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【教養研究センター】
極東証券寄附講座 「生命の教養学」 一般公開ゼミ

サイエンス・カフェ

第7回

「人間と宇宙のかかわり−ガリレオから４００年−」
ガリレオが初めて自作の望遠鏡で宇宙を眺め、幾つかの重要な発見をしたのは１６０９年のことである。それから４
００年、宇宙観測の技術と宇宙からの情報を読み取る能力は飛躍的に進歩し、宇宙に関する知見も大きく進展した。ガ
リレオはこの他にも、落体の実験・振り子の等時性の発見など、科学的に貴重な数多くの貢献をしているが、その姿勢
は終始「実験・観測重視」で一貫していた点が注目される。
この４００年間に得られた宇宙に関する知見の大きさとその重みを受け止めてみるために、我々もガリレオに倣って
自分自身で観測し、得られたデータを基にして、宇宙の構造を調べるための幾つかの挑戦を試みてみよう。

講 師 ： 表 實（商学部教授（物理学）
）
日 時 ： ７月１２日（土）１４：００〜１６：００
会 場 ： 日吉キャンパス 来往舎１Ｆ シンポジウムスペース
定 員 ： ３０人程度（申込み不要）
参加費 ： ２００円（資料・飲み物代）
対 象 ： お子様から大人まで、どなたでも参加いただけます！
問合せ先： 教養研究センター toiawase-lib@adst.keio.ac.jp

【外国語教育研究センター】
■慶應義塾外国語学校 日吉特別講座２００８年度１０月期生募集■
語学力を更に高めたい方！
平日の５限終了後、日吉キャンパスの第３校舎で語学講座を開講しています。
興味のある方はどなたでもお申込みいただけます。
開講期間 ： ９月２９日（月）〜２月２日（月）
時
間 ： １８：３０〜２０：００
開講講座 ： 英語・ドイツ語・フランス語
申込期間 ：
○ 英語：８月２９日（金）〜９月４日（木）
○ ドイツ語・フランス語：９月５日（金）〜９月１７日（水）
問合せ先 ： 慶應義塾外国語学校日吉事務室 flshy@info.keio.ac.jp
（第３校舎２F 外国語教育研究センター事務室内）
※当校ホームページからお申込みいただけます。
※申込者数が定員を超えた場合は抽選で受講生を決定します。
詳しくは当校ホームページをご覧下さい。（１０月期の情報は７月中旬頃掲載予定です）
URL：http://www.fls.keio.ac.jp/
◇三田正科では１２ヶ国語１４語学科を開講しています◇

【学生総合センター】
■２００８年度「学部横断環境プロジェクト」中国瀋陽訪問 参加塾生募集中！■
このたび、下記の要領により、未来先導基金「学部横断環境プロジェクト」の企画による中国瀋陽訪問の参加塾
生の募集を行うことになりました。中国で地球環境問題を一緒に考えませんか。
募集人数 ： 約２０名
訪 問 地 ： 中国 瀋陽市
訪問期間 ： ８月３１日（日）〜９月４日（木） ４泊５日
費用（本人負担）： 約１１万円（往復航空運賃など）
※食費、宿泊費など大学からの補助あり。詳細は選抜された塾生向け説明会で説明します。
応募締切 ： ７月１５日（火）
詳細については、ホームページで確認して下さい。
http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/event/index.html
問合せ先 ： 三田学生総合センター 150-fund-kankyo@adst.keio.ac.jp

■自習室・パソコン室移転についてのお知らせ■

仮設校舎３（メディアセンター西側）解体に伴い、
自習室・パソコン室が移転となりました。移転先は藤山記念館２Ｆとなります。
周りの方の迷惑にならないようマナーを心がけてご利用下さい。

＜キャンパス情報 続き＞

【日吉メディアセンター】
■展示■

■夏季休業中の開館時間■

「オリンピック」
BEIJING ２００８ -Games of the XXIX Olympiad今年の夏は４年に１度のオリンピックが開催されます。そこ
で、今回の企画展示はオリンピック特集です！
日本人初のメダリストは慶應出身だって知ってますか？そ
んなちょっとした豆知識やオリンピックの歴史などを
紹介します。
期間：７月中旬〜９月下旬
場所：メディアセンター１階展示ケース

■臨時開館■

７月２９日（火）〜９月２４日（水）
平日 ８：４５〜１８：００
土曜 ８：４５〜１６：００
但し、7 月３１日（木）〜８月１５日（金）
平日 ８：４５〜２０：００
土曜 ８：４５〜１８：００
また、８月２１日（木）〜２７日（水）休館
＊日曜・祝日は休館
＊他地区メディアセンターについては
各地区のホームページなどをご覧
下さい。

■夏季長期貸出■

開館日
７月１３日（日）、７月２０日（日）、７月２１日（祝）
開館時間
１０：００〜１８：００
＊慶應義塾在籍の大学学部生・大学院生・教職員お
よび塾員の方の利用ができます。（学外者は利用
できません。）
＊館内閲覧・貸出・返却・更新・セルフコピー機・ イン
ターネットエリアのサービスの利用ができます。
1 階ＡＶコーナー・4 階の利用はできません。
レファレンス・サービスは、行いません。

開始日
１ヵ月貸出の図書
７月２日（水）
２週間貸出の図書
７月１６日（水）
返却期限日
１０月２日（木）
＊貸出冊数に変更はありません。
＊指定図書（短期貸出）は対象となりません。
＊長期貸出の資料は更新（期限延長）はでき
ません。
＊返却期限に遅れると延滞金が課せられま
すので注意して下さい。

講演会 大学時代の自分育て、自分磨き−卒業後の進路に備えるキャリア開発とは−
日 時 ：
場 所 ：
講 師 ：
問合せ先 ：

７月７日（月） １６：３０〜１８：００
日吉キャンパス Ｊ２４教室
宮城 まり子 氏（法政大学キャリアデザイン学部教授）
日吉学生総合センター

塾生交流ｉｎ立科２００８
本企画では１年生および留学生を対象に、上級生や教職員と交流しながら、有意義な塾生生活とは何かを自分
なりにみつける場を提供したいと思います。自然とふれあいながら学部を超えた友達をたくさんつくりませんか。
【 日 程 】 ９月１０日（水）〜９月１２日（金）（２泊３日）
【参 加 費 】 ５，０００円（往復バス代・宿泊代・食事代込み）
【 場 所 】 慶應義塾立科山荘（長野県北佐久郡立科町）
【募集人数】 １年生５０人 留学生１０人
【申込受付】 ６月２３日（月）〜７月２２日（火）申込者多数の場合は調整いたします
【申込場所】 各地区学生総合センター（湘南藤沢は事務室）
【結果発表】 ７月２４日（木）以降に学生総合センター１階でお知らせします
詳細については、ホームページで確認して下さい http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/event/index.html

新入生歓迎行事・演奏会シリーズ「古典を奏でる」
「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＞
＜場 所＞
＜オーケストラ＞
＜合 唱＞
＜オーケストラ指揮＞
＜合唱指揮＞
＜演奏曲目＞

＜問合せ先＞

７月９日（水） １６：４５〜
日吉キャンパス 来往舎 イベントテラス
慶應義塾コレギウム・ムジクム・オーケストラ
慶應義塾コレギウム・ムジクム合唱団
広沢麻美
佐藤望
J. S. Bach: Ouvertüre C-Dur BWV 1066
Händel: Concerto grosso D-Dur Op.6-5 HWV 323
Mozart:"Ave Verum Corpus" K. 618

他

日吉音楽学研究室 tel.０４５-５６６-１３５９

第１４回 塾長杯ソフトボール大会（全塾予選）
〔開 催 日〕
〔場
所〕
〔チーム数〕
〔募集期限〕
〔申込場所〕

８月１９日（火）〜８月２２日（金） （予備日８月２５日・２６日）
湘南藤沢グランド（メイングランド）、矢上グランド
４０チーム（多数の場合は先着順とします。）
７月１１日（金）
各キャンパス学生総合センター（湘南藤沢は事務室）

本年も塾生のスポーツ振興・体力増進・交流を目的として塾長杯ソフトボール大会を実施します。
男女を問わず、慶應義塾大学学部・大学院生９名をもって応募資格となりますので、サークル・研究会にこだわら
ず申し込んで下さい。
なお、全塾予選上位３チームは１１月２９日（土）・３０日（日）に行われる予定の塾長杯ソフトボール大会（本選）に
出場します。
ご応募お待ちしております！！
― 塾長杯ソフトボール大会（本選）について ―
〔開催日〕 １１月２９日（土）・３０日（日）（予定）
〔場 所〕 体育会野球部グランド他
〔出場チーム〕 文･経･法･政･商学部（学科）各ソフトボール大会代表５チーム
理工学部ソフトボール大会上位４チーム
塾長杯ソフトボール大会（全塾予選）上位３チーム
優勝チームは体育会野球部（４年生）とエキシビションマッチを行います。

【アート・センター】 展覧会
アート・アーカイヴ資料展Ⅲ「１９６８――肉体の叛乱とその時代」
1968: The Age of Rebellion of the Body
１９６８年−−４０年前のこの年は、大きな転換点となる年でした。そこには、根本的な異議申し立て、ラディカルな
政治姿勢と政治参加、文化における実験的な精神が息づいていました。この年の１０月、土方巽はソロ公演「肉体
の叛乱」を上演します。
３回目を迎えるアート・アーカイヴ資料展は、１９６８年という年を、土方巽の「肉体の叛乱」を基軸として、展示・検証
していきます。また、アート・センター所管の瀧口修造・油井正一アーカイヴ資料等から同年の資料を併せて展示す
ることにより、「肉体の叛乱」を１９６８年という時代において捉え直す機会ともなるでしょう。
開催日時 ： ７月１２日（土）〜７月２５日（金） [日曜・祝日休] １２：００〜１８：００
開催場所 ： 慶應義塾大学三田キャンパス・東館 展示スペース
問合せ先 ： art-c-shiryoten2008@adst.keio.ac.jp

