
「学習院女子大学 Linking プロジェクト」はじまります！

先週お知らせした 学生の皆さんが「授業以外」で交流したり、教員と語り合ったり、情報を収集
したりする場である「学習院女子大学 Linking プロジェクト」が今週から始まります。

以下をよく読み、ぜひ、積極的に参加・活用してください：

🌸🌸 原則、平日12:15～12:50に開催されますので、お昼を食べながら参加してください。
🌸🌸 イベント・セッションにより申し込み方法が異なります。
🌸🌸 申し込みをしたイベント・セッションは必ず参加してください。
🌸🌸 スケジュールは原則毎週金曜日に更新されますので、確認してください。
🌸🌸 オンラインで開催されるイベント・セッションですので、授業受講時の禁止事項、
ソーシャルメディアガイドライン、学校法人学習院情報セキュリティポリシーを
遵守してください。

このような環境でなければできないようなセッションもありますので、色々なセッションに参加し
てみましょう。すぐスケジュールの確認を！

https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/campus_life/social_media.html
https://www.gakushuin.ac.jp/ad/kikaku/policy.html


「学習院女子大学 Linking プロジェクト」 平日12:15～12:50 スケジュール

月日
（曜日） 実施者・部署 内容 対象者 定員 Zoomの招待情報

（人数制限・定員なしの場合） 申し込み方法 内容詳細・関連URL

5月27日
（水） 国際交流推進センター 協定留学経験者との座談会 全員 －

G-Portで確認してください

🌸🌸満員🌸🌸 次回お楽しみに！

5月27日
（水）

大学院事務室・櫻井先生・
ウーゴ先生 大学院お喋り研究室 大学院生 なし 勉強方法からエクササイズまで、先生も交えて情報

交換しましょう！

5月29日
（金）

C.A.T.ルーム
(カウンセリングルーム）

C.A.T.ルーム（カウンセリン
グルーム)の紹介・利用の仕方 全員 なし

5月29日
（金） 語学教育センター 英語力養成コース（TOEIC, 

IELTS, TOEFL)説明会 全員 なし 遠隔授業期間中はZoom、その後はキャンパスで実施する
コースで単位認定ができます。詳細について説明します

6月1日
（月）

学生部 & 雅祭実行委員
(host：工藤先生） 課外活動紹介 全員 なし 参加団体：競技ダンス、Makana Aloha, ジャズダ

ンスAQUA, 日本文化研究他

6月2日
（火）

学生部＆雅祭実行委員会
(host：佐久間先生） 課外活動紹介 全員 なし 参加団体：卒業生委員会、華道、筝曲、吹奏楽ほか

6月3日
（水）

学生部＆雅祭実行委員会
(host：宇都宮先生） 課外活動紹介 全員 なし 参加団体：和祭、ユースホステル、E.S.S, 読書会、写真部

他

６月３日
（水）

C.A.T.ルーム
(カウンセリングルーム） 気分転換とストレス解消法 全員 なし ステイホームやパソコンの多用で疲労がたまります。短い

時間で気分転換しましょう

6月4日
（木） 国際交流推進センター 留学生の話を聞こう！

（台湾・チェコ） 全員 なし カメラを「ON」にして参加していただきますようお
願いいたします。

6月4日
（木）

学生部＆雅祭実行委員
(host：ウィン先生） 課外活動紹介 全員 なし 参加団体：きもの文化、裏千家、世界民謡、

International  Team他
6月5日
（金）

学生部＆雅祭実行委員会
(host：北川先生） 課外活動紹介 全員 なし 参加団体：雅祭、合唱、ラクロス、Global People、

航空部他
6月2日～
６月23日

日文・国コミ・英コミ
教員 学生と教員の交流 with 図書館 全員 あり 教員を交えての学生交流

上記ｒｒ以外
🌸🌸 予告 🌸🌸
C.A.T. ルーム（カウンセリングルーム）では、６月第1週あるいは第2週の木曜日、16時30分から「一人暮らしの人のウェルカムパーティー」を
開催する予定です。詳細は決まり次第ご連絡します。



「学習院女子大学 Linking プロジェクト」
～ 学生と教員の交流 with 図書館 ～

日本文化学科

開催日 教員 先生より一言

6月2日
（火） 岩淵令治先生

江戸時代・博物館学芸員の話を中心に、コロナ禍
終息後にまずやりたいことなど（笑）気軽にお話
しましょう。

6月3日
(水) 澤田匡人先生 心理学を学ぶことや教職課程に関する質問など、

ご随意にどうぞ

6月8日
(月) 工藤雄一郎先生 歴史や考古学に興味がある方，大学生活，講義等，

フリートークでお気軽にご参加ください

6月9日
(火) 品川明先生 人と食の関わり、おいしさとは何か？体験するこ

との意義とは！みんなで智慧を！

6月10日
(水) 内野儀先生

しばらくおうちにいる時間が続くと思いますが、
家でも見られるハリウッド発やNetflix制作の映画
のようなエンタメ作品について、やや専門的な？
見方・楽しみ方を話しあう会をやりましょう

6月10日
(水) 宇都宮由佳先生 食文化の文献紹介と趣味で集めている絵本の話

6月17日
(水) 佐藤琢三先生

勉強に関係あることと、ないこと、1つずつ、聞
きたいことを用意していただこうかと思います。
思いついたことをテキトーにトークします

🌸🌸 学生と教員の交流 with 図書館 🌸🌸

図書館から5/25に配布された推薦図書リストに目を通し、リ
モートアクセスしてみましたか？ この機会に、どんな先生が教
えているのか、普段の授業では聞けない先生のお話しを聞きなが
ら、学生どうしも交流してみませんか。「先生より一言」にある
ように、いつもよりとてもカジュアルな中でお話ができる・・・
かもしれません。

この交流はカメラオンでの参加をお願いします。ほとんどの授業
ではカメラオフなので、お互い（教員と学生 ＆ 学生どうし）
を知る機会になります。

学習院女子大学の雰囲気がまだ全然わからない新入学生、ゼミに
ついて検討を始めている２年生、普段話したことがない先生と話
したい３、４年生、ぜひ、みなさん 参加してください。

ランチがさらにおいしくなる時間となると思いますよ！？

英語コミュニケーション・
国際コミュニケーション学科教員と

申し込み方法は 次ページへ



「学習院女子大学 Linking プロジェクト」
～ 学生と教員の交流 with 図書館 ～

英語コミュニケーション学科国際コミュニケーション学科

🌸🌸 申し込み方法・参加までの流れ 🌸🌸

・ 以下の申し込みフォーム、もしくはQRコード（G-Portで確認）から
入力してください

フォーム： G-Portで確認してください
・ 参加の詳細は上記フォームの最初のページにありますので、

よく読んでください。
・ 当日、申し込み後配信されるZoom URLにアクセスしてください。
・ 申し込み締め切りは５月２９日（金）正午です。

🌸🌸 注意 🌸🌸

・ 原則、所属学科の教員のセッションに参加してください。
・ 他学科の先生のセッションにも参加できますが、

定員を超えた場合、所属学科の学生が優先されます。
・ カメラはなるべくオンにしてください！

開催日 教員 先生より一言

6月5日
(金) クレイサイモン先生 英国について英語で話そう！行った事ある人、

行きたい人でも気軽にどうぞ

6月12日
(金) 高橋礼子先生 英語コミュニケーション学科の学生としての四

年間について

6月15日
(月) 萓忠義先生 英語学習に関するよろず相談。英語学習法、デ

ジタル英語学習、留学など

開催日 教員 先生より一言

6月3日
(水) 大桃敏行先生 9月入学？遠隔授業？これからの教育を一緒に

考えてみましょう

6月4日
(木) 澤田知香子先生 本、映画、舞台芸術やヨーロッパ留学などが「守

備範囲」です
6月9日

(火) ウーゴミズコ先生 女子大キャンパスの魅力

6月11日
(木) 古庄信先生 英語とイギリス、学習院について、何でも気軽に

話しましょう

6月12日
(金) 畠山圭一先生 学習院女子大学の魅力や国コミでの学びなど、皆

さんの夢、希望、期待を聞かせてください

6月16日
(火) 佐久間みかよ先生 小説・映画からみる伝染病、ほかに巣ごもり生活

おすすめ映画など

6月18日
(木) 正本忍先生

私の専門はフランスの17・18世紀の歴史ですが、
その時代に限らず、フランスの歴史や文化に関心
の人はお気軽にどうぞ

6月19日
(金) 荘林幹太郎先生

Zoomでランチを食べながら、ポストコロナ社会
の「フードシステム」(種が農場で蒔かれてから
皆さんの食卓に届くまでのシステム）の形をまっ
たりと考えてみましょう

6月22日
(月) 金野純先生

教員の研究活動紹介、担当しているゼミナールの
紹介、その他参加学生からのさまざまな質問に答
えます

6月24日
(水) 伊藤由紀子先生 開発途上国のお話しもしますし、皆さんのお話も

聞かせてください
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