日吉キャンパスの教職員がおすすめする各種イベントのお知らせを掲載した
ニュースレターです。お気軽に手に取ってご覧ください。
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◆2012 年度 新入生歓迎行事◆
▼ 講演会「震災はまだ終わっていない 南三陸の海の現状と今後」
川瀬 摂 氏（獨協医科大学／元南三陸町立自然環境センター研究員／塾員) による講演
【日程】 6 月 1 日（金）17:00〜19:00
【場所】 第 4 校舎 B 棟 12 番教室
▼ 環境週間 2012 環境に関するイベント
【日程】 6 月 4 日（月）〜 6 月 9 日（土）
【場所】 日吉キャンパス
▼ 舞踏公演 The Return
舞踏。即興セッション Butoh Improvisation Session
2012 年夏。3.11 後の舞踏を模索する二人の舞踏家が初セッションを行います。岩名雅記監督作
品、映画「朱霊たち」で共演した二人のダンスの行方をどうぞお楽しみください。
【日時】 6 月 13 日（水）18:30〜（17:30 開場） ◆入場無料、事前申込無◆
【場所】 来往舎イベントテラス
【出演】 岩名雅記、長岡ゆり
【問合せ】アートセンター
TEL: 03–5427–1621 FAX:03–5427-1620 ac-return@adst.keio.ac.jp
▼ 室内アンサンブル・フェスタ 2012
◆すべて入場無料、事前申込無◆
【第１回】7 月 2 日（月）18:30〜 協生館藤原洋記念ホール
「バロック時代の生活−バロック・ヴァイオリン、リュート、チェンバロによる演奏会」
【第２回】7 月 6 日（金）18:30 開演予定 協生館藤原洋記念ホール
「室内楽マラソンコンサートⅡ」
【第３回】7 月 14 日（土）14:30〜 来往舎ギャラリースペース
「竹内潮生バロック・ヴァイオリンマスタークラス」
【第４回】7 月 18 日（水）18:30〜 協生館藤原洋記念ホール
「慶應義塾コレギウム・ムジクム演奏会」
【問合せ】日吉音楽学研究室 045-566-1359 http://musicology.fbc.hc.keio.ac.jp

自然科学研究教育センター 講演会

★ 第 17 回【社会と自然をつなぐ装置としての自然史博物館】★
◆講演者：佐久間 大輔 氏（大阪市立自然史博物館学芸員）
◆日 時：6 月 11 日(月) 16:30〜18:00
◆会 場：日吉キャンパス 来往舎 1 階 シンポジウムスペース
◆参加費：無料（学生の来場歓迎）

★ 第 18 回【カラーユニバーサルデザイン】★
◆講演者：伊藤 啓 氏（東京大学 分子細胞生物学研究所准教授）
◆日 時：6 月 25 日(月) 16:30〜18:00
◆会 場：日吉キャンパス 来往舎２階大会議室
◆参加費：無料（学生の来場歓迎）
問合せ：自然科学研究教育センター事務局（日吉キャンパス来往舎内）
http://www.sci.keio.ac.jp 045-566-1111（直通） office@sci.keio.ac.jp

日吉メディアセンター
■展示
☆「環境サークル E.C.O.環境週間企画展示 ―2012 年度テーマ：廃棄物―」
慶應義塾大学の環境サークル E.C.O.が、日吉環境週間に合わせて実施する企画の一環として、ゴミ
の行方や、リサイクル容器に関する展示を行います。また、環境に関する本の紹介も行います。
期間：6 月 4 日（月）〜6 月 30 日（土）
場所：日吉図書館 １階ラウンジ
☆「どこがダメなの！？わたしのレポート 〜教えます、正しいレポート作成術とスケジューリング〜」
レファレンスデスクの学習相談員（皆さんの先輩）が、レポートの作成術スケジュールの立て方を
タイプ別に解説します。
期間：6 月 4 日（月）〜7 月 5 日（木）
場所：日吉図書館 １階展示ケース
☆「留学のすすめ：Study Abroad 2012」
国際センターが企画する留学フェア（6 月 11 日〜14 日）に合わせて関連する図書館資料を紹介し
ます。
期間：6 月 4 日（月）〜15 日（金）
場所：日吉図書館 ２階バルコニーコレクションコーナー

■学習相談：レポートの相談受け付けます
レポートって何？ どうやって書き始めるの？ 参考文献って何を書くの？ レポートの取り組み
方やプレゼンの基本について、先輩がサポートします。気軽に相談してください。
期間：7 月 19 日（木）まで
時間：月〜金 13：00〜18：00
場所：日吉図書館 １階レファレンスデスク

朝食サービス実施

学生健康保険委員会主催

学生健保と生協との協力の下、塾生を対象に朝食を提供します。
朝ごはんをしっかり食べて、健康な一日を過ごしましょう。
【日時】 6 月 11 日（月）〜15 日（金）8:00〜完売（8:50）まで
【場所】 日吉キャンパス 食堂棟 1Ｆ ｢遊々キッチン｣
【対象】 学生健康保険互助組合員（学部生・院生）
【料金】 100 円（小銭をご準備ください。
）
＊ 学生証を必ずお持ちください。 メニュー：日替わり魚定食
【問合せ】学生健康保険委員会 keiogakuseikenpo@yahoo.co.jp

放送、録音メディアのなかった古典派・ロマン派の時代、音楽作品は初演時のオリジナル編成だけで
なく、必要に応じてさまざまな編成に編曲され演奏にかけられました。とりわけオーケストラ音楽に
関しては、室内楽用の編曲譜が広く流布し、コンサート・ホールのみならず、一般家庭でも盛んに演
奏され、人々を楽しませていたのです。今回のレクチャー・コンサートでは、19 世紀音楽が専門の平
野昭氏の解説付きで、19 世紀に行われたであろう室内楽編成によるオーケストラ作品のコンサートを
再現してみたいと思います。
【日時】 6 月 23 日（土）14:00〜17:00（13:30 開場） ◆入場無料、事前申込無◆
【場所】 慶應義塾大学三田キャンパス 北館ホール
【問合せ】アート･センター
TEL: 03–5427–1621 FAX:03–5427-1620 ac-orchestr@adst.keio.ac.jp

学生相談室 WEEKLY プログラムに参加しませんか？
2012 年度、学生相談室では WEEKLY プログラムを実施しています。事前の準備不要、各キャンパ
スからの参加、当日の飛び入りも歓迎いたします。
なお秋学期は三田キャンパスでの実施予定です。
【日時】 春学期 毎週木曜 5 時限（16:30〜18:00）
【場所】 独立館 1F 学生相談室内 面接室５
6 月 7 日、7 月 5 日：性格テストで知る、自分の人間関係
6 月 14 日、7 月 12 日：ストレスに気付いて効果的に対処しよう
6 月 21 日、7 月 19 日：Positive Thinking, Negative Thinking
5 月 31 日、6 月 28 日：人間関係エクササイズ
【問合せ】 日吉学生相談室（045-566-1027） 三田学生相談室（03-5427-1575）

キャリア発達支援検査シート結果返却
学生相談室では、キャリア発達支援シートの結果返却を、以下の要領で行います。シート提出者は、
期間内に結果を受け取りに来てください。なお、結果シート受取の際には学生証を確認しますので、
必ず持参してください。
【日時】 6 月 7 日（木）〜6 月 28 日（木） 9:30〜16:30 ※土日は閉室です。
【場所】 4 号棟独立館 1F 日吉学生相談室
【問合せ】 日吉学生相談室（045-566-1027）

慶應義塾体育会、スポーツ系学生団体（サークル等）に所属する学生対象

特別講座「熱中症予防」最新の知識 のお知らせ
スポーツ現場で熱中症予防のために行うべきことから、発症してしまった場合の最適な対処法
まで、スポーツドクターが熱中症に関する最新の知識をお伝えします。
◆要時前申し込み◆
（申し込み方法や詳細はスポーツ医学研究センターの HP <http://sports.hc.keio.ac.jp/>で
ご確認ください）
【日時】 2012 年 6 月 14 日（木）16：00〜17：00
【講師】 石田浩之准教授
【場所】 日吉キャンパス来往舎 2 階大会議室
【対象】 体育会または、その他のスポーツ団体（サークル等）に所属する学生
【定員】 100 名（各団体３名まで）
【費用】 無料
【問合せ】 慶應義塾大学スポーツ医学研究センター http://sports.hc.keio.ac.jp
日吉キャンパス保健管理センター隣り
045-566-1090 smrc-info@ml.keio.jp

〜あなたの作品を後輩たちに残してみませんか〜
来年度の新入生に配布する「塾生案内」の表紙デザインを以下の要領で募集します。
応募者全員に記念品、採用の場合は薄謝を差し上げます。奮ってご応募ください。
●掲載紙 「CALAMVS GLADIO FORTIOR 2013（塾生案内）
」
●募集作品 絵画、 版画、写真、ＣＧなど
＊作品の大きさについて 全体をデザインする場合
⇒ 表紙・背表紙・裏表紙を含めた A3 版
表紙のみをデザインする場合 ⇒ A4 版
●応募資格 塾生（通信教育課程を除く）
●応募方法 出品の意思のある方は７月２７日（金）までに、各地区学生部学生生活担当へ出品申込
書を提出してください。作品の提出期限は９月２８日（金）です｡
●問合せ
日吉学生部 学生生活担当

慶應義塾大学留学フェア2012
国際センター主催の慶應義塾大学留学フェアが開催されます。留学フェアは、より多くの塾生に留学
についての情報を提供することで、留学を身近に感じ、留学の準備をできるだけ早い時期から始めて
もらうことを目的としています。交換留学をはじめとする「留学」に興味のある方は、是非お立ち寄
りください。
■イベント内容■
各国留学説明会、語学能力試験説明会、留学説明ビデオ上映、
留学相談ブース・個別相談コーナー（国・エリア別、学部指導
教員による相談会など）、留学資料閲覧、留学体験談パネル展
示、留学経験者・留学生による談話コーナーなど
【日時】 ６月11日（月）〜6月14日（木）毎日12:15〜17:00
＊曜日により、説明会内容、参加機関等が変わります。
国際センターウェブサイトでスケジュールを確認してください。
【場所】 独立館地下1 階 日吉コミュニケーション・ラウンジ
【問合せ】日吉学生部国際担当
国際センターウェブサイト：http://www.ic.keio.ac.jp

