学生生活

ホームルームのない大学生活では、こうした重要な情報も、自分で確認しないと見逃して
しまう可能性があります。時には進級にまで影響してしまうことも。そこで、左側のペー
ジにある３大情報源をまめに確認する必要があります。確認を怠ったことによる不利益は
学生本人の責任になりますので注意してください。

担任の先生が必要な情報を伝えてくれる高校とは異なり︑

などなど……

大学では︑授業や試験︑学生生活全般に関わる情報を

● 休講・補講
● レポートの提出期限
● 教室変更
● 奨学金の手続き
● 試験日程や実施教室 ● 学生部からの呼び出し

自分で確認する心構えが求められます︒

日 頃 か ら 確 認 が 必 要 な 重 要 情 報 の 例

このページでは︑日吉キャンパス︑湘南藤沢キャンパス︵SFC︶の

学生生活を万全の状態でスタートできるように︑ぜひ活用してください︒

START UP

新入生に向け︑情報収集のポイントと各担当窓口を紹介します︒

新入生のための

※新型コロナウイルス感染症への対応も随時、確認してください。

履修案内
日吉における各学部の履修
の決まりや履修申告の方

学部学則

法、 ス ケ ジ ュ ー ル な ど の

慶應義塾大学の最も基本的

案内書で、学部ごとに色が

な規則です。入学から卒業

異なります。この他、外国

まで、
履修、
試験、
進級などは、

語 に 関 す る履修案内冊子

この規則に拠ります。

主な
ガイドブック
紹介

もあります。
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こんな時は⁝⁝

学事

担当窓口へ

塾

・履修など学事上の相談

・留学、休学、復学など
の手続き

など

・保証人の変更、保証人
の住所変更

（湘南藤沢事務室 看護医療学部担当）

・学習指導教員との面談

日 吉：第 4 校舎独立館１階（日吉学生部 学事担当）
（総環）：Α館１階（湘南藤沢事務室 学事担当）
SFC
（看護）：看護医療学部校舎 1 階
SFC

・レポートの提出

正課に関わる事務を担当
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大学生活の

3大情報源で CHECK!

塾生サイト

ガイドブック

keio.jpポータル

授業・試験および奨学金、学生生活、就職進路等

入学したての頃は分からないことだらけで、何か

大学生活を送る上で最も重要な情報源です。keio.

に関する情報を掲載しています。学事日程、台風

と心細いものです。しかし、入学前に配布された

jp ポータルのトップページには、事務室からのお

や地震などの緊急時の授業の取り扱い、事務室窓

各種ガイドブックには、重要な情報が網羅されて

知らせや呼び出し、各種イベント案内など、最新

口の開室時間等についてもこちらを参照してくだ

います。履修申告、進級・卒業に必要な単位数、

の情報が News ／ Message 欄に掲載されるため、

さい。

教室の位置、各種届出、奨学金、福利厚生、留学、

日常的に確認を行うようにしてください。なお、

https://www.students.keio.ac.jp/

病気やケガの際の対応など、あらゆる情報が掲載

keio.jp ポータルは、履修申告や休講・補講の確認、

されています。事務窓口で尋ねる前に、まずは各

住所変更などができるシステムへの入り口にも

種ガイドブックの目次を参照し、知りたい情報を

なっています。

探してみてください。

http://keio.jp/
※慶應 ID とパスワードによる認証が必要です。（ITC アカ
ウントでのログインも可能）

SFC ガイド
看護医療学部ガイド

CALAMVS GLADIO

履修の決まりや一年間のスケジュール、そしてキャ

FORTIOR（塾生案内）

ンパスの窓口の案内等をまとめたガイドブックで

日吉におけるキャンパスライフを

す。SFC ガイドは、総合政策学部と環境情報学部の

中心とした内容。新入生が一日も

学生のための、看護医療学部ガイドは、看護医療学

早く塾生としての学生生活になじ

部の学生のためのものです。充実したキャンパスラ

めるようにと編集された実用的案

イフを送るために欠かせない実用的案内書です。

内書。タイトルは「ペンは剣より

※この他、新入生全員に「外国語教育研究センター履修案内・
講義要綱」が配布されています。

も強し」を意味するラテン語です。

こんな時は⁝⁝

学生生活

担当窓口へ

・正課以外の学生生活全
般に関する相談
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・奨学金の相談、手続き

塾

・病気やケガの際の医療
給付の手続き
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など

日 吉：第 4 校舎独立館１階「学生相談室」
https://www.students.keio.ac.jp/com/life/consult/counseling-room.html
SFC：A 館 2 階「心身ウェルネスセンター」
https://counseling.sfc.keio.ac.jp/

・サークル、部活動に関
する相談、手続き

学生生活に関わる相談窓口

・忘れ物、落とし物

日 吉：第 4 校舎独立館１階（日吉学生部 学生生活担当）
SFC（総環）
：Α館１階（湘南藤沢事務室 学生生活担当）
SFC（看護）
：看護医療学部校舎１階（湘南藤沢事務室 看護医療学部担当）

・その他、事故やトラブ
ルの相談

学生生活の支援に関わる事務を担当

ほかにもこんな窓口があります

新入生のための 学生生活

START UP

留学

資格

窓口での留学相談や留学フェアの開催などを通じて塾
生の留学をバックアップ。

塾生の資格取得に向けて全力でサポート。

国際センター

https://www.ic.keio.ac.jp/

各キャンパス国際担当窓口
https://www.ic.keio.ac.jp/aboutic/access.html

公認会計士、税理士……会計研究室
https://www.fbc.keio.ac.jp/academics/affiliatedorganizations/
三田

大学院校舎７階

（火・金

外国語学習

03-5427-1600

12：00 〜 16：00）account@fbc.keio.ac.jp

多彩な外国語科目を提供し、塾生の語学学習を支援。

法曹、国家公務員……法学研究所

外国語教育研究センター

http://www.kilp.law.keio.ac.jp/

http://www.flang.keio.ac.jp/
＊公開講座「慶應外語」については http://www.fls.keio.ac.jp/

日吉

第３校舎２階

三田

第１校舎１階

三田

大学院校舎８階

03-5427-1599

教員免許……教職課程センター
https://www.ttc.keio.ac.jp/

情報環境

三田

南館地下１階

03-5427-1618

コンピュータ・ネットワーク・ソフトウェアライセン
ス利用などの IT サービスを提供。

インフォメーションテクノロジーセンター（ＩＴＣ）

図書館

https://www.itc.keio.ac.jp/

国内屈指の蔵書、多様な学術データベースや電子ジャー
ナルを揃え、さまざまなサービスを提供。

日吉

第７校舎地下１階

三田

矢上

14 棟地下１階

信濃町 北別館１階

SFC

Ｍ館 1 階北側

芝共立 １号館４階

大学院校舎地下 1 階

ハラスメント
守秘義務を負った相談員が対応し、解決に向けて取り
組みます。

ハラスメント防止委員会
http://www.harass-pco.keio.ac.jp/
三田

塾監局３階

多様性
ワーク・ライフ・バランス、バリアフリー、ダイバー
シティに関する取り組みを行います。

協生環境推進室
https://www.diversity.keio.ac.jp/
三田

メディアセンター（図書館）
https://www.lib.keio.ac.jp/

健康
塾生の健康全般をサポート。定期健康診断、日常の応
急処置、証明書の発行、メンタルヘルス相談、内科・
精神科（予約制）の診療など。

保健管理センター／診療所
http://www.hcc.keio.ac.jp/
日吉

保健管理センター

矢上

16-A 棟 3 階

三田

北館１階

信濃町   病院 2 号館 2 階

S F C   A 館２階（心身ウェルネスセンター内）
  
芝共立 ２号館１階

hc@info.keio.ac.jp

三田インフォメーションプラザ 2 階
塾
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