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2012年9月ご卒業予定の方へ

　2012（平成 24）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いたします。
　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申し上げます。会場は、新卒業生、
ご家族ともに三田キャンパス西校舎ホールです。
□2012（平成24）年度　大学９月卒業式
　日時：9月18日（火）14：00開式
　場所：三田キャンパス　西校舎ホール
□2012（平成24）年度　大学院９月学位授与式
　日時：9月18日（火）10：00開式
　場所：三田キャンパス　西校舎ホール

※塾債をお持ちの場合、償還金からの振替（全額・一部）
により、維持会へお申し込みいただけます。

〈お問い合わせ先〉
慶應義塾 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）
URL  http://www.kikin.keio.ac.jp/
E-mail  kikin-box@adst.keio.ac.jp

大学9月卒業式、
大学院9月学位授与式のお知らせ

“萬來舎” 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、
生涯、人と人との対話を重視した福澤諭吉の
“萬來舎” の精神は今も義塾社中に引き継がれています。 萬來舎

塾債償還の手続きについて

慶應義塾維持会について

　入学時などに塾債をお申し込みいただき、
2012年9月にご卒業予定の方には、塾債の「償
還の手続きについて」のご案内を、10月中旬
より順次保証人の方宛にお送りいたします。
この案内をご覧いただき、早めに手続きをお
とりください。

　慶應義塾維持会は、福澤先生逝去の折に、
義塾の存続と発展を願う先達により結成され
た伝統ある組織です。塾生への奨学支援事業
を中心に、義塾の教育・研究活動などにご支
援いただいております。ご加入いただいた皆
さまには『三田評論』を贈呈いたします。ご
卒業にあたり新塾員となられる皆さまには趣
旨をご理解いただき、維持会を通じて義塾と
の絆を深めていただきたく、多くの方のお申
し込みをお願い申し上げます。維持会のご案
内はご卒業後にお送りいたします。
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三田キャンパス
西校舎ホール
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　今年度の小泉信三記念講座を下記の通り開催します。
　この講座は、故小泉信三博士を記念して設けられた小
泉基金により運営しているもので、全学的な総合講座と
して1968（昭和43）年から毎年実施しています。
　事前申し込みは不要で、塾生から一般の方まで、どな
たでも自由に聴講していただけます。
日時：８月23日（木）17：20 ～ 18：50
場所：三田キャンパス（決定次第Webサイトで周知します）
講師：大石裕君（法学部長）
演題：メディアと市民意識─戦後日本社会を中心に─
URL  http://www.rcp.keio.ac.jp/（研究支援センター本部）
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学生生活に関するお知らせ

今夏の節電対応について
　慶應義塾では、年間で最も電力需要が高まる夏期に向
けて以下の通り節電策を実施します。現下の電力事情に
鑑み、ご理解とご協力をお願いします。

　毎年恒例の塾員（卒業生）の集いです。今年のテーマ
は「永遠に讃えん我が母校─My School ×My Home」。
さまざまなライブやコンサート、豪華景品多数の抽選会
などが行われ、塾生や一般の方々も参加できます。
日時：10月21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
URL  http://2012.rengomitakai.jp/

節電目標
削減目標値　
　2010年度比　マイナス15％

　（全キャンパス合計）

具体的運用
（1）空調温度設定
冷房の下限設定温度を28℃

とします。

（2）照明の設定
安全性等と必要照度を確保し、減灯を行います。

（3）エレベーターの稼働
利用者に支障のない範囲で一部を制限して稼働し

ます。

（4）電気機器類の使用制限
さまざまな電気機器類について必要最低限の稼働と

します。

（5）教室等の使用制限
使用していない教室等における照明の消灯ならびに

空調機の稼働停止を徹底します。

なお、利用申請のない教室使用はできません。自習
はメディアセンターなどを活用してください。

（6）クールビズの実施
空調温度設定に伴い、教職員はクールビズにより業

務に従事します。期間は10月31日までです。

慶應義塾の電力使用状況
URL  http://setsuden.keio.ac.jp/chartp/power_all.html

節電目標値と全キャンパスの合計電力使用量をグラフ

で公開しています。

小泉信三記念講座

慶應連合三田会大会
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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学生
相談室があり、カウンセリングを受け付けています。
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
生活一般についてなど、さまざまな相談に対応して
います。
　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。どのキャンパスの利用も可能
です。
※SFCは心身ウェルネスセンターで対応しています。

□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
　　　（８月・３月を除く）

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・問い合わせ先〉
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
矢上 　学生課　学生生活担当
信濃町　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

学生健保の給付事業
　学生の相互扶助の精神に基づいて設立された「学生健康保
険互助組合」では、組合員である学生の健康保持と増進を目
的に、以下の事業を行っています。

　医療給付の対象とな
る条件や手順、予防給
付の利用手続き等につ
いては、入学時に配布
した『健保の手引き』
や『塾生案内』を確認
し、有効に活用してく
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、全学生を対象に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「学外活動届」の提出が必要）等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
学生が病気や怪我で医療機関にかかった場合、支払った自
己負担額の一部について、所属キャンパス窓口で給付申請
が行えます。

予防給付
日吉塾生会館内のトレーニングルームの設置・運営や海の
家、スキーハウスの開設、契約施設に宿泊する際の宿泊費
補助などを行っています。
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学生生活に関するお知らせ
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海外留学について

□留学説明会
　9月（予定）　三田・日吉・SFC
　上記の派遣交換留学制度や短期海外研究プログラム（春季）の紹介、留学に向けて
必要な準備などを説明します。日程・場所は下記Webサイトや掲示板でお知らせします。
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 〈海外に関心のある塾生へ〉
URL  http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/index.html

　十返舎一九が『東海道
中膝栗毛』で描くところ
の江戸時代の徒歩旅行、
不思議な国を旅していく
奇妙な一行を描いた映画
『オズの魔法使い』、友人
から聞く異国の土産話な
ど、さまざまなものが私
たちを旅に誘います。
　今回の特集は「旅」。
かの松尾芭蕉も「そゞろ
神の物につきて心をくる
はせ、道祖神のまねきに
あひて取るもの手につか
ず、もゝ引の破れをつゞ
り、笠の緒つけかえて」
と『奥の細道』への長大
な旅に出る前の高揚した
気分を書き表しました。
皆さんもドキドキする気
持ちを大切にして、若い
時だからこそできる自分
なりの旅をぜひ見つけ、出
発してほしいと思います。
（広報室長　渡部　淳）

編 集 後 記

次号（276秋号）の発行は
10月15日予定

通　巻　第275号
編集人　渡部　淳　
発行人　井田　良
発行所　慶應義塾　
2012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（2001
年度以前は目次のみ）。http://
www.keio.ac.jp/ja/about_keio/
publications/juku/

2013（平成25）年度  派遣交換留学  出願期間
第 1期 第 2期 第 3期

オンライン・
レジストレーション

2012 年
9月 28 日（金）～
10 月 4日（木）

2012 年
11 月 30 日（金）～
12 月 5日（水）

2013 年
5月 31 日（金）～
6月 5日（水）

書類提出
2012 年
10 月 1日（月）～
10 月 4日（木）

2012 年
12 月 3日（月）～
12 月 5日（水）

2013 年
6月 3日（月）～
6月 5日（水）

※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ので注意してください。
※出願に際して、語学能力証明の書類が必要です。英語圏への留学を
希望する場合は、TOEFL iBT 70 点以上もしくは IELTS 5.5 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。
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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 2012 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。
〈お問い合わせ先〉
慶應義塾 経理部（平日 9：00 ～ 17：00）
電話  03-5427-1528

□派遣交換留学生募集
　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100校の協定大学があり、1年間の交換留学が可能です。
　2013年度の派遣留学を希望する諸君は、以下の期間に所定の手続きを行ってください。


