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萬來舍

　毎年秋にすべての塾員、塾生とその家族を対象として日吉キャンパスで開催される、慶應連合三田会大会について
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年はやむを得ず中止となりました。
URL http://www.rengo-mitakai.keio.ac.jp/info/taikai2020.html

2020年慶應連合三田会大会中止のお知らせ

※慶應連合三田会：慶應義塾大学の卒業生（塾員）が組織する同窓会を、主に「三田会」と呼びます。その三田会を統括する組織が慶應連合

三田会です。

2020 年度大学９月卒業式、大学院 9 月学位授与式および
大学９月入学式（学部・大学院）の詳細は、新型コロナウイ
ルス感染症の社会的状況を踏まえて決定し次第、慶應義塾
Web サイトにてお知らせいたします。
URL  https://www.keio.ac.jp/ja/

大学９月卒業式、
大学院学位授与式および
大学９月入学式（学部・大学院）の
お知らせ〈慶應義塾債の償還について〉

　慶應義塾債をお持ちの方は、10 月上旬に保証
人様宛にお送りする「慶應義塾債償還案内」をご
覧いただき、お早めに償還手続きをおとりいただ
きますようお願い申し上げます。

〈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）

2020年9月
ご卒業予定の方へ

“萬來舍” は 1876（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。
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出典：首相官邸ホームページ　 URL https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の国内流行
に対する緊急事態宣言は５月 25 日に解除されました。
新型コロナウイルス感染症の流行が今後どのように推移
するかについては未知であり、引き続き注意が必要です。

〈１.   新型コロナウイルス感染症の予防について〉
　５月 25 日時点では、確立された治療法や予防のため
のワクチンは存在しません。新型コロナウイルス感染症
は、咳やくしゃみの際に出てきたしぶきを吸い込むこと

（飛沫感染）およびしぶきがついた物に触れた手で目、鼻、
口などの粘膜を触ること（接触感染）により感染します。
しぶきの発生を防ぐためのマスクの着用、咳エチケット、
食器の共有を避ける、手洗い、人混みを避ける、こまめ
な換気といった基本的な感染症予防法は新型コロナウイ
ルス感染症の予防にも有効です。手洗いの際は石鹸を使
用して、手のひら、手の甲、指先、指の間、手首をまん
べんなく洗い、清潔なハンカチなどでふき取った後にし
っかり乾燥させることが大切です（図）。流水での手洗
いができない場合にはアルコールを含む手指消毒薬を使

新型コロナウイルス感染症について
用してください。クルーズ船における新型コロナウイル
ス感染症集団発生事例では、テレビのリモコンなどから
ウイルスの遺伝子が検出されています。ドアノブなど共
有箇所の消毒には、次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素
系漂白剤）またはアルコールの使用が奨められています。
また、休養を十分にとることおよび栄養のバランスのと
れた食事をとることも重要です。

〈２.   自分が新型コロナウイルス感染症になった場合は〉
　新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、保健
管理センター Web サイトの記載に従って感染の報告を
してください。また、同感染症は指定感染症であり学校
保健安全法が定める第一種感染症に該当するため、治癒
後の登校および就業に関しては主治医の許可および書類
の提出が必要になります。詳細は下記 Web サイトを参
照してください。
URL  http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/index.html　

慶應義塾大学保健管理センター　専任講師　康井洋介
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学生生活に関するお知らせ

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
は各キャンパスにて配布の『健保の手引き』および上
記 Web サイトでご確認ください。

学生相談・メンタルヘルス
　新型コロナウイルスの感染拡大により、学生生活は一
変しました。キャンパスの閉鎖という予想もしなかった
中、オンラインでの授業や課外活動の停止、そして友人
と接する機会も制限される自粛生活が続いています。そ
れまで当たり前の日常であったものが突然中断されたと
き、戸惑ったり不安を感じたりすることはごく自然な反
応です。学生相談室では、塾生の皆さんがストレスとう
まく付き合い、自分の心をケアする手掛かりを見つけら
れるよう「心のケア資料集」を作成し Web サイトに掲
載しています。皆さんのメンタルヘルスの向上に役立つ
ことを期待します。
　また、現在、対面での相談は行っておりませんが、カ
ウンセラーが電話相談を行っています（4 月 24 日から当
面の間）。相談の内容は、学業について、心身の健康や
生活上のことなど、どのようなことでも受け付けていま
す。また、電話相談は、塾生についてのご相談であれば、
ご家族の方もご利用いただけます。不安や心配を一人で
抱えこまず、気軽に相談してください。なお、利用にあ
たっては予約が必要です。詳細は、下記 Web サイトで
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、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、詳しくは各地区学生部（課）
学生生活担当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
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。

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、受付期間の
延長や申請方法の変更をしています。最新の情報は下
記Webサイトでご確認ください。

URL   https://www.students.keio.ac.jp/com/
life/health/

URL   https://www.students.keio.ac.jp/com/life/
consult/counseling-room.html

※新型コロナウイルス感染症の影響により、募集内容等に変更が生じる可能性があります。
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未知のウイルスが瞬く間
に世界規模のパンデミッ
クを起こして都市や国が
閉鎖される。映画や小説
の世界が現実のものとな
り、世界観や価値観が根
底から変わってしまった
2020年。小さなウイル
スは全世界に対する黒船
なのかも知れません。新
しい秩序と制度をどう作
っていくのかを歴史に学
びながら再出発をすべき
時を迎えています。入学
式は延期、キャンパスも
閉鎖、教職員も在宅勤務
という想定外の体制でス
タートした新年度。授業
はオンラインで4月30
日から開始されました。
緊急事態宣言の解除でキ
ャンパスも段階的に利用
できる可能性が出てきた
5月末現在ですが、慎重
を期しつつ、塾生諸君、
特に新入生の皆さんをキ
ャンパスに迎える日が来
ることを願っています。
（広報室長　高野泰彦）

編 集 後 記

次号（308号）の発行は
10月15日予定

通　巻　第307号
編集人　高野泰彦
発行人　大石　裕
発行所　慶應義塾
2020年7月1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/

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
に応じています。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 〈海外への留学〉
URL  http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/index.html

  2021 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 2020 年９月７日（月） 2020 年 11 月 18 日（水） 2021 年５月３日（月）

出願締切 2020年10月６日（火） 16：45 2020年12月16日（水） 16：45 2021年６月３日（木） 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。

※留学先大学により、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

が必要な大学への留学を希望する場合は、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。

なお、保証人が海外に居住している場合は、学生本人の国内住所宛に発送されます。最寄りの銀行
窓口あるいはペイジー（Pay-easy）を利用して納入してください。振込金領収書は大切に保管して
ください。
納入期限は 2020 年 10 月 30 日です。
※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。

□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全学レ
ベルの学生交換協定に基づいて実施する留学制度です。約 140 校の協定大学があり、
1 学年間の交換留学が可能です。2021 年度の派遣交換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。

国際センター Web サイト URL  http://www.ic.keio.ac.jp/
国際センター Facebook　　 URL  http://www.facebook.com/keioic/

〈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

※新型コロナウイルス感染症の影響により、募集内容等に変更が生じる可能性があります。


