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11 月 21 日（金）〜24 日（月） 10：00 ‑18：00
開催会場 慶應義塾大学三田キャンパス
― 前夜祭 ―
11 月 15 日（土）開場/14:30 開演/15:30
開催会場 慶應義塾大学日吉キャンパス日吉記念館
出演アーティスト 倖田 來未

慶應義塾大学学園祭三田祭公式サイト「ミタサイト 2008」
http://www.mitasai.com

日吉メディアセンター
【三田祭期間中の開館予定】授業が休講になる下記期間は短縮開館となります。
期間：11 月 19 日（水）〜11 月 25 日（火）
開館時間：平日 8：45 ‑18：00 土曜 8：45 ‑16：00 ※日曜日・祝日は休館
【展示】慶應義塾創立 150 年を記念して慶應に関連する展示を行う予定です。
期間：11〜12 月
場所：1 階メインカウンター前 展示ケース
【読書推進企画】

先生のお薦めの本

第1弾
〔日吉メディアセンター所長〕伊藤行雄 〔法学部〕横山千晶・佐藤元状

どんな本をみなさんに
薦めているでしょう。
その中の本を、秋の読書
の 1 冊に加えましょう。

新しくなった入口横の IA （ラウンジ）ソファにゆったり座り、
先生からのコメントをみて本をご覧になりませんか。
期間：11 月中

場所：IA （ラウンジ）

外国語教育研究センター
外国語教育研究センター主催 アカデミック・ライティング・コンテスト 2008
外国語教育研究センターでは、今年度も一貫教育校高校生・大学生・大学院生・通信教育課程
生を対象として、英語小論文のコンテストを開催します。
なお、本コンテストの準備イベントとして 10 月 10 日（金）に開催した「英語小論文の書き方
〜実践編」ワークショップを録画した DVD を第 3 校舎外国語ラウンジで視聴できます。
さらに、アカデミック・ライティングに関する参考文献や昨年度受賞論文を日吉メディアセン
ターで閲覧することができます。ぜひ活用してください。
募集期間：11 月 4 日（火）〜14 日（金）

応募先：第 3 校舎 外国語教育研究センター事務室

外国語教育研究センター主催 2008 海外研修 募集説明会
2009 年春休み期間中、世界各国の学生たちと一緒に、あなたの英語力をブラッシュアップしませんか？
2008 年度、外国語教育研究センターが主催する海外研修は、オークランド大学（ニュージーランド）
、シ
ドニー大学（オーストラリア）
、ニュー・サウス・ウェールズ大学（オーストラリア）の 3 校で行われます。
いずれも、英語力アップを目指す方、異文化を体験してみたい方にオススメの充実したプログラムが用意
されています。
この海外研修の募集説明会を開催しますので、興味のある皆さんは是非参加してください。
事前申し込みは不要です。
日時：11 月 12 日（水） 18：20 より

場所：第 4 校舎 J14 番教室

どちらも、詳細についてはセンターHP http://www.flang.keio.ac.jp/ をご覧ください。
問合せ先：fcenter‑
sa@adst.keio.ac.jp

日吉研究支援センター
Hiyoshi Research Portfolio 2008（HRP2008） 知をめぐる社会との交流・協働の場
HRP2008 は、日吉キャンパスで展開されている研究活動の内容と成果を、学内外に広く紹介し、社会に還
元することを目的として、研究成果を紹介するポスター展示会や講演会、シンポジウムを開催します。
今年度は、慶應義塾創立 150 年記念企画として、以下の特別企画を実施いたします。
会期：11 月 14 日（金）
・15 日（土） 10：00 ‑18:00

場所：来往舎および協生館

慶應義塾創立 150 年記念企画「日吉の過去・現在・未来」
展示
「写真でめぐる日吉キャンパスの変換」
「日吉台地と人の結びつき―地理学・人類学・考古学の立場から―」
「地誌的に見た日吉 日吉台地下壕の研究（見学会実施）
」

（左ページより続き）

講演会 「日吉台地の成り立ちと先史時代以降の土地利用変遷」
日時：11 月 15 日（土） 10：30 ‑12：30
システムデザイン・マネジメント（SDM）研究所開所記念シンポジウム
「社会との協生をめざした技術システムのデザイン」
日時：11 月 14 日（金） 14：00 ‑17：00
詳細はウェブサイトをご覧ください。 http://www.hc.keio.ac.jp/ora/HRP/
問合せ先：HRP 事務局（日吉研究支援センター） ras‑
hiyoshi＠adst.keio.ac.jp

教養研究センター
鶴岡セミナー活動報告会
教養研究センターでは、山形県鶴岡・庄内の歴史の中で育まれてきた「生命（いのち）
」を
総合的に考えることをテーマに、8 月 31 日から 9 月 3 日の 3 泊 4 日の日程で、鶴岡タウンキ
ャンパスを中心に「鶴岡セミナー」を開催しました。このセミナーには慶應義塾大学の学生や
卒業生のほか、東北公益文科大学の学生など 22 名が参加し、最終日の一般公開プレゼンテーションでは、
セミナー参加者が 3 つのグループに分かれて鶴岡で学んだことを発表しました。このプレゼンテーション
をもとに下記の日程で最終成果報告会を開催いたします。
日時：11 月 15 日（土） 14：00 ‑17：30
場所：来往舎 1 階 シンポジウムスペース
共催：HRP2008 運営委員会
入場自由・事前申し込み不要
鶴岡セミナーHP http://www.keio‑
up.net/trokseminar/

サイエンス・カフェ９（極東証券寄附講座「生命の教養学」一般公開ゼミ）
「あなたもファーブル！昆虫と話そう」
ファーブル昆虫記が世に出て今年で 101 年。ファーブルが昆虫と『話をできた』からこそ、
昆虫たちの多様な暮らしぶりが活き活きと伝わってくる。それが昆虫記の面白さだと思います。
皆さんも身近で多様な隣人である昆虫たちと、実際に話をしてみませんか？
当日はいくつかの昆虫を実際に観察していただく予定です。
お子様から大人まで、どなたでもご参加いただけます。
日時：11 月 22 日（土） 14:00 ‑16:00
場所：来往舎 1 階 イベントテラス
講師：上村佳孝（商学部生物学）
定員：30 人程度（申し込み不要）
参加費：200 円（資料、飲み物代）
教養研究センターHP http://www.hc.keio.ac.jp/lib‑
arts/
問合せ先：toiawase‑
lib@adst.keio.ac.jp

市営地下鉄日吉駅にて
「創立 150 年記念日吉キャンパス展」を開催中
横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅構内において、
「創立 150 年記念日吉キャンパス展」を開催しています。
展示内容は、日吉キャンパスのあゆみ、協生館の紹介、
日吉キャンパスおさんぽ MAP など。是非ご覧ください。
日時：10 月 3 日（金）〜11 月 10 日（月）
場所：横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅コンコース壁面

協生館の有料貸出施設について
11 月から、協生館にある「藤原洋記念ホール」と「多目的教室」の学生団体への貸出予約を開始します。
協生館運営センター（Tel:045‑
564‑
2500）で空き状況の確認をし、申込書類を入手してください。公認団
体の場合は、利用責任者を会長名（教員名）で申し込んでください。申込書類の提出先は、日吉学生総合
センターです。料金等詳細については、日吉学生総合センター窓口にて確認してください。

創立 150 年記念式典を日吉キャンパスで挙行
慶應義塾創立 150 年を記念して式典が挙行されます。当日は全ての授業が休講となります。
式典への参加は、事前申し込みが必要です（募集は締め切られました）
。
当日は、インターネット環境から式典の様子をご覧いただけます。
URL http://keio150.jp/ceremony/index.html
挙行日：11 月 8 日（土）
会場：実施会場 日吉キャンパス陸上競技場
中継会場 三田キャンパス・湘南藤沢キャンパス・大阪会場
大阪会場（堂島リバーフォーラム）
当日のプログラムは、上記 Web サイトをご覧ください。

式典イメージ図（実際の演出とは異なります）

来往舎現代藝術展 5
香りと音をテーマに、五感を刺激し観客の記憶回想を促す空間作品を制作してきたアーティスト・ユニッ
ト AirPlug の展覧会です。本展では制作に参加した学生の個人的な記憶に結びついた「香り」を様々な形
で表現します。忘れかけていたあなたの、そして誰かの記憶と対面してみませんか？
日時：11 月 26 日（水）〜12 月 6 日（土） [日曜休館] 11：30 ‑17：00 入場無料
場所：来往舎 1 階 イベントテラス
主催：来往舎現代藝術展 5 記憶の香り展実行委員会
協力：香りのデザイン研究所、東京電機大学、ポーラ化成株式会社横浜研究所、
慶應義塾大学教養研究センター ReCLA
ウェブサイト http://web.hc.keio.ac.jp/ ykondo/
＜関連企画＞

ワークショップ『くんくんウォーク 08』
講師：井上尚子（AirPlug）
日時：11 月 29 日（土） 10：00 ‑16：30
場所：来往舎およびキャンパス周辺
対象：小学生以上（10 歳以下は保護者同伴）
定員：25 名（無料・要申し込み）
申し込み先：kunkun̲walk08@yahoo.co.jp
* 予約締切 11 月 15 日（土）

アーティストトーク＆オープニングレセプション
出演者：井上尚子、柴山拓郎（AirPlug）
日時：11 月 26 日（水） 16：30 開場
場所：来往舎 1 階 イベントテラス
定員：30 名（無料）

問合わせ先：慶應義塾大学日吉美術研究室 （担当）三上

TEL：045‑
566‑
1362 （内線）33755

FAX：045‑
566‑
1363

三田アート・センター
晩秋に響く武満＆ドビュッシー 元麻布・安藤記念教会で聴く
日時：11 月 15 日（土） 14：00 開演（13：30 開場）
場所：安藤記念教会（港区元麻布 2‑
14‑
16）
■対象 港区内に在住・在勤・在学の方
■定員 100 名（応募多数の場合は抽選） 入場無料
■主催 港区／慶應義塾大学アート・センター
■後援 Kiss ポート財団
■申し込み方法 往復ハガキに、住所・氏名をご記入の上、下記宛にお申し込みください。
1 枚につき 1 名入場できます。 ※「返信用」ハガキには、宛先を明記してください。
■締切 11 月 4 日（火）必着
■申し込み・問合わせ先 港区地域振興課文化協働推進係「11/15 コンサート」担当
〒105‑
8511 東京都港区芝公園 1‑
5‑
25
TEL：：03‑3578‑2111 （内線）2342
■ウェブサイト http://www.art‑
c.keio.ac.jp/event/log/298.html
◇プログラム
武満徹

ドビュッシー

ギターのための 12 の歌より ほか 〜ギター独奏〜
そして、それが風であることを知った 〜三重奏（フルート、ヴィオラ、ハープ） 〜
巡り―イサム・ノグチの追憶に― 〜フルート独奏〜
フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ

※プログラムは予告なく変更される場合がございます。

〜三重奏〜

