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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七夕祭りやクリスマス祝会といった
学内イベントを通して還元されます。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七夕祭りやクリスマス祝会などのイベントを企画・
運営したり、サークルの予算を管理したりするサークルです。大学の皆さんが中心と
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選出します。
３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選挙の際に立候補してみ
てください。

＜昨年度の活動内容＞

学生会メールアドレス↓
yamanashi.eiwa.gakuseikai@docomo.ne.jp

　4 月　新入生歓迎会・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、会長が不
在の際の代理を務めたり、会長のサポートをします。

サークルや各イベントの予算管理を行ったり、中間決算・年度末決算の集計を行ったり
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っている部署です。学生会の会議を支
える部署でもあります。

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・
発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・運営を学生会の中心となって活動する部署です。

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月に行われる紅楓祭において自分達が主体となりイベントの企画・運
営、会場設営・ゲストさんとの仲介役など様々な仕事を行います。学年関係なく仲良くなることが
できて、社会勉強もできます。新入生の皆さん、ぜひ私たちと一緒に他では味わえない経験をして
みませんか？

企画局は主に抽選会、クイズ大会、新企画、フリマ、縁日の５つの企画に分けられています。MCな
ど人前に立つ仕事だけでなく、音響や学内装飾など、どの企画も学園祭を盛り上げる大事な仕事となっ
ています。個性あふれるメンバーがみなさんをお待ちしております！興味のある方は是非企画局へ。

スポンサーのお願いやトークショーの警備等に加え屋台・ステージ・芸能・会計・パンフレットと
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影から支える大切な
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、チケットの手配、楽屋の用意など、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。誰もが知ってる芸能人の方と一番関われる局です！

企画局

広報局

芸能局
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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私たち Ringer Ringer はハンドベ
ルサークルです。学内イベントでの演奏、病院などでの訪問演奏会などを行ってい
ます。難しいイメージもあるかと思いますが、部員のほとんどが大学から始めた初
心者です。幅広いジャンルの曲を演奏しています。興味のある方はまずベルを触っ
てみませんか？部員一同お待ちしています。

こんにちは！ボランティアサークル The Peace Fellows です♪私たちはキリスト
教精神に基づき、教会で行われる炊き出しボランティアや山梨県内の貧困問題に目
を向け活動をしています。また、学内で行われるキリスト教行事のサポートや企画、
運営も行います。新入生の皆さん！私たちと一緒に活動してみませんか？合宿や親
睦会、楽しい行事も盛りだくさんですよー！興味のある方はチャペルセンターへ！
待ってます！

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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アカペラサークル 1LDK です！アカペラとは、声だけで曲を奏で
る音楽です。何人かでバンドを作り、１人１人の声を合わせて曲を
作っていきます。初心者大歓迎で、歌うことが好きな方、一緒にア
カペラをしてみませんか？

江戸千家茶道部は毎週水曜にサークル棟で学園祭に向けてお稽古を行なっ
ています。夏には手作りのお茶碗を作りにも行きます。ボランティア活動
や学外の活動にも積極的に参加していますので、気軽にお越しください！

新青春部は，週に１回、バレーボールやバスケットボール、フット
サルなど、やりたいと思ったスポーツを幅広く行っています。様々
なスポーツを楽しくやりたいと思う方、私たちと一緒に汗を流しま
しょう！未経験者も大歓迎です！

私たち軽音部は経験者はもちろん、「楽器を1から始めてみたい」「バ
ンドをやってみたい！」という人達、大歓迎です！！部室では練習
はもちろん、お弁当を食べたり話したりと自由な時間が広がってま
す。部員の仲の良さはサークル 1かも、、、？！お待ちしてます♪

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！！

っ
動動

06  Maple Syrup

バドミントン部です！毎週月曜日と水曜日に活動しています。
16：30から 20：00までです。ゲーム練習を中心にさらなる技術
向上を目指して頑張っています。大会にも参加し、それなりに良い
感じです。新入生のみんな、入学おめでとう。バド部こいよ。楽し
い未来が待ってるぜ。

私たち PING PONG は週１回練習やミニゲームなどをしながら楽
しく活動しています。初心者や兼部しているメンバーもいるのでど
んな方でも大歓迎です！！卓球が好きな人や少しでも興味がある人
はぜひ見学に来てください！みんなであなたが来るのを待っていま
す（^ω^）一緒に卓球しましょう♪

新入生のみなさん！こんにちは！映画研究同好会、訳して「エイケ
ン」です！主なサークル活動は、メンバーがオススメする映画をメ
ンバー全員で鑑賞する事です！皆さんも一緒に映画を楽しみましょ
うー！

Creation Club（クリクラ）は、ものづくりやイラスト、小説など
創作活動全般を行っております！決まった活動日はありませんが、
各々が部室を中心にマイペースで活動しています！ぜひ、みんなで
わいわい創作しましょう～！ Let’s create!

こんにちは、ダンス部です！私たちは月・水の週２回、16：30～
体育館前で学園祭やダンスフォーラムなどの発表に向けて日々活動
しています。学園祭ではコピーをしてみたり、可愛い衣装を考えた
り♪ダンスフォーラムでは他大学のダンス部と合同発表会というこ
ともあり、他大生とも交流することができます。一緒に踊っていい
汗かきませんか！♪

ます。
る技術術るる技術術術技技
に良いに良い
楽し楽し
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我らがガーデンデザイン研究会は 2017 年12月末に爆誕した新生児です。そ
のため、部員の育て方で様々な姿になれるサークルとなっています。なので、
在学生・新入生諸君にも育成のお手伝いをしてもらいたいです。

活動内容
弓道の練習、あとはお茶を飲んだり、雑談したり、部室でウダウダ、ゴロゴ
ロしたり（一応、弓道の練習はしますが…）自由に活動しています。
新入生に向けて一言
ユルくやっているので掛け持ちしたい人や、とりあえずサークルに入りたい
けどどうしようという人におすすめです！！

2017 年度は主に、学園祭での展示がメインでした。普段の活動は個人での
制作が主です。人手不足の経営難なので絵が好きな人、興味のある人募集中
です！掛け持ちも可ですよー！！

自由に写真を撮っています！七夕祭りや学園祭などの学校行事で写
真を展示したり、みんなで撮影旅行に行ったりもします。カメラ初
心者も、経験者も大歓迎！決まった活動日はなく、兼部も可能なの
で、お気軽にどうぞ！

私たち山梨英和大学フットサルサークル（Acero F.C.）では「元
気に「明るく」「楽しく」をモットーに活動を行っています。県内
での社会人大会や学生の大会を中心に、チームとの練習試合なども
行っております。初心者の方から、経験者の方、男女関係なく楽し
めるサークルです！ぜひ、新入生の皆さんの参加を楽しみにお待ち
しています！

ゴロゴロゴゴゴ

たたい

での
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内周道路側（北）1F 2F
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ドンキホーテ
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B-20

B-21

ダンス部
B-22

学生会室
（コモンルーム）

B-23

バレーボール
同好会
B-1

吹奏楽部
B-2
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B-3

B-4

青春部
B-5

B-6

ひまわり
（ボランティア同好会）

B-7

B-8

B-9
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（映画研究同好会）
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B-11

文化部物置
B-12

学生会会議室

学生会備品庫
A-1

紅楓祭実行委員会
（企画部）
A-2

紅楓祭実行委員会
（広報部）
A-3

和室（茶道部）
A-9

現像室

給水室

防音室

軽音部
A-4

楽器庫・倉庫
A-5

1LDK
（アカペラ部）

A-6

美術部
A-7

吹奏楽部保管庫
A-8

茶道部
A-9

ガーデン
デザイン研究会

A-10
GREEN GREEN
（写真部）
A-11

FREE CLUTURE
（総合創作同好会）

A-12

校舎側（南）
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Wi-Fi が完備されているので、
校内ならどこにいても利用できます！
（※ただし、一部の場所では利用できません笑）

事務棟では、学生の皆さんを様々な角度から支援します。
大まかにわけると修学 ( 授業、成績等 ) のこと、学生生活のこと、進路 ( 就職、進学 ) のこと、留
学のことについて支援します。
その内容の一部を紹介しましょう。

＊修学について
　履修登録 ( 授業の登録 ) の指導、カリキュラム ( 時間割 ) に関すること、成績証明書、卒業見
込証明書などの発行等。
＊学生生活について
　サークル活動の支援、各種奨学金の手続き、通学定期券購入に必要な通学証明書、ＪＲ学生割
引証明書、在学証明書、健康診断証明書の発行等。
＊キャリア支援について
　就職・大学院進学など、大学卒業後の進路に関わるサポートをします。
スキルアップをはかる各種課外講座、ガイダンスの実施、各種検定試験の申請や、就職・進学
にかかわる履歴書やエントリーシートの添削指導、模擬面接を行います。
＊留学支援
　海外へ留学する学生へのサポートや、外国から日本に来ている留学生のサポートをします。

このほか庶務、経理を担当する「学長室」、広報活動・入試を担当する「入試・広報部」があり、
皆さんの活躍を応援しています。
大学生活の中で疑問が出てきたら、まずは事務棟に足を運んでみてください。

学 介紹設施
Wi-F

校

事務棟

学生サービス部

事務棟には様々な種類の証紙を扱う「券売機」が
設置されています。
券売機が扱っている証紙は以下の通りです。

① 各種証明書　② 学生証再発行　③ 仮学生証発行
④ 駐車場代　⑤ 進路課外講座等（検定等支払い）

他にも様々なものを取り扱っているのでぜひ１度券売機を見てみてください！
※証紙はシールになっているので、のり付けしないように注意！

コ ラ ム
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チャペルセンターを拠点とした学生団体を紹介します

チャペルセンターチャペルセンター
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学生相談室の活動
カウンセリング▷カウンセラーに何でも相談OK!
グループ活動▷工作や手芸、体を動かしたり、ランチタ
イムクラブなど。
心理テスト体験▷箱庭や各種心理テストなど、自己理
解を深めましょう。
（詳しくは学生相談室しおりをご参照ください）

ピアサポート活動
学生同士の支え合いの仕組み作りです。学生の視点
を大切にして様々な活動を行います。学生生活を充実
させたい、助けたり助けられたりしたい、何だか面白
そうと思った方、どうぞご参加ください。

いこいのスペース
空き時間の息抜きや友だちとのおしゃべりにご利用
ください。平日2限～4限に開いています。

☆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
　直接来室も大歓迎です。

保健室

学生相談室

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
保健室へお越しください。

★健康診断実施（胸部レントゲン・内科診察・血圧・
身長・体重・尿検査）

★応急処置（薬は置いていません！簡単な外科的処
置は可能です）

★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）

★健康相談・その他の相談
★医療機関の紹介
★安全管理（感染症等予防対策の実施）
★イベント企画（アルコールパッチテストやパラ
フィンパック体験など）
★保健室からの情報発信（ポータルサイトや保健
室掲示板をご確認ください）

講義棟の1F北側。
平日9時～17時で開いています。
どんなことでもお気軽にどうぞ。

保健室が行っていること

【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

13



半熟卵と海老の天ぷらが
2尾も付くという豪華な一品！

ハワイ料理の定番・ロコモコ丼も
学食でなら食べることが
できちゃいます♪

ボリューム満天の定食も、
お手頃価格でいただけます。

学生食堂
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グ
リ
ン
バ
ン
ク
ホ
ー
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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、自販機完備！
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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フ
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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
月・金　　 10:30～15:00
火・水・木 10:30～16:30

サークル紹介へ
6P
クル紹サー 介へ
6P

サークル紹介へ
6P
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2018 年度の学生会長に就任した田中美緒さん！
そんな田中さんにインタビューをしてみました！
果たして、新学生会長の田中さんはどのような方
なのでしょうか！？

今まで学生会として活動する中で、私はイベントの企画•運営が学生会の主たる活動ではないのではないかと
感じるようになりました。もちろん、学生会は年間を通して様々なイベントを行っていますが、あくまでイベ
ントの企画•運営は、学生の皆さん、サークルの皆さんとの日々の連携あってこそのものだと考えます。その
ため、会長になればそういった学生の皆さん、サークルの皆さんとの連携した活動を学生会の先頭をきって導
いて行くことができるのではないかと考えたため、会長に立候補しました。

学生会がイベントの企画•運営に加え、学生とサークルの皆さんとの連携した活動が出来るよう、私自身「自
ら行動する」ことを心がけていきたいと思います。至らぬ点もあるかと思いますが、どうぞ 1 年間よろしくお
願いします。

クリスマス祝会ですね (^-^)
本学はキリスト教の大学なのでその意味で一大イベントですし、立食パーティーやゲームといった催し物を多
くの学生や先生方に楽しんでいただいていると思うので、まだ参加したことのない方は是非ご参加いただきた
いです！

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！そして、学生の皆さんこんにちは。
学生会では、年間を通して様々なイベントを企画•運営しています。おそらく新入生の皆さんは、これからの
大学 Life にワクワクしてる人もいれば、不安な人もいるかと思いますが大学 Life の１つの楽しみとして、学
生会のイベントにぜひご参加ください。もちろん、新入生に限らず学生の皆さんのご参加もお待ちしています。

会長、お忙しい中ありがとうございました。学生会として、会長として、できることすべきことは多くありますが、
皆様のご支援無くして充実した大学生活の運営は円滑に行えません。これからも私たち学生会を応援していただける
と嬉しいです。
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高校までとはがらりと変わる大学生活…不安に感じてい
る人も多いのでは…！そこで今回は、１人暮らしと実家
暮らしの方々にそれぞれお話を聞いてみました！これか
らの大学生活の参考にしてみてくださいね！

◯1人暮らしの良い点
・一人の時間が持てる。
・自炊が楽しい。
・自己管理ができる。
・友達を家に呼べる。

◯1人暮らしする人へのアドバイス
・料理は週2回ほどの頻度で作り置きしておく
と時間短縮できる！

・スーパーなどの店や学校に近いアパートに
住むと移動がラク！

・木造建築のアパートは音が漏れやすいの
で、気をつけましょう。

◯実家暮らしの良い点
・家賃を払わなくて済む。
・夜中親父がお土産を買って帰ってくる。

◯実家暮らしの人にアドバイス
・家族と仲良くしましょう！

7：00
8：45

9：00～16：00
17：00～21：00

21：30
0：00

起床・朝食・準備
登校
学校
バイト
帰宅・夕飯・風呂・勉強
就寝

Mさん（通学方法：自転車）

10：00
12：30

13：00～16：00
16：15～
19：00
0：00

起床・準備
登校
授業
サークル活動
帰宅・夕飯・筋トレ
就寝

Fさん（通学方法：車）

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
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<材料>
　豚バラ肉 ………  80g
　キムチ …………  適量
　ご飯 ……………  1 膳分
　カット野菜 ……  適量
　ごま油 …………  適量
　みりん …………  小さじ 1
　醤油 ……………  小さじ 1/2
　卵 ………………  1 個

作り方
１．生卵をラップにくるみ、保温中の炊飯器
の中に入れ 30～40分おいておく。

２．フライパンにごま油をひき、豚バラ肉を
炒める。

３．豚バラ肉の色が変わったらキムチを入れ
炒める。

４．醤油、みりんをかける。
５．炒めあがったらご飯の上にカット野菜を
のせ炒めた具材をのせる。

６．最後に炊飯器の中の卵をのせれば完成！

<材料>
　パスタ ……………… 80～100g
　玉ねぎ ……………… 1/2 個
　ベーコン …………… 2枚
　ニンニク …………… 1かけ
＊とろけるチーズ …… 1枚
　卵黄 ………………… 1個
　牛乳 ………………… 50cc
　粗挽き胡椒 ………… 適量

作り方
１．玉ねぎ・にんにくはスライス、ベーコン
は 1cm幅位に切る。

　　チーズは小さめにちぎるか刻み＊を混ぜておく。
２．にんにくと油を熱し、玉ねぎとベーコン
を炒める。

　　塩こしょうで少し濃い目に味付けをしておく。
３．パスタをゆでる。ゆで上がったら 2 に入
れて、火を止め全体を混ぜる。

４．＊をフライパンに入れて、とろみが出る
まで混ぜ合わせ胡椒をふって完成。

　　とろみが出ない場合弱火で混ぜる。
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廣 瀬 天 子 さん
ひろせ たかこ

■ 留学を決めたきっかけは？
私は高校の頃から海外の生活に憧れていたため留
学に関しては意欲的でした。当初は英語圏の留学
を考えていましたが、大学やバイト先で中国の人
と関わり興味が湧いたことや、中国語の先生に勧
められたこともあり、留学を決めました。

■ 留学生活はどう？
お風呂はシャワーだけ、トイレはあるけどトイ
レットペーパーは流せない、など日本とガラリと
変わる生活で、家に帰りたくなることもありまし
た。それでも徐々に生活に慣れて行き、中国人の
友達ができると遊びに誘われるようになり、自分
が相手に認められたような中国人になりきれてい
るような感じがしました。また、大学が8：10か
ら授業なので早寝早起きの習慣ができました。

■ 学生の皆さんに一言！
海外で暮らすことに対して不安を抱えると思いま
すが、案外なんとかなります！日本という小さな
島国を出て広い世界を感じることで、視野が広が
り日本のいいところ、悪いところを改めて感じる
ことができます。留学に行く前と行った後では考
え方が大きく変わったと思います。行ってみない
とわからないことばかりなので、ぜひ中国に留学
してみてほしいです。

■ 良かったことと大変だったこと
良かったこと
英語はもちろん中国語も話せるようになり、外国
人との会話ができて楽しかったです。
日本との文化の違いに驚くこともありましたが、
日本にとどまっていただけではわからなかったこ
とが外国に出たことで知ることができたので行っ
て良かったと思いました。

大変だったこと
行ってすぐは中国語を話せなかったので英語で話
そうとしたのですが中国人の方は英語で話しても
らえなかったので大変でした。留学に行ってすぐ
の頃は中国語がうまく伝わらなかったので言葉の
壁を乗り越えるのが大変でした。中国語のみの生
活なので、中国語を学ぶためのバネにはなりまし
た。

■ 留学先の大学の様子は？
私が行ったのは、中国の大連大学というところで
す。学内は食堂が５つあり、スーパーと銀行、郵
便局が設備されていました。大学というより大き
な町に住んでいるという感じで、帰ってきたら山
梨英和が小さく感じられました笑。親切な方がい
て、とてもフレンドリーで安心しました。中国に
対してマイナスイメージが多かったのですが、実
際に行ってみるとその考えは180度変わりまし
た。
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インタビューありがとう
ございました！(^○^)♪

ジョン・ヒョジン さん

■ 留学をしたきっかけは？
もともと韓国で日本を専攻していましたが、日本
語がまだまだだと感じたため、日本に来ることを
決めました。会話はもちろん文法ができていな
かったため、また、日本語を専攻していたので留
学すべきだと思い、留学することを決めました。

■ 留学生活はどう？
すごく楽しいです！！最初は心配でしたが、人も
親切でバイトも楽しくて、食べ物も美味しいので
とても満足しています！留学する前は旅行に来た
ことがありましたがそれは短い期間だったので、
食べ物が合わなかったらどうしよう、寂しかった
らどうしよう等、実際住むことへの心配が多かっ
たです。しかし、今はここに来て友達がたくさん
できたので全然楽しいですし、寂しくありません。
今では韓国にいる時より、日本語も成長した気が
します。発音が特に成長したと思います。

■ 学生の皆さんに一言！
英和大学で留学するきっかけが多いと聞きました。
私も留学生活をしながら学んだことがたくさんあ
りました。なので、どこか興味のある国があれば、
留学することをお勧めします。

■ 日本と韓国との違いは？
韓国
・勉強中心の活動が多い。
・バイトもできるけど、バイトすると成績が下が
るし、そんな余裕がない。

・学食の料金がちょっと韓国の方が高い。
・建物が普通３階以上。地下に駐車場。駐車場が
狭い。狭いし、人もいるから建物を高くするし
かない。

・田舎でも建物があるところは山が見えない。
・韓国は家の床があったかい。

日本
・勉強以外の活動が多い。
・バイトができる
・学食は日本の方が安いかも。学校によって違う
かもしれないけど。メニューも多くていい！

・うどん好き！
・建物が低い。駐車場が広い。
日本は床暖がある家が少ない。

■ 英和大学の好きなところは？
一番は、人が親切で温かい雰囲気があるところで
す。韓国と比べて大学のイベントが多いところも
好きです。私が通う韓国の大学は勉強がメインの
ため、イベントが学園祭と体育祭のみで少ないで
す。他は全て勉強です。そのため、ここでは勉強
以外の大学生活も楽しむことができています。少
し話が変わりますが様々な大学の中から山梨英和
大学を選んだ理由は、ここに通っていた先輩方で
韓国に戻ってきた先輩方が山梨英和大学には韓国
に興味のある人が多くて、親しみやすいからお勧
めだよ、という話を聞いたからです。実際来てみ
ると、本当にその通りでした。また、私が通う韓国
の大学にはゼミカフェのようなところがありませ
ん。あるにはあるのですが、みんなが勉強してい
るので楽しくそこでおしゃべりできないのでここ
では話すことができる環境があって羨ましいです。
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大学では高校などと違い、自分の履修する講義を計画的に組み立てなければなりません。
オリエンテーションでの履修説明をしっかりと聞き時間割を組みましょう。
ここでは１年次の時間割作成例を紹介します。参考にしてみてください！
（※2017年度時間割に基づき作成しています）

＜第１クォーター＞
月 火 水 木 金

１限 ライフデザイン
Ⅰ こころの科学Ⅰ

２限 英語１aE 基礎ゼミナール
aA こころの科学Ⅰ

３限 英語１aE キリスト教概論
Ⅰ

４限 ICTスキルaA

５限

６限

＜第２クォーター＞
月 火 水 木 金

１限 データサイエンス
ⅠA

サービス
ラーニングⅠA

２限 英語１bE 基礎ゼミナール
bA

データサイエンス
ⅠA

３限 サービス
ラーニングⅠA

コニュニケーション
スキルⅠA 英語１bE キリスト教概論

Ⅱ

４限 ICTスキルbA

５限

６限

S c h o o l L i f e
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先輩たちからアドバイス 
・ シラバスで授業の概要を見て、試験型とレポート型のバランスを考えて組むとテスト
の時に楽です！

・必修科目の単位は落とさないように注意しましょう！
・ 4年生になると就職活動や卒業論文などで忙しくなるので、下の学年のうちに単位を
沢山稼ぐといいですよ！！

＜第３クォーター＞
月 火 水 木 金

１限 人間文化学 世界の文化 　 　

２限 人間文化学 英語１cE 基礎ゼミナール
cA 世界の文化 　

３限 　 　 　 英語１cE キリスト教と
山梨英和

４限 ICTスキルcA 　 　 　 　

５限 　 ライフデザイン
ⅡA 　 　 　

６限 　 　 　 　 　

＜第４クォーター＞
月 火 水 木 金

１限 データサイエンス
ⅡA 　 　 こころの科学Ⅱ

２限 英語１dE 基礎ゼミナール
dA

データサイエンス
ⅡA 　

３限 　 こころの科学Ⅱ 英語１dE キリスト教と
現代社会

４限 ICTスキルdA 　 　 　 　

５限 　 　 　 　 　

６限 　 　 　 　 　

合計37単位
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山梨英和大学　人間文化学部

2018年度　「講義名」

「タイトル」

　　　　　　　　　（担当：●●先生）

学籍番号・氏名：17N000・阿部マリア

提出年月日：2018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があります。
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ちゃいます！！

「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。

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。

教科書やインターネットの文章を丸々コピー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 .

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など、指示をする場合
があります。その場合は教員の指示にしたがってください。
また、タイトルは「◯◯◯について」などが多いですが、自分のオリジナリティを出すと、
教員の目を引きます。

どんなにすば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、悲しいことで
すが受け取ってもらえません！
レポート課題には、時間の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ね！

図１. 表紙例
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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！

井
上
征
剛
先生

①グローバルスタディーズ
②数十年来スワローズを応援してきましたが、今年初めてファンクラ
ブに入会しました。
③難しめの課題に意欲的に取り組む学生。世の中のことごとを、さま
ざまな角度から眺めることができればなお良し。
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。

菊
野
一
雄
学長

①「労働の人間化」（働き甲斐のある仕事）を目指す労働経済学
②ピアノ演奏、クラシック音楽鑑賞、ラグビー観戦、山歩き
③ひたむきに学び、ひたむきに遊ぶ
④与えられた問題を解くことよりも、自分の頭で問題を創ることを心
掛けて下さい。

荒
井

　直
先生

①グローバル・スタディーズ
②趣味は読書です（仕事も読書ですが）。
　休日も読書をして過ごします。
③どんな人・事・物からでも学ぶ姿勢のある人
④聖書『コヘレトの言葉』に「空の空、一切は空である（Omnia 
vanitas）」とあります。あなたはどう思いますか。

李

　尚
珍
先生

①グローバル・スタディーズ
②散歩、ワイン（飲むだけでなくたまにワイン会にも参加して勉強もし
ています。）
③勉強も遊びも全力で楽しむ人。
④大学の4年間は神様から与えられた宝物です。いまできること、いま
やりたいことを思う存分やってみてください。必ず良い笑顔で振り
返る日が来ると思います。
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大
井
奈
美
先生

①図書館司書課程の科目
②刺繍作り、フルーツサンド
③勉強や研究と人格や生き方とが相即している方
④授業内容についての希望は、一年をつうじていつでも、遠慮なく私
まで直接お伝えください。必ずしも全てを反映できるとは限りませ
んが、よりよい授業になるようにご意見を活かしたいと思います。

窪
内
節
子
先生

①臨床心理学、精神分析的カウンセリング、学生相談
②これからハマろうと思っていること：麻雀
③何かに夢中になっている学生
④これからは人生100年の時代。
　次の人生まで見据えて元気に生きて行ってください。

黒
田
浩
司
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。

小
菅
健
一
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
林
真
理
子
先生

①サイコロジカル・サービス
②映画・海外ドラマ　　スイーツ（←これは抜け出さなければ・・・）
③思いつきません。いろいろな理想の姿があるんだろうなあ。
④多様性をうけいれるしなやかさ、創造性につながる関心・・・こんな
学びの態度を大学で体験していただければと思っています。
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島
内
宏
和
先生

①メディア・サイエンス
②全国各地のおいしいものを食べる
③多様性を認め、自ら考え行動できる人。
④主体性を持って行動し、有意義な大学生活を過ごしてください。
　私も皆さんと共に学び、成長できればと思います。

高
橋
寛
子
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

　一
先生

①キリスト教（専門分野）
②筆で手紙を書くこと、南アルプスに（学生時代以来）登ること
③人生における挫折と悲哀を知り、その傷（トラウマ）を自らの知性と
他者からの caring mind（うまく日本語にできませんが「思いやり
の心」でしょうか）によって乗り越えようと果敢に挑戦する学生に共
感します。
④ほんとうに大事なことは後になってからわかります。今は何もわから
なくとも、自分なりに「これかな？」と思った道を試行錯誤を恐れずに
歩んでください。わたしたちはその歩みを支えたいと思っています。

田
代

　順
先生

①サイコロジカル・サービス
③まじめに勉強する学生
④学生の本分が発露する授業に積極的に「参加」してください

佐
柳
信
男
先生

①サイコロジカル・サービス
②本当はもっとギターを弾いたりサッカーをしたりしたいですが、最
近は休日も仕事をすることが多いです ＞＜
③楽しそうに頑張っている人！
④楽しくやりたいことがわからず、どうしてよいか迷っている人も好き
です！
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難
波
道
弘
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！

二
宮
喜
代
子
先生

①グローバル・スタディーズ
②音楽
　ハーブは野良猫の侵入防止に効果があるか否かを実験中
③勉学にも遊びにも一生懸命取り組む学生
④失敗を恐れず進め！

D
anny

　

Brow
n

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.

槻
舘
尚
武
先生

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。

韓

　暁
宏
先生

①グローバル・スタディーズ
②ドライブ、家族旅行、
　車で列島を一周廻るのが夢です。最近、愛車で“東北地方”を走って
います。
③“個”を持ちながら、協調できる学生
④メリハリを付けて、遊ぶ時に思い切って遊べ、勉強する時に思い切っ
て学べ！
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小
林
一
之
先生

①グローバル・スタディーズ
②２０年間、ヴァンフォーレ甲府のサポーターをしています。
③自分の可能性を信じ、伸ばしていく学生。
④自己、他者、そして世界に対して寛容であってください。

渡
辺
信
二
先生

①グローバルスタディーズ
②華佗の「五禽戯」と呼ばれる体操健康法（導引、気功）
③じぶんの理想に向かってひたむきであること
④どこから来て、どこへ向かおうとするのかを常に考えていて欲しい。
主語は？主語は、じぶん、国家、世界、人類です。

森

　稚
葉
先生

①サイコロジカル・サービス領域
②趣味は料理と美術鑑賞。最近はまっていることは保存食を作ること
③じっくり考える力と行動する力のバランスがよい学生
④多様な人と物事に出会い、心を耕し、様々な種をまきましょう。
　卒業の頃（卒業の後）どんな芽が育ってくるのかを楽しみに・・。

山
本
明
歩
先生

①グローバル・スタディーズ
②本を読んだり、散歩をしたり、ドラマを見たりしています。
③好奇心が旺盛な学生
④今しかできないことにどんどんチャレンジして、これから先、自分が
どういう人生をおくりたいのか、じっくりと考えてください。

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！
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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
2000円くらいです。高価なものになる
と１冊5000円するものもあります。大
切に使いましょう。

Qポータル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、ポータルおよび掲示板上
で行われています。ポータルのURLは

http://portos.yamanashi-eiwa.ac.j
p/cp-portal/m/login/wellcome.do
です。

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、研究室関係の呼び出しなど、
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『進路支援室』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。学生証は本学への在籍を証明
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。

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。1年生は年に
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
棟の学生サービス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。

※近隣の店舗への無断駐車は厳禁で
す！！！
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A A

A A

A
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、
進路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、検定試験の申
請、就職、大学院進学に必要な諸手続き
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教室外のテラスの
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  9：00～10：20
チャペルアワー 10：25～10：50
２　　　　　限 10：55～12：15
お　昼　休　み 12：15～13：05
３　　　　　限 13：05～14：25
４　　　　　限 14：35～15：55
５　　　　　限 16：05～17：25
６　　　　　限 17：35～18：55
７　　　　　限    19：05～20：25

1コマ80分で構成されその間に10分の
休みが入るのが基本です。

QICTサポートデスクって？
　　  ICTサポートデスクは学生や教職
員の皆さんを対象として、ICT（情報通
信技術）に関連する様々なサポートを行
う場所です。
開室日については、毎年、年度のはじめ
にポータルにてお知らせしています。場
所は研究棟の3階です。
主に、①MacBook Airに関する質問や
トラブルの相談、②学内Wi-Fiをはじめ
としたネットワーク利用に関する相談
や講習、③PCを使った授業に関連する
質問などを受け付けています。気軽に質
問や相談に行ってみてください。
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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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山梨中央自動車教習所

しまむら
アベイルやよい軒

セリア生活良品

アマノパークス
よむよむフレスポ

桔梗屋

ウエルシア

モスバーガー
シャトレーゼ

TSUTAYA
AOKI

ケンタッキー

スポーツデポ

Co

Mac House

シューマート
ダイソー

ケーヨーD

ヤマダ電機

SoftBankショップ

洋服の青山
スシロー

JINS
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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

山梨中央銀行

ツルハドラッグ

デニーズ

大戸屋ごはん

サイゼリア
スターバックスコーヒー

oCo壱番屋

D2
かっぱ寿司

かつや
吉野屋

ジョリーパスタ
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山梨英和大学 学生会 広報部

編集長：
メンバー：

小澤　有希
田中　美緒
桑原　愛利
雨宮　李奈
小野　文博

表紙絵：美術部
印　刷：OZ PRINTING 編集長　小澤　有希

　MAPLE SYRUP 2018 をお読み頂き、あ
りがとうございました。
　今回は、サークル紹介、施設紹介のほかに
簡単に作ることができるレシピなども取り入
れ、皆様に役立つ一冊となっております。
　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。
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