知っていて当然！？

理科大用語

４

80 ～ 89

３

２

不合格

０

合格

大学生になると、ＧＰＡ この表からわかるように、
という言葉を聞くようにな むやみに履修科目を増や
る。入学したばかりの１年 して悪い成績をとったり
生にとっては、よくわから 単位を落としてしまった
ない略称だと思うが、知っ りすると、ＧＰＡを下げ
ておいて損はないので、こ ることになるので注意し
こではＧＰＡについて説明 たい。
していく。
ＧＰＡとは Grade Point
の略であり、そ
Average
の名の通り各科目の成績
を加重平均した数値であ
り、この数値は学力を計
る指標となっている。本
学の場合以下のような計
算方式で算出されている。
Ｓ～Ｃ評価で単位取得 合
(
格 と
) なり、Ｄ評価で単位
を落とす（不合格）となる。

Grade Point

１

良 (Ｂ) 70 ～ 79
可 (Ｃ) 60 ～ 69
不可 ( D ) 59点以下

タータン・チェックの模
様は、縦方向の糸と横方向
の糸を直角に交差させて縫
うことで作られる。市販さ
れているチェックシャツの
ようなきれいな格子にする
には、手縫いではかなり高
度な技術が必要だとすぐに
わかるだろう。
このようにチェックシャ
ツは、意外にも素晴らしい
文化的かつ歴史的背景を
持っている。それにも関わ
らず、現在のような扱いを

あったという。

兵士に身に着けさせることも

争の際には旗にすることや、

秀 (Ｓ)
優 (Ａ)

"Hound's

気を付けること

調べてみたところチェッ

ることも多かったようで、戦 よう。

日本でいう家紋として使われ て、服に対する免疫をつけ

衣装である。服だけではなく、 を 挙 げ る。ぜ ひ 参 考 に し

置するスコットランドの民族 特に重要だと思われる３つ

は現在のイギリスの北側に位 イントが多くあったので、

タン・チェックがある。これ 服にも当てはまるようなポ

と、
特に有名なものとしてター クシャツだけでなく、他の

チェックシャツに限って言う

と 呼 ば れ、
tooth check"
チェック柄の１つとも言える。

に見えることから

子を英語にすると千鳥が獣牙 調べてみた。

どがあげられる。実は千鳥格 が、その原因と改善方法を

といえば日本では千鳥格子な もオシャレや流行には疎い

がデザインされている。格子 ツを着てくれるように筆者

ク柄は、特徴的な格子の模様 学生があえてチェックシャ

ク柄のシャツである。チェッ びんである。そこで、本学

チェックシャツとは、
チェッ 受けているのはあまりにふ

本学学生の代名詞とも
いえる「チェックシャツ」
。
いまや意識してチェック
シャツを着ることをため
らう人も多いのではない
だろうか。そのせいか、学
内でもチェックシャツを
見る機会は実際のところ
あ ま り な い。よ く ネ ッ ト
な ど で「 ダ サ い 服 も 着 て
い る 人 次 第 」と い う 言 葉
と共に、ハリウッドスター
と一般人が同じ服を着て
いる写真がアップロード
されている。ここでは、そ
のチェックシャツの歴史
について調べてみた。

90 ～ 100

評価 点数

ＧＰＡは数値が高いほど
優秀であり、学科によって
判断基準は異なるが、最大
で、 を超えていたらほ
ぼ間違いなく優秀と思って
良いだろう。平均値は ～
くらいだと思われる。
このＧＰＡの数値は、４
年生の研究室配属に大きく
関わってくる。学部や学科
によって異なるが、本学の
多くの研究室では学力を測
るものとしてＧＰＡやＧ
が重視
Ｐ（ Grade Point)
される。さらに言えば、多
くの研究室で見られるＧＰ
Ａは一般教養科目の成績を
除いた必修科目の成績が関
わってくる。１年生は必修

の授業も多いため、１年生
の間に頑張っていると２年
生や３年生になった時に後
悔しないで済むかもしれな
い。大学生活を満喫するこ
とも大切だが、ぜひ勉強と
の両立を目指して過ごして
ほしい。

チェックシャツに当てはめ
ると、皆が同じような色を
こぞって着ているからダサ
く見られてしまうのではな
いか。
３ チェックシャツだけ
で着ない
確かに１枚で着てもかっ
こいいチェックシャツはあ
るだろうが、チェック柄は
わりと柄自体が派手なデザ
インなのでワンポイントと
して出してみてはどうだろ
うか。ちなみに雑誌やネッ
ト で は、カ ー デ ィ ガ ン や
ニットの下に着ている写真
を多く見かけた。

履修した単位数

4.0

2.5

3.0

2.3

１ サイズ
誰もが必ず注目すると
ころだが、意外な落とし
穴がある。メーカーや販
売国によって、袖の長さ、
丈などが大きく違う。特
に大規模チェーンの服だ
と、基本的に他のブラン
ドよりも大きくなりがち
だという。チェックシャ
ツがダサいのは、服のサ
イズが大きすぎて子ども
のような印象を受けてし
まうのが一因なのではな
いかと思う。
２ 自分に似合う色
一人一人が自分に似合
う色を持っているらしい。

Grade Point

・履修登録
・理科大生
自分が受ける授業を登録
某教授によると、おそら
すること。これを怠ると、 く日本一繊細な学生。温厚
単位が取れない。万が一と で気の優しい人が多い。眼
いうこともあるので、４月 鏡率は高い。チェックシャ
に１年分を登録することが ツ率は世間の印象よりも高
好ましい。
くはない。

・再履組
再履修をしている人たち
の総称。たいていの再履組
は「 ピ 逃 げ 」 が 多 い。 見
知った先輩がいた場合、後
で笑ってあげよう。

謎の三文字

・神楽坂
・ワンチャンあるっしょ！
高い店が多いが、チェー 「チャンスがまだ一回あ
ン店もそれなりにある。観 るだろう」というただの推
光客をはじめ人が多い。
測。たいていの場合チャン
スはない。
・ＬＩＮＥ
もはや大学生の神器と化 ・それ、ノーチャンだから
）
したツール。頑なに利用を 「それはチャンスが無い ・理科大新聞（ tuspress
拒む勢も居るが、やはりダ よ」
という意。「ワンチャン」 学生の知りたいことや、
ウンロードしておいた方が ばかり言ってうるさい人に 知って得する情報を発信し
ている学内唯一の学生新
便利。
言ってあげよう。
聞。あなたが今読んでいる
のがそれだ。
・スタンプ
・バイト充
何を言って良いかわか
講義もろくに出ずに、バ
らないとき、返信が面倒 イトばかりしている人。
・ＴＵＳ＋
くさいときなど、とりあ
課外活動ガイダンスで配
えず愛想良くしておくの ・らくたん
布される冊子。主にサーク
に効果的。
楽に取れる授業のこと。 ル紹介や学生生活に役立つ
人気なため、すごく混んで 情報が掲載されている。発
・アルバイト
行元は、東京理科大学新聞
い
る
こ
と
が
多
い
。
対
義
語
は
学生にとって切り離せな 「つらたん」
会。
。
いもの。アルバイト選びは

・自主休講
慎重に。居酒屋をはじめと
自らの心身の状態を鑑 した飲食系は比較的決まり
みて、自分の意思で授業 やすい。面接のポイントは
を休講すること。乱用す 笑顔と大きな声。
るとボーナスステージに
突入する。
・実家暮らし
家族と実家に住んでいる
・Ｓ
という意味。食費、家賃、
成績評価の最高ランク。 光熱費がかからないので資
一般教養科目では比較的取 金が潤沢な人が多い。
りやすい。肝心の必修科目
ではあまり姿を見せない。 ・一人暮らし
仕送りで優雅な生活を営
・一般教養科目
む人と、３日連続晩御飯が
「ぱんきょう」と略され モヤシな人に二極化する。
ることもある。興味のある 体重の増減も二極化する。
科目か、楽そうなものを選
ぶのが評価Ｓへの道。
・新歓
友人を作ったり、タダ飯
・学友会
を食べたりするチャンス。
会費５０００円を払い加 新入生は恥ずかしがらずど
入することで、ロッカーを んどん参加しよう。
利用することや過去の試験
問題を閲覧することなどが ・長期休暇
できる。神楽坂キャンパス
学生の特権。モラトリア
の学生が対象。
ムを満喫しよう。特に春休
みは単位さえ落とさなけれ
・麻雀
ば、持て余すほど長い。
大学生が覚える遊びの代
表格の一つ。先輩との社交 ・ウェーイ
の手段にも使える。類 ビ
意味なし。気分がのった
:
リヤード、ダーツ
ら叫んでみよう。

って何？

特集

GPA

▲伊勢丹風チェック柄 ( 左 )、
理科大風チェック柄 ( 右 )

・ＣＬＡＳＳ
・レジュメ
履修登録や休講のチェッ
プリントのこと。理系の
ク、
課題提出などが行える、 本学ではあまり聞かない。
本学の学生には必須のツー
ル。資料配布やレポート提 ・ピ逃げ
学生証を「ピッ」とタッ
出が行えるＬＥＴＵＳと共
に頭に入れておこう。課題 チしただけで講義には出ず
提出の際はどちらのサイト に帰る。絶対にやってはい
けないぞ！
かよく聞いておくこと。
・単位
数多の大学生を陥落さ
せ、時には破滅の道へと追
いやるもの。大学生の本分
は単位を集めることではな
いはずだが・・・

・ピロティ（３ピロ）
・単位を落とす
神楽坂キャンパスの３号
地獄への一歩。
館１階のこと。各学部の掲
・関門科目
示板をこまめにチェックす
「３ピロ集合！」
決められた科目の中で、 ることが望ましい。３号館
「ぱんきょう何とった？」 規定の単位数を取らなけれ ピロティ集合と言われたら
本学に入れば当然のよう ば即留年という、
本学の
（実 そこの自動販売機の前に集
に使われる言葉だが、外部 力主義）サディズムが生ん まろう。
の人には一体何のことか分 だ制度。
からないだろう。それぞれ
・東西線
のコミュニティは独自の俗 ・雛祭り
東京メトロ飯田橋駅の中
関門科目の再試験のこ で最も神楽坂キャンパスか
語を持っているものだ。そ
れは新しいコミュニティに と。丁度雛祭りの時期と ら遠い路線。授業開始 分
入れば自然と覚えるもので 重なるためそう呼ばれて 前に駅に着いても、のんび
あるが、大学生活を円滑に いる。
り歩いていると遅刻が確定
送るために活用してもらい
する。
たく、今回は主な理科大用 ・ボーナスステージ
留年の１年間を指す。
語を以下にまとめた。理科
・生協
大学生活の味方。ただ
大用語といっても、一部の
し二部生が授業を終える
人しか使っていなかった ・留年
本学の学生が乗り越える 頃には全て閉まっている
り、大学なら本学でなくと
も広く使われていたりする べき壁。直面したにも関わ ので注意。
言葉もある。新入生は全く らず対策を練らなかった場
聞いたことのない言葉や、 合。自主退学に変体を遂げ ・二部
もうすぐ工学部第二部が
本来とは違った意味で用い ることもある。
廃止になる理科大の夜間
られている言葉を目にする
部。そ の 顔 ぶ れ は バ ラ エ
だろう。２年生以上の人は ・眼鏡
ティに富んでいる。
本学学生の必需品。
どのくらい知っているだろ
うか。チェックしてみてほ
しい。
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Ｇ ＰＡ
チェックシャツ

水曜日
２０１５年４月１日
４４６号
[５]

