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教養研究センター 庄内セミナー関連企画

■2010 年度庄内セミナー 活動報告会
「庄内セミナー」は庄内の歴史の中で育まれてきた「生命」の在り様など、「生命」を総合的に考えること
を目的としたセミナーです。今年度は、「芭蕉が見た庄内の生命（いのち）」をテーマとし、8 月 31 日〜
9 月 3 日に開催致しました。
この度、参加学生とコメンテーターによるセミナー最終報告会を開催致します。
皆様のご来場をお待ちしています。（入場自由・事前申し込み不要）
○日
時：11 月 13 日（土）14:00〜18:00
○場
所：日吉キャンパス 来往舎１階シンポジウムスペース
○内
容：庄内セミナーの紹介とセミナー参加学生によるグループ・プレゼンテーション
○主
催：教養研究センター／共
催 ： 東北公益文科大学
○問 合 せ：Tel 045‑
566‑
1151／Fax 045‑
566‑
1102／e‑
mail toiawase‑
lib@adst.keio.ac.jp
○後
援：鶴岡市、酒田市、鶴岡商工会議所、酒田商工会議所他

■庄内フェア
庄内地方を広く知っていただくために、庄内フェアを開催致します。（協力：慶應義塾大学生活協同組合）
＜食す＞11 月 8 日（月）〜11 月 13 日（土）
庄内米を使ったおにぎりいも煮などを提供
＜創る＞11 月 12 日（金）〜11 月 17 日（水）
鵜渡川原人形展示と色付け体験
＜読む＞11 月 8 日（月）〜11 月 27 日（土）
庄内関連図書を特集
＜探す＞11 月 8 日（月）〜11 月 13 日（土）
庄内ご当地スナック販売

＠日吉キャンパス 食堂棟 1F（生協食堂）
＠日吉キャンパス 第 4 校舎独立館地下 1F 日吉の家
＠日吉キャンパス 生協購買部 2F 書籍部
＠日吉キャンパス 生協購買部 1F 購買部

日吉学生部国際担当

■2011 年度慶應義塾大学派遣交換留学生（第 2 期募集）
○出願期間：11 月 29 日（月）〜12 月 2 日（木）
詳細については、「2011 年度 留学のてびき・派遣交換留学生募集要項」、
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・変更点については当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。
「2011 年度留学のてびき・派遣交換留学生募集要項」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。

学生相談室グループアワー 心を訪ねてぶらり旅

「コミュニケーション力養成講座〜観察力を高めよう！〜」
・感覚を研ぎ澄ましたコミュニケーションって？
・心理カウンセラーが行う観察のポイントは？
・話し相手の気持ちってどうやって理解するの？
・あなたの得意なコミュニケーションは視覚型？聴覚型？身体感覚型？
※ミニ講義やゲームを通じて、そんな疑問について一緒に考えてみませんか？
○日
時：2010 年 11 月 8 日（月）18:15〜19:45
○場
所：日吉キャンパス 第 4 校舎独立館 D409 教室
○申込・問合せ：当日、直接会場にお越し下さい。
日吉学生相談室（Tel 045‑
566‑
1027）三田学生相談室（Tel 03‑
5427‑
1575）

SFC/ワークライフバランス研究センター
文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」

第 3 回「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」シンポジウム
『慶應義塾としての男女共同参画への取り組み―女性研究者支援を超えて―』
センターが実施してきた研究業務・保育支援等のプログラム利用者・協力者によるパネルディスカッション
の他、今後の慶應義塾での男女共同参画関連事業継続に向けた議論を行います。たくさんの方のご来場をお
待ちしております。
○日
時：11 月 13 日（土）13:00〜17:00
○場
所：日吉キャンパス 第 4 校舎独立館 D101 教室
○問 合 せ：ワークライフバランス研究センター
e‑
mail keio‑
wlb‑
office@sfc.keio.ac.jp

自然科学研究教育センター

■2010 年自然科学研究教育センターシンポジウム
2010 年シンポジウムのテーマは、自然科学のあらゆる分野に関連するものとして、色や形に関するものや
現象をとりあげることにしました。講師を外部から招いて講演していただき、それぞれのトピックスをわか
りやすく解説していただきます。それを通して、自然における不思議さを再認識し、また幅広い分野にまた
がる自然科学の相互の関連性についても概観する場としたいと思います。
「〜自然における色や形のしくみ〜」
講演１ 「モルフォ蝶が語るナノの世界」
講演２ 「生物発光を源流とする化学発光−高効率化の過程から垣間見える発光のメカニズム−」
講演３ 「生き物のかたち、ホヤのかたち」
講演４ 「雪と氷の結晶の形を探る−宇宙実験からのメッセージ−」
※詳細は http://www.sci.keio.ac.jp/ をご参照ください。
○日
○会
○主
○問 合

時：11 月 19 日（金）13:00〜17:40
場：日吉キャンパス 来往舎１階シンポジウムスペース
催：慶應義塾大学 自然科学研究教育センター
せ：Tel 045‑
566‑
1111(直通)

■自然科学研究教育センター講演会 第 9 回
「美を科学する〜感性認知学の視座〜」
○講
師：三浦 佳世 氏（九州大学 人間環境学研究院 人間科学部門 心理学・教授）
○日
時：12 月 3 日（金）18:15〜19:45
○会
場：日吉キャンパス 来往舎１階シンポジウムスペース
○主
催：自然科学研究教育センター
○問 合 せ：Tel 045‑
566‑
1111(直通) ／e‑
mail office@sci.keio.ac.jp
※詳細は http://www.sci.keio.ac.jp/ をご参照ください。
！！どちらも参加費無料 、学生の参加歓迎！！

日吉メディアセンター（日吉図書館）

■三田祭期間中の日吉図書館の開館予定
授業が休講になる下記期間は短縮開館となります。
○期
間：11 月 18 日（木）〜11 月 24 日（水）
○開館時間：平日 8:45〜18:00 土曜 8:45〜16:00

※日曜日・祝日は休館

■学習相談 実施中 〜レポートがなんだかわからないあなたへ〜
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。ぜひ気軽に相談してください。
○期
間：2011 年 1 月 19 日(水)まで（除く三田祭・冬期休業期間）
○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 「萩尾望都の世界」「講師から塾生にススメる本」（理工学部「人間教育講座」から）
「萩尾望都の世界」
今年 6 月に「人間教育講座」で講演していただいた漫画家の萩尾望都さんの作品を紹介する展示を行います。
ポーの一族、トーマの心臓 etc
自筆サイン入り寄贈本も手にとれます。この機会にぜひ萩尾さんの作品に触れてみてください。
「講師から塾生にススメる本」
いままでに「人間教育講座」講師をしていただいた方々の著作紹介と講師から寄せられた塾生に読んでほし
い本を「講師の推薦文」とともに紹介します。各界の著名人からの熱いメッセージを受け取ってください。
○期
間：11 月 1 日(月）〜12 月 10 日(金）
○場
所：日吉図書館 1 階中央展示ケース、ラウンジ

HAPP秋の行事（11月以降開催分）です。全企画入場無料。奮ってご参加ください。

City Sonar（学生企画）
○日

時 ：10 月 27 日（水）17:00〜21:00
28 日（木）15:00〜21:00
30 日（土）15:00〜21:00
11 月 1 日（月）15:00〜21:00
○場
所 ：来往舎イベントテラス
○企画責任者：川鍋徹（総合政策学部 3 年）

建築パフォーマンス/
Architectural Performance（学生企画）
○日

Exodus gallery 2010（学生企画）

時 ：10 月 30 日（土）14:00〜
11 月 13 日（土）14:00
○場
所 ：来往舎屋外、南側
○企画責任者：ホルへ･アルマザン
（理工学部助教）

○日

時 ：12 月 6 日（月)〜12 月 15 日（水）
10:00〜17:00
※土曜日・日曜日は休館
○場
所 ：来往舎ギャラリー
○企画責任者：川鍋徹（総合政策学部 3 年）
教養研究センター日吉行事企画委員会（HAPP）／問合せ：e‑
mail hy‑
happ@adst.keio.ac.jp

