
＜お昼休みセッション＞ 添付資料２

月日 部署 タイトル 対象 定員 内容
5月27日 国際交流推進センター 協定留学経験者との座談会 全員 なし 　

5月27日
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 C.A.T.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 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 学生部 &  雅祭実行委員 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 学生部 ＆ 雅祭実行委員会 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 学生部 ＆ 雅祭実行委員会 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、弓道部他

6月3日 C.A.T.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 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
教務 Learning Support Room 
(LSR)

LSRの紹介と利用方法 全員 なし
皆さんの学習支援を行っているラーニングサポートルームについて紹介し
ます。お気軽にご参加下さい

6月4日 学生部 ＆ 雅祭実行委員 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 学生部 ＆ 雅祭実行委員会 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5日 大学院事務室 大学院生トーク 大学院生 なし 情報共有できる友達を作りたい人ご参加ください

6月16日 C.A.T.ルーム 気分転換とストレス解消法 2 全員 なし
一人で気軽にできるリラクゼーションを覚えて、自律神経のバランスを整
えましょう。

6月17日 教務Learning Support Room スタディーグループ「自主学習のすすめ」 全員 6名
自主学習のヒントだけでなく、英語の「自主トレ」方法も紹介します。
(Zoomでの実施)

6月22日
英語コミュニケーション学科 
萓忠義 教授

Learning English Online 全員 なし 他学科生もふるってご参加ください

6月23日
学芸員課程（岩淵・ウーゴ・工
藤・李）

学芸員のお仕事、博物館、文化遺産について 1、2年生 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。

6月23日 女子大学図書館 ようこそ図書館へ！ 全員 なし
図書館の様子、機能を動画を交えて紹介します。キャンパスに来る前に
バーチャル図書館体験をしてください!



月日 部署 タイトル 対象 定員 内容

6月24日 日本文化学科 内野 儀 教授 ハリウッド／Netflix映画の見方・楽しみ方 全員 なし

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制作エンタメ作品を、やや専門的な？見方・楽しみ方を話し
あう会です。1回目、盛り上がったので、またやります。前回不参加の方
も、大歓迎。

6月24日 国際交流推進センター 留学生の話を聞こう！（ドイツ） 全員 なし 協定留学生が自分の国と大学について紹介！

6月25日 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
詳細はG-Port 6月19日配信「韓国大好きな人、集まれ～！の開催につい
て」をご確認ください。

6月26日 教務 Learning Support Room スタディーグループ「レポートスキルアップ」 全員 6名
ワークショップを通じて、レポートを書く際に気をつける点を一緒に学び
ましょう。

6月29日 教職課程 教職課程2年生の情報交換会
教職課程
履修中の

2年生
なし

7月1日 国際交流推進センター 留学生ランチ交流会（ドイツ） 全員 ５名
6月24日（水）開催の「留学生の話を聞こう！」で発表した留学生と交流
する会です。

7月1日 C.A.T.ルーム 気分転換とストレス解消法３ 全員 なし
一人で気軽にできるリラクゼーションを覚えて、自律神経のバランスを整
えましょう。

7月2日 入試係 学女PRアンバサダー （広報スタッフ）説明会 全員 なし
高校生に学女の魅力を伝える広報スタッフを募集します！主な活動は、Web OCイベントの
出演、Web特集ページの企画・執筆など。企画・運営をやってみたい人、何か新しいことを
始めたい人、大歓迎です。

7月3日
英語コミュニケーション学科  
サイモン クレイ教授

How to keep up your English 全員 なし

7月8日
雅祭第２弾！軽音部（世界民謡
研究部）

実際のライブ映像などを交えた部活動紹介！ 全員 なし 生の声がきける！部員との交流・相談会！

7月8日 教職課程 教職課程履修希望者の相談・交流会

教職課程
履修希望
者(1年

生)

なし この企画はカメラオフで行います。気軽に質問などお出しください。

7月8日 国際交流推進センター 留学生の話を聞こう！（イギリス・エストニア） 全員 なし
協定留学生が、自分の国と大学について紹介します！　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。

7月9日 教務 Learning Support Room スタディーグループ 全員 ６名
ワークショップを通じて、レポートを書く際に気をつける点を一緒に学び
ましょう。カメラを「ON」にして参加してください。

7月13日 キャリア支援部
これからの大学生活、どう送る？　就活・将
来を少し考えてみよう

1年生 300名 キャリア支援部の紹介、就職活動基礎情報、今から意識しておくこと等



月日 部署 タイトル 対象 定員 内容

7月13日 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、主に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！気軽にお越しください！

7月14日 国際交流推進センター 留学生対象　第4回「おしゃべりミーティング」 留学生のみ なし 留学生同士の交流を深めること、情報交換をすることを目的としています。

7月14日 雅祭第２弾！航空部 航空部の活動紹介 全員 なし
私たちはグライダーというエンジンのついていない飛行機で空を飛ぶ活動
をしています！ぜひお気軽にご参加ください！

7月15日 雅祭第２弾！華道部 部員の生の声が聴ける！ 全員 なし 部員との交流・相談会！

7月15日 国際交流推進センター 留学生ランチ交流会（イギリス・エストニア） 全員 10名程度
6月24日（水）開催の「留学生の話を聞こう！」で発表した留学生と交流
する会です。

7月15日 キャリア支援部 今！知っておきたい！ 就活・将来に必ず役立つ話 ２年生 300名 キャリア支援部の紹介、就職活動基礎情報、今から意識しておくこと等
7月17日 雅祭第２弾！音楽部合唱団 部活動紹介（初心者も大歓迎） １・２年生 なし 歌うことが好きな方や、何か部活に入ってみたい方はぜひ来てみてください！

7月17日 雅祭第２弾！史学部 パワーポイントを使った部活動紹介！ 全員 なし
12:25から開始します。役員全員との交流・相談ができます！ぜひお越しく
ださい！

7月20日 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20日 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
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21日 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 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 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
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 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 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 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 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。

7月24日 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！



月日 部署 タイトル 対象 定員 内容

7月24日 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

全員 20名
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27日 雅祭第２弾！写真部 活動紹介・交流会 全員 なし
写真部は、自由に写真を撮ったり、みんなで撮影会をしています。お昼を
用意して、気軽に遊びに来てください♪

7月28日 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。

7月28日 環境教育センター 環境教育センターの活動紹介 全員 なし 環境教育センターの活動として、子ども達を対象としたエコサイエンス教室や食と農の体験
教室について説明します。１年生や２年生の方大歓迎です。

7月29日 雅祭第２弾！ラクロス部 新入生歓迎 新入生 なし ラクロス部の魅力についてお伝えします！MGもプレーヤーも募集中です！

7月30日 雅祭第２弾！史学部 パワーポイントを使った 全員 なし 役員全員との交流・相談ができます！ぜひお越しください！30日にいらっしゃれない方も
「申し込み方法」の欄の部のアドレスにお気軽にお問合せください

7月31日 雅祭第２弾！衣紋道さくら会 源氏物語の姫たちの十二単 全員 なし 源氏が愛した姫たちはどんな十二単を着ていたのでしょう？　部活自体に興味はなくても、
平安時代や趣深いものが好きな方はぜひお越し下さい！



＜お昼休み以外のイベント＞
部署 タイトル 対象 定員 内容

6月11日（木） 16:30～ C.A.T.ルーム  一人暮らしの人のウェルカムパーティー 全員 20名
毎年恒例、一人暮らしを始めた新入生と先輩たちの交流の場
です。詳細は、G-port 6月2日配信をご確認ください

6月　　　　 国際交流推進センター 留学相談会 全員 予約制
詳細はG-Port 5月30日配信「Zoomによる留学損団について」
をご確認ください

6月22日～26日 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

４年生 各時間枠１名 「就職お知らせ」をご確認ください。

6月26日までの
月・火・木・金

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 6月13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9日
14:40～
16:10

キャリア支援部 オンライン求人紹介 ４年生 80名程度 「就職お知らせ」をご確認ください。

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！

6月29日～7月3日 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

４年生 各時間枠１名 「就職お知らせ」をご確認ください。

7月9日
14:40～
16:10

キャリア支援部 オンライン求人紹介 ４年生 80名程度 「就職お知らせ」をご確認ください。

7月16日
10:00～
16:50

キャリア支援部 合同企業説明会 ４年生 300名程度 「就職お知らせ」をご確認ください。

7月21日までの
月・火・木・金

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 6月26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7日～7月18日 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 「就職お知らせ」をご確認ください。

7月9日
16:20～
17:20

キャリア支援部 知って不安解消！インターンシップでの学びを最大化
するためのガイダンス

３年生 300名 「就職お知らせ」をご確認ください。

7月14日 13:30～ キャリア支援部 グループ模擬面接 ４年生 各回10名 「就職お知らせ」をご確認ください。
7月17日 9:00～ キャリア支援部 グループ模擬面接 ３年生 各回20名 「就職お知らせ」をご確認ください。
7月20日(月)～
7月25日

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 「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
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 10:40～ 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。

日時


	Sheet1
	Sheet3

