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  campus life !
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お問合せ：contact@aim.aoyama.ac.jp

……………

授業映像の配信

資料教材の配布

レポートの提出

テストの受講

アンケート

ディスカッション

CoursePower

がくせいポータルは　がくせいせいかつで　ひつような
すべてが　そろった　ひっす　アイテムだ !
リンクのさきに　おおくの　はっけんが　あるぞ ! ∨

履修登録 CoursePower 授業要覧 休講情報

学生ポータル

Eago Wing

AOYAMA
メール
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が
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ールを　か
つようしよ

う !　 ∨

You go
t a mail

 !!!!!

ｖレベル　アップ !!ｖレベル　アップ !!

ｖレベル　アップ !!ｖレベル　アップ !!

情報メディアセンター
Campus Guide MAP

携帯版

キャンパス　アグリーメント

ｖアイテム　ゲット !ｖアイテム　ゲット !

ほんがくでは　マイクロソフトしゃ や

マカフィーしゃ　の　ソフトを　むしょうで

インストールする　ことが　できるんじゃ !

まだ　インストールして　いないものは

PC サポートラウンジへ　いそげ !! ∨

PC サポートラウンジ
パソコンに　ついて　こまったら　ここに　かけこめ !

ノートパソコンの　かしだしや　パスワードの　へんこう

PC きょうしつの　あきじょうきょう　かくにん

など　さまざまな　ことが　できるぞ ! 　　　　　∨

ｖかいふく　しよう !ｖかいふく　しよう !

My Library Portal
がくがい　からでも　ほんの　けんさく

だけでなく　よやくや　へんきゃくきげんの　

えんちょうが　できるのじゃ !

がくせいポータル　からの　アクセスを　

　すいしょう　するぞ !　　　　　　　∨

貸出し予約 貸出し延長

検索

国際交流センター

かいがいの　だいがくとの　こうりゅうを　そくしんし

りゅうがく や ごがく・ぶんかけんしゅう などの

しえんを　してくれる　ばしょじゃ !

りゅうがくを　きぼうする　ものは いってみよう !　∨

ｖレベル　アップ !!ｖレベル　アップ !!

これまで　の　たび　は　どうじゃったかな？

この　ぼうけんで　てにいれた　スキル　を

かつようし　せまりくる　てき　に そなえよ !　∨

ファイト !!!ファイト !!!

しょくん

あおやまがくいんだいがく スキルアップのまへ 

ようこそ。

じょうほうメディアセンターでは さまざまな

ちしきや ぶきを よういしておる !!

これらを さいだいげんに つかいこなす　ことが 

きみたちの しめいで ある。

この　ぼうけんで これらを しゅうとくし　より

パワーアップするのじゃ !!        ∨

Z ドライブへの WEB アクセス (Proself)
がくがい からでも　インターネットけいゆで　

じぶんの　ドライブに　アクセス　できるぞ !!

しめきりまえに　やくだつこと　まちがいなしだ ! ∨

ｖレベル　アップ !!ｖレベル　アップ !!

ここが　じょうほうメディアセンターの　トップページじゃ !

この　ページを　おきにいりに　とうろくしないことには

なにも　はじまらないぞ !　∨ コースパワーは　じゅぎょうを　より　スムーズに　

しんこうするための　さまざまな　サービスを 

ていきょうして　おるぞ !　∨

あおやまがくいんだいがく　で　

みなさんのために　よういされた

これらの　サービスを　ぞんぶんに

つかって　より　じゅうじつした

キャンパスライフを　

おくってください !! ∨

情報メディアセンタースタッフ一同
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情報メディアセンター★★

… 無線 LAN利用可能場所

… 使用可能コンセント設置場所

 ステンドグラス (C 棟 )

　受胎告知から昇天までのイエス ・ キリストの生涯が

１０枚のステンドグラスで描かれています。 使用され

ているガラスは全部で 1,500 枚におよび、 室内から

眺めると外からの光を取り込んで綺麗に輝きます。

滝沢やまと氏によってデザインされました。

　学生、教員であれば誰でも利用できるフィッ

トネスセンター。

青山学院大学の学生 ・教職員の健康維持

増進と体育会の強化のために設立されま

した。 在学中に生活習慣病やダイエット

に対する正しい知識を身につけて、

カラダを動かすことの楽しさや必要性

を覚えましょう。

一般学生は年間 2,000 円、 体育会学生

は年間 1,000 円を払う事で登録でき

ます。 エアロビクスやヨガなどの

レッスンも多く開催しています。

お気軽にご参加ください。

 フィットネスセンター (H 棟 2 階）

　誰もが利用できる公開パソコン教室。 そのほとんど

が Windows のパソコンですが、 B420a 教室には 30 台

以上の iMac が並んでいます。 Microsoft Office のソ

フトは勿論、 Illustrator や Photoshop などのソフトも

利用可能です。 B 棟 4 階の奥地、 なおかつこの部屋

には最近 Mac が導入されたこともあり、 この部屋の存

在を知っている

人は少ないと思いますが

是非活用して下さい。

 公開パソコン教室 (B420a)

青山学院記念館

（大学体育館）

青山学院記念館

（大学体育館）

７号館７号館

17 号館17 号館

ガウチャー ・
メモリアル ・ ホール
(15 号館 )

ガウチャー ・
メモリアル ・ ホール
(15 号館 )

2 号館2 号館 11 号館11 号館

1 号館1 号館 総研ビル (14 号館 )総研ビル (14 号館 )

6 号館6号館

5 号館5 号館

3号館3号館
16 号館16 号館

4 号館4 号館
ウェスレーホールウェスレーホール

8 号館8 号館

9号館9号館

法人本部法人本部

大学図書館大学図書館

間島記念館間島記念館

10 号館10 号館

1 階

情報メディアセンター

1 階

情報メディアセンター

★★

平日 土曜日※ 祝日等で一部変更となる恐れがあります。

9:00    11:30
9:00    11:30

12:30           17:00

9:00  　　　　　　　　　　　　　　　　  20:00

9:00  　　　　　　　　　　　　　　　　  20:00
9:00    　　　　　　　　16:00

9:00    　　　　　　　　16:00

8:30  　( 水曜日は 18:00 まで営業 )　 18:30
8:30  　　　　　　　　　　  　17:00

10:00　　　　　　　  　17:00

10:30　   14:00
8:00　　　　　　　　　　　 　　         　　19:00

8:00　　  ( 土曜日も同様 )　   　　　　　　  　 20:00

9:00    　　　　　　15:00

学務、 学生生活、 進路 就職

　B 棟１階スチューデントセンター

図書館

　B 棟１階

PC サポートラウンジ

　B 棟４階

証明書自動発行機

 　B 棟１階エスカレーター下

  　F 棟１階ラウンジ

購買会

 　G 棟１階

旅行受付カウンター

 　G 棟１階

カフェテリア

 　G 棟１階

カフェテリア （コンビニ）

 　G 棟１階

窓口案内

8:00　　　　　　　　　　　 　　         　　19:00

無線 LAN 利用可能エリア
B 棟 1F スチューデントセンター内
B棟 1,2,3F 図書館 1,2,3 階の O棟側
Ｂ棟 2F B218 会議室
B棟 5F B522 講義準備室
B棟 6F B637 前ラウンジ・B638 前ラウンジ
Ｂ棟 7F B737 ・ B738 会議室
C棟屋外 CDEF 棟で囲われた中庭部分
D棟屋外 CDBO棟で囲われた屋外部分
D棟 1F D116 講師控室
D棟 1,2,3,4F　エスカレータ脇ラウンジ
D棟 2F D205,206,207,214,215,216 教室
E棟 2F ラウンジ・E202
F 棟 1F F101・F102 講師控室
F棟 1,2F 1F・2F 各ラウンジ
F棟 1,2,3,4F エスカレータ脇ラウンジ
G棟 1F,2F 食堂 1F、2F 全座席
N棟 1F エントランス付近ラウンジ

！ エリア拡充中です

SAGAMIHARA
CAMPUS
SAGAMIHARA
CAMPUS

緑豊かな

未来型キャンパス

緑豊かな

未来型キャンパス

広々としたキャンパスには、
充実した研究設備や
キャンパスライフを送るための
施設が充実しています。

AOYAMA GAKUIN UNIVERSITYAOYAMA GAKUIN UNIVERSITY

… 無線 LAN利用可能場所

… 使用可能コンセント設置場所

平日 日曜日※ 祝日等で一部変更となる恐れがあります。

窓口案内
無線 LAN 利用可能エリア
1 号館 1F   学生ラウンジ
1号館 1F   講師控室
7号館 1F   学生ロビー
8号館 1F   講師控室
8号館 1F   図書館学習室
14 号館
    第 10、11、12、15、16、17、18、19 会議室、
    大会議室（12 階）
    地下 1F 学生食堂（総研ビル地下部分のみ）
15 号館（ガウチャー）    第 13 会議室
17 号館   全フロア
大学図書館 B1F、1F、3F 閲覧室
メインストリート 
    1・2 号館前からガウチャー前付近
校内中庭 1 号館と本部棟の間
短大地下学生食堂 地下１F
短大中庭 ベンチ周辺

AOYAMA
CAMPUS
AOYAMA
CAMPUS

新旧共存

都市型キャンパス

新旧共存

都市型キャンパス

都心の立地を生かした
研究 ・ 文化創造の
情報発信基地をめざします。

 間島記念館

　正門から正面奥に見える青山学院の歴史と伝統

の建物です。 この建物は、 2008 年に国登録有形

文化財として登録されました。 校友会会長であり理

事であった間島弟彦が資金の寄付を申し出た後、

愛子夫人が遺志を継いで建設されたことが、 間島

記念館の名前の由来です。

AOYAMA GAKUIN UNIVERSITYAOYAMA GAKUIN UNIVERSITY

9:00    11:30
9:00    11:30

12:30                                 20:00

　9:00    　　　　　　　　　　　　　　　　　21:00

学務、 学生生活

　17 号館 2 階

進路 就職

　17 号館 2 階

図書館

PC サポートラウンジ 2 号館１階

購買会 1 号館１階

食堂   7 号館

         17 号館

証明書自動発行機

 7 号館１階 学生ラウンジ

 17 号館 2 階 廊下

 ｶﾞｳﾁｬｰ・ﾒﾓﾘｱﾙ・ﾎｰﾙ1 階

9:30   11:30
9:30     12:00

  12:30( 火 . 木は 17 時まで )19:00

　9:00  　　　　　　　　　　　　　　　  　　  21:40

　12:00                            19:00
　9:00  　　　　月～土　　　　　　　　  　　21:00
　9:00  　　　　月～土　　　 　　18:30

8:00  　　　　　    月～土　　　　　　　　　          22:00

　10:00  　 月～土　　   17:00

土曜日

ガウチャーメモリアルホール

　重厚な木製の扉とステンドグラスに彩られたエン

トランスが目を引く建物。 2001 年 9 月、 宣教師ジョ

ン ・ F ・ ガウチャーを記念して旧大学礼拝堂跡地に

建造されました。 現代的な高層建築でありながら、

チャペルの持つ厳かな雰囲気を大切にしています。

1 ～ 2 階は礼拝堂、 3 階以上は CALL 教室や研究室

という構造は 「信は知の土台なり」 という本学の

教育姿勢を表しています。

 点火祭

　クリスマス 4 週間前の金曜日

夜に礼拝を行い、 大きなクリスマ

スツリーに点火します。 参加者全

員でクリスマス ・ キャロルを歌い、

聖歌隊、 ハンドベル ・ クワイア、

ブラスバンドの演奏が加わり、

盛大な賛美になります。

また、 全員によるロウソクの

点火もあり、 闇に輝く光の

美しさを知ることが出来ます。

8:00  　 　　　 月～土　　 　　　　　　        20:00

至 東神奈川

Q 学外から成績が見れない。
A SecureMatrix を設定しましよう。
設定方法は学生ポータルの内容を熟読して
ください。それでも分からない場合はサポー
トラウンジにお越しください。

Q 学生証をなくしてしまった。
A 再発行の手続きは2000円必要です。
17号館 2階（青山）・B棟 1階（相模原）の
スチューデントセンターを訪ねましょう。

Q物をなくしてしまった。
A 遺失物センターに行きましょう。2号館1
階（青山）・N棟 1階N115（相模原）にあ
ります。

Q 学内のWi-Fi のパスワードが分からない。
A 下記URLをご参照ください。
http://www.agnoc.aoyama.ac.jp/network/wir
eless.html

Q 授業中に具合が悪くなってしまった。
A 7 号館 1階（青山）・H棟保健管理センター
（相模原）へ。

　5分
　160 円

　24 分
　330 円

　7分
　150 円

　28 分
　290 円

　13 分
　210 円

東京メトロ千代田線東京メトロ千代田線

青山キャンパス

相模原キャンパス

東急
田園
都市
線

東急
田園
都市
線

淵野辺

渋谷

表参道

町田

長津田

溝の口

登戸

代々木上原

計 500 円計 500 円

計 640 円計 640 円

JR 横浜線
JR 横浜線

至 橋本

※ 所要時間に乗換え時間は含まれていません。

JR 横浜線
JR 横浜線

相模原キャンパス ⇆ 青山キャンパス相模原キャンパス ⇆ 青山キャンパス

小田急小田原線小田急小田原線

1 時限　9:00～10:30

  礼拝 　10:30～11:00

2 時限　11:00～12:30

 昼休み   12:30～13:20

3 時限　13:20～14:50

4 時限　15:05～16:35

5 時限　16:50～18:20

6 時限　18:30～20:00

授 業 時 間 表

無線 LAN接続方法・パスワード
　青山学院大学の学生は、学内での無線 LANサービスを利用することができます。
無線 LANサービスの利用方法やパスワードについては、情報メディアセンターの
以下のページを参照ください。

！ パスワードは学内の PC からのみ閲覧が可能です。

！ エリア拡充中です


	20140131第一版表面
	20140131第一版裏面

