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慶應義塾大学
留学フェア 2008
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、是非お立ち寄り下さい。

イベント内容：各国留学説明会、塾派遣交換留学説明会
留学相談ブース（国・エリア別）
留学情報室（留学資料閲覧、留学体験談パネル展示、
留学経験者・留学生による留学相談コーナー）

日 時：6 月 11 日（水） 12：15〜18：30
会 場：日吉キャンパス

来往舎

問い合わせ先：国際センター http://www.ic.keio.ac.jp

■日吉メディアセンター■

【企画展示】
☆「Study Abroad !!」---留学フェアタイアップ展示---☆
いつか海外で仕事をしたい！
留学してみたいけど何をすれば？
外国人の友達が欲しい！
図書館には語学力をブラッシュアップするための本や雑誌の他、
外国文化に触れる楽しい体験記などもあります。
国際センターの「留学フェア」（毎年開催）と協力し、
今回は外国の大学案内や先輩の体験記などを展示しました。
気軽に覗いてみて下さい！
期間：5 月 22 日（木）〜6 月１3 日（金）
場所：図書館 1 階展示ケース

☆「環境週間 LOHAS〜地球と私に気持ちいい〜」---環境サークル E.C.O.企画展示---☆
「環境」、実は様々なところで私たちと繋がっている。
違った視点から「環境」をみてほしいという思いで、様々なものを展示しています！
まず、メディアに来てみて下さい。
日ごろの生活で、どう皆が環境と触れ合っていけるか、ヒントが沢山つまっています。
期間：6 月 16 日（月）〜7 月 5 日（土）
場所：図書館 1 階展示ケース（図書等）
図書館 1 階展示ケース横掲示板（写真等）

■外国語教育研究センター■
☆Academic Writing Workshop〜英語小論文の書き方☆
英語小論文の書き方を学ぶことができるワークショップです。
日吉でのワークショップに参加できない場合は、三田のワークショップに参加することもできます。
日時：6 月 21 日（土） 13：30〜15：30
会場：日吉キャンパス J14 教室

（講師：スネル，ウィリアム 文学部教授）

日時：6 月 25 日（水） 16：30〜18：30
会場：三田キャンパス 512 教室

（講師：スネル，ウィリアム 文学部教授）

☆ 「 Improv your English」 Workshop☆
普段教室で学んでいる英語をいつもと違った視点で学んでみませんか。
音楽や演劇を素材として、身体と五感をフルに使って英語表現や発音を学びます。
日時：6 月 2６日（木） 18：15〜20：00
会場：日吉キャンパス 335 教室
（講師：ジョン，ウィルカーソン氏）
＊事前申し込み必須
＊問い合わせ先・申し込み先：外国語教育研究センター flang@info.keio.ac.jp
◆６月１４日（土）に新入生歓迎行事を開催しますので、是非ご参加下さい（詳細は４ページ）

＜キャンパス情報 続き＞
■学生相談室■

2008年度 キャリア発達支援検査 結果シート配布日程表
配布場所：日吉学生相談室

配布時間：9：30〜16：30

６/９ （月） 経・商

６/17（火）理工

６/24（火）理工

６/10（火） 経・商

６/18（水）経・商

６/25（水）理工

６/11（水） 法・医

６/19（木）経・商

６/26（木）経・商・医

６/12（木） 法・医

６/20（金）法・医

６/27（金）法・理

６/16（月） 理工

６/23（月）法・医

オックスフォード大学コーパス・クリスティ・カレッジ聖歌隊来塾記念演奏会
〜イングランド合唱音楽の調べ〜
500 年の伝統を誇る大学聖歌隊がイギリスより来塾。演奏会と合わせて、聖歌隊メンバーである学生
たちとの交流会が開催されます！！
日時：6月27日（金）13：10〜14：10
会場：日吉キャンパス 来往舎１階 イベントテラス
曲目：ギボンズ
《ダビデの子にホサナ》
ウィールクス 《グロリア》
パーセル
《主に向かって喜びの叫びを上げよ》
ラフマニノフ 晩祷より《歓べ、乙女よ》
ほか
入場無料・事前申し込み不要
＊問い合わせ先：音楽学研究室 045-566-1359 または
教養研究センター toiawase-lib@adst.keio.ac.jp

慶應義塾創立150年記念事業未来先導基金200８プログラム☆

公開座談会
カウンセラーからのメッセージ
日時：６月１２日（金）18：15〜19：45
場所：日吉キャンパス 藤山記念館 大会議室
＊問い合わせ先：日吉学生相談室 045-566-1027
その他詳細については後日掲示されるポスター等で
ご確認下さい。

〜学生相談室主催〜

「挫折を楽しむ」

☆学生相談室企画グループアワー☆
心を訪ねてぶらり旅 カウンセラーからのメッセージ２００８ PART１ 第２話
「目ヂカラ」パワーアップ教室 話題提供者：菊住 彰（学生相談室カウンセラー）
日時：６月１９日（木）18：15〜19：45
場所：日吉キャンパス Ｊ４１４教室
＊問い合わせ先：日吉学生相談室 045-566-1027
三田学生相談室 03-5427-1575

☆新入生歓迎行事☆
教養研究センター日吉行事企画委員会（HAPP）
■ 妄人電鉄
体感型総合エンターテイメント団体「妄人文明」による公演
日時：6 月 6 日（金）18：30〜
場所：日吉キャンパス 来往舎 イベントテラス
＊問い合わせ先：HAPP hy-happ@adst.keio.ac.jp
■ 熱狂の日＠日吉キャンパス −多文化・多民族共生の祝祭―
民族音楽、ダンスなどフランス・ブルターニュ地方の文化を体験できる参加型イベント
日時：6 月 14 日（土）13：00〜19：00
場所：日吉キャンパス 来往舎 イベントテラス・シンポジウムスペース、他
＊問い合わせ先：外国語教育研究センター flang@info.keio.ac.jp
■ 演奏会シリーズ「古典を奏でる」
「古典」をテーマにしたコンサート・講演会
第 1 回【演奏会】
「温故知新の音楽―古今東西の歌から辿る音の旅」
日時：6 月 16 日（月）18:15〜／場所：日吉キャンパス 来往舎 シンポジウムスペース
♪チェンバロ：桒形亜樹子
第 2 回【講演会】
「ソクラテスの死」
（第 3 回の演奏会に関するプレ・レクチャー）
日時：6 月 23 日（月）18:15〜／場所：日吉キャンパス 来往舎 シンポジウムスペース
＊講演者：納富信留（文学部 教授）
第 3 回【演奏会】
「甦る古典」
日時：6 月 30 日（月）18:15〜／場所：日吉キャンパス 来往舎 シンポジウムスペース
♪ソプラノ：坂本知亜紀 ピアノ：フィリップ・コミネッティ(商学部 准教授)
第 4 回【演奏会】
「古典との出会い―慶應義塾コレギウム・ムジクム演奏会」
日時：7 月 9 日（水）16:45〜／場所：日吉キャンパス 来往舎 イベントテラス
♪演奏：慶應義塾コレギウム・ムジクム・オーケストラ
＊問い合わせ先：音楽学研究室 045-566-1359

〜環境週間〜
→今年で８回目の恒例企画。「週間から習慣へ」をキーワードに、クリーンアップ・パネルディスカッション・
展示・講演会などのイベントを開催。
日時：6 月 23 日（月）〜27 日（金）／場所：日吉キャンパス
＊問い合わせ先：HAPP hy-happ@adst.keio.ac.jp
開催日時等、変更となる場合があります。詳細は HAPP の web サイトでご確認ください。
http://www.hc.keio.ac.jp/happ/

