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萬來舍

　2022 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

〈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、コロナ禍に際しては、キャンパスライフ復帰に
向けて塾生に支援を行うなど、慶應義塾を支えるさまざまな事業に活用
されています。年額１口１万円からご支援いただくことができます。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  03-5427-1898

2022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。

　慶應連合三田会大会とは、毎年秋に日吉キャンパスにて
開催され、２万人を超える塾員・塾生とその家族が集う大
規模な同窓会です。講演会やシンポジウムなど多彩なイベ
ントが用意されますので、ぜひご来場ください。

日時：2022 年 10 月 16 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（2022 年慶應連合三田会大会実行

委員会）

URL  https://2022.rengomitakai.jp/

慶應連合三田会大会

※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。

塾債 維持会
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　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の脅威は依
然として続いています。これまでどおり、感染対策を怠
らず、塾生一人一人が社会の手本となるよう自覚をもち、
周囲への気遣いを忘れず、行動を律することが大切です。
引き続き感染対策の徹底をお願いいたします。

〈新型コロナウイルス感染予防および感染拡大防止の徹底〉
　「自分が感染しない」「他人を感染させない」行動を徹
底してください。以下の対策は、濃厚接触となる状況や
飛沫リスクのある環境をつくらないこと、万一感染者が
発生した場合の影響範囲を限定的にとどめることにつな
がります。

1. 基本的な感染対策
　⑴ マスク（不織布）の着用・咳エチケット
　⑵  手指衛生（手洗い・アルコール消毒）・うがいの

徹底
　⑶ こまめな換気
　⑷ 身体的距離（ソーシャルディスタンス）の確保
　⑸ 大人数で集まらない、混雑している場所を避ける。
　⑹ 不特定多数が触れる場所のこまめな清掃・消毒

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について
2. 会食（複数人での会話を伴う飲食）時の感染対策
　⑴ 会話のときはマスクを着用する。
　⑵ 自治体から認証を受けた飲食店を選ぶ。
　⑶ 自治体や飲食店が定めた感染予防ルールを守る。
　⑷  短時間・少人数での会食に努め、席の移動や席替

えはしない。
　⑸ カラオケなど大きな声を出す状況を避ける。
　⑹  参加者名簿を作成するなどして会食状況の把握に

努め、感染者が発生した際に備える。
　⑺  PCR（無料）検査を活用するなどして、二次感染を

拡大させない工夫を考える。
3.  駅構内や路上、公園等の公共の場所での飲食・飲酒の

自粛
4. 検温等の日頃の健康管理と体調不良時の行動自粛

〈感染が疑われる・罹患した場合の対応〉
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と診断され
た場合、感染が疑われる場合、体調不良時、陽性者と濃
厚接触した可能性がある場合には、以下の Web サイト
のフローチャートに従い対応をしてください。速やかに
報告・対応することで感染拡大を避けることができます。
感染の疑いを隠す、または報告しないといったことがな
いよう、勇気をもって報告してください。

出典：厚生労働省Webサイト　 URL  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html#pictogram

URL   https://www.students.keio.ac.jp/com/life/health/files/20220601flowchart.pdf
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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
　３年ぶりにほとんどの授業が対面となり、キャンパ
スでの学生生活が戻ってきました。長い自粛生活の後
だけに期待も大きいことでしょう。でも、時にはさま
ざまな活動や人との出会いに戸惑ったり、環境の変化
にうまく適応できないといった思いを抱いたりするこ
とがあるかもしれません。そのようなときには、不安
や心配を一人で抱え込まず、気軽に相談してください。
　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
いての相談にも応じています。
　現在は、対面の相談に加え、電話相談・Web での
相談にも応じています。原則として相談は予約制にな
ります。電話もしくは来室にて予約をお取りください。
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。詳細は、以下の 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
契約旅館利用時の宿泊費補助、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、申請方法が
変更されることがあります。最新の情報は以下の 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

※信濃町・SFC にもカウンセラーがいます。
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2022年４月、塾生諸君
の声が戻ってきました。
これほど多くの塾生がキ
ャンパスに集うのは実に
３年ぶりのことです。今
年度から対面授業の割合
が全体で９割となりまし
たが、塾生諸君の表情に
接し、キャンパスはやは
りこうあるべきだ、とあ
らためて気付かされます。
慣れない環境でのスター
トには不安や心配もある
ことでしょう。義塾には
さまざまな相談窓口があ
りますので、ぜひ活用す
ることをお勧めします。
過去２年間講義を倍速で
聴いていたために対面授
業の速度が遅い、という
声も時に聞きます。一方、
ライブでしか味わえない
感動があります。ハイブ
リッドな学習方法には課
題があるものの、各々の
視点で柔軟に対応し、新
しい生活を楽しんでほし
いと切に願います。
（広報室長　山崎敬夫）

編 集 後 記

次号（316号）の発行は
10月15日予定

通　巻　第315号
編集人　山崎敬夫
発行人　岩谷十郎
発行所　慶應義塾
2022年7月1日発行

お問い合わせ、ご意見等は以下
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定期的に開催しています。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慶應義塾スチューデントアンバサダー（SA）が留学相談に応じ
ています。どちらも、詳細については以下の 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  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/

  2023 年度  慶應義塾大学派遣交換留学  出願期間
秋募集 春募集

出願開始 2022 年９月５日（月） 2023 年５月１日（月）

出願締切 2022 年９月 30 日（金） 16：45 2023 年５月 26 日（金） 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。

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 2022 年 10 月 31 日（月）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。2023 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  https://www.ic.keio.ac.jp/

〈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。


