萬來舍

“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。

2021年 9月ご卒業予定の方へ
〈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。

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）
のお知らせ
2021 年度大学９月卒業式、大学院 9

〈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、

月学位授与式および大学９月入学式（学

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、

部・大学院）の詳細は、新型コロナウイ

「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。

ルス感染症の社会的状況を踏まえて決定

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。

し次第、慶應義塾 Web サイトにてお知
らせいたします。

〈問合せ先〉 基金室（平日 9：00 ～ 17：00）
電話

03-5427-1544（塾債担当）

URL

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

03-5427-1545（維持会担当）

慶應義塾公式グッズ 新商品のご紹介
福澤諭吉記念慶應義塾史展示館の完成を記念して、公式グッズに新たな商品が加わりました。売り上げの一部は奨
学基金として塾生に還元されています。

慶應義塾史展示館
いちごみるくキャンディ
（税込 650 円）

ミニジョッキ『帳合之法』
『西洋事情』
（税込各 3,700 円）

慶應義塾史展示館ポストカード

8 枚セット

（税込 500 円）

〈取り扱い・問合せ先〉 慶應義塾三田インフォメーションプラザ 1 階

アートクリップ（税込 550 円）
電話

03-5427-1436

URL
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新型コロナウイルス感染症について
日本国内で初めての感染が確認されてから 1 年以上

感染した場合、軽症であっても深刻な後遺症が残る場

がたち、今春ころより、これまでの感染状況と異なり、

合があります。軽率な行動が他者の重症化等の原因にな

感染力が強く、また症状の進行が速いとされる変異株の

るかもしれません。
「感染しない」
「感染させない」を意

影響で、若年層の感染拡大が深刻化しています。ワクチ

識し、自分や家族、友人の命や人生を守る行動をとるよ

ン接種が順次開始されてはいるものの、今後の推移はま

う、賢明な判断と自覚をもってください。

だ計り知れないため、引き続き感染対策を継続し、細心
〈２. 感染した場合や感染が疑われる場合の報告〉

の注意が必要です。

万が一、感染した場合や濃厚接触者に該当する場合、
〈１. 新型コロナウイルス感染症の予防について〉

発熱等の症状が出た場合は、速やかに保健管理センター

感染の拡大を食い止めるためには、飛沫感染と接触感

に報告をしてください。速やかに報告・対応することで

染が発生する場を控えることが重要です。マスク着用、

感染拡大を抑えることができます。感染や感染の疑いを

咳エチケット、手指消毒、身の回りの物の消毒、他の人

隠す、または報告しないといったことがないよう、勇気

との十分な距離の確保はもちろんのこと、不要不急の外

をもって報告してください。

出や会食を自粛して、人の流れを抑制し、
「密閉」「密集」

新型コロナウイルス感染拡大防止のための体調不良時

「密接」環境をつくらないことが、感染防止になります。

等の対応については下記 Web サイトを参照してくださ

特に、会食は、至近距離でマスクをはずして会話をする

い。

ため、飛沫感染のリスクが高く、実際に感染拡大の主な
原因とも指摘されています。屋内、屋外を問わず、会食
を厳に慎むことが非常に重要です。

URL

https://www.students.keio.ac.jp/
c o m / l i f e / h e a l t h / c o v i d -1920200916.html

出典：厚生労働省Webサイト
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URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html#pictogram

学生生活に関するお知らせ
学生相談・メンタルヘルス

学生健康保険互助組合による事業

新型コロナウイルスの感染が拡大して 2 回目の夏

学生健康保険互助組合とは、学生生活を健康面でサポー

を迎えています。昨年に引き続き、オンライン授業

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

や課外活動の停止など、まだまだ制約の多い毎日が

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

続いています。長引く自粛生活や、思い描いていた

費（年額 2,500 円）で運営されています。

学生生活とは異なる毎日に、ストレスを感じること
も多いのではないでしょうか。そのようなときには、

医療給付

不安や心配を一人で抱え込まず、気軽に相談してく

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

ださい。

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

学生相談室は、日吉・三田・矢上・芝共立の 4 キ
ャンパス※に設置されており、学生生活上のどのよ

った自己負担額の一部を給付する制度です。
※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。

うな相談にも対応する窓口です。学業に関すること、
対人関係や進路のこと、また、日々のメンタルヘル
スについてのご相談にも応じています。
現在は、電話やオンラインなどの遠隔相談を原則
としていますが、場合によっては対面での相談も行
っています。また、塾生についての相談であれば、
ご家族の方の相談も受け付けています。なお、利用
にあたっては予約が必要です。詳細は、下記 Web

URL

h
 ttps://www.students.keio.ac.jp/com/life/health/

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。

サイトでご確認ください。
URL

h ttps://www.students.keio.ac.jp/com/life/
consult/counseling-room.html

※信濃町・SFC にもカウンセラーがいます。

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。

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

「大学塾生家族地域連絡会」について
2021 年度の大学塾生家族地域連絡会は、新型コロナウ

学内外での正課、大学行事、課外活動（学外で行う

イルスの感染状況を踏まえ、開催を見合わせることといた

場合は事前に「学外行事届」の提出が必要）などで

しました。

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

なお、2022 年度の開催については決まり次第、下記
Web サイトにてお知らせいたします。

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。

大学塾生家族地域連絡会
URL

h
 ttps://www.students.keio.ac.jp/com/
other/guarantor/meeting.html
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編

集

後

記

2020年度を前に新型コロ
ナウイルスによるパンデ
ミックが全世界を襲う。
長谷山彰・前塾長は健康
と安全を守り、感染拡大
の防止を最優先に考えな
がら、決して学びの機会
が失われることのないよ
う、あらゆる支援策を講
じていった。そして本年
5 月 27 日をもって 4 年間
の任期を終え、伊藤公平・
前理工学部長がバトンを
引き継いだ。就任から 1
週間後、職域でのワクチ
ン接種を開始する政府方
針に沿い、学生・教職員
等の希望者約 5 万人を対
象としたワクチンの接種
に全面的に協力すること
を決定。義塾社中の多大
な る 協 力 を 得 て、6 月
21 日、三田キャンパス
でワクチン接種が開始さ
れた。伊藤新塾長は “キ
ャンパスライフの奪還”
を塾生に向けた動画メッ
セージで語っている。
（広報室長 高野泰彦）
次号
（312号）
の発行は
10 月 15 日予定
通 巻 第 311 号
編集人 高野泰彦
発行人 北川雄光
発行所 慶應義塾
2021 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/
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※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。

海外留学について
□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。2022 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。
2022 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

2021 年９月６日（月）

2021 年 11 月 17 日（水）

2022 年５月２日（月）

出願締切

2021年10月５日
（火）16：45

2021年12月15日
（水）16：45

2022年６月２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。また、留学先によって語学能力や成績な
どの要件が異なりますので、詳細は募集要項をご確認ください。
※相談は早めに各キャンパス担当窓口へ。

国際センター Web サイト〈海外への留学〉
URL

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

□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、授業期間中の平日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、詳細については下記 Web サイト等でお知らせします。
国際センター Web サイト

URL

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

国際センター Facebook

URL

https://www.facebook.com/keioic

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 2021 年 10 月 29 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。

〈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

