
「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・申し込み先・申し込み方法 内容詳細・関連URL

🌸🌸 7月20日
(月） 国際交流推進センター

韓国大好きな人、集まれ～！
韓国人留学生とチングヘヨ～
（友達になろう）

全員 20名
程度

G-Portを確認してください
（ここをクリック！）

詳細はG-Port 7月16日配信「韓国大好きイベント開催に
ついて」をご確認ください。

7月20日
(月）

雅祭第２弾！
弓道部 部活紹介 1年生 なし 弓道や部の活動について説明します。初心者の方大歓迎

です。お気軽にご参加ください。

🌸🌸 7月21日
（火） 日本文化学科 日文Q&A 日文

1年生 なし 学期末に向けて、成績や今後の大学生活のことなど、何
でもお尋ねください。

🌸🌸 7月21日
（火）

雅祭第２弾！
雅祭実行委員会

雅祭実行委員会について
～来年度の委員募集！！～ 全員 なし 雅祭について、私たちと一緒にランチをしながらお話し

ませんか？ぜひお気軽にご参加ください！

🌸🌸 7月21日
（火）

教務
Learning Support Room

スタディーグループ
「タイムマネジメント」 全員 6名 時間管理について知り、将来にも役立つスキルを身につ

けましょう！カメラ「ON」にして参加してください！

🌸🌸 7月22日
（水） 国際交流推進センター 協定留学生を送る会 全員 なし

今学期末で帰国する協定留学生への修了証授与の様子を
配信します。ぜひ、多くの方に見守っていただけると嬉
しいです！ 希望者は、一言お話しすることも可能です。

7月22日
（水）

学芸員課程
（岩淵・ウーゴ・
クレイ・工藤・李）

学芸員のお仕事、博物館、
文化遺産について 全員 20名

学芸員のお仕事や博物館、文化遺産について気軽にお話
ししましょう。未履修の方、履修を考えていらっしゃる
方も大歓迎です。

🌸🌸 7月22日
（水）

雅祭第２弾！
イメージ表象研究部 イメージ表象研究部の紹介 全員 なし 創作が好きな人、興味がある人是非ご参加下さい！

🌸🌸 7月22日
（水）

雅祭第２弾！
国際問題研究愛好会 活動紹介・交流 全員 なし 当愛好会は、国際政治の本を読み、教授による解説を受

けながら議論ができる場所です！気軽にお越し下さい！

🌸🌸 7月22日
（水）

雅祭第２弾！
箏曲部 箏曲部の部活説明会 全員 50名 初めての方も以前出席された方も大歓迎！活動紹介の他

に、大学の授業やレポート等の相談も予定しています。

2020年７月１７日（金）更新版
日付の 🌸🌸 マークは新しいセッションです！

今回は、お昼休みセッションもりだくさん！ 次ページに続きます！

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 今回のピックアップ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
① コロナ禍 春学期をオンライン授業受講して過ごされた協定留学生が帰国されます。次に会う機会を祈りながら、送り出しましょう～！
② 課外活動自粛の中、部活動を部員がオンラインで紹介、部員募集続いています！ ぜひ、この機会に！

https://g-port.gwc.gakushuin.ac.jp/campusweb_se/top.do
https://g-port.gwc.gakushuin.ac.jp/campusweb_se/top.do


お昼休み以外のイベント スケジュール

月日
（曜日） 時間 実施者・部署 内容 対象者 定員 Zoomの招待情報・申し込み先・方法 内容詳細・関連URL

🌸🌸 7月20日(月)
～

7月25日(土)
キャリア支援部 キャリア支援部スタッフによるES添削、

面接練習、就職活動全般に関する相談など 3, ４年生 各時間枠
１名

G-Portを確認してください
（ここをクリック！）

「就職お知らせ」をご確認ください。

🌸🌸 7月20,21,27,
28,30,31日 国際交流推進センター 国際交流推進センタースタッフによる

留学相談 全員 各時間枠
1名

詳細はG-Port 7月16日配信「Zoomによる留学
相談期間延長について」をご確認ください。

🌸🌸 7月21日
（火）

11:00～
13:00 キャリア支援部

オンライン相談会
大手企業人事経験者が答えます！就職活動に
関する不安・疑問を解決しよう！！

３年生 300名 「就職お知らせ」をご確認ください。

🌸🌸 7月22日
（水）

10:40～
11:50 キャリア支援部 グループディスカッション練習 ３年生 90名 「就職お知らせ」をご確認ください。

毎週
月～金

10:30～
17:30

（1枠30分）
教務
Learning Support Room オンライン個別相談 全員 各時間枠

1名
学習に関するお悩みついて、アドバイザーと個
別に相談することができます。

毎週
月・水・金

13:00～
15:00 大学院事務室 オンライン院生研究室 大学院生 なし オンラインで一緒に研究しています！

（おしゃべりも・・・）

2020年７月１７日（金）更新版
日付の 🌸🌸 マークは新しいセッションです！

夏休み前のスケジュール更新は7月23日（木）

「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・申し込み先・申し込み方法 内容詳細・関連URL

🌸🌸 7月24日
（金）

雅祭第２弾！
国際問題研究愛好会 活動紹介・交流 全員 なし

G-Portを確認してください
（ここをクリック！）

当愛好会は、国際政治の本を読み、教授による解説を受
けながら議論ができる場所です！気軽にお越し下さい！

🌸🌸 7月24日
（金） 国際交流推進センター

中華圏大好きな人、集まれ～！
中国・香港・台湾からの留学生と
友達になっチャイナ～☆

全員 20名
程度

詳細はG-Port 7月16日配信「中華圏大好きイベント開催
について」をご確認ください。

🌸🌸 7月28日
（火）

雅祭第２弾！
放送部 部活紹介 全員 なし 放送部に関心のある方はご参加ください。

https://g-port.gwc.gakushuin.ac.jp/campusweb_se/top.do
https://g-port.gwc.gakushuin.ac.jp/campusweb_se/top.do
https://g-port.gwc.gakushuin.ac.jp/campusweb_se/top.do
https://g-port.gwc.gakushuin.ac.jp/campusweb_se/top.do


「学習院女子大学 Linking プロジェクト」について

2020年度春学期の遠隔授業が開始・継続されています。大学は授業、ゼミ、自主勉強会等を通し、学生と教員が切磋琢磨しな
がら学ぶ場所です。そして通常であれば、部活動、委員会で学生がイベントを企画・実施したり、キャンパスで友達や教員と
ランチをして語り合ったり、キャンパスにあふれた情報の中から、興味ある活動を発見し参加したりします。こういった活
動・交流と学問を通し、幅広く深い教養や人間力・コミュニケーション力をつけながら、自らの未来を切り開いてゆく力を
持った学生を育ててゆくのが教育現場の目的です。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために登校できない中、「できない」ことづくめですが、そういった今、現状「だからこ
そできること」を念頭に、学習院女子大学ではいち早く大学での遠隔の学びの場を整備しました。そして、今回は「授業」以
外で皆さんが交流したり、教員と語り合ったり、情報を収集したりする場を「学習院女子大学 Linking プロジェクト」（原則、
平日お昼休みにランチを食べながら参加）と題して提供してゆきます。

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、以下をよく読み、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。
🌸🌸 お昼休み以外のセッション、イベント等もたくさん開催されています。大学の雰囲気を味わってください。
🌸🌸 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。

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