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2014年9月ご卒業予定の方へ

　2014（平成 26）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します。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。
□2014（平成26）年度　大学９月卒業式
　日時：9月17日（水）14：00開式
　場所：三田キャンパス　西校舎ホール
□2014（平成26）年度　大学院９月学位授与式
　日時：9月17日（水）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、償還金の金額または一部を維持会
へ振り替えることができます。

※維持会への醵出金は慶應義塾への寄付金として、税法上
の優遇措置（寄付金控除）を受けることができます。

〈問合せ先〉
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

“萬來舍” 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
“萬來舍” の精神は今も義塾社中に引き継がれています。 萬來舍

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、
2014年9月にご卒業の方には、塾債の「償還
の手続きについて」のご案内を、10月上旬に
保証人の方宛にお送りします。こちらをご覧
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、福澤諭吉の没後、慶
應義塾の維持発展のために設立された伝統
ある組織です。皆さまからのご寄付は、「維
持会奨学金」をはじめ、義塾の教育・研究
の振興などに幅広く活用されます。お申込
みいただいた皆さまには『三田評論』を贈
呈します。ぜひこの機会にご加入され、義
塾との絆を一層深めていただければ幸いで
す。維持会のご案内はご卒業後にお送りし
ます。

三田キャンパス
西校舎ホール
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　昨年に引き続き、空調温度設定、照明の減灯、エレベ
ーター稼動の一部制限などの節電策を実施します。
　また、教職員に対してはクールビズ（ノーネクタイ、
ノージャケットなどの軽装。期間：5月 1日～ 10 月 31
日）やウォームビズ（期間：12 月 1 日～ 3月 1 日）を
推奨しています。

　なお、Web サイト上で公開している慶應義塾の電力
使用状況（グラフ）も継続して掲載する予定です。
　節電だけにとどまらず、ガス・水道などの使用量も削
減することにより、環境負荷の抑制につながります。ご
理解とご協力をお願いします。

2014年度の節電について

　毎年恒例の塾員（卒業生）の集いです。今年のテーマ
は「出会いこそ」。さまざまなイベント、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19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://2014.rengomitakai.jp/

慶應連合三田会大会
　塾生が自ら企画、運営して日頃の研究や課外活動の成
果を披露します。

七夕祭（SFC）：7月5日（土)
矢上祭 　：10月11日（土）～ 12日（日）
芝共薬祭 　：10月11日（土）午後～ 12日（日）
秋祭（SFC）    ：10月中旬
四谷祭 　：11月1日（土）～2日（日）
三田祭 　：11月21日（金）～ 24日（月）

各キャンパスの祭

※いずれも予定です。詳細は各実行委員会のWeb サイトを参照し
てください。

・各キャンパス（矢上キャンパスを除く）：2013年度の使用量を超過しないよう抑制

・矢上キャンパス：2013年度の使用量の5%増を超過しないよう抑制
節電目標
（キャンパス単位）
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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。全てのキャンパスでの利用が
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。
相談には前日までに電話か窓口での事前予約が必要
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・問合せ先〉
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
信濃町　学生課　学生生活担当
矢上 　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。

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 〈海外への留学〉
URL  http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/index.html

特集は「義塾とラテンア
メリカ」である。今年は
義塾のペルー訪問団から
20周年の年にあたる。
1994年、ペルー共和国フ
ジモリ大統領への名誉学
位授与が三田で行われ、
それを契機に教職員５名、
学生32名のペルー大統
領府訪問団による10日
間の訪問が実現した。当
時のメンバーからはジャ
ーナリストや厚生労働省
の医官、国際機関職員な
どが輩出されており、学
生時代のこの体験が大き
な動機付けになったこと
が伺われる。今年はパナ
マ運河の開通100周年に
もあたる。先日『パナマ
運河百年の攻防』（藤原書
店、2011）を手にとった。
著者の山本厚子さんは塾
員だった。いま海外の三
田会は66。そのうちの
７つがラテンアメリカに
ある。義塾とラテンアメ
リカのかかわりはまだま
だありそうである。
（広報室長　石黒敦子）

編 集 後 記
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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/

2015（平成27）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

2014 年
9月 26 日（金）～
10 月 2日（木）

2014 年
11 月 28 日（金）～
12 月 3日（水）

2015 年
5月 29 日（金）～
6月 3日（水）

書類提出
2014 年
9月 29 日（月）～
10 月 2日（木）

2014 年
12 月 1日（月）～
12 月 3日（水）

2015 年
6月 1日（月）～
6月 3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。英語の語学能力証
明書が必要な大学への派遣を希望する場合は、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。

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 2014 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。
〈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

□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。
　2015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。
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