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慶應義塾公式Instagram
アカウントの開設

　2017（平成 29）年度大学 9 月卒業式ならびに大学院
9 月学位授与式を以下の通り挙行します。
　この 9 月に卒業される塾生のご家族の皆さまには、ぜ
ひご参列くださいますようご案内します。会場は、卒業
生本人、ご家族ともに三田キャンパス西校舎ホールです。
□2017（平成29）年度　大学９月卒業式
　日時：9 月 14 日（木）14：00 開式
□2017（平成29）年度　大学院９月学位授与式
　日時：9 月 14 日（木）10：00 開式

大学9月卒業式、
大学院学位授与式のお知らせ

　慶應連合三田会大会とは、毎年秋に日吉キャンパスで
開催する、全ての塾員・塾生とその家族を対象とした大
規模な同窓会で、毎年約２万人が集います。多彩なイベ
ントが用意されますのでぜひ、ご来場ください。
日時：2017 年 10 月 15 日（日）9：00 受付開始
場所：日吉キャンパス
主催：慶應連合三田会（2017 年慶應連合三田会大会実

行委員会）

URL  http://2017.rengomitakai.jp/

慶應連合三田会大会

　2017 年４月３日、慶應
義塾の新しいソーシャルメ
ディアアカウントとして、
Instagram に公式アカウン
トを開設しました。慶應義
塾に関する画像や動画を、
国内だけでなく海外に向け
ても発信するため、英語で
運営しています。ぜひフォ
ローをお願いします。
アカウント名：@keio_university
公式ハッシュタグ：#keio_univ
URL https://www.instagram.com/keio_university/

〈塾債償還の手続きについて〉
　塾債をお持ちの方には、「償還手続きのご案内」を 10
月上旬に保証人の方宛にお送りしますので、早めの手続
きをお取りください。

〈慶應義塾維持会について〉
　維持会は、福澤諭吉逝去直後に義塾の維持発展を願う
社中により、寄付を継続して行う会として設立されまし
た。皆さまからのご寄付は、「維持会奨学金」をはじめ、
さまざまな支援事業に活用されています。ぜひご加入い
ただければ幸いです。ご案内はご卒業後にお送りします。

〈問合せ先〉　基金室（平日 9：00 ～ 17：00）
　　　　　　 電話  03-5427-1544（塾債担当）
　　　　　　　　 03-5427-1545（維持会担当）

2017年9月ご卒業予定の方へ

“萬來舍” は明治9年に三田山上にできた慶應義塾社中のサロン。
残念ながら、戦災で焼失してしまいましたが、その後も新たな建物・
施設などにこの名称が継承され、その精神を引き継いできました。
このコーナーではその名前の由来「千客万来」にちなみ、さまざま
なお知らせや記事を掲載しています。

萬來舍

※慶應義塾大学の卒業生（塾員）が組織する同窓会は、主に「三田会」

と呼ばれます。その三田会を統括する組織が慶應連合三田会です。
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【回復体位】
・顎を前に出し、上側の手の甲に顔をのせる

・上側の膝を約 90 度曲げて、体を安定させる

　学期末や夏季休校期間は、合宿・懇親会などが催され、塾生が酒類
に接する機会が増える時期です。未成年飲酒は違法行為であり、成年
でも飲酒行為は危険を伴うことがあります。度を過ぎた飲酒はトラブ
ルに巻き込まれたり、命を落とすこともある危険な行為であると認識
し、節度ある飲酒を心がけてください。
【未成年飲酒は違法行為】

　言うまでもなく、未成年者の飲酒は「違法行為」です。決してし
ないように、させないようにしてください。
【アルコール・ハラスメントとは？】

　飲酒の強要はもちろんのこと、そのような習慣が黙認される状況や、
断りづらい雰囲気の中で飲酒をすすめること、飲めない人への配慮を
欠くことはアルコール・ハラスメント（アルハラ）です。
【急性アルコール中毒にならないために】

　急性アルコール中毒は「アルコールの量」と「飲むスピード」に比
例します。イッキ飲みは大変危険な行為であることを認識し、絶対に
行わないでください。
【緊急時の対応】

　酔いつぶれた人に対しては、必ず次の 5 つの行動をとってください。
　１．絶対に一人にしない
　２．体温の低下を防ぐ
　３．衣服を緩める
　４．回復体位を取らせ、自然に吐かせる
　５．次の状態の場合は、すぐに救急車を呼ぶ
【すぐに救急車を呼ぶべき状態】

　・大イビキをかいて、ギュッとつねっても反応がない。
　・ゆすっても呼びかけても、まったく反応がない。
　・体温が下がり、全身が冷たくなっている。
　・倒れて、口からあわをふいている。
　・呼吸が異常に早くて浅い。時々しか息をしていない。
【その他注意すべきこと】

　酔っている時には、階段からの転落や交通事故に遭う危険性が高く、
窃盗や性犯罪、喧嘩に巻き込まれやすいので、十分注意してください。

　塾生が自ら企画、運営して日頃の研究や
課外活動の成果を披露します。

　義塾では、建築物等に使用されている吹
付けアスベストから発生する粉じんによる
健康への影響が懸念されることに対し、
1987 年以降、調査ならびに対処を進めて
きましたが、2015 年 11月、矢上キャンパス
教育研究棟（23 棟）の改修工事において、
塗装材の中にアスベストが含まれていたこ
とが判明しました。これを機に、さらなる
安心・安全確保のため、義塾全体の施設に
ついて専門業者により徹底的な調査を行っ
たところ、複数の建物からアスベスト含有
吹付け材が発見されましたが、いずれの状
態も安定しており、浮遊量調査の結果、粉
じんの飛散も認められず、安全面で支障の
ないことを確認しています。
URL  https://www.keio.ac.jp/ja/news/2017

/4/25/27-20432/

七夕祭（SFC） ：7月1日（土 )　※すでに終了

秋祭（SFC） ：10月7日（土）
矢上祭 ：10月7日（土）～ 8日（日）
芝共薬祭 ：10月21日（土）午後～ 22日（日）
四谷祭 ：11月4日（土）～ 5日（日）
三田祭 ：11月23日（木・祝）～ 26日（日）

飲酒行為に伴う危険性について

各キャンパスの祭

義塾施設におけるアスベスト含有
吹付け材使用箇所調査について

※いずれも予定です。詳細は各実行委員会の Web
サイトを参照してください。
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各種相談
□学生相談室
　三田・日吉・矢上・芝共立の各キャンパスには学
生相談室があり、カウンセリングを中心とした支援
を行っています。学業上の悩みだけでなく、課外活
動、将来の進路、対人関係、性格、心身の健康、家
庭のこと、その他学生生活一般に関わるさまざまな
問題について、カウンセラーとともに話し合ってい
きます。
　相談内容については秘密を守りますので、安心し
て訪ねてください。全てのキャンパスでの利用が
可能です。
URL  http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/gakuseisodan2.html

□弁護士による法律相談
　三田キャンパスでは、学生自身が大学内外でのト
ラブルに巻き込まれた場合などに備えて、弁護士に
よる法律相談を行っています。法律知識の欠如から
不都合が生じている場合などに相談してください。
相談には前日までに電話か窓口での事前予約が必要
です。
場所：三田キャンパス南校舎 地下１階
　　　学生部　学生生活支援グループ
日時：毎月第３水曜日 13：30 ～ 16：30
　　　（1 コマ 30 分間。８月・３月は実施しない）
いずれも詳しくは『塾生案内』や塾生 Web サイト
を確認してください。

〈受付・問合せ先〉
三田 　学生部　学生生活支援グループ
日吉 　日吉学生部　学生生活担当
信濃町　学生課　学生生活担当
矢上 　学生課　学生生活担当
SFC 　事務室　学生生活担当

　　　　事務室　看護医療学部担当
芝共立　学生課　学生生活担当

学生健康保険互助組合による事業
　学生健康保険互助組合とは、学生生活を健康面でサポート
することを目的に設立された互助組織であり、組合員である
学部・大学院正規生が学費納入時に支払っている組合費（年
額 2,500 円）で運営されています。

　 医 療 給 付 の 申 請 方
法・予防給付活動の内
容等、詳細は入学時配
布の『健保の手引き』
や『塾生案内』でご確
認ください。

大学内外での事故、怪我への補償
̶学生教育研究災害傷害保険̶
　義塾では、大学が保険料を全額負担し、「学生教育研究災害
傷害保険」に加入しています。これは、全学生を対象とし、
大学内外での正課、大学行事、課外活動（学外で行う場合は
事前に「学外行事届」の提出が必要）などで生じた不慮の事
故に対する、補償救済を目的とした保険です。特約により、
通学中や学校施設間の移動中の事故にも適用されます。
　保険金の支払い条件など、詳しくは左記窓口で配布してい
る『学生教育研究災害傷害保険のしおり』で確認してくだ
さい。

医療給付
家族または本人が加入している健康保険の保険証を提示し

て医療機関で保険適用の診療を受けた場合、窓口で支払っ

た自己負担額の一部を給付する制度です。

予防給付
海の家の開催、契約旅館による宿泊費補助、トレーニング

ルームの運営など、塾生の健康増進・体力増強のために行

っているさまざまな事業です。また、朝食サービスなど、

各キャンパスで学生健康保険委員会

が企画するイベントもあります。

学生生活に関するお知らせ

※ SFC は心身ウェルネスセンターで、信濃町キャンパスはス
トレス・マネジメント室で対応しています。
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海外留学について

□留学説明会・留学相談会
　留学に関する説明会を随時開催しています。派遣交換留学をはじめとする長期留学
や各種短期プログラムに関する説明会の他、協定校担当者による大学・プログラム紹
介が行われることもあります。また、日吉キャンパスを中心として、昼休みの時間帯
に派遣交換留学経験者である国際センタースチューデント・アシスタントが留学相談
にのっています。どちらも、日程・場所は下記 Web サイト等でお知らせします。
国際センター Web サイト　
URL  http://www.ic.keio.ac.jp/

国際センター Web サイト 〈海外への留学〉
URL  http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/index.html

　古くは北斎や歌麿の浮
世絵が “カッコいい日本”
として欧米に評価され、
今また日本発のコンテン
ツが世界に大きな影響を
与えています。
　子供の頃からアニメや
特撮に毎日触れながら育
ち、ヤマトやガンダムを
しっかり見てから社会人
になった世代としては、
サブカル／オタク文化が
世界で評価され、COOL 
JAPANという国策の1つ
にまでなっていること
は、驚きと同時にとても
嬉しく思っています。イ
ンターネットでさらに世
界への広がりと影響の波
は大きくなっていくでし
ょう。
　今回のステンドグラス
は塾生の皆さんにはあま
り馴染みの無い塾監局を
歴史的視点から探ってみ
ました。現在、建物内で
は 100 名近くの法人部
門の職員が日々業務にあ
たっています。
（広報室長　高野泰彦）

編 集 後 記

次号（296号）の発行は
10月15日予定

通　巻　第295号
編集人　高野泰彦　
発行人　大石　裕
発行所　慶應義塾　
2017年7月15日発行

お問い合わせ、ご意見等は下記
へお願いします（住所変更は必
ず学生部へお届けください）。
〒108-8345 
東京都港区三田2-15-45
慶應義塾広報室「塾」編集部
Tel  03-5427-1541（直）
Fax 03-5441-7640
m-juku@adst.keio.ac.jp
※バックナンバーは、Webサイ
トにてご覧いただけます（2011
年以降）。https://www.keio.
ac.jp/ja/about/learn-more/
publications/juku/

2018（平成 30）年度  慶應義塾大学派遣交換留学  出願期間
第 1 期 第 2 期 第 3 期

出願開始 2017 年
9 月 12 日（火）

2017 年
11 月 21 日（火）

2018 年
5 月 2 日（水）

出願締切 2017 年
10 月 12 日（木）16：45

2017 年
12 月 21 日（木）16：45

2018 年
6 月 5 日（火）16：45

※募集要項は、各キャンパスの学生部・学生課国際担当、SFC 事務
室で配布している、『留学のてびき』を参照してください。

※ 派遣先大学により、募集時期が異なります。
※出願に際して、語学能力証明の書類が必要です。英語の語学能力

証明書が必要な大学への派遣を希望する場合は、TOEFL iBT 70 点
以上もしくは IELTS 5.5 点以上の能力証明が必要です。出願時に証
明書の提出が間に合うように、語学能力試験を受けてください。

※ 相談は早めに各キャンパス担当窓口へ。

秋学期学費振込用紙の送付について
　秋学期分の学費振込用紙は、10 月中旬に保証人宛に送付します。

納入期限は 2017 年 10 月末日です。
　なお、春学期に当年度 1 年分を納入した場合は、秋学期分の振込用紙は送付されません。

〈問合せ先〉　慶應義塾 経理部（平日 9：00 ～ 11：30 ／ 12：30 ～ 17：00）
　　　　　　 電話  03-5427-1528

□慶應義塾大学派遣交換留学生募集
　慶應義塾大学派遣交換留学は、慶應義塾大学が海外の大学との間で交わした協定に基
づいて実施する留学制度です。約130校の協定大学があり、1年間の交換留学が可能です。
　2018年度の派遣留学を希望する場合は、以下の期間に所定の手続きを行ってください。


