日吉キャンパスの教職員がおすすめする各種イベントのお知らせを掲載した
ニュースレターです。お気軽に手に取ってご覧ください。
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★☆ Academic Writing Contest 2012 ☆★
本年度で 12 年目を迎える毎年恒例のコンテストです。本コンテストでは、所長賞をはじめ部門ご
とに部門賞を設けています。英語小論文作成の腕試し、またはスキルアップのため、今年も多くの
ご応募をお待ちしています。
受

付

： 【紙データ】 外国語教育研究センター窓口
12 月 3 日（月）～12 月 7 日（金）各日 10:00～16:30
【電子データ】E-Mail
works-flang@adst.keio.ac.jp
12 月 3 日（月）10:00～12 月 7 日（金）16:30
．．
※紙データと電子データ両方の提出が必要ですのでご注意ください。
開催場所： 詳細は外国語教育研究センターWeb ページ http://www.flang.keio.ac.jp/にて確認
してください。

【２０１３年度 慶應義塾大学 派遣交換留学生（第 2期募集）】
出願期間：12月3日（月）～ 12月5日（水）
詳細については、「２０１３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/index.html )で確認してください。最新の情報・変更点につい
てもホームページにアップしますので定期的に確認してください。
「２０１３年度 留学のてびき・派遣交換留学募集要項」は各キャンパス学生部国際担当およびSFC
事務室で配布しています。

●2012年 自然科学研究教育センターシンポジウム

放射線科学

と

社会

日 時：2012 年 11 月 26 日（月）13:00～18:10
場 所：慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館多目的教室２
参加費：無料
講演者：新野
片山
茂松
井上
寺沢

宏 氏（東京大学大気海洋研究所所長・教授 / (社)日本気象学会理事長）
善博 （法学部教授・元総務大臣）
直之 （医学部教授）
浩義 （日吉化学教室・医学部教授、所員）
和洋 （日吉物理学教室・医学部助教、所員・
宇宙航空研究開発機構・宇宙医学生物学研究室・主任研究員）
友澤 森彦 （日吉生物学教室・法学部助教、所員）

●自然科学研究教育センター講演会 第 20 回

ヒッグス粒子から探る宇宙創成の謎
日時：2012 年 12 月 3 日（月） 16：30～18：00
場所：日吉キャンパス 来往舎１階 シンポジウムスペース
講師：浅井 祥仁 氏（東京大学大学院理学系研究科 准教授）
参加費：無料（学生の参加 歓迎）
※連絡先：自然科学研究教育センター事務局（日吉キャンパス来往舎内）
E-mail : office@sci.keio.ac.jp
Tel : 045-566-1111(直通)、33016（内線）
URL : http://www.sci.keio.ac.jp/

「 庄内フェア 」

および

「 図書館展示企画 」

8 月 31 日～9 月 3 日に開催した「庄内セミナー」の関連企画として開催します。

日
場

時：
所：

内

容：

主

催：

11 月 5 日(月)～11 月 17 日(土)（予定）
庄内フェア
⇒ 食堂棟１Ｆ（生協食堂）、
生協購買部１F 購買部、２Ｆ書籍部
図書館展示企画 ⇒ 日吉メディアセンター
庄内フェア
⇒ 庄内ランチの提供、庄内物産販売、
庄内関連図書展示・販売
図書館展示企画 ⇒ 第三回庄内セミナー写真展、
庄内セミナー紹介など
教養研究センター

【日吉メディアセンター】
■三田祭期間中の日吉図書館の開館予定
下記のとおり、短縮開館となります。
11月20日（火）～22日（木）・26日（月）：開館時間 ８：45～18：00
11月24日（土）：開館時間 ８：45～16：00
11月23日（祝）・25日（日）：休館

■スマートフォン向けKOSMOS
慶應義塾大学蔵書検索システムKOSMOSのスマートフォン版を公開しました。
スマートフォンから、蔵書検索とMyLibrary（貸出更新、予約、貸出履歴の参
照）を利用できます。是非ご利用ください。
URL： http://kosmos.lib.keio.ac.jp/sp/

■学習相談：レポートの相談受け付けます
教養研究センター設置科目「アカデミック・スキルズ」を受講した学部2～4年生、
および大学院生が相談員として皆さんのサポートをします。
「レポートって何？」という小さな疑問から、より具体的な書き方、
プレゼンテーションの方法など、気軽に相談してください。
期間：2012年9月24日（月）～ 2013年1月22日（水）
ただし、11/20（火）～26（月）の三田祭期間は休止
時間：月～金 13：00～18：00
場所：日吉図書館１階 レファレンスデスク
URL：http://www.hc.lib.keio.ac.jp/studyskills/consultation.html
（日吉図書館トップページ→スタディ・スキルズ→学習のすゝめ→レポート・学習の相談）

■展示

図書館の本を守ろう

みなさんは図書館の本を大切に使っていますか？
中には誤って汚されてしまったり、わざと壊されてしまったりするものがあります。
今回はそれらの実例を展示し、図書館の利用マナーについて改めて考えてみたいと思います。
期間：11月5日（月）～11月30日（金）
場所：日吉図書館1階 展示ケース

■展示

読書のすゝめ！[16 ] 「 君と僕が選んだ、今 読みたい本。」

2012年8月に行われた第3回選書ツアーで塾生が選んだ本をコメントと共に紹介します。
塾生の選んだ、今読みたい本を是非手にとってみて下さい。
期間：11月6日（火）～12月26日（水）
場所：日吉図書館１階 ラウンジ

慶應義塾大学 Hiyoshi Research Portfolio 2012
－日吉２０１２ 発信・交流・協働 －
研究成果報告会 開催のご案内
日吉キャンパスの先生方の多様な研究活動の内容と成果を学内外の皆様に広くご紹介し、新たな交流
と協働の場が拓かれることを期待して、「 Hiyoshi Research Portfolio 2012 」（HRP2012）を
開催いたします。
今年は、約 60 件 の研究紹介のポスター展示を中心に、著書紹介コーナーや講演会、ワークショッ
プ等を開催いたします。

会期：2012 年 11 月 9 日（金）・10 日（土）
（開場 10:00－）
＊企画によって終了時間がことなりますので、詳細は以下の URL をご覧ください。

会場：慶應義塾大学日吉キャンパス

来往舎

＊入場無料
講演会、ワークショップにつきましては、事前申込みについての
お知らせがあります。次のウェブサイトで確認をしてください。
＊URL

http://hrp.hc.keio.ac.jp/
日吉研究支援センターHRP 事務局

学生相談室
学生相談室グループアワー「心を訪ねてぶらり旅」
「議論の仕方・進め方－討論学習法の紹介－」
開催日時
開催場所
内容

11 月 1 日（木）18:15～19:45
第４校舎独立館 D２０２教室
話題提供者：西河正行（学生相談室カウンセラー）

ゼミでの討論，クラブの話し合い，就職面接のグループ・ディスカッションなど，上級学年になるほ
ど，メンバーとして議論に参加したり，討論をリードする機会が増えてきます。今回は，討論や話し
合いの難しさについて話し合いながら，討論を活性化させるための「メンバーの生産的な行動」と「非
生産的な行動」について学びましょう。
日ごろから討論や話し合いの難しさを感じている人にお勧めです。

※ 事前に資料を配布しますので，日吉もしくは三田，
各キャンパスの相談室までお立ち寄りください。

○問い合わせ先○
日吉学生相談室
三田学生相談室

（TEL 045-566-1027）
（TEL 03-5427-1575）

