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APEC フェスタ 2010 in 慶應
11 月 7 日〜14 日に横浜市にて APEC 首脳会議が開催されます。このイベントに関連して、日吉
キャンパスで「APEC フェスタ」を開催します。
【講演会】

「日本経済の展望〜アジア・太平洋地域における日本の役割〜」
【日時】10 月 14 日（木）、18 日（月）、19 日（火）、20 日（水）、22 日（金）
18:30〜 10 月 23 日（土） 15:00〜
【場所】第 4 校舎独立館 DB203 教室（23 日（土）のみ DB201 教室）
【APEC 学生会議】

「学生の視点、未来への提言」
【日時】10 月 23 日（土） 9:30〜18:00
【場所】第 4 校舎独立館 DB202 教室 他
【展示会】

「APEC とは何か？〜知識の枠を超えて APEC を身近に感じる〜」
【日時】10 月 18 日（月）〜23 日（土） 9:30〜18:00
【場所】第 4 校舎独立館地下 1 階コミュニケーション・ラウンジ
＊10 月 23 日（土）には大使館職員の方によるミニ講演会も開催
主催：教養研究センター日吉行事企画委員会（HAPP）
共催：横浜市港北区役所
企画：慶應 APEC イベント実行委員会
協力：ヒヨシエイジ実行委員会、経済新人会
後援：外務省、経済産業省
問合せ先：慶應 APEC 実行委員会 keioapec@gmail.com
URL：http://happ.hc.keio.ac.jp/
※イベントは変更となる場合がありますので、事前に web サイトなどでご確認ください。

自然科学研究教育センター講演会 「極地から地球が見える」
講演者：中山 由美 氏（朝日新聞東京本社科学医療グループ記者）
日時：10 月 4 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
参加費：無料（学生の参加歓迎）
問合せ先：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）
URL: http://www.sci.keio.ac.jp/

外国語教育研究センター主催

「Academic Writing Workshop 2010 Autumn〜英語小論文の書き方☆実践編☆〜」
春に開催した Workshop の続編として、今回は実践的に実際に論文で使う英語表現について、より「英語
らしい英語」「論文らしい英語」の使い方を学ぶ Workshop です。参加希望者は事前課題がありますので、
オンライン登録を行ってください。
詳細は外国語教育研究センターWeb ページ<http://www.flang.keio.ac.jp/>で確認してください。
日時：10 月 14 日（木） 16:30〜18:30 ※この Workshop は 2 時間です。
場所：日吉キャンパス 第 4 校舎 22 番教室
問合せ先：works‑
flang@adst.keio.ac.jp

学習相談室グループアワー

心を訪ねてぶらり旅

「話の聞き方に性格が出ます」

人間関係を作る上でもっとも大切なもの、それはコミュニケーションです。今回はコミュニケーション
の要素のうち、「話の聞き方」に焦点をあてて考えます。
参加者がお互いに話し手、聞き手となることで、「あなたの相手への関わり方（話の聞き方）」がみえ
てきます。それを通して、皆さんと話の聞き方について話し合いましょう。
日時：10月18日（月） 18:15〜19:45
場所：日吉キャンパス第4校舎独立館 D312教室
申込：日吉･三田いずれかの相談室までご連絡ください。
問合せ先：日吉学生相談室（TEL：045‑
566‑
1027）三田学生相談室（TEL：03‑
5427‑
1575）

学生健康保険委員会主催 『ヨガ講習会』
ヨガを体験して身体も心もリフレッシュしませんか？きちんと資格を持った講師による本格的なヨガを
無料で楽しむことができます！
日時 : 10 月 3 日（日）、17 日（日）、31 日（日） 各回 AM10:00〜12:00 （2 時間）
場所：協生館地下１階エクササイズスタジオ
定員：各 20 名
対象：学生健康保険互助組合員（学部生･院生）
事前申込制：日吉キャンパス学生部学生生活担当
問合せ先：学生健康保険委員会 keiogakuseikenpo@yahoo.co.jp

港区＋慶應義塾大学アート・センター アート・マネジメント講座 2010

第 2 回公開講座 「歌舞伎座という現場」
2006 年度よりアート・センターは港区と協働して「アート・マネジメント講座」を開催しています。本講座は、
各回テーマを定め、文化芸術とそれをとりまく環境を、より多くの人に理解していただくことをめざして開催す
る公開講座の第 2 回目です。
2 回目の公開講座では、美術の現場を撮り続けてきた写真家の安齊重男氏を講師に迎えます。現在、歌舞伎座は
さよなら公演を終えて改築中です。安齊氏が撮影した改築前の歌舞伎座の「記録」は、華やかなその表の顔だけ
でなく、舞台裏や楽屋で働く人々の姿など、歌舞伎座の日常— いわば「素顔の歌舞伎座」を我々に伝えてくれま
す。常に「現場」に立ち会い撮影してきた安齊氏に、歌舞伎座の記録撮影を中心にお話ししていただきます。

講師：安齋 重男（アート・ドキュメンタリスト）
日時：10 月 23 日（土） 13:30〜15:30（13:00 開場）
場所：三田キャンパス 西校舎 517 番教室
対象：港区内に在住・在勤・在学の方（定員 300 名）
ただし、慶應義塾の学生・生徒・教職員は、三田キャンパス以外でも可
参加方法：事前申込み不要・参加無料
当日、会場へ直接お越しください。
ウェブサイト：http://www.art‑
c.keio.ac.jp/event/log/323.html
問合せ先：art‑
c‑
minato@adst.keio.ac.jp
主催：港区 ／ 共催：慶應義塾大学アート・センター

HAPP 秋の行事（10 月開催分）です。全企画入場無料。奮ってご参加ください。

銀河鉄道の夜
（学生企画）
【日時】10 月 7 日（木）・8 日（金） 19:00〜20:10
【場所】来往舎イベントテラス

KEIO フットサルアドベンチャー2010
〜君は目を閉じてサッカーができるか〜
（学生企画）
【日時】10 月 16 日（土） 9:00〜16:30
【場所】陸上競技場
※雨天時は、11 月 13 日（土）に延期

Diverta!!3 -Tastiera（学生企画）
【日時】10 月 25 日（月）・26 日（火）18:30〜19:30
【場所】来往舎イベントテラス

Hiyoshi Poetry Festival 2010
（教員企画）
現代詩朗読ワークショップ
「カラダを使って詩を読もう」
【日時】10 月 27 日（水） 16:30〜18:00
【場所】来往舎中会議室
「Hiyoshi Poetry Festival 2010 朗読会」
【日時】10 月 29 日（金） 18:00〜20:00
【場所】来往舎イベントテラス

教養研究センター日吉行事企画委員会（ＨＡＰＰ）
問合せ先：hy‑
happ@adst.keio.ac.jp

City Sonar
（学生企画）
【日時】10 月 27 日（水）、28 日（木）、30 日（土）、
11 月 1 日（月） 15:00〜21:00
※10 月 27 日は 17:00 から
【場所】来往舎イベントテラス

建築パフォーマンス/
Architectural Performance
(教員企画）
【日程】10 月 30 日（土）14:00〜
11 月 13 日（土）14:00
【場所】来往舎屋外、南側

【夏季長期貸出図書の返却期限】
10 月 1 日（金）
＊他地区メディアセンターでも返却できます。（一部資料を除く）
＊期限に遅れた場合は、1 冊につき 1 日 10 円の延滞金がかかります。
【学習相談アワー】
〜レポートがなんだかわからないあなたへ〜
レポートって何？どうしたらいいの？
そんなとき、相談してみませんか？ レポートの取り組み方やプレゼンの基本について、
先輩がサポートします。ぜひ気軽に話しかけてください。
期間：2010 年 10 月 4 日（月）〜2011 年 1 月 19 日（水）
三田祭・冬期休業期間中は除きます。
時間：月〜金 13:00〜18:00（水曜日のみ〜17:30）
場所：日吉図書館 1 階 レファレンスデスク
【展示】
「図書館の本を守ろう 2010 ‑
図書館の本、大切に使っていますか？‑
」
図書館の資料は慶應義塾の財産。資料の保存も図書館の大切な使命です。
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：9 月 22 日（水)〜10 月 29 日（金)
場所：日吉図書館１階展示ケース
【閲覧席の入替】
夏季休業期間に２階小閲覧室の閲覧席を入れ替えました。
今回の入替で、従来は３〜４人掛けであった閲覧席を、２・３階西閲覧室で人気の個人席タイプに
変更しました。席数も若干増加しています。
小閲覧室での電卓やパソコンなどキーを叩く音が出る機器の使用は許可しておりません。
周囲の視線を気にせず、自分の学習に集中したい、という環境作りを目指しています。
ご協力をお願いいたします。

慶應義塾大学体育研究所公開講座

健康ジョギング教室

ウォーキングやジョギングの効果的な実践方法を解説します。雨天時には簡単なウエイトトレーニングや
エアロバイク、ダンベル等を使った健康・体力づくりの方法を学んでいきます！
【日時】10/15（金）、10/18（月）、10/22（金）、10/25（月）、10/29（金）、11/1（月）全6回
18:00〜19:30（夜間照明あり）
【場所】慶應義塾大学日吉キャンパス・陸上競技場
【対象】健康・体力に関心のある方、運動不足の方、体力向上を目指す方
【定員】先着50名
【受講料】6,000円（照明施設料・保険料含む）塾生、教職員は半額（3,000円）
【講師】松田雅之氏（慶應義塾大学体育研究所准教授）他
【申込方法】1)タイトルに「ジョギング」と記入 2)氏名 3)住所 4)年齢 5)電話番号 6)PCメールア
ドレスもしくはFAX番号 7)今後、体育研究所主催のイベント情報をご希望されますか？ （は
い・いいえ）を明記の上、E‑
mailまたはFAX にてお申し込みください。
※ 個人情報は健康ジョギング教室以外の目的で使用することは一切ありません。
【受付期間】9月17日(金) 〜 10月4日(月)まで ※ 但し、定員になり次第締切
【問合せ先】慶應義塾大学体育研究所コーディネイトオフィス 主催：慶應義塾大学体育研究所
TEL:045‑
566‑
1068 FAX:045‑
566‑
1089 （9:00〜17:00 / 土日祝除く）
E‑
mail: sports‑
coordinateoffice@ml.keio.jp

