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新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんは今、慶應義塾における大学生活の第一歩を大
きな希望をもって踏み出されたことと思います。でも、そこには少しばかりの不安や疑問も混じってい
るかもしれません。そう、たとえば、大学とはどんなところだろうとか、大学では何を学べばよいのだ
ろうかといった気持ちです。
しかし、どんなことでも、何かを始める時には、希望と共に不安や疑問を感じるのは当然のことでし
ょう。というよりも、そうした疑問や不安を自らの手で取り除き、解決しながら、希望を形あるものと
していくことこそが、
「何かを始める」にほかならないのかもしれません。そして、そのための可能性が
日吉キャンパスには、いえ、慶應義塾にはさまざまに用意されています。これらの可能性を一日も早く
皆さん自身の目で、体で発見してほしいと思います。
さて、そうした可能性発見の手がかりのひとつとして、日吉キャンパスでは入学歓迎行事を開催して
います。
大学とは、多様な「知」が交錯する生命（いのち）の場であると思います。ところで、
「知」といった
言葉を耳にすると、私たちはどうしても「頭で考える」とか「頭で記憶する」などといったことを連想
してしまいがちです。また、確かにそれが「知」を支える重要な要素であることも事実です。しかし、
実は「頭」だけに限らない、まさに多様な形の「知」も数多く存在しています。さまざまな形をとって
現れる、そのような「知」を身をもって体験すること、それこそが大学生活を送るにあたってもっとも
大切な点ではないでしょうか。皆さんにとって、日吉キャンパスがそして慶應義塾全体がそのような場
であってほしいと私たちは望んでいます。
（3 ページに続く）

日吉メディアセンター
日吉メディアセンター（図書館）でも新入生を対象に歓迎企画を用意しています。
ぜひ図書館へ足を運んでください。
【展示】
「もっと知りたい KEIO−諭吉・義塾」
場所：日吉メディアセンター1 階展示ケース
期間：4 月末日まで
【図書館探検ツアー】
新入生が最初に出会う日吉メディアセンター（図
書館）をご案内します。皆さんの先輩（2〜3 年生）
がガイド役ですのでグループでも 1 人でもお気軽に
参加してください。もちろん 2 年生以上の方も参加
いただけます。参加すると、4 月のこのツアーでしか
ご案内しない場所や、あまり知られていない不思議
スポットも見られるとか・・・。
是非このチャンスに図書館を探検して、これから
の学生生活の拠点にしてください。
集合場所：日吉メディアセンター１階受付付近
開始時刻：4 月 3 日（木）13:00 14:00 15:00
16:00
4 月 4 日（金）11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00
4 月 5 日（土）11:00 12:00 13:00
14:00
4 月 7 日（月）11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00
昨年度人気のツアーでしたので今年度は回数が増
えています。都合に合わせてご参加ください。各回
同じ内容で 35 分で図書館内を一周する予定です。

【DVD の上映】
「OPAC の使い方」
図書館にある本を探す前にこれを見よう！
場所：日吉メディアセンター1 階セミナーコーナー
上映時間： 4 月 3 日（木）〜4 月 7 日（月）
9:00〜17:00（土：〜15:00）
約 10 分/回（繰り返し上映）
インターネットでも見られます。
URL：http://project.lib.keio.ac.jp/PATH/
「KEIO SPIRIT」
もっと慶應のこと知りたい人集まれ！
場所：日吉メディアセンター地下 1 階 AV ホール
上映時間： 4 月 3 日（木）〜4 月 7 日（月）
9:00〜17:00（土：〜15:00）
約 23 分/回（繰り返し上映）
途中からでも入れます。
お知らせ
【春季長期貸出図書の返却期限日】
和書・洋書とも 4 月 15 日（火）まで
＊長期貸出図書は更新（延長）ができません。
＊他地区メディアセンターでも返却できます。
＊期限に遅れた場合は 1 冊につき 1 日 10 円の延滞
金がかかります。

国際センター
2008 年度国際センター夏季在外研修プログラム（短期海外プログラム）
出願期間：4 月 14 日（月）
、15 日（火）
今年度は、英語圏 4 講座（ケンブリッジ大学ダウニングコレッジ、ウィリアム・アンド・メアリー大学、
ワシントン大学、オックスフォード大学リンカーンコレッジ）と西安交通大学中国語・中国文化夏季講座
の計５講座を開催します。
参加希望者は、4 月 5 日（土）16:30〜18:00 に第 4 校舎 33 番教室で行われるガイダンスに出席してく
ださい。
ガイダンス当日に募集要項を配布しますが、国際センターホームページ（http://www.ic.keio.ac.jp/）で
も詳細を見ることができます。
「海外に関心のある塾生へ」から「短期プログラム一覧」へ進んでください。

教養研究センター日吉行事企画委員会（ＨＡＰＰ）
問い合わせ：hy-happ@adst.keio.ac.jp
わんにんぶんめい

写真展「星の王子の砂漠を歩く」
『星の王子さま』の作者サン＝テグジュペリの足跡（サ
ハラ砂漠）を写真で辿る。
【日程】5 月 17 日（土）〜22 日（木）
11:00〜17:00（初日のみ 13:00〜17:00）

パフォーマンス団体「妄人文明」による
ライブ
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。
【日程】6 月 6 日（金）
【場所】来往舎イベントテラス

【場所】来往舎シンポジウムスペース

舞踏公演：室伏鴻「
〈edge〉そして〈hybride〉
」
日本を代表する舞踏家＝室伏鴻、
フランスのヌーベルダンスの傑出
したダンサー＝ベルナルド・モン
テ、フランスを代表する振付家・
演出家でダンサーでもあるジョセ
フ・ナジの 3 人によるダンス・パ
フォーマンス。

熱狂の日＠日吉キャンパス
フランス・ブルターニュ地方の民族舞踏音楽グ
ループによるライブ・パフォーマンスや、ミニレ
クチャーなど。
【日程】6 月 14 日（土）
【場所】来往舎イベントテラスほか、複数会場

【日程】5 月 26 日（月）
【場所】来往舎イベントテラス

環境週間
(C) 山内淳一

来往舎シンポジウムスペース

パネルディスカッションや展示講演会などのイ
ベントを開催し環境問題への関心を喚起する。
【日程】6 月 23 日（月）〜27 日（金）
【場所】日吉キャンパス

塾長と日吉の森を歩こう
塾長と学生がともに日吉の森を散策。
【日程】未定
【場所】日吉キャンパス、来往舎イベントテラス

演奏会シリーズ「古典を奏でる」
（仮）
「古典」をテーマにしたコンサート。
【日程】第 1 回：6 月 16 日（月）
第 2 回：6 月 30 日（月）

塾長講演会

第 3 回：7 月 09 日（水）
【場所】来往舎シンポジウムスペース （第 1 回・第 2 回）

塾長による講演。懇親会も予定しています。

来往舎イベントテラス（第 3 回）

【日程】未定
【場所】日吉キャンパス

※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。
URL：http://www.hc.keio.ac.jp/happ/

健康・スポーツに関する研究、大学の体育の授業及び大学におけるさまざまなスポーツイ
ベントを行っている体育研究所では、下記の日程で「KEIO SPORTS FESTA」を開催しま
す。記念館では、フライングディスクやゴルフ、バスケットボールのシュートゲームなど、
さまざまなアトラクションを用意しています。見事クリアしたら賞品をＧＥＴ！
日吉キャンパスのスポーツ施設をめぐるオリエンテーリングも用意しています。新入生の
皆さん、お気軽にお越しください。
【日程】

4 月 8 日（火）〜11 日（金）
、4 月 14 日（月）
12:00〜13:00

【場所】

日吉記念館

【問い合わせ】

ipestaff@ml.keio.jp
URL：http://www.hc.keio.ac.jp/ipe/

2008年度 教養研究センター設置科目
極東証券寄附講座

＊履修希望者は必ず出席してください

ガイダンススケジュール

教養研究センター設置科目全体
【日程】4月4日（金）14:30〜15:50
【場所】第4校舎J11番教室

「アカデミック・スキルズⅠ／Ⅱ」
（知の基礎を築く）

「アカデミック・スキルズⅢ／Ⅳ」
（人文科学的知を究める）
「生命の教養学 生き延びること――生死の後へ」

問い合わせ：toiawase-lib@adst.keio.ac.jp

※詳細はシラバスをご参照ください。

日吉キャンパスからのお願い
・構内は歩行禁煙です。タバコは決められた場所で吸って下さい。
・日吉キャンパスは自転車での通学ができません。
乗ってこられる方は、横浜市の駐輪場をご利用ください。
・構内のゴミの分別にご協力ください。

