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慶應義塾大学（日吉）HIYOSHI CAMPUS CALENDAR 編集部（日吉キャンパス事務センター運営サービス内）編集・発行

11 月 22 日(木) 〜 25 日(日) 10:00 〜 18:00
at 三田キャンパス
お馴染み模擬店大賞・後夜祭はもちろんのこと、今
までの三田祭には見られなかった、クラシックコンサ
ート、塾生が未来について語る講演会など、注目の企
画が目白押しです。
（3 面もご覧下さい。
）

三田祭公式ホームページ
http://www.mitasai.com/

日吉キャンパス情報
◆◇ 日吉メディアセンター（図書館） ◇◆
＊ 三田祭期間中の開館予定 ＊
授業が休講となる下記期間は、短縮開館となります。
期間：１１月２０日(火)〜２６日(月)

［平日］ ８：４５〜１８：００

［土曜］ ８：４５〜１６：００

※ 日曜日・祝日は休館

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
＊ 西脇順三郎没後２５年記念展示 ―詩人としての西脇順三郎― ＊
今年は西脇順三郎名誉教授の没後２５年にあたります。西脇は英文学者や詩人であるとともに、画家、評論家などの顔を合わ
せもっていました。今回は西脇の通常の図書館の本と異なり、本のケースはもちろん、初版当時の出版社の帯やカバーなど出
版当時の貴重な資料も展示します。
期間：１１月８日(木)〜２１日(水)

場所：１階メインカウンター前 展示ケース

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
＊ 蔵書検索（KOSMOS Ⅱ OPAC）に新機能が搭載されました ＊
KOSMOS Ⅱ OPAC のデータを、文献情報管理ソフト RefWorks へ取り込めるようになりました。 詳細画面にボタンが表示されま
す。 RefWorks は、レポートや論文作成に役立つソフトウェアです。
蔵書目録や記事索引データベースから直接データを取り込み、保管・編集し、参考文献リストを作成することができます。利用
するためには、アカウントの作成(無料)が必要です。 ※本や雑誌の全文が入手できるわけではありません。
◆◇ 学生総合センター ◇◆

＊ [講演会]キャンパスでの居場所づくり 〜生活実態調査と学生の目からみた塾生の現状と要望〜 ＊
キャンパスライフに満足していますか？ほっとできる時間や空間がありますか？自分らしさを取り戻せる『居場所』について塾
生の視点から語ります。キャンパスライフを楽しむためのノウハウを共有しましょう。
日時：１１月５日（月） １８：１０〜１９：４０
講師：森吉直子（商学部准教授）

場所：来往舎シンポジウムスペース

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
＊ ［公開座談会］日吉から翔びたつために 〜カウンセラーからのメッセージ特別編〜 ＊
日吉時代をどのように過ごすかは、その後の生活に影響します。1〜２年の後に他のキャンパスに巣立ってみると、高度な学
習課題や濃い人間関係など、日吉とは異なる緊張感があるようです。数名の学生相談室のカウンセラーによる、「高校生」か
ら「大学生」、さらには「大人」へと離陸する塾生の姿がどのように映るかという本音話を聞きに来ませんか？
日時：１１月８日（木） １８：１５〜１９：４５

◆◇

場所：藤山記念館大会議室

教養研究センター ◇◆

＊ サイエンス・カフェ 第３回 （極東証券寄附講座「生命の教養学」一般公開ゼミ） ＊
今日、大学の知を社会に公開することが求められている一方、子供たちの理科離れが心配されています。そこで、まずは生物
学教室の教員有志が、子供から大人まで一般の人にも興味を抱いてもらえるテーマをそれぞれの専門領域から選び、オープ
ンカフェのようなしつらえで自由な形で話す、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 の企画を開
始しました。去る６月２３日には「クマムシの話」、９月１日には「小さなクラゲの世界」に関する話題を提供し、好評を博しまし
た。次回は下記のとおり開催します。多くの方々の参加をお待ちしています。
「コケを探して：フィールドサイエンスの愉しみ」
日時：１１月１０日（土） １５：００〜１７：００
場所：来往舎２階大会議室
講師：有川智己（経済学部助教（生物学））
定員：３０名程度 ※申し込み不要
参加費：２００円（資料・飲み物代）

◆◇ 国際センター ◇◆
＊ ２００７年度春季在外研修 フランス パリ政治学院春季講座 参加者募集！ ＊
募集期間：１１月１２日（月）〜１４日（水）
詳細：国際センターホームページ http://www.ic.keio.ac.jp/keio̲student/short̲prog/sciencespo/

日時：１１月１７日（土） 開場 １６：３０ ／ 開演 １７：３０（予定）
場所：日吉キャンパス 日吉記念館

その他、連日多数の講演会、
イベントが開催されます。

中庭模擬店大賞 ２００７

ザ・ファイナルズ
〜最後の最後に盛り上がれ！！〜

１０７の中庭模擬店を審査し、おいしい模擬店を表彰するコンテス
ト形式の企画です。今年は、中華料理人の金萬福さんが登場して

１日目〜３日目の最後の各１５分を使い、三田祭全体を最後にア

慶應のオススメの模擬店を審査します！！もちろん、来場者のみ

ツく「締める」企画です！１日目は生のバンドをバックに、みんな

なさんも投票に参加できます！

で歌を歌います！２日目はステージに出てきたら盛り上がり度

日時：〈味審査〉

１１月２２日(木) １０：３０〜１３：００

No.１のあのサークルが！３日目はあの有名団体にかわいく、か

〈ゲスト〉

１１月２２日(木) １６：００〜１７：００

っこよく、華やかに三田祭を締めくくってもらいます。

場所：〈味審査〉
〈ゲスト〉

中庭

日時：１１月２２・２３・２４日 １７：４５〜１８：００

ミニステージ

場所：三田祭ステージ

ダブルチャンス２００７
２２・２３・２４日に三田祭名物の福引を２本購入するとダブルチャン

Design the Future
〜慶應生が導く未来〜

ス２００７抽選券１枚をお渡しします！抽選会場にて特大ダーツで

慶應大学が誇る最先端研究を学生が発表する講演会企画です。

選ばれた数字と抽選番号の下二桁が一致すれば第一関門突破！

今、世界には様々な問題が溢れています。そんな問題を解決し

続くゲームに勝利して超豪華商品を勝ち取りましょう！！ １回の

し、素晴らしい未来を導くべく、各学部から選ばれた研究会が

抽選会で４回の抽選、さらに２回目にも参加できるので、１枚の抽

「Design the Future」をテーマにプレゼンテーションを行います。環

選券で最高８回のチャンスがあります。

境問題への解決策、デジタルによる都市開発、新自動車による新

日時：１１月２３（金）・２４日(土) １６：００〜１６：４５

しい社会の形成、アジア外交等、様々な角度からみた現代社会の

場所：中庭ミニステージ

未来を発表していきます。また、ジャーナリスト田原総一朗氏を迎

慶−１ぐらんぷり
力と技のナンバー１を決める企画。一芸の達人による演技、腕立
て伏せや腕相撲などの腕っ節を競う競技を行います。優勝者には

え、慶應生と激論を繰り広げます。慶應の研究は田原氏を打ち負
かせるのか・・・乞うご期待！！！
日時：１１月２５日(日) １４：３０〜１６：３０
場所：西校舎 ５１７教室

豪華賞品が！？
日時：１１月２４日(土) １３：００〜１４：３０
場所：中庭ミニステージ

DANCE KING
慶應と他大学のサークルを招き、ブレイクダンスの２対２トーナメ
ントバトルを行います！音は慶應の DJ サークル、審査にはプロ

恋のお悩み相談室

のブレイクダンサー！白熱のバトルを目の前で体験しよう！！

ゲストにエジプト人タレント、フィフィさんをお呼びします。あなたの

日時：１１月２３日（金） １１：００〜１２：００

恋の悩みが解決したその瞬間、心に響くジングルベルの音ととも

場所：中庭ミニステージ

にサンタクロースがやってきて、あなたを素敵な X mas ロマンス
へと誘います★
日時：１１月２４日(土) １５：３０〜１７：００
場所：西校舎 ５１９教室

コウヤサイ
今夜はオレとトゥッギャザーしようぜ

慶應カンタービレ♪
音楽系サークル所属する塾生による、本企画限定のオケと作曲家
千住明氏による夢のコラボレーションミュージックコンサートです
♪
日時：１１月２３日(金) １６：００〜１７：３０

司会はタレントのルー大柴さん。チアバトル、モノマネ王子決定

６０分ですてきなオトナになる方法

戦、慶應を代表する２団体の夢のコラボレーション SCHACKS×

いくつになっても輝いているすてきなオトナの方たちによるお話か

JADE special live・・・今年の後夜祭２００７は一味違う！！！

ら、人生に役立つヒントを学ぶ対談形式の講演会です☆

日時：１１月２５日(日) １７：００〜１８：００

日時：１１月２３日(金) １２：３０〜１４：００

場所：三田祭ステージ

場所：西校舎５１７教室

◆◇ 三田 アート・センター ◇◆
＊ 富士ゼロックス版画コレクションによる展覧会「鉄を刷る――E.チリダ、R.セラ、若林奮」 ＊
富士ゼロックス版画コレクションから、鉄の彫刻家であるエドゥアルド・チリダ、リチャード・セラ、若林奮の版画作品を展示しま
す。鉄という金属に向かいあう作家たちは版画にどのような表現を求めたのでしょうか。三人の「版」に対する感覚、表現の共通
性や差異を版画を通して探ります。
日時：１１月４日（日）〜１７日（土） １１：００〜１７：００ ただし、１１日（日）は休み ＊入場無料
場所：三田キャンパス東館 展示スペース
主催：港区／慶應義塾大学アート・センター
協力：富士ゼロックス株式会社／横田茂ギャラリー
問合せ先：art-c-minato2007@adst.keio.ac.jp

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
＊ 西脇順三郎と美術 ＊
慶應義塾大学文学部英文科において４０年余りにわたり教鞭をとった西脇順三郎は、詩人としても著名ですが、幼少期から絵画
制作にも親しみ、生涯にわたって多くの作品を残しました。２００７年は西脇の没後２５年にあたることから、慶應義塾所蔵の作品
《池のある風景》を中心として、塾内および関係者所蔵の作品による展覧会を開催し、西脇の活動の一端を振り返ります。
日時：１２月１日（土）〜７日（金） ただし、２日（日）は休み
場所：三田キャンパス東館 展示スペース
主催：慶應義塾大学アート･センター ＊入場無料
問合せ先：art-c-nishiwaki@adst.keio.ac.jp

◆◇ 外国語教育研究センター ◇◆

問合せ先：flang@info.keio.ac.jp

＊ 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：１１月１２日（月）〜２９日（木） 応募先：第３校舎 外国語教育研究センター事務室
詳細：http://flang.keio.ac.jp/

- - - - - - -- - - - -- - - -- - - -- -- - - - - - -- - - - -- - - -- - - -- -- - ＊ 英語ワークショップ「The Music of English」 ＊
このワークショップでは、日本語、フランス語、スペイン語、さらにはジャズのリズムと比べながら、一体何が「英語らしい」話し方
なのかを感じ取ってもらいます。それから、ヤング先生のギターに合わせて英語特有のリズムを実感できるフレーズ（ジャズチ
ャンツ）を練習し、このことを確認していきます。
日時：１１月１３日（火） １８：１５〜１９：４５
場所：３３２番教室
講師：日向清人 （非常勤講師（外国語教育研究センター）） 、 ジェローム・ヤング （非常勤講師（文学部、他））
定員：３０名（先着順）
参加申込受付：１１月１日（木）９：００〜１２日（月）１６：３０
◆◇ H.A.P.P.秋の行事 ◇◆ 全企画入場無料

問合せ先：hy-happ@adst.keio.ac.jp

＊ 狂言ブート・キャンプ〜笑いの古典を体験〜 ＊
日時：１１月８日（木） １８：３０〜２０：００
場所：来往舎イベントテラス
＊ 来往舎・秋・空・響：入江要介（尺八）、鮎沢京吾（三味線）リサイタル ＊
日時：１１月１０日（土） １６：３０〜
場所：来往舎イベントテラス
＊ 音の紡ぐ旅路-藤井祐二×迫田悠 Duo- ＊
日時：１１月１６日（金） １８：３０〜２０：３０
場所：来往舎イベントテラス
＊ 塾長と日吉の森を歩こう ＊
日時：１２月１５日（土） １０：００〜１２：００
場所：９０番教室

