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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
【展示】
テーマ：
「もっと知りたい KEIO」
慶應義塾のこと、どのくらい知ってますか？
慶應義塾の歴史、創立者福澤諭吉のこと、日吉キャンパスのこと、日吉以外のキャンパスのこと...
新入生を迎えた日吉キャンパスの春。KEIO のこと、いろいろご紹介します。
場所：日吉メディアセンター（日吉図書館）1 階展示スペース
期間：4 月末日まで

【図書館探検ツアー】
新入生にとって最も身近な日吉の図書館を先輩（2〜3 年生）がご案内します。
グループでも 1 人でも気軽に参加して、先輩たちにどんどん聞きましょう。
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（日吉図書館）地下 1 階ＡＶホール
開始時刻：4 月 2 日（金）14:00、15:00、16:00、17:00
4 月 3 日（土）10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00
4 月 5 日（月）10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00
4 月 6 日（火）10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00
4 月 7 日（水）11:00、12:00、13:00、14:00
都合に合わせてご参加ください。各回同じ内容で約 35 分で図書館内を一周する予定です。
【春季長期貸出図書の返却期限日】
4 月 15 日（木）和書・洋書とも
* 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 円の延滞料がかかります。
【慶大教員のオススメ本】
（第 4 回）
1、2 年の学部生を対象に「大学に入ったら是非読んでほしい本」
、
「学生時代に読んだ思い出の本」を推薦しても
らいました。今回は以下の 4 名の先生にご協力いただいています。
経済学部 羽田功、経済学部 迫桂、法学部 坪川達也、理工学部 金田一真澄
先生のコメントをみて、気になる本を読んでみましょう。
場所：日吉メディアセンター（日吉図書館）1 階インターネットエリア（ラウンジ）
【サービスの変更】
3 月 23 日（火）よりメディアセンターでは、新図書館システムを導入し、日吉メディアセンター（日吉図書館）
学部生向けのサービスを一部変更しました。
主な変更点
・貸出冊数の制限を廃止しました。
・借りている資料の更新（貸出期間の延長）回数を 2 回に変更しました。
・返却期限日を事前にメールでお知らせします。
・KOSMOS（蔵書検索システム）から更新・予約ができるようになりました。

自然科学研究教育センター講演会（第５回）
タイトル：日本発位相幾何学的グラフ理論入門
講演者 ：根上生也氏（横浜国立大学 教育人間科学部教授）
日程
：5 月 13 日（木）16:30〜18:00
場所
：来往舎１階シンポジウムスペース
参加費 ：無料
問合せ先：自然科学研究教育センター事務局（来往舎内）
E-mail : office@sci.keio.ac.jp
Tel
:045-566-1111（直通）
URL : http://www.sci.keio.ac.jp/

教養研究センター日吉行事企画委員会（ＨＡＰＰ）

日吉・ピアノフェスティバル
ショパン、シューマン生誕 200 年記念企画（仮）

ふたつの魂が揺曳する夜に〜
詩と舞踏の新たな表現のため

ショパンとシューマンを中心としたコンサートシリーズ

吉増と笠井のコラボ

【日程】6 月中旬〜7 月初旬の 2 週間

【日程】6 月 19 日（土）

【場所】来往舎シンポジウムスペース

【場所】来往舎イベントテラス

日吉キャンパス協生館藤原洋記念ホール

細江英公の映画・写真上映と講演（仮）

環境週間

細江と土方の関わりを映画と写真上映と講演によってひ
も解く

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】5 月

【日程】6 月 21 日（月）〜26 日（土）

【場所】来往舎シンポジウムスペース

「ドイツ平和村」と「モナリザを描く」に関する
展示と講演会等（仮）
展示とワークショップ
【日程】未定
【場所】来往舎イベントテラス

【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

来往舎ギャラリー

「あなたの悩みに効く１冊」を本のソムリエが
紹介します！（仮題）
清水克衛氏による講演と参加者の悩みに応じた本を清
水氏がその場で選んで紹介する。
【日程】未定
【場所】日吉メディアセンター1 階セミナーコーナー

※開催日時等、変更となる場合があります。

国際センター主催プログラム参加者募集
① 2010 年度 夏休みに行われるプログラムの参加者募集
＜夏季在外研修＞
アメリカ：ウィリアム・アンド・メアリー大学、ワシントン大学
イギリス：ケンブリッジ大学ダウニングコレッジ、オックスフォード大学リンカーンコレッジ
＜延世・復旦・立教・慶應リーダーシップフォーラム＞
日中韓の学生が英語で語り合う、学生主導型、1 週間の合同合宿形式プログラムです。
8 月 16 日（月）〜21 日（土）に日吉キャンパスで開催。
【日吉キャンパスでの募集ガイダンス】
日程：4 月 6 日（火）16:30〜18:00
場所：第 4 校舎独立館 地下 2 階 DB201 番教室
【出願受付】
＜夏季在外研修＞
4 月 12 日（月）
、13 日（火）
（予定）
＜リーダーシップフォーラム＞ 4 月 26 日（月）
、27 日（火）
（予定）
詳細は国際センターウェブサイトで確認してください。
（国際センタートップページから、
「海外に関心の
ある塾生へ」
「短期プログラム」
「学内機関主催の短期プログラム」の表へと進んでください。)
② 2010 年度慶應義塾大学派遣交換留学生
[第 3 期募集]
出願期間：6 月 14 日（月）〜6 月 16 日（水）
募集国 ：オーストラリア、ニュージーランド（予定）
詳細は「2010 年度 留学のてびき・派遣交換留学生募集要項」
（日吉学生部国際担当で配布）または国際セ
ンターウェブサイト（http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/）で確認してください。最新の情
報・変更点については当ウェブサイトにアップしますので定期的に確認してください。
なお、出願書類の中に英語の語学能力証明書が求められています。各大学の募集要項を読み、TOEFL
や IELTS のスコアを取得できるように早めから準備・受験をし、出願期間内にスコアを提出できるよ
うにしてください。

パンフレット「留学のススメ」の配布
国際センターを始め、各学部等が主催する各種留学プログラムを紹介するパンフレット「留学のススメ」を
新学期資料パッケージに同封しました。留学は、まず余裕を持った準備計画から。質問・相談は日吉学生部
国際担当事務室までお越しください。なお、第 4 校舎独立館地下 1 階日吉コミュニケーション・ラウンジで
も留学情報を提供しています。

新入生の皆様へ
日吉キャンパスの情報をまとめてお伝えする「HIYOSHI CAMPUS CALENDAR」は、毎月 1 日発行して
います（休刊月あり）
。日吉キャンパス内で配布中。是非お手に取ってご覧ください。
日吉キャンパスのホームページからも、ＰＤＦでご覧いただけます。
日吉キャンパス HP：http://www.hc.keio.ac.jp/
※配布場所は変更となる場合があります。

日吉キャンパスでの配布場所
第7校舎B1F

第7校舎B1F

来往舎1F入口付近
食堂棟1F・2F入口付近
食堂棟1F・2F入口付近
第3校舎1F入口付近

来往舎1F入口付近

第3校舎1F入口付近
第6校舎1F入口付近

メディアセンター1F
メディアセンター1F

第6校舎1F入口付近
第4校舎B棟1F掲示板前
第4校舎B棟1F掲示板前

第4校舎B棟1F踊場
第4校舎B棟1F踊場

第４校舎独立館学生部（学生生活）内
第４校舎独立館学生部（学生生活）内

