








 調査数 とる
（単位%）

とらない
（単位%） 平均金額

全体 1,675 76.7 23.3 442円

文京キャンパス 1,036 68.6 31.4 458円
八王子国際キャンパス 639 89.8 10.2 422円

1 年 492 80.7 19.3 418円
2 年 508 78.3 21.7 420円
3 年 372 75.0 25.0 460円
4 年 303 69.6 30.4 502円

男子学生 1,155 75.3 24.7 451円
女子学生 520 79.8 20.2 423円

自宅 1,002 76.7 23.3 434円
自宅外 673 76.7 23.3 453円

経済的余裕あり※ 1 389 76.6 23.4 472円
経済的余裕なし 677 77.3 22.7 427円

キャリア意識「高」学生※ 2 237 79.3 20.7 457円
キャリア意識「低」学生 354 67.8 32.2 460円

クラブ・サークル熱「高」学生※ 3 500 82.2 17.8 443円
クラブ・サークル熱「中」学生 245 77.1 22.9 421円
クラブ・サークル熱「低」学生 163 71.8 28.2 430円
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ガイダンスのテーマ

平成29年度
研究所奨学論文・作品募集

全学年

アクセス方法

HP→学生生活→奨学金制度→研究所奨学論文・作品

●応募資格

●研究所別奨学論文

●研究所奨学作品

●研究所奨学論文・作品の書き方説明会

●奨学金（図書カード）

1

2

3

4

5

・本学学部生ならびに本学大学院生（博士後期課程は除く）。

・共同執筆も可。但し、執筆者数を5名以内とする。

・同一研究所への複数応募は認めない。

（1）最優秀賞	：	図書カード　50,000円
（2）優秀賞	 ：	図書カード　20,000円
（3）参加賞	 ：	図書カード　	 1,000円

No. 研究所 応募分野（テーマ）

1
経営経理
研究所

（1）商学 （2）経営学 （3）会計学  （4）国際ビジネス（貿易・観光
など） （5）商法 （6）税法 （7）IＴビジネス （8）ビジネス・エコノミッ
クス  （9）ビジネスプラン（事業計画書）

2
政治経済
研究所

政治、経済、法律に関するもの

3
言語文化
研究所

言語、言語教育、言語学習、言語文化に関するもの

4
理工学総合
研究所

理学、工学、自然科学及びデザインに関するもの

5
人文科学
研究所

（1）人文科学分野（哲学・文学・社会学・心理学・教育学・史学
など） （2）自然科学分野および、いわゆる人間科学分野に
関するもの

6
海外事情
研究所

（1）世界秩序の変化に関するもの （2）安全保障に関する
もの （3）日米同盟に関するもの

7
国際日本文化
研究所

日本文化論・日本文明論・日本精神論（文化から歴史、政治
まで）

8
国際開発
研究所

（1）開発協力問題に関するもの　（2）開発途上地域の歴史・
文化・社会・政治・経済等に関するもの　（3）災害からの
復旧・復興・再生に関するもの

9
日本語教育
研究所

（1）日本語または日本語研究に関するもの （2）日本語教育
または日本語教育研究に関するもの （3）言語文化論ある
いは日本語文化論に関するもの

10
イスラーム
研究所

イスラームの法学、神学、文化、社会などに関するもの

11
地方政治行政
研究所

地域における政治、行政、社会に関するもの

No. 研究所 応募分野（テーマ）

1
理工学総合
研究所

理学、工学、自然科学及びデザインに関するもの

文京キャンパス 八王子国際キャンパス

・	7/3（月）／6限	C307
　石毛昭範先生
・	7/6（木）／3限	C306	※

　島内高太先生

・	7/7（金）／昼休み	A309
　徳原悟先生

日時・場所 日時・場所

研究支援課（文京キャンパスC館2階）

お問い合わせ先

※経営経理研究所の「ビジネスプラン（事業計画書）」へ応募する学生対象の説明会。

※上記テーマ以外でも、皆さんの希望に沿ったガイダンスをいつでも行います。お気軽にご相談
　ください。

応募期日等の詳細については、本学ホームページをご覧ください。

【保護者の皆様へ】
学生生活懇談会にお越しください

お問い合わせ先

開催日程

開催日 対象	 開催場所

7/16（日） 近畿地区※１ 大阪市 ホテルグランヴィア大阪

8/  6（日） 栃木県 宇都宮市 宇都宮東武ホテルグランデ

8/20（日） 長野県 長野市 ホテルメトロポリタン長野

9/  2（土） 九州地区※２ 福岡市 ホテル日航福岡

9/  3（日） 九州地区※２ 熊本市 ザ・ニューホテル熊本

9/17（日） 千葉県 本学文京キャンパス

※１： 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県対象
※２： 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県対象

文京キャンパス 学生支援室 03-3947-7178

八王子国際キャンパス 八王子学生支援室 042-665-1449

図書館ガイダンスのお知らせ全学年

　図書館のサービスや資料、データベースの使い方を紹介するガイダンス

を実施しています。学生生活を送る上で大変役に立つ内容なので、ぜひ

ご参加ください。ガイダンスの開催日時は、図書館ホームページや図書館

サービスカウンター設置のチラシでご案内しています。

図書館ツアー＆本を探す方法

レポート作成のための図書館活用法

英語学習のための図書館活用法

拓大生のための新聞活用法

就活生のための図書館活用法

卒論・卒研のための図書館活用法

●

●

●

●

●

●
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大学からのお知らせ
Information From Takushoku University 文京

キャンパス
八王子国際
キャンパス

学期試験（前期）について全学年

　前期の学業成績は9月8日（金）より、Takudai Portalにて発表します。

Takudai Portal にログインし、各自、学業成績表を確認してください。
※学務課窓口での学業成績表の配付は行いません。
※成績評価に関して不明な点がある場合は、学業成績発表日（9月8日）より1か月以内に申し出て

ください。

　学期試験（前期）を正当な理由（電車遅延・疾病・就職活動等）で受験

できなかった学生について、次の要領で追試験を実施します。不正受験に対する措置

申し込み期限

申し込み場所

申し込みに必要な物

受験資格がないケース

追試験日程

受験上の注意

試験室での注意

　不正受験行為は学則違反であり、懲戒処分および当該科目無効と共に当該科目以

降に実施されるすべての試験科目が受験停止となります。

　例えば、授業中試験（前期）初日の1時限目に不正受験行為があった場合は、初日2時限

目以降の授業中試験（前期）と定期試験（前期）すべての試験科目が受験停止となります。

　不正行為と疑われる態度をとらないようにしてください。

授業中試験（前期）科目

※定期試験（前期）科目の追試験申し込み締め切り日は別途Takudai Portalで発表します。

履修しているキャンパスの学生支援室

①証明書（就職活動用欠席証明書・診断書・遅延証明書等）
②印鑑
③受験料（1科目：1,000円）

①申し込み期限が過ぎた場合
②正当な理由がなく証明書がない場合
③出席不良等により既に受験資格がない場合
④履修登録されていない科目

同一時限に試験が重複する場合

定期試験（前期）において、同一時限に2科目以上試験が重複する場合は次の

手続きを行ってください。

①各キャンパスの学務課窓口で所定の用紙にて届け出てください。 

　（7月26日（水）17：00まで）

②試験が重複する場合は別室での受験となりますので、当該科目を履修している

キャンパスの学務課の指示を受けてください。

交通機関の遅延

試験時間に間に合わない場合には、各交通機関発行の「遅延証明書」等を取得の

うえ、追試験の申込みを行ってください。

試験室ではすべて試験監督の指示に従ってください。

学生証は必ず持参

学生証の不携帯及び学生証の更新を行っていない場合は受験できません。学生証を

忘れた場合は、仮学生証（200円）の発行を当該科目を履修しているキャンパスの

学務課窓口で受けてください（仮学生証の交付は学期試験期間中1回のみ）。

試験室には10分前に着席

前時限の試験が終了していない場合は、終了してから入室してください。

学生証の呈示

試験室では写真面を表にして机の上、通路側の試験監督から良く見える位置に

置いてください。事前に学生証シールを更新しておいてください。

携帯電話は電源OFF

試験中に呼び出し音が鳴った場合は不正行為と見なします。

必要な文具以外はカバンの中に

教科書・参考書類の持ち込みが許可されている場合は、定められたもののみ机上に

置くことができます。

文具の貸し借りは禁止

やむを得ない場合は試験監督の許可を得てください。

学年・学科・学生番号・氏名ははっきりと

万年筆またはボールペンではっきりと記入してください。鉛筆の使用不可（答案は

鉛筆可。また指示がある場合はそれに従うこと）。

学期試験（前期）・学業成績発表・後期履修変更の日程

学期試験に当たっての注意事項

学業成績発表（前期）

追試験の申し込み

文京キャンパス
商・政経学部

八王子国際キャンパス
商・政経学部八王子履修学生/

外国語・工・国際学部

定期試験（前期）時間割発表 7/10（月）

前期補講期間 7/18（火）、19（水）、22（土）

授業中試験（前期） 7/24（月）～28（金） 7/24（月）～29（土）

定期試験（前期）科目重複申し込み締め切り 7/26（水） 17：00まで

定期試験（前期） 7/31（月）～8/4（金）

授業中試験（前期）科目追試験申し込み締め切り 7/29（土） 13：00まで 7/31（月） 16：00まで

追試験（前期） 8/8（火）～10（木） 8/30（水）～9/1（金）

学業成績発表（前期）（Takudai Portal） 9/8（金） 9:00

後期履修科目変更期間（Web履修登録） 9/12（火）～25（月）

後期授業開始 9/14（木）

※定期試験（前期）科目追試験申し込み
　締め切り日はTakudai Portalで発表します
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文京キャンパス

文京キャンパス

八王子国際キャンパス

八王子国際キャンパス

8/8（火）～10（木）

7/29（土）13：00まで

8/30（水）～9/1（金）

7/31（月）16：00まで
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派遣国

テーマ

派遣期間

タイ王国・マレーシア・シンガポール共和国（3か国）

団員

[引率教職員]

[学生]

団長  商学部准教授  太田　　実

 学生主事  松原　優子

 就職部八王子就職課  菅野　勝則

夏季休暇を迎えるにあたり

麗澤会海外派遣について

全学年

全学年伊藤 隆博 （法律政治学科2年）
井之上 和成 （法律政治学科2年）
田島 俊一郎 （法律政治学科2年）
但木 俊介 （法律政治学科2年）
カーオコム パッサラコーン （経済学科2年）
小沼 真之 （経済学科2年）
田口 晴康 （経済学科2年）
當仲 優月 （経済学科2年）
今田 あゆみ （法律政治学科3年）
近藤 孝 （法律政治学科3年）
山根 渉 （法律政治学科3年）
劉 海英 （経済学科3年）
小鷹 慧人 （経済学科3年）
千綾 耕輔 （経済学科3年）
牧 智陸 （経済学科3年）
川本 稜 （法律政治学科4年）
小橋 弘嵩 （法律政治学科4年）
武田 紘 （法律政治学科4年）
　 佳婕 （経済学科4年）
齊官 智子 （経済学科4年）

時本 裕貴 （機械システム工学科2年）
澁谷 優貴 （機械システム工学科3年）
山添 椋祐 （機械システム工学科4年）
VUONG VI DAT （電子システム工学科2年）
橘 朋美 （電子システム工学科3年）
奥秋 大輝 （電子システム工学科4年）
永冨 敬行 （情報工学科2年）
田中 幹生 （情報工学科3年）
北澤 佑太 （情報工学科4年）
神城 留衣 （デザイン学科2年）
大久保 恭利 （デザイン学科3年）
吹金原 滉耶 （デザイン学科4年）

　学生生活における夏季休暇は、前期学生生活を振り返りながら、不足

を補い自らが何かを自発的に求めることで十分に自己研鑽が可能となる、

極めて重要な時間と言えます。大学生として主体的に目標計画を立て、

以下の点に留意しながら有効活用されることを望みます。

　また、麗澤会各部会、委員会、愛好会で活動している学生諸君は、「体

育部員憲章」「クラブ・サークル会員憲章」を遵守して、部会員の人権尊

重・ハラスメントや体調管理に配慮し、節度と良識ある健全な活動を実践

されることを期待します。

　尚、合宿を実施する場合は次の事項を守り、合宿に臨んでください。

合宿実施上の留意点

学務課 窓口取扱時間

証明書自動発行機の稼働時間

就職課 窓口取扱時間・相談時間 

法令を遵守し、大学生としての自覚と責任ある行為・行動に

心掛けること

休暇中の諸計画は安全に心掛けること
※特に、海外渡航に際しては昨今の海外情勢を踏まえ、外務省が発出する渡航

情報及び報道等により、最新の治安・テロ情勢等の関連情報を確認すること

交通事故・登山事故等に遭わないように注意すること

飲酒によるトラブルのないように注意すること
※特に、「未成年者飲酒」・「体質的に受け付けない人への飲酒強要」・「イッキ

飲せ」等を厳に禁じる

合宿・アルバイト・旅行等でのトラブルのないように注意

すること

生活が不規則にならないように注意すること

合宿を実施する場合は部長・顧問に報告の上、事前に必ず

「合宿届」を提出してください。
（1）宿届の用紙は、両キャンパス学生支援室にありますので、記入

　  の上提出してください。

（2）予定変更は必ず連絡してください。

合宿に参加する学生は、必ず家族に合宿先・期間等を連絡

してください。各部会、愛好会の主将・会長は合宿参加者

にこれを徹底させてください。

体調が悪い場合は事前に医師の診断を受け、指示を仰いで

ください。また、合宿中に病気や怪我等が発生した場合、

速やかに医師の手当てを受け、その指示に従ってください。

合宿では精神的にも肉体的にも疲労が残り、様々な面で

注意力が低下し、事故が発生する危険性も高くなります

ので、合宿地へは公共の交通手段や両キャンパス学生

生活課の「貸切バス」を利用し、自家用車の利用は自粛

してください。

合宿期間中は規律正しく、各自健康管理に努め（特に飲酒

は慎み）、意義あるものとなるように心掛けてください。

※今夏も猛暑が予想されますので、特に『熱中症』に配慮した行動に心掛け

ること。また、学生の消費生活に関するトラブルが年々増加しているため、

「悪質商法」「マルチ商法的勧誘」等については、無用のトラブルに巻き込

まれないよう、注意喚起する。
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夏季期間中の
事務取扱・相談受付時間

8/7（月）～ 9/13（水） 

《午前》 10:00 ～11:30　《午後》 12:30 ～16:00

8/7（月）～ 9/13（水） 

10:00 ～16:00

8/7（月）～ 9/12（火） 

窓口取扱 : 10:00～16:00

相談受付 : 《午前》10:00～11:00 《午後》12:30～15:30

9/13（水）～

窓口取扱 : 平   日 9:00～17:00

 土曜日 9:00～13:00

相談受付 : 平   日 《午前》9:30～11:00 《午後》12:30～16:30

 土曜日 9:30～12:30

上記期間中の土日祝日、および8月12日（土）～ 17日（木）は閉鎖

します。※大学院窓口も含む

上記期間中の土日祝日、および8月12日（土）～17日（木）、8月 

30日（水）・31日(木）は閉鎖します。

ASEAN共同体について考える

～人材育成と地域統合の行方～

8/30（水）～9/10（日）

1年 大江 ほのか （国際学科）

2年 山﨑 のぞみ （経営学科） 栁田 真菜 （国際ビジネス学科）

3年 髙橋 佳佑 （国際ビジネス学科） 齋藤 麻佑子 （国際ビジネス学科）

 知久 遥香 （経済学科） 辻村 菜澄 （英米語学科）

 浅利 亮太 （国際学科） 進藤 大希 （国際学科）

4年 サイ・アウン・テイ・ルイン（国際ビジネス学科）

 谷口 智 （会計学科） 　 田 崇弘 （経済学科）
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平成30（2018）年度 大学院入試日程

平成29年度 奨学生発表

全学年

青木	 美波	（経営学科1年）
石垣	 比奈子	（経営学科1年）
小川	 弥生	（経営学科1年）
工藤	 理夏子	（経営学科1年）
杉木	 元陽	（経営学科1年）
中嶋	 遥稀	（経営学科1年）
補伽	 直紀	（経営学科1年）
横尾	 麗	（経営学科1年）
工藤	 有咲	（経営学科2年）
佐野	 美愛	（経営学科2年）
須加尾	 有希	（経営学科2年）
津金	 美緒	（経営学科2年）
羽田	 敦子	（経営学科2年）
福本	 紅音	（経営学科2年）
増田	 彩香	（経営学科3年）
池澤	 和輝	（経営学科4年）
安田	 優	（経営学科4年）
柚木	 伊織	（経営学科4年）
佐々木	 唯夏	（国際ビジネス学科1年）
村上	 彩夏	（国際ビジネス学科1年）
高橋	 れふあ	（国際ビジネス学科2年）
塚本	 可偉	（国際ビジネス学科2年）
平野	 杏妃	（国際ビジネス学科4年）
小林	 美青	（会計学科1年）
中垣	 怜於奈	（会計学科2年）
村上	 滉樹	（会計学科3年）
山口	 清隆	（会計学科4年）

青木	 優和	（経営学科2年）
飯塚	 清香	（経営学科2年）
北澤	 優衣	（経営学科2年）
吉村	 寧夏	（国際ビジネス学科2年）
白石	 晃子	（会計学科2年）
渡辺	 太貴	（会計学科2年）
區	 俊明	（経営学科3年）
伍	 莎　	（経営学科3年）
齋藤	 友香	（経営学科3年）
福島	 亜季	（経営学科3年）
渡部	 司	（経営学科3年）
池田	 莉彩	（国際ビジネス学科3年）
吉井	 美琴	（国際ビジネス学科3年）
河合	 美由貴	（会計学科3年）
岡島	 友也	（経営学科4年）
堀木	 健太郎	（経営学科4年）
李	 嘉琪	（経営学科4年）
金	 旻星	（国際ビジネス学科4年）
岡野	 美法	（国際ビジネス学科4年）
小西	 貴行	（会計学科4年）

石橋	 奈 	々（法律政治学科1年）
谷口	 理久	（法律政治学科2年）
中嶋	 一雅	（法律政治学科2年）
東山	 琴美	（法律政治学科4年）

伊藤	 隆博	（法律政治学科2年）
井之上	 和成	（法律政治学科2年）
田島	 俊一郎	（法律政治学科2年）
但木	 俊介	（法律政治学科2年）
カーオコム	パッサラコーン	（経済学科2年）
小沼	 真之	（経済学科2年）
田口	 晴康	（経済学科2年）
當仲	 優月	（経済学科2年）
今田	 あゆみ	（法律政治学科3年）
近藤	 孝	（法律政治学科3年）
山根	 渉	（法律政治学科3年）
劉	 海英	（経済学科3年）
小鷹	 慧人	（経済学科3年）
千綾	 耕輔	（経済学科3年）
牧	 智陸	（経済学科3年）
川本	 稜	（法律政治学科4年）
小橋	 弘嵩	（法律政治学科4年）
武田	 紘	（法律政治学科4年）
　	 佳婕	（経済学科4年）
齊官	 智子	（経済学科4年）

・出願には入学試験要項が必要です。要項は両キャンパス学務課窓口で配布しています。学内選抜・学内推薦用入試要項も配布しています。
・入試に関する相談は、文京キャンパスD館1階学務課（大学院）窓口へお気軽にお問い合わせ下さい。

学内推薦特別入試

Ⅰ期入試

願書受付期間 試験日 合格発表 手続締切

全研究科
博士前期課程／修士課程

郵送のみ  　9/ 4（月）～9/12（火）
郵送・窓口　9/13（水）～9/16（土）

経研・国研・地研   10/7（土）

 10/12（木）  10/20（金）
商研・工研・言研   10/8（日）

全研究科
博士後期課程

郵送のみ  　9/ 4（月）～9/12（火）
郵送・窓口　9/13（水）～9/16（土）

経研・国研 　　   10/7（土）

商研・工研・言研   10/8（日）

願書受付期間 試験日 合格発表 手続締切

経済学・国際協力学・
地方政治行政研究科
博士前期課程／修士課程

郵送のみ  　9/ 4（月）～9/12（火）
郵送・窓口　9/13（水）～9/16（土）

 10/7（土）

 10/12（木）  10/20（金）

商学・工学・言語教育研究科
博士前期課程・博士後期課程

郵送のみ  　9/ 4（月）～9/12（火）
郵送・窓口　9/13（水）～9/16（土）

 10/8（日）

特別奨学生

学部奨学生

商学部

商学部

政経学部

政経学部

外国語学部

工学部

国際学部

工学部

松本	 幸太朗	（英米語学科1年）
城近	 朝香	（英米語学科2年）
千葉	 美紅	（英米語学科2年）
森本	 ひなの	（英米語学科2年）
奥井	 友加	（英米語学科3年）
大澤	 研太	（英米語学科4年）
清水	 日華	（中国語学科4年）
鈴木	 結香	（中国語学科4年）
豊﨑	 甘綸	（スペイン語学科1年）
前田	 南海	（スペイン語学科2年）
小林	 望	（スペイン語学科4年）

遠藤	 実花子	（国際学科1年）
掛水	 敬太	（国際学科1年）
鈴木	 崇弘	（国際学科1年）
内田	 サラ	（国際学科2年）
向野	 文乃	（国際学科2年）
若狭	 裕人	（国際学科2年）
梅澤	 綾佳	（国際学科3年）
吉成	 智明	（国際学科3年）
北田	 龍成	（国際学科4年）
木村	 圭孝	（国際学科4年）
清田	 彩加	（国際学科4年）
山下	 佳輝	（国際学科4年）

時本	 裕貴	（機械システム工学科2年）
澁谷	 優貴	（機械システム工学科3年）
山添	 椋祐	（機械システム工学科4年）
VUONG	VI	DAT	（電子システム工学科2年）
橘	 朋美	（電子システム工学科3年）
奥秋	 大輝	（電子システム工学科4年）
永冨	 敬行	（情報工学科2年）
田中	 幹生	（情報工学科3年）
北澤	 佑太	（情報工学科4年）
神城	 留衣	（デザイン学科2年）
大久保	 恭利	（デザイン学科3年）
吹金原	 滉耶	（デザイン学科4年）

清水	 智瑛	（機械システム工学科1年）
鈴木	 翔太	（機械システム工学科3年）
白髪	 大輝	（機械システム工学科3年）
小野	 恵実	（機械システム工学科4年）
小笹	 友瑠璃	（機械システム工学科4年）
海方	 響	（情報工学科1年）
中山	 貴幸	（情報工学科4年）
茂木	 春乃	（デザイン学科1年）
力丸	 浩子	（デザイン学科2年）
枝	 尚行	（デザイン学科2年）

渡邉	 　翔太	（法律政治学科4年）
池田	 優太	（経済学科1年）
元田	 隼斗	（経済学科1年）
山本	 直樹	（経済学科1年）
若菜	 将也	（経済学科1年）
小島	 夏輝	（経済学科2年）
五十嵐	 章裕	（経済学科4年）
片野	 勇磨	（経済学科4年）
亀山	 明世	（経済学科4年）
藤本	 卓朗	（経済学科4年）
銘苅	 拳一郎	（経済学科4年）

（本学学生対象の入学試験で、合格者には入学金と学費の一部免除の特典があります）
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インフォメーション 対象 日程 場所 詳細掲載箇所 詳細掲載
開始予定日 問い合わせ先

ＭＯＳ試験対策講座説明会 全学年 　　 ７/4（火）・６（木）16:20〜17:00
7/7（金）12:50〜13:30 C201 近日中に掲載 就職課

日商ＰＣ検定試験対策講座
説明会（夏季休暇開講） 全学年 7/4（火）12:40〜13:10 合同セミナー室 掲載中 八王子就職課

ホテルビジネス実務検定試験
（Ｈ検）対策講座説明会
（後期開講）

全学年 7/12（水）12:40〜13:10 合同セミナー室 掲載中 八王子就職課

秘書検定２級対策講座説明会
（後期開講） 全学年

7/5（水）・11（火）・9/14（木）
16:20〜17:00

7/  5 C306
7/11 C201
9/14については学内
掲示板を確認 掲載中

就職課

7/3（月）・6（木）・9/20（水）
12:40〜13:10 合同セミナー室 八王子就職課

健康診断結果書の配付 全学年 7/28（金）まで 各キャンパス
医務室

掲載中 学生生活課

その他のお知らせ Takudai Portal　　　就職web　　　大学ホームページ　　　学内掲示板　　　　その他の媒体

文京キャンパス　　　 八王子国際キャンパス

その他

就職課　　03-3947-7205　　042-665-1467

開講日時

募集概要

講師 ： 濱口 和久

募集定員

受講料

講座会場

申込締切

申込場所

「防災検定（2級）」：高校卒業レベル〔合格者には「合格証」を発行〕

「防災検定（3級）」：中学校卒業レベル〔合格者には「合格証」を発行〕

9/30（土）、10/7（土）、14（土）、28（土）

第1時限目（14：00～15：00）、第2時限目（15：10～16：10）

30名（先着順）

5,000円（申込時に持参してください）

文京キャンパス

7/28（金）

研究支援課（オープンカレッジ） 文京キャンパス C館2階
Tel.03-3947-7166  E-mail:open@ofc.takushoku-u.ac.jp

夏休みを利用して
就職活動の準備を始めよう！

拓殖大学オープンカレッジ２０１７
「防災検定」講座 受講者募集

拓殖大学主催
●留学生対象合同企業説明会
●グローバル企業採用フェア

３年生 全学年

4年生

　学生時代の夏休みの過ごし方が自分の進路を決める上でも、就職

活動を行っていく上でも重要になります。ぜひ夏休みを有意義に過ご

してください。例えばインターンシップに参加する、ボランティア活動を

する、クラブ活動に力を入れる、アルバイトをする、旅行に行く、友達を

作るなど、学生時代にしか出来ないことに挑戦して、大いに見聞を広め

てください。

　そのさまざまな経験・体験が将来の進路・職業選択の判断基準にな

ることが多く、就職活動でのアピール材料にもなります。

　防災検定とは、防災を担う人材を幅広く育成することを目的とした

検定です。（一般財団法人防災教育推進協会）。当講座では、防災・

減災に関する大事なポイントを解説し、首都圏を襲う災害（地震、津波、

台風、洪水、火災など）への理解を深めます。加えて、日ごろからの対策、

避難方法、災害関連の法律（補償制度）、災害医療などについての知

識や技術を養います。日本で唯一の防災検定として、履歴書にも記載

できます。

拓殖大学地方政治行政研究所客員教授

拓殖大学地方政治行政研究所附属防災教育研究センター副センター長

　本学の留学生や海外で働きたい学生を採用したい優良企業が会社

説明会を行います。

　海外で働きたい日本人学生や日本で働きたい留学生は是非参加して

ください。

●日時

7/22（土）13：00～16：30

●実施方法

30分の説明会を2回行い、その後１時間のフリータイムを設けます。

説明会終了後は、選考会も行いますので内定にもつながることもあります。

最初の2社は興味のある企業の説明をじっくりと聞き、フリータイムでは

色々な企業を回ってみましょう。

●場所

文京キャンパスE館7階 E709教室

●注意事項

申込不要、入退場自由、スーツ着用、学生証持参

1

2

3

4

※最終日に、一般財団法人防災教育推進協会「防災検定（2級又は3級）」を実施します。
※受検級（防災検定2級又は3級）は自身で決めてください。

※参加企業については就職web、掲示板、Takudai Portalでお知らせします。 ※「受講申込書」は、拓殖大学ホームページより、ダウンロードしてください。
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  「社会人基礎力育成グランプリ」とは

ゼミナールや実験・実習、授業、フィールドワークなど、日々 の活動を通じて培った

「社会人基礎力」についてプレゼンテーションし、チームで競い合います。
※「社会人基礎力」とは、経済産業省が定めた能力評価基準のことで、基礎学力や専門
　知識とは別に、仕事をするうえで求められる基礎能力を指します。

  こんなことに役立ちます

・自分自身の振り返り（自己分析）になります

・目標設定の明確化、今後の就職活動の充実、活性化につながります

・他チームから刺激を受けることにより、自分たちの気付きが得られます

（学内選考会１、２位には賞金授与）　etc.

  関東地区大会、全国決勝大会へ

学内大会を勝ち抜いた後は、関東地区大会、１位は全国決勝大会へ

・観衆、大企業の人事、中小企業の社長の前でプレゼンします

・他大学の取り組みから刺激や気付きが得られます

（全国大会１位には経済産業大臣賞が授与されます）

AO入試（特別選抜試験）／兄弟姉妹

平成30年度 拓殖大学入試 
「AO入試（特別選抜試験）／兄弟姉妹」の
実施について

　拓殖大学では受験生の得意な科目や個性を生かせる多彩な

入学試験制度を用意しております。平成30年度入試では、兄弟

姉妹そろって本学で学ばせたいという強い要望に応え、１０月1日

に「AO入試（特別選抜試験）／兄弟姉妹」を実施します。

※願書は入学課までご請求ください。

お問い合わせ先

●募集人数

全学部全学科・若干名

●出願資格

下記の（１）～（３）の条件をすべて満たす者

（１）本学在学生および卒業生の兄弟姉妹

（２）本制度の趣旨を理解し、本学への入学を強く志望する学力・人物と

もに優れた者

（３）平成30年３月卒業見込みの者、または高等学校もしくは中等教育

学校を平成２9年３月卒業の者

●願書受付期間

9/11（月）～9/15（金）【消印有効】

●試験日

10/1（日）

●試験場

文京キャンパス

●合格発表日

10/7（土）

●入学手続締切日

10/31（火）

入学課

学費の納入について

学費振込手続きについて

お問い合わせ先

学費の２期分納を選択された方に、８月末日に後期学費振込用紙を保証人（留

学生、大学院生においては本人）宛に発送しますので、納入期限内に最寄りの

金融機関窓口、ＡＴＭおよびインターネットバンキングで納入してください。
※住所が変更になった場合は、速やかに学務課で手続をしてください。

●送付される振込用紙の要領に従い、手続きをしてください。

●印字されている口座番号、金額等は訂正しないでください。

●振込手数料は手続者の負担となります。

●領収書の再発行は致しません。

●大学窓口での収納業務は行っておりません。

●期限までに収納されない場合、除籍の対象となりますので、十分注意

　してください。

経理課

平成２９年度
後期学費納入について

納入期限　9/１（金）～9/29（金）

各学部の奨励制度

　TOEIC®等の語学検定で優秀な成績を収めた学生を表彰し、学生

の自発的な語学学習を奨励することを目的としています。夏季休暇を

有意義に活用し、これらの制度にぜひ挑戦してください。

商 学 部

政 経 学 部

外国語学部

工 学 部

国 際 学 部

奨 学 金

応 募 時 期

担 当 部 署

語学学習奨励制度（給付）全学年

全学年

全学年

社会人基礎力育成グランプリ
学内選考会 《10/2１（土）》
出場チーム募集！

　学内選考会説明会（出場チーム募集説明会）

参加の可否にかかわらず説明会に参加してみましょう。

5千円～5万円（各賞によって異なる）

11月～1月（各賞によって異なる）

学務課・八王子学務課

TOEFL® Test・TOEIC® Test賞、

第二外国語・日本語 学修奨励賞

TOEIC®賞、第二外国語・日本語 学修奨励賞

TOEIC® Test表彰制度、中国語検定テスト表彰制度、

スペイン語技能検定試験表彰制度、選択必修［外国語］

学習奨励制度

TOEIC® Test表彰制度

TOEIC® Test賞、地域言語学習奨励賞

  お問い合わせ先（窓口）

就職課（後藤）　八王子就職課（斉藤）

  お問い合わせ先（メール）

就職課・後藤（shushoku@ofc.takushoku-u.ac.jp）

文京キャンパス
7/11（火）17:00～17:30／E807教室

八王子国際キャンパス
7/10（月）12:35～13:15／合同セミナー室（A館2階）
7/14（金）12:35～13:15／合同セミナー室（A館2階）

過去のグランプリの映像を見ながら紹介します。

HP14-19_拓大345.indd 18　 データ更新日時　2017/06/21 18:08:20
W210×H297　 ＰＤＦ作成日時　2017/06/22 15:44:47
 loyal_X4_CS5.5_CC



21TACT 2017 Jul

Ⅱ．収支予算

収入の部

科目 予算 前年度予算 増減

学生生徒等納付金収入 11,493,977 11,518,534 △ 24,557

手数料収入 306,001 320,671 △ 14,670

寄付金収入 66,325 66,325 0

補助金収入 1,311,578 1,322,617 △　 11,039

資産売却収入 0 0 0

付随事業・収益事業収入 225,308 198,178 27,130

受取利息・配当金収入 5,094 9,253 △ 4,159

雑収入 486,238 407,726 78,512

借入金等収入 0 0 0

前受金収入 2,574,513 2,532,608 41,905

その他の収入 1,105,285 904,084 201,201

資金収入調整勘定 △ 2,905,655 △ 3,145,691 240,036

前年度繰越支払資金 12,247,615 12,026,911 220,703

収入の部合計 26,916,279 26,161,217 755,062

支出の部

科目 予算 前年度予算 増減

人件費支出 7,764,986 7,726,501 38,485

教育研究経費支出 3,777,445 3,555,669 221,776

管理経費支出 1,295,867 1,193,426 102,441

借入金等利息支出 34,271 33,218 1,053

借入金等返済支出 220,620 176,180 44,440

施設関係支出 344,911 411,903 △ 66,992

設備関係支出 658,321 319,031 339,290

資産運用支出 614,188 615,972 △ 1,784

その他の支出 455,992 509,011 △ 53,019

〔予備費〕 370,000 370,000 0

資金支出調整勘定 △ 723,089 △ 372,191 △　 350,898

翌年度繰越支払資金 12,102,767 11,622,496 480,271

支出の部合計 26,916,279 26,161,217 755,062

※　上記の表の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計など数値が計算上一致しない場合があります。 ※　上記の表の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計など数値が計算上一致しない場合があります。

科目 予算 前年度予算 増減

学生生徒等納付金 11,493,977 11,518,534 △ 24,557

手数料 306,001 320,671 △ 14,670

寄付金 66,325 66,325 0

経常費等補助金 1,297,019 1,281,203 15,816

付随事業収入 225,308 198,178 27,130

雑収入 486,238 407,726 78,512

教育活動収入計 13,874,868 13,792,637 82,231

科目 予算 前年度予算 増減

人件費 7,667,587 7,636,801 30,786

教育研究経費 4,981,712 4,730,930 250,782

管理経費 1,493,209 1,383,374 109,835

徴収不能額等 0 0 0

教育活動支出計 14,142,508 13,751,105 391,403

教育活動収支差額 △ 267,640 41,532 △ 309,172

科目 予算 前年度予算 増減

受取利息・配当金 5,094 9,253 △ 4,159

その他の教育活動外収入 0 0 0

教育活動外収入計 5,094 9,253 △ 4,159

科目 予算 前年度予算 増減

借入金等利息 34,271 33,218 1,053

その他の教育活動外支出 0 0 0

教育活動外支出計 34,271 33,218 1,053

教育活動外収支差額 △ 29,177 △ 23,965 △ 5,212

経常収支差額 △ 296,817 17,567 △ 314,384

科目 予算 前年度予算 増減

資産売却差額 0 0 0

その他の特別収入 14,559 41,414 △ 26,855

特別収入計 14,559 41,414 △ 26,855

科目 予算 前年度予算 増減

資産処分差額 596 172 424

その他の特別支出 0 0 0

特別支出計 596 172 424

特別収支差額 13,963 41,242 △ 27,279

［予備費］ 370,000 370,000 0

基本金組入前当年度収支差額 △ 652,854 △ 311,191 △ 341,663

基本金組入額合計 △ 503,937 △ 615,073 111,136

当年度収支差額 △ 1,156,791 △ 926,264 △ 230,527

前年度繰越収支差額 △ 14,497,300 △ 13,571,036 △ 926,264

基本金取崩額 0 0 0

翌年度繰越収支差額 △ 15,654,091 △ 14,497,300 △ 1,156,791

（参考）
事業活動収入計 13,894,521 13,843,304 51,217

事業活動支出計 14,547,375 14,154,495 392,880

平成２9年度
学校法人拓殖大学事業活動収支予算（総括表）
平成２9年４月１日から平成30年３月３１日まで

平成２9年度予算の概要

　資金収支予算は、法人全体で２６９億１，６２７万円を見込み、前年度予算（平成

２８年度補正予算）２６１億６，１２１万円に対し７億５，５０６万円、２．８９％の増額とな

りました。主な内容は、収入の部では、学生生徒等納付金収入、手数料収入、補

助金収入等で減額を見込みましたが、付随事業・収益事業収入、雑収入、前受金

収入、その他の収入等で増額を見込みました。支出の部では、施設関係支出、その

他の支出等で減額を見込みましたが、人件費支出、教育研究経費支出、管理経

費支出、設備関係支出等で増額を見込みました。

注）　学校法人会計基準の改正により、平成２７年度予算から書式等が変更となっています。

平成２9年度
学校法人拓殖大学資金収支予算（総括表）
平成２9年４月１日から平成30年３月３１日まで

　事業活動収支予算は、法人全体の教育活動収入で１３８億７，４８６万円を見

込み、前年度予算１３７億９，２６３万円に対し８，２２３万円、０．６０％の増額を見込

みました。経常収支差額は△２億９，６８１万円、特別収支差額は＋１，３９６万円を

見込み、これら収支差額から予備費を控除した基本金組入前当年度収支差額

は△６億５，２８５万円を見込みました。尚、基本金組入後の当年度収支差額は△

１１億５，６７９万円となりました。
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事業計画・予算について
　３月２５日（土）開催の平成２８年度定時評議員会において、「平成２９年度学校法人拓殖大学事業計画・予算案」が審議され、原案どおり承認されました。

　２０２０年に向けて本学が向かうべき大学教育全体の将来像として策定した「拓殖大学教育ルネサンス２０２０ －グランドデザイン－」に基づき、改革・改善

実現のため「２０２０ ＴＡＫＵＳＨＯＫＵ ＮＥＷ ＯＲＡＮＧＥ ＰＲＯＪＥＣＴ」がスタートし、グローバル人材の育成、就職やキャリア教育のサポート、スポーツ振興等を

推進していきます。また、引き続き八王子国際キャンパスの活性化と施設の整備を進めていきます。

　事業実施にあたっては、費用対効果を原則とし、経費削減につとめ、財政基盤の健全性と安定を前提に取り組んでいきます。

　平成２９年度の事業計画及び予算の概要は、次のとおりです。

Ⅰ.事業計画

平成29年度（２０１7年度）

平成２９年度事業概要　

八王子国際キャンパス整備事業
●八王子Ａ館外壁塗装等

●八王子Ａ館変電室更新

●八王子Ａ館教室等電話設置

●八王子Ａ館５０人教室・ゼミ教室ＡＶ機器更新

●八王子Ａ館４０１教室改修工事等

●八王子Ａ館女子トイレジェットタオル取付

●八王子Ａ館・Ｃ館・麗澤会館マイク設備更新

●八王子Ａ館・麗澤会館プロジェクタ更新

●八王子Ｃ館１０１･１０２･２０１･２０２教室ＡＶ機器更新

●八王子Ｄ館空調設備更新

●八王子Ｄ館２０３･２０４･２０５教室プロジェクタ設置

●八王子工学部棟北側屋上防水工事

●八王子工学部棟ＰＣ教室１･３･４及び情報実験室Ⅰ機器更新

●八王子工学部棟エレクトロニクス実験室Ⅰ空調機設置

●八王子管理研究棟１階廊下他共用部修繕

●八王子管理研究棟１階女子トイレ改修工事

教育ルネサンスプロジェクト
「英語力の強化・向上」、「実践的な職業教育の充実」、「ゼミナール教育の充実と

強化」

2020 ＴＡＫＵＳＨＯＫＵ ＮＥＷ ＯＲＡＮＧＥ ＰＲＯＪＥＣＴ
●グローバル人材育成のための国際交流や海外研修、留学生教育の推進強化

　（国際交流サロン「オレンジサロン」の充実、国際交流日帰り研修他）

●学生生活充実のための支援活動

　（被災地復興支援ボランティア、学生参加の救命講習会の実施他）

●就職活動やキャリア教育に関するサポート活動

　（学生による企業取材、企業向けオープンキャンパスの実施他）

●スポーツ振興の推進～東京オリンピック・パラリンピックに向けて～

　（スポーツオープンキャンパスの実施、スポーツフォーラムの開催他）

●女子学生満足度向上のための諸活動

　（OMOTENASHI T-girls シーズンイベントの開催、学生による高校「母校」訪問他）

その他
●２０１８次期学務システム更新

●教育研究用ネットワーク機器更新

●工学部学務管理システム機器更新

●文京Ｃ館大教室（１０１･２０１･３０１･４０１･５０１）マルチメディア設備更新

●文京Ｃ館ＰＣ教室・ＣＡＬＬ教室機器更新 

●熊本地震被災の新入生奨学支援

●就職ガイダンスの充実

●八王子図書館環境整備

●陸上競技場外周グリーンダスト舗装補修

●アーチェリー場トイレ整備

●文京留学生寮室内給水・給湯配管切替工事

●八王子留学生寮ルームエアコン清掃

●文京設備維持管理（冷温水発生装置、入退室監視装置他）

●文京東門守衛所屋上防水・外壁塗装工事

●国際教育会館電話交換設備更新

●八王子中央監視システム更新

●八王子図書館ハロゲン消火設備点検

大学
●ホームページ（学部・大学院）更新

●防災備蓄品（非常食）の購入

●事務ＬＡＮ用機器更新

●教職員身分証明書の更新

●中国国家外国専家局交流３０周年記念事業

●拓殖大学杯サッカー大会４０周年記念事業

北海道短期大学 

●農産加工実習室エアコン・食品加工機器等設置

●農場大型ビニールハウス更新

第一高等学校 

●空調換気設備（中央監視装置リモートユニット）更新

●図書閲覧室レイアウト変更

●プロジェクタ等映像機器更新

●授業用楽器等購入

●カフェテリア厨房機器更新及び修理

  １．拓殖大学教育ルネサンス２０２０

  2．学生支援関連

  3．その他の施設・設備関連

  4．設置校・その他
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平成２9年度の主な事業は、次のとおりとなっています。
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