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︱学びの情熱尽きることなく︱
Ⅶ
大学施設編

大学施設編
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1. 受講生ラウンジ
立教セカンドステージ大学では、
受講生専用のラウンジを設けています。受講生ラウンジには、新聞、
雑誌、辞書、掲示板等の他に、パソコン、コピー機、ホワイトボードなども備えていますので、受講
生同士の「語らいの場」
「憩いの場」として活用する以外にも、パソコンを利用しての調べ物や資料
作成などにも利用できます。また、会議スペースは委員会活動など団体での会議・打ち合わせなどで
も利用することができます。
〈開室時間〉
平

日

9：00 〜 19：00

※土曜・日曜・祭日、休業期間中などはご利用いただけません。
※入学試験等により閉室する場合があります。
※団体で利用する場合には事前の申請が必要です。

2. ポール・ラッシュ・アスレティックセンター（PRAC）
Ⅶ

大学と池袋中高の学生・生徒が授業、課外活動で利用することを目的に建設された、地下 2 階地上
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5 階建ての総合体育館です。RSSC 受講生も、
室内温水プールを利用できます（個人利用開放日に限る）。
館名は、1925 年に来日し、日本にアメリカンフットボールを普及させるとともに、戦後のスポーツ
復興にも努めたポール・ラッシュ博士（元立教大学教授）に由来しています。
利用に関する詳細は web ページまたは、セカンドステージ大学事務室、PRAC1 階受付窓口でご確
認下さい。
http://s.rikkyo.ac.jp/prac

104

Campus Life Guidebook 2019

3. 図書館
立教大学図書館には図書や雑誌、新聞をはじめとしてさまざまな資料があります。オンライン資料
や講義内容に掲載されている資料などもありますので、学習・研究に役立ててください。
池袋キャンパス
■池袋図書館（ロイドホール）

新座キャンパス
■新座図書館（5・6 号館）
■新座保存書庫（訪問利用はできません。
）

※「山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム」 の利用はできません。

図書館
ウェブサイト

入

館

OPAC（Online Public Access Catalog）での蔵書検索、貸出冊数・貸出期間、
開館スケジュールなどが掲載されています。
http://library.rikkyo.ac.jp/

図書館を利用する際には、受講生証が必要です。
1. 固定書架および電動集密書架の資料
書架から自由に取り出して利用できます。閲覧した資料は書架に戻さず、返
本台に置いてください。

資料の利用

2. 自動書庫の資料
OPAC で検索した結果、
「配架場所」に〈出庫ボタン〉が表示されている資料は、
出庫を指示します。
「出庫依頼票」を印刷した上で、カウンターへ持参して、

貸出冊数・期間は、10 冊 2 週間です。受講生証を持参の上、カウンターまたは

貸出／返却

自動貸出機で貸出の手続きをしてください。資料の返却は池袋図書館と新座図

大学施設編

資料を受けとってください。

Ⅶ

自動書庫の資料です。
〈出庫ボタン〉をクリックして、V-Campus ID を入力し、

書館のどちらでも可能です。

他キャンパスの
資料の取り寄せ

池袋・新座キャンパス間では、互いに図書・製本雑誌などを取り寄せて利用す
ることができます（製本雑誌は貸出不可です）
。OPAC またはカウンターから
お申し込み下さい。禁帯出資料については複写を依頼することができます。

各図書館に設置されているコピー機で、本学所蔵の資料を著作権法の範囲内で

資料の複写

複写することができます。
料金 : モノクロ 1 枚 10 円、カラー 1 枚 40 円

※詳細は、図書館ウェブサイトや図書館の利用案内をご確認ください。
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4. メディアセンター
メディアセンターは、授業や研究、個人学習等で利用するパソコンやインターネット等情報環境で
ある V-Campus の提供と利用者への支援を行っています。
パソコン教室の利用や E-mail での情報交換、授業支援システム上での授業の

V-Campus で
何ができる？

予習・復習や課題の提出、携帯電話からの休講情報の確認など、V-Campus
では受講生生活を送る上で欠かせない情報環境が提供されています。詳細は
V-Campus のポータルサイト SPIRIT を参照してください。
https://spirit.rikkyo.ac.jp

V-Campus のサー
ビスを利用するに
は何が必要？

パソコン教室
の案内

受講生には入学時に V-Campus ID（受講生番号）およびパスワードを配付しま
す。V-Campus のサービスを利用するにはこの V-Campus ID が必要となります。
パスワードが分からなくなってしまった時は、再発行しますのでメディアセン
ター窓口まで申し出てください。
立教大学には、池袋キャンパスの 8 号館パソコン教室と新座キャンパスの 8 号
館パソコン教室を合計して、約 1600 台のパソコンが設置され、授業や自習等
で利用することができます。
キャンパス

池袋キャンパス

Ⅶ

所在
利用時間
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開室時間

窓口

8 号館
月〜金
土

新座キャンパス

3〜5階

8 号館

8：35 〜 21：00

月〜金

8：35 〜 17：00

土

8 号館

4階

2、3 階

8：35 〜 21：00
8：35 〜 17：00
8 号館

2階

※日曜・祝日、その他本学の定めた休日は閉室です。長期休暇中など開室時間が上記と異な
る場合は、掲示または下記ホームページでお知らせします。

http://s.rikkyo.ac.jp/pcrooms

パソコン教室で
何ができる？

インターネットでの情報収集や E-mail の利用、Word や Excel による課題やレ
ポート作成、PowerPoint によるプレゼンテーション資料作成など、授業や研
究に必要な資料の作成等ができます。

パソコン教室を利用するには
RSSC の受講生であれば、開室時間内に誰でも利用することができます。パソ
どうすればよい？
コンは V-Campus ID でログインして利用します。
誰でも利用できるの？
わからない
ときは？
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システムの利用等に関しての質問や相談は、メディアセンター受付窓口まで問い
合わせてください。初心者向けに日本語入力、電子メール、Word 等の IT スキルアッ
プ講習会も実施しています。詳細はメディアセンターで確認してください。

Campus Life Guidebook 2019

5. 学生食堂
本学には、受講生も利用できる下記の学生食堂があります。厚生施設としての学生食堂は、経済援
助の面からはできるだけ安価に、また、食生活の面からはバランスの取れた食事ができるように配慮
しています。
食

堂

名

第一食堂

新座

所

本館奥

レストラン

池袋

場

8:30〜17:30

貸

切

土曜は10:00〜17:30

○
○

5号館地下

10:00〜18:30

土曜は14:00まで

9 号館軽食堂

9号館1階

10:00〜15:30

土曜は14:30まで

9 号館売店

9号館1階

10:00〜17:30

土曜は14:30まで

カフェテリア山小屋

ウィリアムズホール2階

10:30〜19:00

土曜は17:00まで

14 号館売店

14号館1階

10:30〜13:00

土曜は11:00〜13:00

TULLY'S COFFEE

12号館1階

8:30〜20:00

土曜は18:00まで

学生食堂「Forest」

体育館手前

11:00〜15:00

土曜は14:00まで

○

学生食堂「こかげ」

4号館1階

10:00〜17:00

土曜は14:00まで

○

貸切利用が
できます

アイビー

営業時間（月〜土）

○

ゼミ等のパーティでの貸し切り利用ができます。利用を希望する団体は、
RSSC 事務室にご相談ください。

利用することができます。セントポールズ会館２階会議・宴会場を利用するにあたっては、空き状況

大学施設編

セントポールズ会館は、主として立教大学の卒業生のための施設ですが、RSSC の受講生も特別に

Ⅶ

6. セントポールズ会館

の確認、予約後、セントポールズ会館「会議・宴会場使用申込書」に記入の上、RSSC 事務室に提出
してください。
お問い合せ先は校友会事務局（03-3985-4588）まで。なお、詳細は校友会ホームページで確認してく
ださい。
開館時間

1 階レストラン（日比谷松本楼セントポールズ会館店）11：00 〜 21：00

休 館 日

日曜、月曜（5 月、6 月、10 月、11 月）
、祝日、その他大学休講日

お問い合せ先

03-3985-2638（日比谷松本楼セントポールズ会館店直通）
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7. セントポールプラザ
ホームページ：http://www.st-paulsplaza.com/
場
営業時間

所

ツイッター：@Rikkyo̲SPplaza

1F

2F

月〜金

24 時間

土

営業

3F
トラベルプラザ

ほけんプラザ

立教カード事務局

8:30 〜 18:00

10:00 〜 17:30

10:00 〜 17:30

10:00 〜 15:00

8:30 〜 13:00

10:00 〜 13:00

10:00 〜 13:00

休

※休業期間、入試期間、各種行事等により、営業時間の変更がありますので、ポスターまたは
ホームページを確認ください。

■ 1F コンビニエンスストア
各種日用品、
食品・飲料類のほか、医薬品も取り扱っています。
■ 2F 文具／サービスカウンター
文具を25％引きで販売しています。
立教グッズや雑貨・日用品・切手等を取り
扱っています。
また、
レンタカー・引越・コンタクトレンズ等の提携店紹介や
宅急便、
簡易製本機も設置しています。

池袋
キャンパス店

■ 2F 書籍／書籍検索サービス
教科書や書籍・雑誌を定価の 10％引きで販売しています。また店頭にない
書籍の取寄せもできます。立教キャリアアップセミナーの受講受付、TOEIC
（R）
、英検・独検・仏検・中検・秘書検定等の受付、各種国家試験や資格取
得講座の斡旋を割引価格にて行っています。
■ 3F
立教トラベルプラザ
国内・海外旅行・合宿・留学等、海外格安航空券、切符の手配もします。様々
な特典がありますので気軽に相談ください。
E-mail：travelplaza@rikkyo.ac.jp

Ⅶ

立教ほけんプラザ
国内・海外旅行・レクリエーション（登山、ゴルフ等）などの傷害保険を多数取り扱っています。
E-mail：sonpo@rikkyo.ac.jp
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立教カード事務局
立教カード入会申込を受け付けています。修了後も大学図書館を貸し出し
利用できるなど多くの特典があります。ぜひご入会ください。
（三井住友カードはインターネット入会が可能です）
E-mail：rikkyo̲card@grp.rikkyo.ne.jp

立教学院企画室事業事務局・人事部旅費担当・
（株）立教企画・
（株）立教オフィスマネジメント

場

所

営業時間

Family Mart

丸善キャンパスショップ

月〜金

8:30 〜 18:30

月〜金

8:50 〜 17:30

土

8:30 〜 14:00

土

8:50 〜 14:00

※休業期間、入試期間、各種行事等により、営業時間の変更がありますので、ポスターまたは
ホームページをご確認ください。

新座
キャンパス店
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■ Family Mart
コンビニ取扱商品のほか、文具、切手、立教グッズも取り揃えています。
文具は、25％引きで販売しています。サービス機能として宅配便、コピー機、
電子レンジも設置してあります。
■書籍（丸善キャンパスショップ）
教科書をはじめとする書籍や雑誌などを定価の 10％引きにて販売していま
す。店頭にない書籍の取寄せもできます。また、立教キャリアアップセミナー
の受講受付、TOEIC（R）
、英検・独検・仏検等の受付や資格取得講座の割引斡
旋も池袋キャンパス同様に行っています。
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8. チャペル
チャペルは、キリスト教に基づく教育を建学の精神とする立教大学のシンボルです。学生・受講生
がキリスト教の教えにつながる活動を体験し、触れることができる多様なプログラムを実施していま
す。多くのみなさんの参加をお待ちしています。また、チャプレン（学校付牧師）は学生の様々な相
談に対応しています。お気軽にチャペル会館をお訪ねください。
「祈り」のひとときは、
立教の一日に欠かせません。チャペルでは、学生・受講生・
教職員を対象に下記の定例礼拝をはじめ、クリスマス・イブ礼拝、成人祝福の
祈りなど、様々な形式の礼拝を行っています。信徒であるかないかにかかわら
ず、どなたでもご出席いただけます。ぜひご参加ください。
※早朝聖餐式、主日礼拝以外の礼拝は、授業期間中のみの実施です。
諸聖徒礼拝堂（池袋キャンパス）
●早朝聖餐式
立教の一日は礼拝で始まります。夏休みと年末年始を除いて毎朝 7 時か
ら聖餐式が行われ、学院各校のために祈りがささげられます。
●始業の祈り
学期中、月〜土曜の朝 8 時半から行われる礼拝です。パイプオルガンの
伴奏で聖歌を歌い、チャプレンの講話を聞き、一日の平安と世界平和を
祈るひとときです。

拝

Ⅶ

礼

●金曜礼拝
祈りがささげられます。
●主日礼拝
毎週日曜日、卒業生や地域の方などと共に礼拝を行っています。聖歌隊、

大学施設編

学期中、毎週金曜日の夕方に行われます。聖歌隊の美しい歌声とともに、

オルガン伴奏、祭壇奉仕などは学生キリスト教団体の学生たちが中心に
担います。
諸聖徒礼拝堂（池袋キャンパス）
早朝聖餐式

毎日

7:00 〜 7:30

始業の祈り

月〜土

8:20 〜 8:40

金曜礼拝

金

17:30 〜 18:30

主日礼拝

日

10:00 〜 11:30
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聖パウロ礼拝堂（新座キャンパス）
●チャペルアワー
学期中の火曜日、木曜日の昼休みに行われる礼拝です。聖歌を歌い、チャ
プレンの講話を聞き、静かに思いをめぐらすひとときです。
●夕の祈り

礼

拝

チャペル内に響くパイプオルガンの音に包まれて、１日をふりかえり、
疲れを癒し、新たに歩み出す祈りのひとときを共にする時間です。
聖パウロ礼拝堂（新座キャンパス）
チャペルアワー
木曜夕の祈り

聖書に学ぶ会

チャペル講演会
（Rikkyo University
Mission）

12:50 〜 13:10

木

17:15 〜 18:00

「聖書」が伝えるメッセージを、日常の身近な事柄の中から捉え、自分の生き
方を見つめなおしていくプログラムです。

現代の様々な問題や立教のアイデンティティを建学の精神であるキリスト教の
観点から考える講演会で、年１回開催します。

パイプオルガンをはじめ、教会音楽の魅力が楽しめるコンサートです。入場無

Ⅶ

コンサート

料・申込不要で年に 6 回ほど開催しています。
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チャペル

火・木

チャプレン

立教大学には聖公会から派遣された 5 人のチャプレンがいます。キリスト教や

（学校付牧師、

宗教に関することにかかわらず、悩みを抱えている方、誰かに話を聞いてもら

聖公会の司祭）

いたいと考えている方はチャプレンをお訪ねください。チャプレンへの相談は、

への相談

直接お声をおかけくださるか、チャプレン室事務課までお問い合わせください。

チャペルのプログラムの詳細についてはホームページをご覧いただくか、
チャプレン室事務課までお問い合わせください。
池袋チャプレン室事務課 TEL：03-3985-2698

新座チャプレン室事務課 TEL：048-471-6638

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/spirit/chapel/
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9. 人権・ハラスメント対策センター
人権は、何人も侵すことのできない人間の基本的権利です。しかし、私たちは気づかないうちに差
別的な発言や行動をして、相手の人権を侵害してしまうことがあります。人権について学び、考える
ことを通して、自分の人権と同様相手の人権を尊重して行動することが大切です。人権・ハラスメン
ト対策センターは、立教大学の構成員全員が、人権侵害を受けない、行わない、見過ごさないキャン
パスを目指して様々な活動を続けています。
人権・ハラスメント対策センターは、ハラスメントなどの人権侵害のないキャ
ンパスを目指した啓発活動のほか、それらの人権問題が発生した際に、一緒に
問題の状況を把握し、解決できるようサポートをおこないます。
キャンパス・ハラスメントとは、大学における教育、研究、業務等のあらゆ
る活動の中で、修学 や 就労に関する力関係や人間関係などの優位性を背景に
し、相手の意に反する言動によって相手の尊厳や人格を侵害すること、また、

人権・
ハラスメント
対策センター

修学 や 就労の環境を著しく阻害することを言います。性的に不快と思われる
言動を「セクシュアル・ハラスメント」、教育・研究に関連して生じる「アカ
デミック・ハラスメント」などが含まれます。キャンパス・ハラスメントと思
われる行為を受けたり、見聞きした場合は「人権・ハラスメント対策センター」
へ相談ください。
■事務局
場

人権・ハラスメント対策センター

所

池袋キャンパス：6 号館 1 階
月〜金

電

池袋キャンパス：03-3985-3192

話

ホームページ

新座キャンパス：048-471-7396

http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/human̲rights/
jinken@rikkyo.ac.jp

10. 診療所

大学施設編

E-mail

新座キャンパス：6 号館 3 階

9：00 〜 17：00

Ⅶ

開室時間

立教大学には、医療機関である「診療所」があります。病気治療などの場合に利用できます。利用
する場合は、受講生証と健康保険証を提示してください。

診療所

診療科目

内科

受付時間

月〜金

適用保険

社会保険、国民健康保険

休 診 日

土曜日、日曜日、祝日、大学で定められた日等。
その他、入試期間中の入構制限日。詳細は診療所の掲示板およびホーム
ページを確認してください。

9:00 〜 12:30 / 14:00 〜 16:00
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11. ボランティアセンター
ボランティアセンターは、立教大学生のボランティア活動を支援するための組織ですが、受講生が
地域貢献活動やボランティア活動に関わるための情報提供も可能です。お気軽にご相談ください。
注：学生を対象とした立教大学主催の各種キャンプ及びボランティアプログラムには受講生は参加
することができません。
（池袋キャンパス）５号館１階
開室時間：月〜金／ 9：00 〜 17：00

土／ 9：00 〜 12：30

日祝日／終日閉室（休日授業日は開室）
※上記の開室日時は、通常業務時の時間帯です。休日授業日、授業休講日、
一斉休業期間中は、開室日時が変更される場合がございます。ご確認下さい。
問合せ先：TEL ／ 03-3985-4651

FAX ／ 03-3985-4657

MAIL ／ volunteer@rikkyo.ac.jp

12. その他の施設
太刀川記念交流会館は、故太刀川正三郎氏（本学校友）のご令室故太刀川あさ
子氏のご篤志により 2007 年に新座キャンパスに建設された、立教学院に関わ
る多様な人々による多彩な交流活動を目的としたコミュニケーションセンター
です。ゼミナール・クラブ・サークル活動、会議、会合、講演会など、豊かな
実りある交流を実現するために活用してください。
施設概要

Ⅶ

ホール
会議室 2 室

大学施設編

宿泊室

太刀川記念
交流会館

シャワールーム

貸切りでのパーティ・会合や式典等で活用できます。
宿泊利用がある場合は、C タイプ 4 室の宿泊室になります。
A タイプ

2 人部屋（トイレ・シャワー付）3 室

B タイプ

2 人部屋（多目的トイレ・シャワー付）

4,500 円

1 室（車椅子利用者優先）

4,500 円

C タイプ

2 〜 4 人部屋 6 室

4,000 円

男女各 4 ブース（洗濯機・乾燥機もあります）

利用目的・条件
立教学院の学生・RSSC 受講生・生徒・児童・勤務員、卒業生、RSSC 修了生、
保護者または保証人が主催し、使用者が相互に交流する教育研究上の活動、行
事等のプログラムであること。
※受講生は 5 名以上の団体で利用してください。宿泊利用申込みの際には、専
任教職員の署名・捺印が必要です。
申込手順
① 電話等で、希望日時の空室状況を太刀川交流記念館事務室に問い合わせ
② 予約が可能な場合、
「代表責任者」を決めていただく。
（会議室、ホール使用の場合）
③ 利用開始日の 1 週間前までに「会議室使用申込書」
「ホール使用申込書」を
web からダウンロードし、必要事項を記入のうえ、RSSC 事務室に提出。
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（宿泊の場合）
③ 利用開始日の 2 週間前までに「宿泊仮予約書」
「宿泊申込書」
「宿泊者名簿」
を Web からダウンロードし、必要事項を記入のうえ、RSSC 事務室に提出。
④ RSSC 事務室にて、利用者または宿泊者（宿泊は受講生・修了生に限ります）
を確認のうえ、宿泊の場合は「宿泊仮予約書」に事務室が署名・捺印。
問い合わせ先
太刀川記念交流会館事務室（太刀川記念交流会館 1 階）

TEL：048-471-7770

受付時間：月・火・木・金曜日 13：00 〜 17：00

詳細は立教大学のホームページから

太刀川記念交流会館

で検索してくだ

さい。予約状況が閲覧でき、申込書もダウンロードできます。

本学は、東京国立博物館、国立科学博物館、東京都歴史文化財団の会員であり、
受講生は、受講生証の提示により平常展・常設展を無料で利用することができ
ます。特別展などの利用については、各機関のホームページで確認してくださ
い。

公共施設との
パートナー
シップ

東京国立博物館

国立科学博物館
大学パートナーシップ

国立科学博物館、筑波実験植物園、附属自然教育園

財）東京都歴史文化財団
パートナーシップ

東京都庭園美術館、東京都江戸東京博物館、江戸東
京たてもの園、東京都写真美術館、東京都現代美術
館 など
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東京国立博物館
キャンパスメンバーズ
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13. 受講生生活上の制約事項
立教セカンドステージ大学の受講生も、立教大学の在学生同様、様々な受講生生活に関する支援（図
書館、パソコン教室、食堂等の利用）を受けることができますが、次の事項に関しては利用できませ
んのでご了承ください。
○学割・通学定期の利用

○学生相談所の利用

○立教大学のクラブ・サークル活動への参加

○キャリアセンター（就職相談等）の利用

○奨学金制度の利用（学生部）

○国際センター（留学相談）の利用

○アルバイト紹介、
下宿・アパート紹介の利用
（学生部）
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