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50音順

●ア　行●

アーチェリー部　課外―5
アカウント　ｅ―54 ～ 57
アカデミック・ハラスメント（アカハラ）

学生―27
悪質宗教　学生―77
悪質商法　学生―62 ～ 66
預り金制度　学生―34
アパート紹介　学生―60
アメリカンフットボール部　課外―5
アルバイト紹介　学生―58、59
遺失物　学生―57
一年次セミナー �0�　
　　履修―8、40
一年次セミナー �02　
　　履修―8、40
インコンプリート　履修―�8
飲　酒　学生―24
インストール　ｅ―�2
インターネット　ｅ―6 ～ 7、�6 ～ �9
　——の情報モラル　ｅ―20、2�
　——を使った犯罪　学生―7� ～ 73
　——への接続　ｅ―�8、�9
引　用　ｅ―26
ウィンターセッション　履修―5
エアロビックチーム　課外―6
映画研究部　課外―23
エコマーク　学生―�2
遠隔地被扶養者証　学生―79、�02
演劇部　課外―23
演　習　履修―9
オートバイ通学の禁止　学生―22
小原応急奨学金　学生―49
小原記念館　学生―��0
オフィスソフト　ｅ―37 ～ 39
オンラインソフト　ｅ―�2
　　

●カ　行●

海外留学　履修―22
外国語科目の科目履修免除　履修―36
介護等体験　教職―�7、2�、22
介護等体験に関する規則　

　　教職―86、87
火気注意　学生―25
学　位　履修―5、26
　――の授与　履修―5
学芸員　履修―�84 ～ �85
学研災　→学生教育研究災害傷害保険　
学研災付帯賠償責任保険　学生―53
学際科目群　履修―7、39
学士課程教育　履修―4
学士課程教育センター　学生―�09
学習継続条件　履修―24
学術研究所　学生―�08
学士力　履修―4
学生Webメールシステム　
　　ｅ―72、73
学生教育研究災害傷害保険　
　　学生―52、53
学生時間割表　履修―30
学生証（IDカード）　学生―30、3�
　――の紛失　学生―3�
学生傷害医療見舞金　学生―53
学生処分規程　学生―�60
学生生活規程　学生―�53 ～ �59
学生センター　学生―84、87
学生相談（ＳＡＳ）　学生―20
学生相談室　学生―87
学生表彰制度　学生―56
学生防災ボランティア隊　課外―25
学生ポートフォリオ　ｅ―76 ～ 77
学生用メールサーバの利用に関する内規　

ｅ―9�
学生要覧Webサイト　ｅ―5�
学生呼出　学生―�8
学　籍　学生―30
学籍情報変更　学生―34
学籍番号　学生―30
学　則　→玉川大学学則　
学長賞　学生―56
学長特別賞　学生―56
学的根拠に立てる教育　学生―�0
学　費　学生―85、�09
学問領域　履修―3�
学割証　学生―33
合唱団　課外―24
画像処理　ｅ―46、47
学科科目群　履修―6、7
学級担任　学生―�9

学校感染症　学生―36
学校図書館司書教諭　履修―�8�
学校法人玉川学園情報システム運用基本規程
　　ｅ―84 ～ 88
科目記号　履修―3�
科目等履修生　学生―44、45
科目番号　履修―3�
空手道部（松涛館）　課外―6
空手道部（和道会）　課外―7
仮学生証　学生―3�
カリキュラム　履修―6
咸宜園　学生―���
環境エデュケーター　
　　履修―�86 ～ �87
環境再生医初級　履修―�90
環境への取り組み　学生―�2
環境方針　学生―�3
環境マネジメントシステム内部監査員　
　　履修―�75
管弦楽団　課外―24
観光学部　履修―�63 ～ �7�
観光学科　履修―�65 ～ �7�
機械情報システム学科　
　　履修―8� ～ 85
器械体操部　課外―7
器楽演習室　学生―�26
器楽教室　学生―�26
ギターアンサンブル部　課外―25
喫　煙　学生―24
記念体育館　学生―�3�
忌引き　学生―37
基本情報技術者　履修―�98
キャリアセンター　
　　学生―84、92 ～ 95
キャンパスネットワーク　ｅ―50
キャンパスルール　学生―2�
キャンパス案内図　学生―巻末
キャンプインストラクター　
　　履修―200
休　学　学生―38、39
休学中の授業料　学生―38
休学願　学生―38
休　講　履修―�0、学生―28
弓道部　課外―8
教育学部　履修―�07 ～ �23
教育学科　履修―�09 ～ �20
教育課程表の見方　履修―38

総合索引
■冊子名は下記の略称を使用しています。
　履修=履修ガイド、学生=学生生活ガイド、教職=教職課程受講ガイド
　e=e-Educationガイド　課外=課外活動ガイド
■ 漢字・ひらがな・カタカナ・数字で始まる項目は「50音順」、アルファベット

で始まる項目は「アルファベット順」に収録されています。
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教育環境研究部　課外―26
教育企画部　学生―�09
教育実習　教職―23 ～ 25
教育実習に関する規則　教職―88
教育職員免許状　教職―3、�7
教育博物館　学生―�04、�32
教育ローン　学生―�9、85、�09
教員一覧　履修―�5
教員採用試験　教職―26 ～ 29
教員との連絡　学生―20
教学事務棟　学生―84、�32
教学部　学生―86
教科書の購入　学生―�06
教科に関する科目　教職―�3、32
教科又は教職に関する科目　
　　教職―�3、33
教師教育リサーチセンター　
　　学生―85、96、97、教職―6
教　室　学生―��6 ～ �29
　――の利用　学生―35
教室変更　学生―�8
教授会　学生―38 ～ 40
教職課程（教育実習）受講届　教職―8
教職課程の受講取消　教職―8
教職課程の登録　教職―8
教職課程履修規則　教職―84
教職関連科目群　履修―7、39
教職実践演習　教職―�3
教職に関する科目　教職―�3、33
共同授業　履修―22
緊急事態　学生―28
クーリングオフ制度　学生―67 ～ 69
グラウンドの利用　学生―35
クリスマス礼拝　履修―5
クレジットカード　学生―70
経営学部　履修―95 ～ �06
警　告　履修―24
掲　示　学生―�8、25
掲示板　学生―�8
芸術学部　履修―�25 ～ �48
継続学習センター　学生―85、�05
携帯電話　学生―�8、26
　――を使った犯罪　学生―7�
経理部　学生―�9、85、�09
ケ　ガ　履修―�7、学生―�9、84
欠　席　履修―��、学生―36、37
欠席届　学生―36
研究管理棟５階　学生―�29
研究生　学生―46
健康院　学生―84、�02、�03
健康診断　履修―4
健康診断書　学生―�03
健康保険証　学生―�02
言語表現科目群　履修―6、39
研修行事　履修―5
剣道部　課外―8
校　歌　学生―9

工学部　履修―79 ～ 93
講　義　履修―9
講義要覧　履修―�2
工芸校舎　学生―�27
公　欠　学生―36、37
硬式庭球部　課外―9
硬式野球部　課外―9
工事担任者　履修―�95
校　舎　学生―��6 ～ �32
　――の利用　学生―35
校　章　学生―9
交通機関の不通　学生―28、37
講　堂　学生―��0、�30
高等学校教諭　教職―3
購買部　学生―85、�06
購買部教科書販売　ｅ―5�
国際教育　学生―��
国際教育センター
　　履修―22
　　学生―85、�00、�0�
国際経営学科　履修―97 ～ 98
国民年金保険「学生納付特例制度」　
　　学生―53
個人情報　学生―80
個人情報保護　学生―�4、�5
個人情報保護方針　学生―�4
コスモス祭　履修―5
個性尊重　学生―�0
国家資格　履修―�74、�75
500番台科目　履修―3�
ゴミの分別収集　学生―�3
ゴルフ部　課外―�0
コンピュータ・ウィルス対策　
　　ｅ―28、29

●サ　行●

災　害　学生―28
在学証明書　学生―32
再入学　学生―42
サッカー部　課外―�0
茶道部　課外―26
サマーセッション　履修―4
300番台科目　履修―3�
資　格　履修―�74 ～ 203
自学自律　学生―�0
試　験　履修―9、�6、�7
試験規程　履修―206 ～ 207
試験時間割　履修―�6
事　故　学生―28
地　震　学生―28
自然科学科目群　履修―7、39
自然の尊重　学生―�0
視聴覚センター　学生―�30
実技・実験・実習　履修―9
実技・実験棟　学生―�28
実務家教員　教職―7

師弟間の温情　学生―�0
自転車通学　学生―23
自動車工学研究部　課外―27
自動車通学の禁止　学生―22
児童のための心の教育指導者
　　履修―��7
児童のための体育教育指導者
　　履修―��7
児童のための野外活動指導者
　　履修―��7
社会科学科目群　履修―7、39
社会教育主事　履修―�83
社会調査士　履修―202
写真部　課外―27
宗教活動　学生―26
修業年限　履修―26、学生―43
就職活動　学生―84、92 ～ 95
柔道部　課外―��
修得単位から見た学年　履修―24
拾得物　学生―57
�2の教育信条　学生―�0、��
授  業　履修―�0
　――のしくみ　履修―�0
授業運営課　学生―84
授業コード　履修―�4
授業時間　履修―9、�0、35
授業時間割　履修―�4
　――の変更　履修―�0
出　席　履修―��
出版部　学生―�09
首都圏西部大学／ネットワーク多摩単位互

換制度および共同授業
　　履修―23、32
樹木医補　履修―�75
奨学金　学生―�9、48 ～ 5�
松下村塾　学生―��0
小学校英語指導者　履修―20�
小学校教諭　教職―3
情報検索　ｅ―40 ～ 43
情報漏洩対策　ｅ―30 ～ 33
証明書　学生―32、33
証明書自動発行機　学生―33
証明書発行カウンター
　　学生―32 ～ 34,84
少林寺拳法部　　課外―��
食　堂　学生―�07
食品衛生監視員　履修―�94
食品衛生管理者　履修―�94
除　籍　学生―40
初年次教育　履修―8
シラバス　履修―�3
診断書　学生―36
進度チェック　→履修条件　
人文科学科目群　履修―7、39
水泳部　　課外―�2
推奨パソコン　ｅ―8
吹奏楽団　　課外―28
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スキー部　　課外―�2
スキャナ　ｅ―�0
性感染症（ＳＴＤ）　　学生―78
政治活動　学生―26
成　績　履修―�8 ～ 2�
成績確認申請書　履修―2�
成績確認制度　履修―2�
成績照会　履修―�9
成績評価　履修―�8
成績評価保留制度　履修―�8
生物環境システム学科
　　履修―66 ～ 7�
生物資源学科　履修―6� ～ 65
生物自然研究部　課外―28
生命化学科　履修―72 ～ 77
赤十字奉仕団　課外―29
セキュリティ　ｅ―28 ～ 30
セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）
　　学生―27
セメスター制　履修―4
専攻科目群　履修―7
全人教育　学生―�0
選択科目　履修―3�
奏楽堂　学生―�26
筝曲部　課外―29
造形校舎　学生―�27
総務部　学生―�09
卒　業　履修―26
　――の通知　履修―26
卒業研究（論文／演奏・制作）
　　履修―9
卒業式　履修―5
卒業見込　履修―26
卒業要件　履修―26
ソフトウェア　ｅ―�2、�3
ソフトウェアサイエンス学科
　　履修―86 ～ 89
ソフトテニス部　課外―�3
　　

●タ　行●

第２実技・実験棟　学生―�28
第２大学研究室棟　学生―�29
体育会　課外―4 ～ 20
体育館の利用　学生―35
第一装　学生―2�
退　学　学生―40
大学１号館　学生―��6
大学２号館　学生―��7
大学３号館　学生―��8
大学４号館　学生―��8
大学５号館　学生―��9
大学６号館　学生―�20
大学７号館　学生―�2�
大学８号館　学生―�22 ～ �24
大学９号館　学生―�25

大学院科目　履修―7
　――の履修　履修―33
大学院奨学金　学生―49
大学院進学ガイダンス　学生―46
大学音楽祭　履修―5
大学共通コンピュータ演習室
　　ｅ―68、69
大学共通コンピュータ施設利用内規
　　ｅ―89 ～ 90
退学願　学生―40
第九演奏会　履修―5
大体育館　学生―�3�
第二里行者と人生の開拓者　学生―��
タイピング　ｅ―34、35
台　風　学生―28
体力テスト　履修―4
他学部・他学科科目の履修
　　履修―33
卓球部　課外―�3
立看板　学生―25
ダブル免許プログラム　教職―��、�2
玉川応急奨学金　学生―49
玉川学園同窓会賞　学生―56
玉川学園同窓会奨学金　学生―49
玉川学園同窓会奨学金規程
　　学生―�50
玉川学園前駅周辺施設　学生―54、55
玉川教育・FYE科目群　履修―7、39
玉川奨学金　学生―49
玉川大学学生表彰規程　学生―�5�
玉川大学学則　学生―�34 ～ �43
玉川大学研究者総覧　→教員一覧　
玉川大学再入学に関する規程
　　学生―�44、�45
玉川大学奨学金規程
　　学生―�46 ～ �49
玉川大学総合サイト　ｅ―5�
玉川大学・玉川学園同窓会賞表彰規程
　　学生―�52
玉川の教育　履修―43
タマガワモバイルサイト　ｅ―53
たまナビ　学生―97、ｅ―5�
単　位　履修―9
　――の認定　履修―22 ～ 23
単位互換　履修―23
ダンスドリルチーム　課外―�4
担　任　→学級担任　
遅　刻　履修―��
地方公共団体奨学金　学生―5�
注　意　履修―�00、�28
中学校教諭　教職―3
駐輪場　学生―23
聴講生　学生―44、45
著作権　ｅ―25 ～ 27
追試験　履修―�7
追試験受験願　履修―�7

通学証　学生―3�
ツーリズム研究部　課外―30
定期試験　履修―�6
ディプロマ・ポリシー　履修―5
デジタルカメラ　ｅ―��
転学部・転学科　学生―4�
転学部・転学科希望願　学生―4�
電気通信主任技術者　履修―�96
転研究科・転専攻　学生―4�
電子メール　ｅ―72、73
　――のマナー　ｅ―22 ～ 24
デンマーク体操部　課外―�4
電話での問い合わせ　学生―�9
盗　難　学生―57
導入科目群　履修―7
特別教育期間　履修―4
図書館　学生―88 ～ 9�
図書館司書　履修―�82
図書館本館　学生―�30
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24時間の教育　学生―��
200番台科目　履修―3�
日本学生支援機構奨学金　学生―50
日本語教員　履修―�88 ～ �89
入学式　履修―4
乳幼児発達学科　履修―�07 ～ ���
人間学科　履修―47 ～ 5�
認定心理士　履修―203
任用資格　履修―�74
年間授業スケジュール　履修―4
脳科学研究所　学生―�08
農学部　履修―59 ～ 77
農学部教職コース　教職―40 ～ 4�
能率高き教育　学生―�0
　　

●ハ　行●

配布物　学生―25
博物館実習　履修―�84 ～ �85
バスケットボール部男子・女子
　　課外―�5
パスワード　ｅ―54 ～ 57
パソコン　ｅ―6 ～ 9
発展科目群　履修―7
バドミントン部　　課外―�6
パフォーミング・アーツ学科
　　履修―�27 ～ �38
ハラスメント　学生―27
バレーボール部男子・女子　課外―�7
反対の合一　学生―��
ハンドボール部　課外―�6
ピアヘルパー　履修―�99
比較文化学科　履修―52 ～ 54
ビジュアル・アーツ学科
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　　履修―�27 ～ �48
美術部　課外―3�
必修科目　履修―3�
�00番台科目　履修―3�
評　価　→成績評価　
病　気　学生―36、38
表計算ソフト　ｅ―�4、39
品質マネジメントシステム内部監査員
　　履修―�75
ファーストイヤー奨学金　学生―49
ファイアーウォール　ｅ―66
フォトレタッチソフト　ｅ―47
復　学　学生―39
復学願　学生―39
服　装　学生―2�
部室案内　課外―36
フラワーデザイン部　課外―3�
プリンタ　ｅ―�0
プレゼンテーションソフト
　　ｅ―�4、38
文化会　課外―2� ～ 36
文学部　履修―45 ～ 57
文芸部　課外―32
編入学　履修―26
保育士　履修―�76 ～ �79
保育実習　履修―�80
防　災　学生―80
放　送　学生―25
放送研究部　課外―32
防　犯　学生―80、8�
募　金　学生―26
ボクシング部　課外―�8
保　険　学生―52、53
補　講　履修―�0
本学でのIT利用における免責事項
　　ｅ―90
　　

●マ　行●

マスコミ出演　学生―26
マナー　学生―2�
マネジメントサイエンス学科
　　履修―90 ～ 93
マンガ研究部　課外―33
民間団体奨学金　学生―5�
無線従事者（第�級陸上特殊無線技士）　

履修―�97

無線従事者（第2級陸上特殊無線技士）　
履修―�97

無線従事者（第3級海上特殊無線技士）　
履修―�97

メジャー別履修プログラム
　　履修―�59 ～ �6�
メディア・アーツ学科
　　履修―�27 ～ �43
免許法施行規則66条の6に定める科目　

教職―�7、33
モットー　学生―��
　　

●ヤ　行●

遊　戯　学生―25
優秀学生賞　学生―56
優秀団体　課外―35
ユースホステル部　課外―33
ユニバーシティ・スタンダード科目群
　　履修―6、7、39 ～ 43
ユネスコクラブ　課外―34
夢　学生―7
ゆめの学校　学生―6
幼稚園教諭　教職―3
400番台科目　履修―3�
　　

●ラ　行●

ラグビーフットボール部　課外―�8
ラクロス部男子・女子　課外―�9
陸上競技部　課外―20
履　修　履修―30
履修カルテ　教職―�3
履修計画　履修―30
履修条件（進度チェック）　履修―25
履修登録　履修―9、30 ～ 38
履修登録科目の取り消し　履修―37
履修登録期間　履修―30
履修の制限　履修―32
リベラルアーツ学科
　　履修―�5� ～ �58
リベラルアーツ学部
　　履修―�49 ～ �58
留　学　履修―22
量子情報科学研究所　学生―�08
累積GPA　履修―20
礼拝堂　学生―��0

レポート　履修―�6、�7、ｅ―�7
労作教育　学生―��
ロッカーの利用　学生―35
　　

●ワ　行●

ワープロソフト　ｅ―�4、37

アルファベット順
Blackboard@Tamagawa
　　ｅ―52、78 ～ 8�
ＣＦ評価科目の再履修　履修―37
E.S.S　課外―22
E.T.C　課外―22
ECO-TOPプログラム
　　履修―�92 ～ �93
ｅエデュケーションセンター
　　学生―85、98、99
FYE　履修―7、38
GPA制度　履修―20
IDカード　→学生証　　
IELTS　学生―�0�
ISO�400�　学生―�2
MyPCネットワーク
　　ｅ―5�、58 ～ 67
MyPCプリンタ　ｅ―5�、70、7�
ＰＨＳ　学生―26
SAE海外留学・研修プログラム制度
　　学生―�00
SAE海外留学奨学金　学生―49
SAE海外留学・研修プログラムによる単

位認定　履修―22
SAS　学生―20
STD　→性感染症　
T.C.M.S　課外―30
TOEFL　履修―36、学生―�0�
TOEIC　履修―36、学生―�0�
UNITAMA
　　履修―�3、�6 ～ �8
　　ｅ―5�、74、75
USBフラッシュメモリ　ｅ―30、32
Web検索　ｅ―40、4�
Webの作成　ｅ―44、45
Webの利用　ｅ―�6
Web履修登録　履修―30
Winny　ｅ―3�




