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2006 年新入生歓迎行事

モーツァルト・フェスティバル 2006
―生誕 250 年記念コンサート―

第 3 回 「フルート四重奏の夕べ」
石井明（18 世紀フルート）
、神戸愉樹美（18 世紀ヴァイオリン）
上田美佐子（18 世紀ヴィオラ）
、高群輝夫（18 世紀チェロ）
日 時：7 月 7 日(金）18:15 開演

第１回、第２回は、好評の
内に終了しました。ご来場
ありがとうございました。

場 所：来往舎シンポジウムスペース

第 4 回 「18 世紀オーケストラの響きⅦ」
慶應コレギウム・ムジクム・オーケストラ
指揮 石井明
日 時：7 月 12 日(水）17:00 開演
場 所：来往舎イベントテラス
主 催：慶應義塾大学教養研究センター日吉行事企画委員会（HAPP）
問合せ：日吉音楽研究室 Tel: 045‑
566‑
1359

全て入場無料

日吉イベント情報

Art Exhibition

来往舎現代藝術展・３

SWITCH
■展覧会情報
会期：6 月 26 日（月）〜 7 月 7 日（金）
会場：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎ギャラリー、イベントテラス
時間：11:30〜18:30
休館日：日曜日
入場料：無料
主催：慶應義塾大学教養研究センター、SWITCH 展実行委員会
問合せ：SWITCH 展実行委員会 渡辺美知太郎
Tel: 090‑
2235‑
6730
E‑
mail: crespo̲siba@yahoo.co.jp
慶應義塾大学日吉美術研究室
Tel/Fax: 045‑
566‑
1362

慶應義塾大学表象文化論研究会

オープンキャンパス 2006

教養のための連続映画上映会 2006

慶應義塾大学を実際にみて感じてもらうために、キ

―映画はスターで始まる 女優編―

ャンパスを公開します。模擬授業・講演会・個別相

日吉・矢上

談・キャンパスツアーなどを行う予定です。

第５回 『ロバと王女』PEAU D ANE
(1970 年／フランス映画／カラー／90 分)
監督・脚本：ジャック・ドゥミ／出演：カトリーヌ・

開催日時：8 月 18 日（金）10:45〜16:00
申し込み：不要
問合せ： 慶應義塾大学入学センター
Tel: 03‑
5427‑
1566（直通）

ドヌーヴ、ジャン・マレー他
あらすじ：父王から無謀な求婚を受け、リラの精の
助言によってロバの姿に身をやつした王女。彼女が
もとの美しい姿に戻れるのは、ほんとうの愛を知っ
たときだけ…。
開催日時：7 月 5 日（水）18:15〜
会場：来往舎シンポジウムスペース
問合せ：慶應義塾大学表象文化論研究会
Tel: 045‑
566‑
1151(教養研究センター内)

食環境検討委員会からのお知らせ
現在、塾生委員を募集中です！
学食の主役である塾生の声を反映させましょう！
貴方の意見・アイデアで、日吉の食環境を良くしま
せんか。
問合せ：学生総合センター窓口
E‑
mail: h‑
shoku@adst.keio.ac.jp

学生総合センター学生相談室企画 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 2006 part1 第３話

「20 年前の大学生を見てみませんか エンカウンター・グループ入門」
話題提供者 西河正行 学生相談室カウンセラー
日時：7 月 3 日（月） 18:00〜20:00
場所：第 4 校舎 A 棟 1 階 J412 番教室
参加費：無料 当日会場までおいで下さい。

「心」を訪ねてぶらり旅 カウンセラーからのメッセージ 2006 part1 番外編

「エンカウンター・グループを体験しませんか？話し合いのグループです」
話題提供者 西河正行 学生相談室カウンセラー
日時：7 月 27 日（木） 10:00〜14:00
場所：第 8 校舎 3 階 831 番教室
参加費：無料 事前に下記相談室にお申し込み下さい。
定員：８名程度

問合せ：日吉学生相談室 Tel: 045‑
566‑
1027

『ボランティア学ってなに！』からのお知らせ

第 35 回夏季外国語セミナー

1. 登録を学生総合センターにて行っています。

海外に語学留学したいけれど時間的に難しい。語学

2. 塾生アルバイトスタッフを募集中です。

の少人数クラスを受けてみたい。くつろいだ雰囲気

3. 『

の中でネイティブスピーカーの先生と語りあいた

ボラ学 ＆ ふるサポ

夏ボランティア体験！』

16 団体からのプロフィールシートが届いています。
※慶應義塾創立 150 周年を見据え、慶應義塾大学と地域との 温
もりある関係 を築いていく。その第一歩として「ボランティア
学ってなに！」事業が「ふるサポグループ」活動体験を行う。
共催：横浜市港北区
4. 『エコ・ボランティア in オーストラリア』説明会
日時：7 月 3 日（月）
、4 日（火） 12:20〜12:50

い。英語の資格試験対策や実践的なコースを受けて
みたい…etc. 塾生の皆さんのさまざまなニーズ
に合わせ、全６コースが開催される夏季外国語セミ
ナー。夏の最後に３泊４日間、信州蓼科高原のふも
と、美しい森に囲まれた慶應義塾立科山荘で有意義
なひとときを過ごしてみませんか。

場所（両日）
：第４校舎 A 棟 1 階 J414 番教室
共催：国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部
※大自然の中で環境保護に関するボランティア・プロジェクトに参
加します。国籍の異なる人々との共同作業を体験し、寝食をとも
にしながら知識や視野を広げ、異文化交流を通じて実践的な英語
力アップ、様々な価値観を知ることができます。
5. 都築区地域作業所「ほっと・館」メンバーさんとの交流会
日時：7 月 3 日（月）
、5 日（水） 11:30〜12:30
場所（両日）
：第 4 校舎 K 棟 2 階Ｋ201 番教室
※(メッセージ) 私たちは都築区の地域作業所「ほっと・館」のメ
ンバーです。ボランティアの興味がある方、ボランティアをし
てみたいけど、きっかけがなかった方、まずは私たちと交流を
もってみませんか？ボランティアに興味がない方でも私たち
とお話してみたい方、大歓迎です。
■上記１〜5 に関する問合せ：学生総合センター窓口
（担当 篠塚・嘉悦・内海）
Tel: 045‑
566‑
1025 E‑
mail: k‑
volunteer@adst.keio.ac.jp

申し込み期間：
7 月 3 日（月）〜 7 月 31 日（月）
（午後 4 時まで）
開催日程：9 月 12 日（火）〜 15 日（金）
（3 泊 4 日）
開催場所：慶應義塾立科山荘
問合せ：外国語教育研究センター（日吉事務局）
E‑
mail: tateshina‑
s@adst.keio.ac.jp
詳細は、http://flang.keio.ac.jp/をご覧下さい。

日吉メディアセンターからのお知らせ
【休日臨時開館】
開館日：7 月 16 日（日）
、7 月 17 日（祝）
、7 月 23 日（日)
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。

【夏季長期貸出開始日】
貸出開始日：1 ヵ月貸出の図書（洋書）7 月 4 日（火）〜
2 週間貸出の図書（和書）7 月 18 日（火）〜
返却期限日： 10 月 2 日（月）
＊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）ができません。

【夏季開館・休館日程】
開館日：7 月 27 日（木）〜 9 月 22 日（金）
開館時間：平日 8:45〜18:00 土曜 8:45〜16:00
※但し、8 月 1 日（火）〜 8 月 16 日（水）は、
平日 8:45〜20:00 土曜 8:45〜18:00
日曜・祝日は休館
休館日：8 月 19 日（土）〜 27 日（日）
＊ 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ください。

【展示・ライブラリーシアター】
―モーツァルト生誕 250 周年―
2006 年は W.A.モーツァルトの生誕 250 年にあたります。
日吉メディアセンターで所蔵している図書や AV 資料を利用してモーツァルト関連の展示やライブラリーシアター
を開催します。
<展示>
日程：7 月中旬 〜
場所：1 階メインカウンター前 展示ケース
<ライブラリーシアター>
日程：8 月 4 日（金）17:10〜
8 月 14 日（月）17:10〜
場所：日吉図書館地下 1 階 AV ホール
＊詳細は、ポスター、ホームページ（http://www.hc.lib.keio.ac.jp/）をご覧ください。

