宣伝用ポスターの作成、準備から当日の運営までゲストに関わる仕事
を担当しています。芸能人の方と一番関わることが多い局です。

企画局

広報局

芸能局
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活動時間：毎週水曜日 12:40～13:20
 私たちのハートは、日々ボランティア精神であふれています♡
活動場所：201教室
活動内容：学内▶ペットボトルキャップ回収、コンタクトの空ケース回収、山梨ダルクへ

の日用品回収、フードドライブ、キリスト教諸行事（チャペルアワー、キリ
スト教教育週間、半日修養会、点火祭など）のお手伝いなど　　　　　
学外▶フードバンク山梨のボランティア、炊き出し、山梨ダルクの見学、教
会のペンキ塗りなど

こんにちは！私たちはキリスト教精神に基づき、
他者への思いやりを大切に、学内外でボラン
ティア活動を行っています。支援に繋がる活動
や施設の見学を通して、たくさんのことを学ん
でいます！！活動を通して出会う人との繋がりを
大切にしながら、自分たちができることを実施
しています。何かやってみたい！という方はぜ
ひぜひ、顔を出してくださいね ^^

活動時間：授業の空きコマ、放課後
活動場所：バンケット
活動内容：学内外でのハンドベル演奏・
　　　　　それに向けた練習

ハンドベルサークルの Ringer Ringer です！学内
では学園祭や卒業式・入学式などの式典、学外
では施設を訪問し、演奏をして活動しています。
珍しい楽器なので、みんな初心者から始めまし
た！音楽経験がなかった人もいます！どなたでも
歓迎！お気軽にどうぞ！ 

サークル紹介～独立団体～
山梨英和大学ならではの、特色ある独立団体の紹介をします！
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活動時間：全員と相談して曜日決定
活動場所：サークル棟一階美術部部室
活動内容：学祭時にイラストを展示します。その 
 ための絵の作成。また、コロナ影響で 
 どうなるかわかりませんが、学内での 
 季節のイベントが復活する場合には絵 
 を展示します。

絵を描くのが好きな人の集まりです！元々絵を描くの
が好きな人、興味のある方はぜひお越しください！

美術部

軽音部

サークル紹介～部・同好会～
山梨英和大学には他にもたくさんのサークルがあります！
ここでは各サークルを紹介していきたいと思います！！

活動時間：月～金 9：00～ 20：00
　　　　　　　土 9：00～ 17：00
　　　　　（現在はコロナのため不定期）
活動場所：防音室など
活動内容：バンド練習、ライブ、ミーティングなど

初心者大歓迎！！今はコロナで思うように活動出来ませんが、
コロナが落ち着いたら一緒にバンドやりましょう！！

地域ブランディング研究会
活動時間：学生で話し合いをして決めています。
活動場所：学外で活動することが多いです。
活動内容：大学生まちづくりコンテストへ出場することをメイ

ンに活動しています。その他、外部機関と連携し
た活動を行うことや、甲府市を盛り上げるプロジェ
クトの起案・実行をしています。

　　　　　昨年度は、山梨県広報誌「ふれあい」の取材・「愛
情♡やまなし農産物パック」への動画出演 / 編集
（やまなしチャンネルの YouTube にあります）に
参加させて頂きました。

「ブランディングって何？」と思ったそこのあなた！一緒に活動してみませんか？まちづくりに興味があ
る方！企画を考えてみたい方！どなたでも大歓迎です！お待ちしています！
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活動時間：部員の時間割を考慮するため、学期初めに会議にて決定します。
活動場所：各自宅、空いている教室など。
活動内容：和服（浴衣など）の着付け練習、帯結び練習、和の小物作りなど。

和服を持っていない方も大歓迎！3 年ほど前にできた新しいサーク
ルということもあり、部員のほとんどが未経験者なのでゆったりと
活動しています。和服について少しでも興味があれば是非！！
※優しい 、 アットホームなサークルなのでご安心を！！

和装同好会～結～

活動時間：17：00～20：30（コロナ中は未定）
活動場所：体育館
活動内容：バスケを中心に体育館で遊びながらゆるい部長の元ゆるーく活動してます！基

本毎回サークル後にはみんなでご飯でも！夏休みはみんなでBBQやったり！！
　　　　　コロナ中は基本活動ができませんが、何かしら考えてサークル内で交流がで

きたりする様に頑張ってます！！

初心者から運動好きな子まで男女ともに誰でも大歓迎でーす。自由参
加なので見に来るだけやお話だけするのももちろんOK。
学年関係なく友達や友好関係を広げたいならここしかない！！
コロナで鈍った身体にちょっぴり運動を、そしてたくさんお話を！
新入生と会えるのを部員共々楽しみにしてます。

ドンキ・ホーテ（バスケ）

GREEN GREEN
活動時間：ほぼ個人活動。各々の好きな時間に活動中・・・
活動場所：月に一度、部会を開いたり開かなかったり。
活動内容：七夕の展示、学園祭ではポストカード販売と展示
　　　　　　

只今、部員不足中（泣）
写真を撮るのが好きな人、写真が好きな人、サーク
ルに入りたい人大歓迎です！！掛け持ち可能です！カ
メラも無償レンタルできます！入部待ってます！！

活動時間：部員の時間割により調整
活動場所：年度により調整 （22 年度は未定）
活動内容：個人練習、各イベントに向けた合奏

経験者も未経験者も大歓迎です！自分の 好きな楽器で活動できま
す。筋トレなし。 激昂なし。とってもゆるい部活です。 私たちと一
緒に演奏しましょう♫（学校に楽器もあります！）

吹奏楽部

こんな人におすすめ
□写真を撮ることが好き
□サークルと勉強両立させたい
□まったりと活動したい
□趣味で写真を始めたい
□個人で活動することが好き
□とりあえず、サークルに入りたい
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活動時間：週 1回、授業時間の 1コマ
　　　　　（活動日はメンバーの予定で決めます。）
活動場所：グリンバンクホール (G ホール )
活動内容：学校行事、イベントの参加など学内での活動を行なっています。

学内キリスト教諸行事で参加し、賛美歌や宗教曲などを歌っ
ています。男性も女性も、歌が好きな方も、少しでも興味を持っ
てくれた方も、どなたでも大歓迎です！この大学ならではでの
活動を一緒に私たちとしてみませんか？興味を持ってくれた方はぜひ練習を見に来てください。
皆さんとお会いできるのを楽しみにしています！メールでの問い合わせもお待ちしています！

Green Chapel Choir（グリーンチャペル クワイア）

活動時間：毎週 1 ～ 2 回程度
 （活動日はメンバーの予定を踏まえて決めます）
活動場所：体育館
活動内容：新入生歓迎会、学園祭、県内のダンスフォーラムな

どのイベントでダンスを披露しています。

経験者はもちろん、未経験者も大歓迎です！大学生活をダンスで
充実させませんか？部員一同、いつでも誰でもお待ちしています。

ダンス部

PING PONG（卓球同好会）
活動時間：毎週月曜日２限 (11:05～12:40)
　　　　　※授業等の関係で変更する場合もあります
活動場所：山梨英和大学 体育館
活動内容：主に練習や、ミニゲームを中心にそれぞれが自由にやっています！

初心者から経験者までいるので誰でも気軽に参加できます。
学年関係なく活動しているので、日頃関わりのない先輩方とも交流を深めることが出来
ます。少しでも気になった方はぜひ足を運んでみてください！！

活動時間：自由
活動場所：自由（オンラインでの活動を中心に考えています）
活動内容：会誌の発行・創作物の展示・TRPG（テーブルトークRPG）な

どが活動の軸になっています。

活動内容は基本自由で、部員の発案によって個人または複数人で活動する
こともあります。TRPGや創作に興味のある方をお待ちしてます！

FREE CULTURE
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活動時間：木曜　18：00～ 21：00
活動場所：体育館
活動内容：通常は準備、ウォーミングアップ、ゲーム
　　　　　季節に合わせた活動

毎週木曜日みんなでワイワイバドミントンしています。ほとんどの人がバドミントン未経験で楽し
くラフに活動しています。興味がある人はぜひ遊びに来てください！！

バドミントン同好会

活動時間：週１回の集会（曜日は不定期）
活動場所：不定期で教室を借りて活動
　　　　　（主にオンライン上）
活動内容：Nintendo Switchで発売されているゲー

ムソフトを主流として、メンバー内で対
戦して技術や交流を深める。

メンバー募集中です。初心者大歓迎！一緒に高め
合おう！

e-sports 推進同好会

活動時間：未定（活動内容による）
活動場所：未定（活動内容による）
活動内容：主にご依頼頂いたボランティアを行います。

興味があって、どんな活動してるの？、 こんなことやって
みたい！などお気軽にご連絡ください！！

ひまわり

活動時間：毎週水曜日 お昼休み
活動場所：301教室
活動内容：発表に向けての歌の練習

初心者も経験者も大歓迎！！！一緒に楽しく奏でましょう！

アカペラ部 1LDK
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活動時間：毎週水・金曜日一時間半程度
活動場所：図書館 Kコモンズ（場合によりけり）
活動内容：ディベート・ディスカッション

DD同好会

活動時間：平日の午後 (※場合によって変更あり）
活動場所：小瀬の弓道場 /石和の清流館 など
活動内容：基礎練習から的前練習までその人に合わせて

幅広く練習を行う予定です

弓道やってみませんか？
昨年度に設立された新規のサークルです。初心者・経験
者歓迎します！武道始めてみませんか？興味のある方、ご
連絡お待ちしています (^ ^)

弓道同好会

活動時間：金曜日３限（13:30～15:05）
活動場所：主に体育館
活動内容：サッカーを初心者、経験者関係なく楽しく
 ワイワイとやっています。

体験・見学だけでも大歓迎なのでぜひ一度、
体育館に足を運んで見にきていただけると嬉しいです！

メイぷるFC

初心者大歓迎です！今いる部員全員が、
ディベート・ディスカッション未経験者でした！ゆるく楽しく活動しています！
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チャペルセンターは、学生、教職員、メイプルカレッジ受講生、同窓生など多くの方に開かれた場所です。講義棟入口から一番

近い階段を 2 階に上がり、201 教室の斜め前にあります。チャペルアワーやキリスト教行事の企画だけでなく、さまざまなボラ

ンティア活動も行っています。充実した学生生活が送ることができるようサポートしています。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

キリスト教教育週間                        半日修養会                      クリスマスツリー点火祭  

 
 
 
 
 
 
ここには学年を問わず、多くの人が集まります。友人との会話を楽しんだり、勉強をしたり、サークルの話しあいをしたりと使い

方は様々です。友達を作りたい！学内でほっとできる場所をみつけたい！学生生活や人生について語ってみたい！と思って

いる方、大歓迎です！キリスト教や聖書について学びたい方、悩みや相談がある方も気軽にお立ち寄りください。ボランティア

やワークキャンプなどの海外プログラムも紹介しています。 
 

チャペルアワーのお手伝い チャペルセンター フードバンク山梨の支援

ググリリーーンンチチャャペペルル ククワワイイアア（（聖聖歌歌隊隊））

聖歌隊は、礼拝で歌う合唱団のことです。キリスト教学校である

山梨英和大学にはグリーンチャペル クワイアという聖歌隊があ

り、入学式や卒業式、その他の行事の礼拝の中で歌の奉仕をし

ます。クリスマスツリー点火祭でも大活躍！歌うことが好きな方、

賛美や聖歌に親しみたい方、山梨英和でしかできないことに挑戦

してみたい方、ぜひ一緒に活動してみませんか。 

（（ボボラランンテティィアアササーーククルル））

キリスト教諸行事の受付、募金活動、ペットボトルキャップやコンタクトレンズの空き

ケースの収集などのボランティア活動をしています。チャペルセンターを拠点とし、奉

仕することを活動の軸にしています。クリスマスツリー点火祭の企画・運営など山梨

英和大学ならではの行事に携わったり、学外の活動として、山梨英和こども園の環

境整備のお手伝い、食の支援を必要とする方たちをサポートする団体主催の炊き出

し、フードバンク山梨の支援にも携わったりしています。学内のみならず、広く社会に

目を向けて活動するサークルです。ボランティアに興味があるけれど、実際に何をし

ていいかわからない方など、一緒に楽しみながら活動しましょう。また「こんな活動を

してみたい！」とアイディアをお持ちの方も歓迎です！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

学生団体への入部は随時行っています。関心のある方はぜひチャペルセンターを訪ねてください。 

チャペルセンターチャペルセンター

チャペルセンターを拠点とした学生団体を紹介します
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保健室保健室保健室

★感染症対策
　学内の消毒清掃状況の確認や換気、消毒液の補充等、 環境衛生に関する管理を行っています。
　発熱者や体調不良者の初期対応や経過観察を行います。
　感染症に関する情報は、大学ポータルサイト等より発信します。
★健康診断実施
　年に1回実施します。
★応急処置
　薬は置いていません。頓服薬等は各自で常備してください。簡単な外科的処置は可能です。
　体調不良時はベッドでの休養も可能です。
★身体測定
　身長・体重・体脂肪・血圧・体温・握力・視力などいつでも測定可能です。
★医療機関の紹介
　内科、耳鼻科、皮膚科、歯科など近隣の医療機関をご紹介します。
★保健室からの情報発信
　主にポータルサイトで情報を発信しています。
★健康相談・その他の相談
　困っていること、悩んでいることがありましたらご相談ください。秘密は厳守します。
　相談方法は、 ① 直接来室 ② 電話 ③ Google Meet です。
　連絡先：学生部（保健室呼出）電話 055-223-6021
　メールアドレス　student-affairs@yamanashi-eiwa.ac.jp

保健室が行っていること

保健室は、皆さんが心身共に安心して大学生活が
送れるように支援しています。困っていること、質
問などがありましたらいつでもご連絡ください。

【開室時間】9：00～１7：００（月曜日～金曜日）  ＊保健師1名が常勤しています
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学生相談室学生相談室学生相談室
講義棟の1F北側。
平日9：00～17：00で開いています。
どんなことでもお気軽にどうぞ。

カウンセラーに何でも相談OK！勉強のこと、進路のこと、友だち関係のこと、家族のこと、健康のこ
と、大学生活のこと、特に何もないけど話したいなど、ちょっとしたことからどんなことでも大丈夫で
す。秘密厳守ですので安心してお話しに来てください。４名のカウンセラー（臨床心理士・公認心理師）
がお待ちしています。電話やオンラインでも相談できます。

カウンセリング

全学生に向けた企画です。オンラインや、対面とオンラインのハイブリッドで行います。新しい体験をし
たり新しい友だちと知り合うチャンスです。
詳しくはこちら　　Google Classroomコード：eh6zm5k　　　　 @yec_counsel
＜昨年度行ったプログラムの一部紹介＞
▷いこいアワー　　　：ヒンメリ（麦藁飾り）作りやモルック（北欧スポーツ）で遊びました。
▷箱庭体験　　　　　：木箱に入った砂の上に人形を置いて、一人ひとり違う表現を味わいました。
▷ランチタイムクラブ：学生やカウンセラーとのお喋りランチ会で、毎週開催しました。

グループ・イベント

学生同士で交流し、学生ならではの知恵と経験を分かち合います。大学のこと、時間割づくり、友だち
のことなど、対面やオンラインで先輩が相談に乗ってくれます。同学年の仲間もできます。ぜひ参加し
てみてください。そして、参加して良かったなと思ったら、ピア・サポーターになって後輩のサポートを
してみませんか？ 毎年後期から次年度の準備を始めます。何だか面白そうと思ったら、ピア・サポー
ターにご応募ください。
詳しくはこちら　　Google Classroomコード：32p3rry　　　　 @pia_sapo_YEC

ピア・サポート活動

空き時間の息抜きや、オンライン授業を受けたり自主
学習したりする場所などにご利用ください。ソファで
ゆっくり休むこともできます。
平日9：00～17：00にご利用いただけます。

いこいのスペース

☆ご相談の秘密は守られます。お申し込みお問い合わせはこちら☆
　（Tel）055-222-5640　（メールアドレス）gakusei-soudan@yamanashi-eiwa.ac.jp
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ドリア　¥410

ボリューム満点の定食も、
お手頃価格でいただけます。

日によって様々な味の
ラーメンが楽しめます！

日替わりラーメン　¥360

様々な具材が入っており、
日によってトッピングが付くことも
あります！
日替わりカレー　¥360

他にも学食のメニューは多彩です！ぜひご利用ください！！

カレーやラーメンはプラス100円で
大盛りにも出来ます！

2022年は前期より営業予定
※状況により変わります
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大盛りにも出来ます！

2022年は前期より営業予定
※状況により変わります

グ
リ
ン
バ
ン
ク
ホ
ー
ル

通称Ｇホールと呼ばれ、授業で使用するほか、
チャペルアワー（礼拝）や集会、試験会場など
様々なことに使われています。Ｇホール前は待ち
合わせをしたり、休憩をしたりする学生で賑わっ
ています。

体
育
館
＆
グ
ラ
ウ
ン
ド

主に体育系のサークルが活動する場所です。
共に学生食堂の裏にあり、授業やイベントで使うときもあります。

さ
く
ら
ホ
ー
ル

電子レンジ、ポット完備！
空調設備も整っています。
他に旅行ガイド、アルバイト情報誌、
フリーペーパー類も置いてあります。
一息つきたいときにぜひご利用ください。
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Ｙ
シ
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ッ
プ

ゼ
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カ
フ
ェ

プリンターやコンセントがあり、個人学習はもちろんグループワークもできるため授業時間
外の学習に最適です。飲食やおしゃべりもできるので居心地よく過ごすことができます。

学
生
会
館

お弁当やお菓子、文房具などあらゆるものが
揃っている、便利かつ楽しいお店です。
毎日お昼には行列ができ、おにぎり・お弁当は
あっという間になくなってしまうので、狙った商
品は早めにゲットしましょう！

各サークルの部室があります。
気になるサークルの活動日を調べて足を
運んでみましょう！

営業時間
平日 10:00～16:30
土・日・祝日　定休日

サークル紹介へ
6P

サークル紹介へ
6P

売店は後期から営業予定
※状況によりかわります
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入学してから「大学で生活できるかなぁ」「大学の生活はど
んな感じだろう」と思うそこの君。
本誌のSTUDENT LIFEインタビューはいかが？
本学の先輩たちが実際におくっている生活を見て、バイト
やサークル活動などのヒントを得て、大学で自分がどんな
生活をおくりたいのか、自分のLIFE STYLEを考えよう！

◯実家暮らしの良い点
・必要以上にお金がかからない。
・親がご飯を作ってくれる。

◯実家暮らしの人にアドバイス
・家が遠い場合は、往復の時間
　に耐えられるなら実家から通
　うべし。

6：30
8：50
16：00
18：00
2：00

起床・準備
登校
下校
帰宅
就寝

Aさん（通学方法：電車・バス）

勉強熱心なのでしょうか。荷物が多い気がしますね！
ちゃんと教科書も持って来ているのは、感心ですね！

持ち物が少ないですね！
ディズニーが好きなのでしょうか？
ディズニーキャラのものが多く見られますね

1人暮らし 実家暮らし

◯1人暮らしの良い点
・時間の使い方が上手くな
　る。
・考えながらの生活により
　多方面で成長できる。
・1人の時間をしっかり確
　保できる。

◯1人暮らしする人へのアドバイス
・学校や買い物する場所が近いなど、自分に
あったお部屋を探すのが1番。
・一度に頑張りすぎると疲れるので、少しず
つ慣れていくと良いと思う。

6：00
8：35

9：00～20：00
20：15～23：00

23：00
0：30

起床・朝食・支度
登校
学校
帰宅・お風呂・勉強
趣味
就寝

Mさん（通学方法：徒歩）
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■ 留学したきっかけは？
初めて日本語に触れたのは中学生のころでした。
語学の勉強をしているうちに、日本のアニメやド
ラマなどを見て、だんだん日本文化に惹かれ、い
つか日本に行ってみたいと思いました。大学生に
なって、通っていた学校は英和の協定校であり、
交換留学をきっかけに、山梨英和大学にやってき
ました。自分を磨くチャンスだと思い、今まで見
慣れた風景と違う世界を見たいという考えもあり
ます。

■ 留学生活中の思い出は？
去年学園祭の時、外国語スピーチコンテストに参
加して、賞をいただいて楽しかったです。昔から
話すより書くほうが得意だったので、人前でスピー
チするのは大きなチャレンジでした。誘ってくれた
先生や指導してくれた先生、その場であたたかく
見守ってくれる皆さんに感謝しています。失敗を
怖がらないで、新しいことをやってみて、新しい
自分に出会えるかもしれません。

■ 学生の皆さんに一言！
今の学生時代を大切にして、色々なことを試して、
好きなことを探して、失敗しても構わない。その
こと自体を楽しんでください。

■ 留学して良かったこと＆大変だったこと
留学して良かったことは友達ができたことです。
新しいところへ行って、新しい出会いができて、
同じ留学生の先輩たちを初め、たくさんの友達が
できました。コロナが始まる前に、バトミントン部
の活動をよく行っていました。そこで、みんな一
緒に遊んだり、おしゃべりしたりしました。コロナ
禍で、学校に行くより、アルバイトに行く機会が
多いような気がして、バイト先の学生同士と仲良
くなりました。大変だったことは、例えば初めて
行くレストランで、メニューさえうまく読めないと
か、携帯の契約をするとか、身の回りが何もかも
日本語モードになり、慣れるのに時間がかかりま
した。

■ 英和大学の良いところは？
学校からのサポートが充実しているところだと思
います。入国の時は迎えに来てくれて、生活でき
るようにアパートの賃貸などの手続きもしてくれま
した。先生たちは優しくて、勉強のことのみならず、
生活の中で何か困ったことがあったら相談に乗っ
てくれます。この間、女子学生に生理用品を配っ
たり、子宮ガンの診察などをしてくれたり、学生
を大事にしていることが感じられます。

楊　　鑫玉 さん
ヨウ   キンギョク

留学生 インタビュー（中国→日本）
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■ 留学したきっかけは？
初めて日本語に触れたのは中学生のころでした。
語学の勉強をしているうちに、日本のアニメやド
ラマなどを見て、だんだん日本文化に惹かれ、い
つか日本に行ってみたいと思いました。大学生に
なって、通っていた学校は英和の協定校であり、
交換留学をきっかけに、山梨英和大学にやってき
ました。自分を磨くチャンスだと思い、今まで見
慣れた風景と違う世界を見たいという考えもあり
ます。

■ 留学生活中の思い出は？
去年学園祭の時、外国語スピーチコンテストに参
加して、賞をいただいて楽しかったです。昔から
話すより書くほうが得意だったので、人前でスピー
チするのは大きなチャレンジでした。誘ってくれた
先生や指導してくれた先生、その場であたたかく
見守ってくれる皆さんに感謝しています。失敗を
怖がらないで、新しいことをやってみて、新しい
自分に出会えるかもしれません。

■ 学生の皆さんに一言！
今の学生時代を大切にして、色々なことを試して、
好きなことを探して、失敗しても構わない。その
こと自体を楽しんでください。

■ 留学して良かったこと＆大変だったこと
留学して良かったことは友達ができたことです。
新しいところへ行って、新しい出会いができて、
同じ留学生の先輩たちを初め、たくさんの友達が
できました。コロナが始まる前に、バトミントン部
の活動をよく行っていました。そこで、みんな一
緒に遊んだり、おしゃべりしたりしました。コロナ
禍で、学校に行くより、アルバイトに行く機会が
多いような気がして、バイト先の学生同士と仲良
くなりました。大変だったことは、例えば初めて
行くレストランで、メニューさえうまく読めないと
か、携帯の契約をするとか、身の回りが何もかも
日本語モードになり、慣れるのに時間がかかりま
した。

■ 英和大学の良いところは？
学校からのサポートが充実しているところだと思
います。入国の時は迎えに来てくれて、生活でき
るようにアパートの賃貸などの手続きもしてくれま
した。先生たちは優しくて、勉強のことのみならず、
生活の中で何か困ったことがあったら相談に乗っ
てくれます。この間、女子学生に生理用品を配っ
たり、子宮ガンの診察などをしてくれたり、学生
を大事にしていることが感じられます。

楊　　鑫玉 さん
ヨウ   キンギョク

留学生 インタビュー（中国→日本）

リ・フォン・タオ さん

■ 留学したきっかけは？
子供の頃から、海外に行ってみたい、何か新しい
ことに挑戦してみたいという夢がありました。高
校の時、日本語のクラスでだんだん日本語に興
味が出てきました。日本の文化を知りたいと思い
ました。そして、日本に進学するために、留学を
決めました。

■ 留学して良かったこと＆大変だったこと
私は高等学校を卒業して、家族や友達と離れて
まったく知らない異国にやってきて、留学生の生
活を始めました。ひとり暮らし時の孤独感、言葉
が通じない時の困惑感、経済的困苦の不安感を
時々感じることがありました。しかし、そのことで
自分が成長できました。また留学を通して様々な
国から友達を作り、語学に限らず多くの学びを得
たと実感しています。

■ 英和大学の良いところは？
山梨英和大学では、2年間心理学・国際系・情
報系に関する色々な科目を自由に勉強し、自分に
合う領域を選ぶことができます。何を勉強すれば
いいのか不安がいっぱいだった私には最適だと思
います。

留学生 インタビュー（べトナム→日本）

インタビューありがとう
ございました！(^○^)♪

■ 留学生活中の思い出は？
私の短所は大勢の人の前で話すことです。ベトナ
ム語で発表しても緊張して声が小さくなっていま
した。入学以来、クラスの前で発表する機会が多
かった。そして、2021年の第18回山梨留学生
スピーチコンテストに挑戦してみて「コラニー・
ダイヤモンド賞」をいただきました。先生が応援
しに来てくれて嬉しかったです。私にとってとても
良い体験でした。

■ 学生の皆さんに一言！
皆さん、何か新しいことに挑戦する時、「失敗だっ
たらどうしよう」「面倒だ」などの不安な気持ち
でいっぱいになると思いますが、失敗を恐れずに
新しいことにチャレンジしてください。たとえ失敗
をしても自分に対する自信を自然と身につけるこ
とができると思います。
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　『高校と大学の違いはどこにあるのだろう・・・』
それは自分で学びたい科目を選び、『履修計画（＝時間割）』を立てることです。
他にも違いは沢山ありますが、その中でも『履修計画』が一番大きい違いに挙げられます。
なぜ、履修計画が挙げられるのか。それは皆さんの学びたい・進路のために必要な科目を自

分で選択して、履修するからです。大学にも教員・職員の方々はいます。しかし、皆さんが学
びたいことに対してアドバイスをくれるだけで、履修計画を１から作ってはもらえません。
そこで、先輩たちが１年生の時、どんな履修をしていたのか見てみましょう！

＜第１クォーター＞
月 火 水 木 金

１限 数学の基礎 キリスト教概論Ⅰ

２限 美術の表現 英語１bA 基礎ゼミナール
1A データサイエンス１

３限 日本語スキル1A ICTスキル1A 英語1aA

４限 心理学概論Ⅰ

５限

６限

＜第２クォーター＞
月 火 水 木 金

１限 数学の基礎 キリスト教概論Ⅰ

２限 美術の表現 英語１bA 基礎ゼミナール
1A データサイエンス１

３限 日本語スキル1A ICTスキル1A 英語1aA

４限 心理学概論Ⅰ

５限

６限
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＜第３クォーター＞
月 火 水 木 金

１限 人間文化学 心理学概論Ⅱ

２限 人間文化学 英語1dA 基礎ゼミナール
2A 世界の文化 プログラミングⅠ

３限 ICTスキル2A 日本語スキル2A 英語1cA

４限

５限

６限

＜第４クォーター＞
月 火 水 木 金

１限 心理学概論Ⅱ

２限 英語1dA 基礎ゼミナール
2A 世界の文化 プログラミングⅠ

３限 ICTスキル2A 日本語スキル2A 英語1cA

４限 縄文文化と山梨

５限

６限

先輩たちからアドバイス 
・１年次は基礎科目（＝必修科目）がメインのため、オープン科目や領域科目（＝選択科
目）はあまり取れません。しかし、基礎科目の単位を落とすと次年度再履修になります。
できる限り講義を休みすぎず、しっかりと単位を取りましょう。

・大学の卒業には単位が深く関わります。１つでも単位が足りないと卒業できませんので注
意してください。また、３年次までに124単位を取得すると4年次からは就活などに力を入
れやすくなります。

・２年次以降は自分の学びたい科目を自由に取れるようになります。１年次の科目をしっか
りと受けて、本当に学びたい領域・科目を考え、次年度以降の履修に活かしましょう！
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山梨英和大学　人間文化学部
2021年度　「講義名」
「タイトル」

　　　　　　　　　（担当：●●先生）

学籍番号・氏名：20N000・阿部マリア
提出年月日：2021年 4月 30日

レポートとは、授業での学習や研究結果を「報告」するものです。
大学では、試験の際にテストではなくレポートで成績をつけることも少なくありません。
ここでは、レポート課題で悩まないよう、書き方のポイントを教えます！！

「です、ます」→「だ、である」
「だから」→「したがって」
「とても、すごく」→「非常に、極めて」
などに注意しましょう。

書きことばを使う

読み手のことを考えた文章を心掛けましょう。
文字の大きさにもよりますが、一文は２行以内に収めると、
読みやすくなります。

一文は短く、簡潔にする

教科書やインターネットの文章をコピー&ペーストすることはレポートの評価を下げる
だけではなく、盗作になることも…。自分の意見を書くことが大切です。
もし、引用した文章がある場合は、引用リストをつけましょう。
※引用リストには著者・発表年・書名・出版社名を載せます。
例 . 渋谷昌三・小野寺敦子 . 2012. 手にとるように心理学がわかる本 . かんき出版 .

引用はマナーを守る

表紙は図１のように、大学名・学部・講義名・タイトル・担当教員名・学籍番号・氏名・
提出締め切り日などを書きます。教員によっては表紙をつけないように指示をする場合
があります。その場合は教員の指示に従ってください。
また、タイトルは「◯◯◯について」などが多いですが、オリジナリティを出すと、教
員の目を引きます。

表紙をつける

どんなに素晴らしいレポートを作成しても、締め切りを過ぎてしまえば、残念なことに
受け取ってもらえません。時間に余裕をもって取り組みましょう。
締め切りの日時・時間の確認を忘れずに！

締め切りは必ず守る

＊これらのポイントを押さえて素晴らしいレポートを作成しましょう＊

図１. 表紙例
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また、タイトルは「◯◯◯について」などが多いですが、オリジナリティを出すと、教
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図１. 表紙例

・生活雑貨や可愛い小物、メイク用品など売られている
・お正月の福袋も実用性のあるものがたくさん入っていてオススメ

■雑貨屋「will」向町

・様々な中古品が売っているので掘り出し物が見つかるかも？
・買い取りも行っているので、ちょっとしたおこづかい稼ぎにも

■「Hard Off・Off House・Hobby Off」

・山梨英和大学から1番近い書店
・最近はハンドクリームや入浴剤、雑貨も売っている

■書店「よむよむ」和戸

・個人的には牛乳の品揃えが良くてとてもオススメ、特に八ヶ岳牛乳
・曜日によって大きなパックのお肉が安く買えるので小分けにして
　冷凍しておくと便利

■スーパー「オギノ」向町

・「普段よりも少しだけ豪華なご飯を！」の時にオススメ
・刺身や魚がオススメ、「北那須のガンコじいさんの牛乳」が
　美味しい、生クリームができる

■スーパー「アマノパークス」和戸

・お肉が安い、とにかく安い
・野菜も安い、だいたい毎日安い。アボカドは毎日安い

■スーパー「ザ・ビッグ」和戸

・スーパー、100均、薬局、服、雑貨、ゲーム・おもちゃ、
　だいたい何でもある
・一度にまとめて買い物を済ませたい時にオススメ
※100均や薬局は店内の小さな店舗なので品揃えはある程度

■その他（石和駅目の前にある「イオン石和店」）

買い物スポット買い物スポット買い物スポット買い物スポット筆者オススメ！

大学生になり、一人暮らしをする人や、アルバイトでお金を稼ぐ人も多いと思います。
今回は、山梨英和大学周辺の筆者オススメの買い物スポットを紹介したいと思います。

全て筆者
の偏見で

す。

他にもオ
ススメの

場所は

たくさん
あります

。
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● 五十音順　　● 写真は一部フィクションです。本人ではありません。

山梨英和大学の個性あふれる先生たちを紹介します！！

１. 担当領域　２. 趣味・最近はまっていること　３. 理想の学生像　４. 学生へ向けて一言！

先生

先生

①グローバル・スタディーズ
②筋肉トレニング、東方神起（歌も好きですし、頑張っている姿もカッコウ良
いと思います）

③勉強も遊びも全力で楽しむ人。
④大学に入って自分の能力に気づくことがあります。いろいろチャレンジし
てみてください！やりたいこととできることが見つかると思います。

李
　尚
珍

①グローバル・スタディーズ
②2018年度からスワローズファンクラブ会員（ファン歴は長い）
③授業の内容をもとに、自分なりに考えを発展させたり、関心を広げて
色々調べて見たりすることの好きな人。

④自分にとって少し難しいと感じる課題に取り組むと、世界が広がって、世
の中を今までよりも楽しむことができるようになります。そのためのお手
伝いをするのが、私の仕事だと思っています。

井
上
征
剛

先生

①メディア・サイエンス
②共同研究
③自分で考える学生
④学生時代にしかできないことを考えて、経験を積みましょう！

稲
積
泰
宏

①神学（特にキリスト教教育学、新約聖書神学）
②鈍行列車に乗って車窓から自然の景色を眺めること。
③学問研究に励み、学友との交わりによって人間性を豊かにすること。
④キャンパスライフを楽しんでください。

朴
　憲
郁
学長
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● 五十音順　　● 写真は一部フィクションです。本人ではありません。
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１. 担当領域　２. 趣味・最近はまっていること　３. 理想の学生像　４. 学生へ向けて一言！

先生

先生

①グローバル・スタディーズ
②筋肉トレニング、東方神起（歌も好きですし、頑張っている姿もカッコウ良
いと思います）

③勉強も遊びも全力で楽しむ人。
④大学に入って自分の能力に気づくことがあります。いろいろチャレンジし
てみてください！やりたいこととできることが見つかると思います。

李
　尚
珍

①グローバル・スタディーズ
②2018年度からスワローズファンクラブ会員（ファン歴は長い）
③授業の内容をもとに、自分なりに考えを発展させたり、関心を広げて
色々調べて見たりすることの好きな人。

④自分にとって少し難しいと感じる課題に取り組むと、世界が広がって、世
の中を今までよりも楽しむことができるようになります。そのためのお手
伝いをするのが、私の仕事だと思っています。

井
上
征
剛

先生

①メディア・サイエンス
②共同研究
③自分で考える学生
④学生時代にしかできないことを考えて、経験を積みましょう！

稲
積
泰
宏

①神学（特にキリスト教教育学、新約聖書神学）
②鈍行列車に乗って車窓から自然の景色を眺めること。
③学問研究に励み、学友との交わりによって人間性を豊かにすること。
④キャンパスライフを楽しんでください。

朴
　憲
郁
学長

先生

①サイコロジカル・サービス
②さすらうこと、ただようことさまようこと。
④いろいろなことにチャレンジしてください。私もみなさんと一緒にでき
ることを考えていきたいと思っています。

黒
田
浩
司

先生

①グローバル・スタディーズ
②ほとんどのことが趣味から仕事（現代文化に関わる様々な事柄や文学）
に変わったので、仕事にしないものとして、最近、私的事情で趣味になっ
ているのはJAZZ音楽のライブ鑑賞。

③自分の眼で見て、自分の頭で考えて、自分のコトバで表現することが出
来る学生。

④大学生活では様々な出会い（人、モノ、勉強、場所など）を大切にして、限
られた日々を有意義に過ごして下さい。

小
菅
健
一

先生

①グローバル・スタディーズ
②２０年ほどヴァンフォーレ甲府のサポーターをしています。今年こそJ1に
復帰したいです。

③知性は平等に与えられています。そのことを理解し成長していく学生。
④自己、他者、そして世界に対して寛容であってください。

小
林
一
之

先生

①サイコロジカル・サービス
　福祉心理学や障害児者心理学など
②20代30代のころに見た映画やドラマを見直すこと。
　ダイエット（はまっているというより、余儀なくです）
③特に考えたことがありません。（思い浮かばない）
④大学での学びが、しなやかなこころをもって、多様性を受け入れる知性を
育む時間となってほしいです。

小
林
真
理
子

先生

①図書館司書課程／メディア・サイエンス領域
②上馬キリスト教会のツイッター
③まずは与えられた課題に自分を合わせるより、自分に課題を合わせる
（身近な関心を学びの課題にする）。そのうえで最終的には、自己実現と
いうより、研究対象のために学ぶ。

④夏は涼しく冬は暖かい図書館を居場所の一つに加えていただければと
思います。

大
井
奈
美

先生

①サイコロジカル・サービス領域
②演劇（つかこうへい）に浸る、猫と遊ぶ
③これだという興味・関心を持っている人
④大学生活は何事にも代えがたき青春時代です。
　勉学にサークルにバイトに恋に、精を出してください。

桑
本
佳
代
子
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先生

①心理学、子育て支援
②音楽を聴くこと、ギターを弾くこと。
③ひとりひとり違ってよいと思いますので，理想像などありません。
④山梨英和大学で充実して楽しい学生生活となりますように！

佐
柳
信
男

先生

①サイコロジカルサービス領域／大学院
②黒猫です
③目指す方向性を見つけられた人
④自分から尋ね教えてもらうこと、なぜだろうと疑問をもち考えること、謙
虚であること

　この3つを大切にして、学生生活を存分に楽しんでください！

高
橋
寛
子

先生

①グローバル・スタディーズ領域（英米文学、比較文化論、表象文化論）
②き・ら・らベーカリー（竜王）のラスク。
③とくにありません。
④皆さんが実り多い学生生活を送れるようにサポートしたいと思います。
よろしくお願いします。

杉
村
篤
志

先生

①グローバルスタディーズ、日本語教育
②映画鑑賞、喫茶店通い
③積極的に質問をする学生
④毎日一回は新しいことに感動できるような学生生活を送ってください。

高
見
研
一

先生

①サイコロジカル・サービス領域
②茶道と京商のミニカー
③自分の意見を持とうと取り組む学生
④いろいろなことにチャレンジしてくださいね！

佐
藤
み
の
り

先生

①グローバル・スタディーズ
②Jesus, Bible study, playing guitar and singing
③授業中携帯はバッグに入れて、ニコニコして、いつも宿題全部出して、積
極的にコメントを英語で言う学生です。（I like big smiles in class.）

④Hi everyone!｠ Come to my class to learn English and have 
some fun.｠ Or just drop by my office and say “Hi” in English.｠ I 
also like to talk about Jesus because he has done so much to 
help my life and my family. ｠God bless you! ｠D. B.

D
anny

　

Brow
n

先生

難
波
道
弘

先生

①グローバル・スタディーズ領域
②水草アクアリウム
③自分で考え、自分で学び、自分で表現する
④山梨英和大学へようこそ！　これからの４年間を有意義なものにしてく
ださい。

山
本
明
歩

先生

①グローバル・スタディーズ
②コロナ禍中はジョギング、映画鑑賞、料理とことんやりました。
③感性豊かな人と、楽しく明るく自分の人生を歩んでいきたい人。
④アフリカのことわざです。「早く行きたいなら一人で行きなさい。遠くへ
行きたいならみんなで行きなさい」。

劉
　
　楠

①サイコロジカル・サービス
②特にないですが、コーヒー豆を炒ったりすることでしょうか。
③特にありません。いろいろな学生がいるからよいのだと思います。
④役に立たないことを大切に。多くを学んでください。

槻
舘
尚
武
先生

①メディア・サイエンス
②温泉に行く
③何はなくとも元気な学生
④大学生活の今しかできないことに思いっきりチャレンジしてください！

先生

①グローバル・スタディーズ領域／日本語教育
②野鳥を見ること。ワッフルを焼くこと。
③知識をしっかり吸収し、自分の力で考える学生
④制約も多いとは思いますが、大学生でしかできないことに挑戦してみて
ください。

三
井
さ
や
花

先生

①キリスト教
②ギターをひきながら歌うこと、山登り。
③「天才は努力する人に勝てないし、努力する人は楽しんでる人に勝てな
い」というように、学びや研究を遊び楽しむ中で自分の知性と人格を高め
ていく学生。

④「私を信じる者は、私が行う業を行うだろう。そればかりか、もっと大きな
ことを行うであろう。」（ヨハネ14：12）というイエス・キリストのみ言葉の
ように、自らの潜在力・可能性・使命を悟り、見つけて行く人になるため互
いに励ましょう。

洪
　伊
杓
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先生

難
波
道
弘

先生

①グローバル・スタディーズ領域
②水草アクアリウム
③自分で考え、自分で学び、自分で表現する
④山梨英和大学へようこそ！　これからの４年間を有意義なものにしてく
ださい。

山
本
明
歩

先生

①グローバル・スタディーズ
②コロナ禍中はジョギング、映画鑑賞、料理とことんやりました。
③感性豊かな人と、楽しく明るく自分の人生を歩んでいきたい人。
④アフリカのことわざです。「早く行きたいなら一人で行きなさい。遠くへ
行きたいならみんなで行きなさい」。

劉
　
　楠

①サイコロジカル・サービス
②特にないですが、コーヒー豆を炒ったりすることでしょうか。
③特にありません。いろいろな学生がいるからよいのだと思います。
④役に立たないことを大切に。多くを学んでください。

槻
舘
尚
武
先生

①メディア・サイエンス
②温泉に行く
③何はなくとも元気な学生
④大学生活の今しかできないことに思いっきりチャレンジしてください！

先生

①グローバル・スタディーズ領域／日本語教育
②野鳥を見ること。ワッフルを焼くこと。
③知識をしっかり吸収し、自分の力で考える学生
④制約も多いとは思いますが、大学生でしかできないことに挑戦してみて
ください。

三
井
さ
や
花

先生

①キリスト教
②ギターをひきながら歌うこと、山登り。
③「天才は努力する人に勝てないし、努力する人は楽しんでる人に勝てな
い」というように、学びや研究を遊び楽しむ中で自分の知性と人格を高め
ていく学生。

④「私を信じる者は、私が行う業を行うだろう。そればかりか、もっと大きな
ことを行うであろう。」（ヨハネ14：12）というイエス・キリストのみ言葉の
ように、自らの潜在力・可能性・使命を悟り、見つけて行く人になるため互
いに励ましょう。

洪
　伊
杓
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先生

①アメリカ文学、アメリカ詩、日米比較、創作
②薬膳、中華料理、ポタージュの作り方、五禽戯、気功
③「笑顔、挨拶、好奇心」
④山高帽子の中で旗を立てあってはいけません。山の向こう、空の彼方、海
の果てを見つめる。

渡
辺
信
二

先生

①図書館情報学
②読書，映画鑑賞，ガチャガチャ
③知的好奇心が旺盛で，図書館を使いこなせる人
④皆さんと色々なお話ができることを楽しみにしています。限りある大
学生活が豊かなものとなりますように！

河
本
毬
馨

先生

①サイコロジカル・サービス領域
②動植物や花の生態を知り育てること、鉱石を眺めること、
　陶器集め、美術鑑賞
③多様な人の多様な価値観に触れ、尊重し、協働できる感性を持った学生
④皆さんと一緒に山梨英和大学で学びを深めていけたらと思っています。
色々と語らいましょう！

新
居
み
ち
る

今年度から山梨英和大学に赴任する先生方です！
顔と名前をしっかり覚えましょう！

先生

①メディア・サイエンス領域
②マラソン、登山、サッカー・フットサル審判員
③自分の考えを持ち、実践できるひと。
④大学生として過ごす時間は長いようで短いです。やろうと思ったこと、
したいと思ったことは迷わず実行しましょう。好きを大切に。

長
谷
川
成
明

先生

①サイコロジカル・サービス
②色々な珈琲豆と緑茶を試すこと
③考えてみましたが、あまり思い浮かびませんでした。一人一人の学生さ
んとの交流を大切にしたいと思います。

④大学で過ごす今の時間を大切に色々なことを感じられる日々でありま
すように。みなさんが山梨英和大学で過ごす日々を精一杯サポートし
たいと思います。

渡
部
雪
子

先生

①サイコロジカル・サービス
②趣味は本屋・図書館での新刊本・雑誌のチェック、スポーツ観戦です。
③特にないです。
④大学での学びと学生生活は、長い人生を豊かにする基盤になると考え
ています。少しでもそのお手伝いをしたいと思っています。

武
部
正
明
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先生

①メディア・サイエンス領域
②マラソン、登山、サッカー・フットサル審判員
③自分の考えを持ち、実践できるひと。
④大学生として過ごす時間は長いようで短いです。やろうと思ったこと、
したいと思ったことは迷わず実行しましょう。好きを大切に。

長
谷
川
成
明

先生

①サイコロジカル・サービス
②色々な珈琲豆と緑茶を試すこと
③考えてみましたが、あまり思い浮かびませんでした。一人一人の学生さ
んとの交流を大切にしたいと思います。

④大学で過ごす今の時間を大切に色々なことを感じられる日々でありま
すように。みなさんが山梨英和大学で過ごす日々を精一杯サポートし
たいと思います。

渡
部
雪
子

先生

①サイコロジカル・サービス
②趣味は本屋・図書館での新刊本・雑誌のチェック、スポーツ観戦です。
③特にないです。
④大学での学びと学生生活は、長い人生を豊かにする基盤になると考え
ています。少しでもそのお手伝いをしたいと思っています。

武
部
正
明
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A

A

A

A
A

A
A

A

大学の疑問をピックアップしました。

学生生活の参考にどうぞ！

Q A&

Q講義のテキストは１冊いくらくらいでしょうか？

　　文庫本は安くて400円ほど、平均は
2,000円くらいです。高価なものになると
１冊5,000円するものもあります。大切に
使いましょう。

Qポータルシステムは見たほうがいいですか？

　　大学にクラスがないため、あらゆる
情報の告知は、ポータルシステムおよび
掲示板上で行われています。

ポータルシステムの確認は、大学Webサ
イトの在学生・教職員、山梨英和ポータル
からご確認ください。

情報の更新は１日１回とは限りませんが
見落としは個人の責任になってしまいま
す。毎日チェックしましょう。

●正面玄関にある、掲示板の見方
１番重要なのは入り口を入って右にある
『教務部』の掲示板です。休講情報や教室
の変更、授業に関する手続きなど、講義関
係を扱っています。
ゼミカフェの入り口を挟んだ右側は『保
健室』、サークルや奨学金、イベントなど、
学生生活関係の『学生部』の掲示板。その
反対側にあるのは就職や進路に関する
『進路部』の掲示板です。
また、1，2，3階エレベータ前や、研究棟と
講義棟の境には、各分野の掲示板があり
ます。１階南東（109教室）前と、1階エレ
ベータ前にあるのは、サークル関係の掲
示板です。

Q学生証は常に持っていないとだめですか？

　　財布などに入れて携帯することが基
本です。学生証は英和への在籍を証明す
る大切な証明書で、教職員に求められた
場合、図書館の利用や定期試験、学割利用
等に必要になります。学生証の仮発行に
は200円かかります。紛失等での再発行
には1,000円かかります。

Q事務棟は何をするところですか？
　　事務棟では大学生活を修学、生活の
面から支援する諸手続きを行います。
定期券の購入に必要な証明書、授業の登
録関係、奨学金の手続き等、様々なことに
対応しています。提出物は締切日、時間厳
守です！特に、授業に関する提出物は締
切１分でも過ぎると受け取ってもらえま
せん。また、学内での落とし物もここの管
轄です。

Q校内でタバコは吸えますか？
　　喫煙場所は111教室裏のみです。校
内のその他いかなる場所でも喫煙は禁止
されています。

喫煙場所ではマナーを守り火の始末を
きっちり行ってください

※タバコは20歳になってからです。
※トイレでは絶対に喫煙をしないでくだ
さい。

Q時間割が知りたいです。
　　
１　　　　　限  9：00～10：35
チャペルアワー 10：40～11：00
２　　　　　限 11：05～12：40
お　昼　休　み 12：40～13：30
３　　　　　限 13：30～15：05
４　　　　　限 15：15～16：50
５　　　　　限 17：00～18：35

1コマ95分で構成されその間に10分の休
みが入るのが基本です。

Qオフィスアワーとはなんですか？
　　各先生方が授業時間外に設定して下
さっているいわば個別指導の時間です。
本学では、週に1時間この時間が設けられ
ており、授業の質問や学習方法、研究方法
などの指導を受けることができます。ぜひ
この時間を有効活用し、積極的に先生方と
コミュニケーションをとり、小さな疑問や
問題を解決して、より深い授業理解や学
習・研究に繋げましょう。
なお、オフィスアワーの曜日・時間は各先
生方で異なるので、掲示板に記載されて
いる曜日・時間をよく確認した上でお願
いをしましょう。事前にメールすること
が望ましいです。

Q自動車で通学する予定なのですが学内の駐車場は使用できますか？

　　駐車場は許可制です。年に3回（４月、
10月、1月）、掲示板で希望者を募るので、
必要な書類を揃えて、事務棟の学生部に提
出しましょう。

選考には基準があり学内の駐車場には限
りがあります。全員が駐車を許可されると
は限りません。
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A

A

A

A
A

A
A

A

大学の疑問をピックアップしました。

学生生活の参考にどうぞ！

Q A&

Q講義のテキストは１冊いくらくらいでしょうか？

　　文庫本は安くて400円ほど、平均は
2,000円くらいです。高価なものになると
１冊5,000円するものもあります。大切に
使いましょう。

Qポータルシステムは見たほうがいいですか？

　　大学にクラスがないため、あらゆる
情報の告知は、ポータルシステムおよび
掲示板上で行われています。

ポータルシステムの確認は、大学Webサ
イトの在学生・教職員、山梨英和ポータル
からご確認ください。

情報の更新は１日１回とは限りませんが
見落としは個人の責任になってしまいま
す。毎日チェックしましょう。

●正面玄関にある、掲示板の見方
１番重要なのは入り口を入って右にある
『教務部』の掲示板です。休講情報や教室
の変更、授業に関する手続きなど、講義関
係を扱っています。
ゼミカフェの入り口を挟んだ右側は『保
健室』、サークルや奨学金、イベントなど、
学生生活関係の『学生部』の掲示板。その
反対側にあるのは就職や進路に関する
『進路部』の掲示板です。
また、1，2，3階エレベータ前や、研究棟と
講義棟の境には、各分野の掲示板があり
ます。１階南東（109教室）前と、1階エレ
ベータ前にあるのは、サークル関係の掲
示板です。

Q学生証は常に持っていないとだめですか？

　　財布などに入れて携帯することが基
本です。学生証は英和への在籍を証明す
る大切な証明書で、教職員に求められた
場合、図書館の利用や定期試験、学割利用
等に必要になります。学生証の仮発行に
は200円かかります。紛失等での再発行
には1,000円かかります。

Q事務棟は何をするところですか？
　　事務棟では大学生活を修学、生活の
面から支援する諸手続きを行います。
定期券の購入に必要な証明書、授業の登
録関係、奨学金の手続き等、様々なことに
対応しています。提出物は締切日、時間厳
守です！特に、授業に関する提出物は締
切１分でも過ぎると受け取ってもらえま
せん。また、学内での落とし物もここの管
轄です。

Q校内でタバコは吸えますか？
　　喫煙場所は111教室裏のみです。校
内のその他いかなる場所でも喫煙は禁止
されています。

喫煙場所ではマナーを守り火の始末を
きっちり行ってください

※タバコは20歳になってからです。
※トイレでは絶対に喫煙をしないでくだ
さい。

Q時間割が知りたいです。
　　
１　　　　　限  9：00～10：35
チャペルアワー 10：40～11：00
２　　　　　限 11：05～12：40
お　昼　休　み 12：40～13：30
３　　　　　限 13：30～15：05
４　　　　　限 15：15～16：50
５　　　　　限 17：00～18：35

1コマ95分で構成されその間に10分の休
みが入るのが基本です。

Qオフィスアワーとはなんですか？
　　各先生方が授業時間外に設定して下
さっているいわば個別指導の時間です。
本学では、週に1時間この時間が設けられ
ており、授業の質問や学習方法、研究方法
などの指導を受けることができます。ぜひ
この時間を有効活用し、積極的に先生方と
コミュニケーションをとり、小さな疑問や
問題を解決して、より深い授業理解や学
習・研究に繋げましょう。
なお、オフィスアワーの曜日・時間は各先
生方で異なるので、掲示板に記載されて
いる曜日・時間をよく確認した上でお願
いをしましょう。事前にメールすること
が望ましいです。

Q自動車で通学する予定なのですが学内の駐車場は使用できますか？

　　駐車場は許可制です。年に3回（４月、
10月、1月）、掲示板で希望者を募るので、
必要な書類を揃えて、事務棟の学生部に提
出しましょう。

選考には基準があり学内の駐車場には限
りがあります。全員が駐車を許可されると
は限りません。
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４月
入学式
４月
入学式

クリスマス
ツリー点火祭
クリスマス
ツリー点火祭

クリスマス
祝会
クリスマス
祝会

フェアウェル
パーティー
フェアウェル
パーティー

12月
クリスマス
礼拝

12月
クリスマス
礼拝

３月
卒業式
３月
卒業式

新入生
歓迎会
新入生
歓迎会

11月
紅楓祭
11月
紅楓祭

７月
七夕祭り
７月
七夕祭り

８月
オープン
キャンパス

８月
オープン
キャンパス

10月
ハロウィン
パーティー

10月
ハロウィン
パーティー

季節に沿ったたくさんのイベ
ントを行います！

みなさんもぜひご参加くださ
い！！！

山梨英和大学では、学生会を中心に様々なイベントを行っています。
このページでは昨年度のイベントの様子を写真で紹介していきます。
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セブンイレブン

石和健康ランド

東甲府病院

マクドナルド
auショップ

くろがねや

ザ・ビッグ

星野内科循環器科

甲府和戸郵便局

山梨中央自動車教習所

山梨中央銀行

しまむら
アベイルやよい軒

セリア生活良品

ツルハドラッグ

アマノパークス
よむよむフレスポ

桔梗屋

ウエルシア
デニーズ

大戸屋ごはん

モスバーガー
シャトレーゼ

サイゼリア
スターバックスコーヒー

TSUTAYA

ケンタッキー

スポーツデポ

CoCo壱番屋

シューマート

ダイソー
ケーヨーD2

ヤマダ電機

かっぱ寿司
かつや
吉野屋

SoftBankショップ

洋服の青山
スシロー

ジョリーパスタ

JINS

Will甲府店

ツルハドラッグ コインランドリー

オギノ向町店

Hard Off・Off House・Hobby Off SoftBank
Y!mobile
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編集後記

Maple Syrup2022
発行日 2022年4月

企画・編集

編集後記

山梨英和大学 学生会 広報部

編集長：
メンバー：

仙洞田　知
鈴木　拓夢
丸山　正敏
宮坂　翔大
飯島　絵里奈
石原　結衣
秋山　亮
石井　晴也
望月　彩花
石川　璃乃
金川　紘大
大柴　彩久良

表紙絵：石川　璃乃
印　刷：OZ PRINTING 編集長　仙洞田　知

　MAPLE SYRUP 2022 をお読み頂き、あ
りがとうございました。
　今年も昨年と同様コロナなどで大変な時期
でしたが、元気に生活することができたでしょう
か？コロナに負けずに皆さんが生活できますよ
うにお待ちしております。
　本誌作成にあたりご協力頂いた皆様には、心
から御礼を申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。
　今後も皆さんに楽しんでもらえるような
「MAPLE SYRUP」を作れるよう努力を続け
ていきますのでよろしくお願いいたします。

＜Maple Syrupに対するご意見・ご要望などございましたら、学生会までご連絡ください。
学生会Gメールアドレス：y.e.gakusei2002@gmail.com
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