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【教養研究センター】
学術フロンティア推進事業「超表象デジタル研究」コンテンツ研究ユニット

「温故知新」型「日本の教養」研究グループ 学塾としての慶應義塾４

「塾生入門～scientia、科学、サイヤンス」
「クロスカルチャーが仕事になるまで―帰国生という運命と向き合って」
帰国生としてのご自身の体験から、帰国生に対する偏見や誤解、さまざまなバリヤや理由がさだかでな
い憧れ、自分は特異な存在なんだという帰国生自身の誤認など、異なる文化の間でゆれるアイデンティテ
ィーについて、語っていただきます。同時通訳の第一人者としてご活躍の中山先生のお話は、帰国生のみ
ならず、進路選択に迷う学生の皆さんの参考になることでしょう。

講 師： 中山 純（経済学部教授）
日 時： １０月１０日（水）１５：００～１６：３０
場 所： 日吉キャンパス 来往舎２階 大会議室
対 象： 慶應義塾大学在学生および一般の方
コーディネーター： 岩波 敦子（理工学部准教授）
主 催： 教養研究センター
共 催： 外国語教育研究センター

【日吉メディアセンター（図書館）
】
■夏季長期貸出図書の返却期限日「１０月３日（水）」■
＊長期貸出の図書は更新（延長）できません。
＊返却期限を過ぎた場合、１冊につき１日１０円の延滞料がかかります。
＊一部を除き他地区メディアセンターでも返却できます。

■デジタル図書閲覧サイト「化学書資料館」トライアル利用のお知らせ■
「化学書資料館」は、日本化学会の編集物をオンライン化し、パソコン上で検索・閲覧できるサイトです。コ
ンテンツとして「化学便覧（基礎編）
（応用化学編）
」
、
「実験化学講座」
（初版～４版まで計１１２冊）
、
「標準化学
用語辞典」等々、化学の学習・研究に必須の資料が収録されています。トライアル期間は１０月３１日（水）ま
でです。
アクセス先： http://www.chem-reference.com/ または 日吉メディアセンターWebページ
http://www.hc.lib.keio.ac.jp/ （News＆Information）よりご利用ください。

■企画展示「－慶早戦―」■
東京六大学野球秋季リーグ戦が９・１０月にかけて行われます。中でも最終週に行われる「慶早戦」は大いに
盛り上がります。日吉メディアセンターでは慶早戦の歴史と様々なエピソードをご紹介します。
期 間： ９月下旬～１０月
場 所： 日吉メディアセンター １階メインカウンター前 展示ケース

■ＡＶコーナーリニューアルのお知らせ■
夏季休業中にＡＶコーナーの改修をいたしました。
＊モニターをすべて液晶に変更し、より美しい画像を楽しめるようになりました。
＊媒体によって制限されていた座席もできるだけマルチに対応できるよう、
機材を一部新しく交換しました。
＊一部座席を撤去し、また向きを変更することで、よりくつろげる空間となりました。
＊カーペット、ソファー席のクッションを交換し、きれいにしました。
閲覧できる資料は図書館資料のみです。メインカウンターで手続きをしてから視聴してください。

【学生相談室】
■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２００７ part2■
第１話 「こんな勧誘にはご用心―より良いキャンパスライフを送るために―」
歩いていると色々勧誘されますよね。結局、多額のお金を支払わされたり、時には宗教カルトがその背後にあっ
て、知らず知らずハマルことになったり。今回はＤＶＤを見たあと、自由に討議しつつ、こうしたことに巻き込ま
れないコツをご一緒につかめればと思います。自分はだまされないと思っている人、大歓迎です。

話題提供者：
日
時：
場
所：
申 込 方 法：
問い合わせ：

平野 学（学生相談室カウンセラー）
１０月１１日（木）１８：１０～１９：４０
日吉キャンパス 藤山記念館 大会議室（※参加無料）
学生相談室までご連絡ください。
日吉学生相談室（TEL：０４５－５６６－１０２７）

【国際センター】
■「２００８年度慶應義塾大学派遣交換留学生（秋期募集）のお知らせ■
詳細については、
「２００８年度留学のてびき・派遣交換留学募集要項」
、または国際センターホームページ
（http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange）で確認してください。
「２００８年度留学のてびき・派
遣交換留学募集要項」は国際センターで配布しています。

出 願 期 間： １０月９日（火）～１０月１２日（金）＜必着＞

【外国語教育研究センター】
■海外研修募集説明会■
２００８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？２
００７年度、外国語教育研究センターが主催する海外研修は、カリフォルニア大学サンタクルーズ校（米国）
、
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）の 3 校で行われます。いずれも交流
協定校で、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。
また、これに先立ち、１０月４日（木）お昼休みに、第３校舎外国語ラウンジにて、オークランド大学より担
当ディレクターをお招きし、Information Session を行います。こちらにも是非、ご参加ください。

日
時：
場
所：
詳
細：
問い合わせ：

１０月１６日（火）１８：２０～２０：００
日吉キャンパス 第４校舎Ｂ棟 Ｊ１４番教室（事前申込不要）
http://flang.keio.ac.jp/
fcenter-sa@adst.keio.ac.jp

■英語ワークショップ開催■
頭で覚えるのではなく、体で感じる語学を体験してみませんか。音楽や演劇の手法を使って、楽しく英語の口
頭発表技術や発音を学びます。それぞれ定員を設けているため、事前の申し込みが必要です。申し込みの詳細は
http://flang.keio.ac.jp/でご確認ください。

・Business Presentation Workshop（講師：ロバート・トビン 商学部教授）
日
時： １０月１７日（水）１８：１５～１９：４５
場
所： 日吉キャンパス 第３校舎 ３３６番教室
・Dramatic Speech-Making Workshop（講師：ニコラス・ヘンク 法学部訪問准教授）
日
時： １０月２２日（月）１８：１５～１９：４５
場
所： 日吉キャンパス 第４校舎Ｂ棟 Ｊ１４番教室
・Jazz Chants Workshop（講師：日向清人 外国語教育研究センター非常勤講師）
日
時： １１月１３日（火）１８：１５～１９：４５
場
所： 日吉キャンパス 第３校舎 ３３２番教室

■アカデミック・ライティング・コンテスト ２００７■
先行研究やデータに基づいた客観的な論文を英語で書いてみませんか。外国語教育研究センターでは、今年度
も塾生を対象として、英語小論文のコンテストを開催します。他地区所属学生も申込み可能です。
なお、本コンテスト準備イベントとして春学期に「英語小論文の書き方」ワークショップを開催しました。当
日の様子を収録したビデオをご覧になりたい方は、外国語教育研究センター（日吉）までお越しください。第３
校舎内外国語ラウンジにて視聴可能です。

募 集 期 間：
応 募 先：
詳
細：
問い合わせ：

１１月１２日（月）～２９日（木）
日吉キャンパス 第３校舎 外国語教育研究センター事務室
http://flang.keio.ac.jp/
flang@info.keio.ac.jp

H.A.P.P.秋の行事

全企画入場無料。奮ってご参加ください（問い合わせ： hy-happ@adst.keio.ac.jp）

「Media tooooo Real」
・おとラボ
・くんくん＊ウォーク
・記念シンポジウム
・ドキュメント展

日
場
日
場
日
場
日
場

時：
所：
時：
所：
時：
所：
時：
所：

１０月９日（火）
１５：００～１７：００
日吉キャンパス 来往舎１階 イベントテラス
１０月２０日（土） １０：００～１７：００
日吉キャンパス 第４校舎Ａ棟 Ｊ446 番教室
１０月２９日（月） １８：００～２０：３０
日吉キャンパス 来往舎１階 シンポジウムスペース
１０月２９日（月）～３０日（火） １１：００～１８：００
日吉キャンパス 来往舎１階 イベントテラス

「特別企画 小栗康平監督 最新作の上映と対談」
埋もれ木 上映会

日
場
慶應義塾大学対談
日
（橋本順一教授） 場

時：
所：
時：
所：

１０月１２日（金） １７：１５～１９：００
日吉キャンパス 来往舎１階 シンポジウムスペース
１０月１２日（金） １９：００～２０：００
日吉キャンパス 来往舎１階 シンポジウムスペース

「和の刻（とき）―心への語りと調べ―」
日 時： １０月２０日（土） １４：００～１６：３０
場 所： 日吉キャンパス 来往舎１階 イベントテラス

２００７年度 日吉キャンパス公開講座
「モノを創る」
期
時
場
詳
申

間：
間：
所：
細：
込：

９月２９日（土）～１２月８日（土）全１０回 ※毎週土曜日
３時限（１３：００～１４：３０）
・４時限（１４：４５～１６：１５）
日吉キャンパス 第４校舎Ｂ棟 Ｊ１４番教室
詳しい講座内容は http://www.hc.keio.ac.jp/chair/2007/index.htm を参照
h-extension@adst.keio.ac.jp 学部・学年・学籍番号・氏名を明記の上、受講したい講義の前日ま
でに送信のこと（※参加無料）
問い合わせ： 日吉キャンパス公開講座事務局 （ＴＥＬ：０４５－５６３－３９７８）

三田 アート・センター
油井正一没後 10 年 アスペクト・オブ・ジャズ 2007――佐藤充彦と仲間たち
わが国のジャズ評論の開拓者、油井正一（1918-1998）が没して 10 年となります。この評論家の仕事は、
ジャズの紹介や啓蒙、普及のみならず、現代日本における文化の多様性や異端／正統への問いかけにも向かいま
した。ジャズ――それは、20 世紀における文化的感性のひとつの座標です。この座標の鋭角さは、今日もかわ
りありません。
「油井正一アーカイヴ」をもつアート・センターは、油井正一没後 10 年にあたり、世界的に知られる多才な
ジャズ・ピアニスト佐藤充彦と仲間のミュージシャンを迎え、ジャズ・コンサートを開催します。ジャズの精神
から音楽の可能性を豊かに追求する芸術家ならではの尖鋭なサウンドが、絶妙な協奏をえて、三田山上に響き、
弾みます。爽秋の夕べ、皆さまお誘い合わせのうえご来場ください。

出 演： 佐藤 充彦（piano）
、山口 真文（sax）
、加藤 真一（bass）
、村上 寛（drums）
日 時： １０月１８日（木）１８：００～２０：００（１７：３０開場）
場 所： 三田キャンパス 北館ホール （入場無料・定員２００名・事前申込不要）
主 催： アート・センター
問い合わせ： art-c-jazz@adst.keio.ac.jp

