7 学内施設、制度
1 メディアセンター（図書館）
図書館は「メディアセンター」という名称で、 6つのキャンパスに設置されています。それぞ
れキャンパスの専門分野に合わせた図書、雑誌、視聴覚資料等をそれぞれ所蔵し、その合計は
500万冊にのぼります。
他キャンパスの図書も取り寄せて貸出できるほか、データベースや電子ジャーナル、電子ブッ
クも利用できます。蔵書の検索はKOSMOS（オンライン目録）をご利用ください。
http://kosmos.lib.keio.ac.jp/
メディアセンターの利用について：
① メディアセンターへの入館、貸出等の手続きには学生証が必要です。
② 貸出日数は資料やキャンパスにより異なります。返却期限に遅れると、休館日も含め1冊
につき1日10円の延滞金がかかります。紛失・汚損・破損した場合には弁償していただ
きます。
③ 借りている図書の確認、返却期限の延長（更新）はKOSMOSの「My Library」からウェ
ブ上で手続きできます。「My Library」では、他の人に貸出中の図書への予約、他キャン
パスからの図書取寄せの申し込みができます。「My Library」には「慶應ID」でログイン
してください。「慶應ID」をお持ちでない場合は、パスワードの発行も可能です。
④ キャンパス内に設置されているコンピューターからデータベースや電子ジャーナル、電
子ブックを利用するには、「ITCアカウント」が必要です。
開館スケジュールや利用方法等の詳細は、慶應義塾大学メディアセンターのポータルサイトを
参照してください。
http://www.lib.keio.ac.jp/

2 コンピュータ・ネットワーク利用
各キャンパスにインフォメーションテクノロジーセンター（以下、ITC）が設置されており、
教育や研究で使用されるコンピュータやネットワークなどに関するサービスを提供しています。
詳細については、所属するキャンパス ITCのウェブサイトをご確認ください。
キャンパス
三田
日吉
信濃町
矢上
湘南藤沢
芝共立

URL
http://www.mita.itc.keio.ac.jp/
http://www.hc.itc.keio.ac.jp/
http://www.sc.itc.keio.ac.jp/
http://www.st.itc.keio.ac.jp/
http://www.sfc.itc.keio.ac.jp/
http://www.skc.itc.keio.ac.jp/
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7 Campus Facilities and Services
1 Media Center (Library)
Libraries at Keio University are called “Media Centers.” All 6 campuses—Mita, Hiyoshi, Shinanomachi,
Yagami, SFC, and Shiba-Kyoritsu—have a Media Center, which collects and stores all kinds of written and
electronic resources in areas corresponding to each campus’s specialty in order to provide students, faculty,
and administrative staff with the information they need at the right time.
The Media Centers hold and provide access to a total of over 5 million books, periodicals, and other printed
materials and audiovisual resources. Students can use Keio’s online library catalog, called KOSMOS, to find
resources and request items from the Media Centers on any campus. In addition, Keio’s Media Centers have
access to databases, electronic journals, and electronic books which have been made available for students
to use.
KOSMOS: http://kosmos.lib.keio.ac.jp/
When using the Media Centers:
① Use your student ID card to enter the Media Center and borrow books.
② Borrowing limits depend on which Media Center you use. If you return books past their due date, you
will be charged a fine of 10 yen per item per day, which will include days on which the Media Center
is closed. If you lose, damage, or deface any borrowed materials, you must pay for these.
③ My Library on KOSMOS allows users to see items that they are currently borrowing and renew those
items. Also, logging in to My Library allows users to place hold requests on items that are currently on
loan and request items from Media Centers on other campuses. Use your “Keio ID” or student ID and
password issued by the Media Center to login to My Library. It is also possible to have a password
issued by the Media Center for those who do not have a “Keio ID.”
④ You need an ITC account to access the databases, electronic journals, or electronic books from
computers on campus.
For further information about the Media Centers, please visit the following website:
http://www.lib.keio.ac.jp/en/

2 Computer/Network Facilities
Information Technology Centers (ITC) are located on each campus to provide computing and
communications infrastructure, services, and support for Keio University’s educational and research
programs. For more information, please visit your campus’s ITC website.
Campus
Mita
Hiyoshi
Shinanomachi
Yagami
Shonan
Fujisawa
ShibaKyoritsu

URL
http://www.mita.itc.keio.ac.jp/en/top_mc.html
http://www.hc.itc.keio.ac.jp/en/top_hc.html
http://www.sc.itc.keio.ac.jp/en/top_sc.html
http://www.st.itc.keio.ac.jp/en/top_st.html
http://www.sfc.itc.keio.ac.jp/en/top_sfc.html
http://www.skc.itc.keio.ac.jp/en/top_skc.html
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3 保健管理センター・診療所
保健管理センターでは、健康相談や応急処置等を無料で受けられるほか、定期健康診断の結果
に基づく健康診断証明書の発行等を行っています。また、各キャンパス（信濃町・芝共立を除く）
の保健管理センターには、慶應義塾診療所を併設しており、受付時間内であれば医師による診療
を受けることができます。また、病状によっては慶應義塾大学病院または他の医療機関を紹介し
ます。
1. 診療について
（1）学部・大学院正規生
慶應義塾診療所を利用した際の費用は、学生健康保険互助組合（組合）との契約に従って、
診療費（薬代や検査費用を含む）の半額は組合が負担し、半額は皆さんが支払うことになりま
す。
（2）研究生、別科・日本語研修課程生、慶應ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの学生、特別短期留学生
慶應義塾診療所を利用した際の費用は、診療費（薬代や検査費用を含む）の全額を皆さんが
支払うことになります。
診療日程は保健管理センターのウェブサイトで確認できます。
http://www.hcc.keio.ac.jp/
キャンパス

場

所

保健管理センター
開室時間
月～金
8:30～17:00

診療所
受付時間
月～金
8:45～11:30 / 13:00～16:15

月～金
8:45～11:30 / 13:00～16:15
月・水 13:15～16:15
金 8:45～11:30 / 13:15～16:15
医師が必ず在室しているとは限りません。医師
の診療日はウェブサイトで確認してください。
水・木 9:15～12:00
月～金 13:00～16:15
医師の診療日はウェブサイトで確認してくださ
い。
慶應義塾診療所としての診療は行っていませ
ん。体調不良等で受診を希望する場合は、学生
証と健康保険証を持参のうえ、月 8:45～11:15、
火～金 13:00～16:00 に来室してください。対象
は医学部 2～6 年生および医学研究科正規生、看
護医療学部 3 年生のみです。
診療所はないため診療は行っていません。医師
との相談を希望する場合には、ウェブサイトで
在室日程を確認してください。

三田

北館 1 階

日吉

並木道
グラウンド側

月～金
8:30～17:00

矢上

16-A 棟 3 階

月～金
8:30～17:00

SFC

A館 2階

月～金
9:00～17:30

信濃町

中央棟
地下 1 階

月～金
8:30～17:00

芝共立

2 号館 1 階

月～金
8:30～17:00

＜注意＞
慶應義塾診療所では国民健康保険などによる保険診療は行っていません。
2. 定期健康診断について
学部・大学院生正規生を対象に年1回4～5月に無料で定期健康診断を実施しています。所属す
る学部・研究科・学年・性別によって受診日が違いますので、4月～5月のwebでのお知らせを参
照してください。指定の定期健康診断日以外には受診できません。この定期健康診断を受けると、
その年度において、健康診断証明書（1通200円）の発行を受けられます。なお病院や保健所で健
康診断を受けると有料 (5,000円～10,000円程度)となります。
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3 Keio University Health Centers/Clinics
Medical consultation and first-aid treatment are available for free at the Health Centers on each campus.
Certificates of Annual Health Examination can also be issued at a Health Center if you have taken the annual
health checkup. Clinics are located within the Health Centers on Mita, Hiyoshi, Yagami, and Shonan
Fujisawa Campuses. (Shinanomachi and Shiba-Kyoritsu Campuses do not have clinics.) These clinics offer
medical diagnoses and treatment by a resident doctor during office hours. If students require further medical
treatment, a referral to Keio University Hospital or another hospital will be given.
1. Medical Treatment (Keio Clinics)
(1) Undergraduate/Graduate Students
If you receive medical treatment at one of Keio’s clinics, half of the cost of treatment and medication will
be paid by the Student Health Insurance Union. You are responsible for the remaining amount.
(2) Research Students, JLP Students, KIP Students, and Short-term International Students
If you receive medical treatment at one of Keio’s clinics, you will be required to pay all medical fees.
Information on Keio Clinics can be found at the links below:
Japanese: http://www.hcc.keio.ac.jp/
English: http://www.hcc.keio.ac.jp/en/index.html (Some information is Japanese language only)
Campus

Location

Mita

1F, North Bldg.

Hiyoshi

Building on the
Athletics Field
side of the ginkgolined avenue

Health Center
Office Hours
Monday to
Friday
8:30–17:00

Clinic
Office Hours
Monday to Friday
8:45–11:30/13:00–16:15

Monday to
Friday
8:30–17:00

Monday to Friday
8:45–11:30/13:00–16:15

Monday to
Friday
8:30–17:00
Monday to
Friday
9:00–17:30

Monday and Wednesday 13:15–16:15
Friday 8:45–11:30/13:15–16:15
For the doctor’s schedules, please check the website.
Wednesday and Thursday 9:15–12:00
SFC
2F, Alpha Bldg.
Monday to Friday 13:00–16:15
For the doctor’s schedules, please check the website.
The Health Center on Shinanomachi Campus does not
have a clinic. Be sure to bring your student ID card and
health insurance card when coming to receive treatment.
The Health Center is open Monday from 8:45 to 11:15
Monday to
Shinano
and Tuesday through Friday from 13:00 to 16:00. This
B1F, Center Wing
Friday
machi
is only for 2nd- to 6th-year undergraduate students in
8:30–17:00
the School of Medicine, full-time students in the
Graduate School of Medicine, and 3rd-year
undergraduate students of the Faculty of Nursing and
Medical Care.
The Health Center on Shiba-Kyoritsu Campus does not
Monday to
Shibahave a clinic, so students cannot receive medical
1F, Bldg. No. 2
Friday
Kyoritsu
treatment here. To see a doctor for medical consultation,
8:30–17:00
please check the schedule on the website.
Note: Keio clinics do not accept National Health Insurance cards.
Yagami

3F, Bldg. 16-A

2. Annual Health Checkup
Every year during April and May, the Health Center carries out annual health checkups. These annual
checkups are free of charge for undergraduate/graduate students. The date of your checkup will depend on
your faculty or graduate school, year, and sex. Please check dates on the website given above. Please note
that you can only take this health checkup on the days scheduled. Students taking this checkup can receive
a Certificate of Health (200 yen per copy) at any time during the academic year. Health checkups at other
hospitals or healthcare centers will cost you around 5,000–10,000 yen.
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4 トレーニングルーム
1.

日吉キャンパス塾生会館１階トレーニングルーム
トレーニングルームは、学生健康保険互助組合の組合費により開設されました。健康増進・
体力増強のために是非利用してください。
室内には多様なトレーニングマシーンがあり、シャワールームもあります。
専属のインストラクターがアドバイスをしてくれます。
なお、トレーニングルームを使用する時は、学生証・トレーニングウェア・室内用トレーニ
ングシューズが必要です。

開室時間
閉室日
利用料金
利用方法

月曜日～金曜日 10：30～17：30（受付は16:30まで）
（4月～12月の通常授業日は20:00まで延長。受付は19:00まで）
土曜、日曜、祭日、義塾の定める休校日、三田祭期間、大学入学試験期間
＊義塾の定める休校日は開室することもありますので受付で確認してください。
組合員（学部・大学院正規生）： 1回 200円
非組合員（別科・日本語研修課程生、慶應ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ生、研究生等）：1回 300円
① 入口で、利用券を購入する。
② 受付に学生証と利用券を提出し、ロッカーの鍵を受け取る。
③ 必ず室内用トレーニングシューズに履き替えて入室する。
④ 更衣室でトレーニングウェアに着替える。（ジーンズ・チノパン不可）
⑤ トレーニング開始。トレーニング終了後、受付にロッカーの鍵を返し、学生証
を受け取る。

2.

湘南藤沢キャンパス内トレーニングルーム、テニスコート
湘南藤沢キャンパスの体育館内にもトレーニングルームがあります。使用する時にはトレー
ニングウェアとシューズが必要です。トレーニングルームの利用は予約の必要はありません。
開室時間内であれば自由に利用することができます。
テニスコートの利用は前日までに事務室窓口で予約が必要です。利用の際には利用申込書の
控えを持参して必ずテニスシューズを着用してください。

開室時間： 月曜日～日曜日
トレーニングルーム 9：30～19：45
テニスコート
8：00～19：00
閉 室 日 ： 義塾の定める休校日
利用料金： 無料
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4 Training Room
1. Hiyoshi Campus, 1F, Student Union Building
The Training Room is funded by the Student Health Insurance Union to promote good health and physical
fitness. The Training Room is equipped with a variety of training machines and shower rooms. A
professional instructor is available on-site to offer training advice.
Appropriate training clothing and shoes must be worn when using the Training Room.
Training Room Facility Hours:
Open: Monday to Friday, 10:30–17:30 (Last admission at 16:30)
(From April to December, during the semester, facility hours are extended to 20:00 and last
admission to 19:00.)
Closed: Saturdays, Sundays, national holidays, Keio University holidays, during Mita-sai, and during the
entrance examination period*
*The Training Room may be open if classes are held on national and Keio University holidays.
Fee: Undergraduate/graduate students: 200 yen per entry
Japanese Language Program students/Keio International Program students/research students, etc.:
300 yen per entry
When using the Training Room:
1) Purchase a ticket at the entrance (use the automated machine).
2) Exchange your student ID card and the ticket for a locker key at reception.
3) Make sure to change into appropriate shoes.
4) Go to the locker room and change into appropriate clothing. (Jeans and chinos are not allowed)
5) After your workout, return the locker key to reception and take receipt of your student ID card.
2. SFC Training Room and Tennis Courts
There is a training room in the Gamma Building: Gymnasium. Please make sure to wear clothing and shoes
appropriate for training. Reservations are not required. You can use the training room during the facility
hours listed below.
If you would like to use the tennis courts, you need to make a reservation at the office by the day before
that on which you plan to use it. Please bring a copy of the registration form when you go to use the tennis
courts. Make sure to wear tennis shoes.
Training Room:
Tennis Court:
Closed:
Fee:

Monday to Sunday, 9:30–19:45
Monday to Sunday, 8:00–19:00
University holidays
Free
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5 学生相談室、心身ウェルネスセンター、ストレス・マネジメント室
学生相談室、心身ウェルネスセンター、ストレス・マネジメント室は、みなさんが学生生活を
送っていくなかで出会うさまざまな事柄について、気軽に相談できるところです。困ったときは、
ひとりで悩まずにこれらの部屋を訪ねてください。友人や家族と一緒に相談に行くこともできま
す。相談内容については秘密を守ります。また内容によっては、他の窓口や関係機関への紹介も
行っています。
相談内容： 学業、課外活動、将来の進路・職業、対人関係、性格、心身の健康など、
その他学生生活一般について
何か困ったときは、学生相談室や心身ウェルネスセンター、ストレス・マネジメント室をご利
用ください。原則として相談は予約制となりますが、電話による申し込みも可能です（芝共立キ
ャンパス・信濃町キャンパスは学生課でも予約を受け付けます）。面接時間は1回30分から1時間
くらいです。なお、学生相談室では夏休みなどの休校期間中も、原則として通常どおり下記の時
間に開室しています。
学生相談室
キャンパス
場所

開室日時

三田
南校舎
地下1階

日吉
第4校舎
独立館1階

矢上
26棟1階
101号室

芝共立
2号館
1階

月曜日～金曜日
9:30～17:30

月曜日～金曜日
9:30～17:30

月曜日～金曜日
10:00～18:00

月曜日～金曜日
詳細はホームページ
を参照

※開室時間ならびに受付時間は、学生相談室のウェブサイトに掲載していますので参照ください。
※英語による対応も可能です。詳細はホームページをご確認下さい。
http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/gakuseisodan2.html
※英語による対応も可能です。

心身ウェルネスセンター
キャンパス
湘南藤沢
A館2階
場所
心身ウェルネスセン
ター
日時

月曜日～金曜日
9:00～12:00
13:00～16:00

ストレス・マネジメント室
キャンパス
信濃町
場所

総合医科学研究棟4階 4N7
ストレス・マネジメント室

日時

火曜日・木曜日
11:00～18:00
電話予約（直通）03-5363-3214
（内線） 64328

※英語による対応も可能です。
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5 Student Counseling Room/Wellness Center/Office of Mental Health
The Student Counseling Rooms (gakusei sōdan-shitsu), Wellness Center, and Office of Mental Health offer
personal counseling for a wide variety of concerns. Whatever your concerns are, please feel free to come and
talk to a counselor. You may also visit together with friends and family. Consultations are confidential.
Referrals to other departments/offices on campus may be made if necessary.
Consultation areas: Academic and extracurricular activities, career, interpersonal issues, physical and
mental health issues, daily living, or any other concerns you may have
Please feel free to use the Student Counseling Rooms, the Wellness Center at SFC, or the Office of Mental
Health at Shinanomachi Campus during office hours for any concerns you may have. Visits are in principle
by appointment only. Counseling lasts from around half an hour to an hour. The counseling service is also
available during the summer break. In principle, the offices are open at the hours listed below.
Student Counseling Rooms
Campus
Mita
Location

B1F,
South School
Bldg.

Office
Hours

Monday to
Friday
9:30–17:30

Hiyoshi
1F, 4th Bldg.,
Independence
Wing
(Dokuritsukan)
Monday to
Friday
9:30–17:30

Yagami

Shiba-Kyoritsu

Room 101,
1F, 26th Bldg.

1F, Bldg. No. 2

Monday to
Friday
10:00–18:00

Monday to
Friday
Please refer to
the website

*The schedule will be posted on the Student Counseling Room website.
*Counseling in English is available upon request. Check the website for more information.
http://www.gakuji.keio.ac.jp/en/gakuseisoudan.html
Wellness Center
Campus

Office of Mental Health
Campus
Shinanomachi
Center
for
Integrated Medical
Location
2F, Alpha Bldg.
Location
Research 4N7
Tuesday and Thursday
Monday to
11:00–18:00
Friday
Office
Office
Reservations:
9:00–12:00
Hours
Hours
(direct) 03-5363-3214
13:00–16:00
(ext.) 64328
*Counseling in English is available upon request.
SFC
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6 ハラスメント
基本的には自分が被害に遭っていると感じたら、ハラスメントに該当すると考えてください。
ハラスメントは、被害者の責任で起こることではありませんから、自分を責めたり、我慢したり
せず、事態が悪化しないうちに解決するよう行動してください。ハラスメントを受けたなど困っ
たことがあった時は、一人で悩まずに早く信頼できる人に相談してください。学内では次のよう
な人に相談することができます。
① クラス担任
② 学習指導主任（別科・日本語研修課程、国際センター）
③ 国際センター窓口
④ 慶應義塾ハラスメント防止委員会
http://www.harass-pco.keio.ac.jp/index-j.htm
E-mail: harass-pco@adst.keio.ac.jp

7 外国人留学生のための個人学習指導員（チューター）制度
この制度は、外国人留学生の学習成果をより高めることを目的としています。
チューターの
種類

対

象

指導内容

個人学習指導

日本語の個人学習指導

① 大学院に在籍する正規生
② 大学院に在籍する国費による特
別短期留学生

① 別科・日本語研修課程の学習段階
１から４に在籍する正規生
② 研究科で受け入れている留学生の
うち、大学院在籍前の研修（日本
語予備教育期間）として同段階に
在籍する国費留学生
留学生の日本語の学習

留学生が専攻する専門分野の学
習・研究
当該留学生と専攻を同じくする大
学院在籍者（正規生）

日本語・日本文化教育センター日本
語教育学講座修了者または文学研究
指導員
科国文学専攻日本語教育学分野履修
者もしくは同分野修了者
※「外国人留学生」とは、在留資格が「留学」の外国籍学生です。
申込時期・方法などの詳細については、ウェブサイトを参照してください。
http://www.ic.keio.ac.jp/intl_student/univ_life/tutor.html
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6 Harassment
Generally, if you feel that you are being harassed, you probably are. Harassment is not the victim’s fault;
responsibility lies solely with the harasser. It is important not to blame yourself or to tolerate the harassment,
but to act to find a solution before the situation gets any worse. If you have experienced harassment or have
something that is bothering you, please do not suffer alone. Talk with someone whom you can trust as soon
as possible and also feel free to consult the following people on campus:
① Class instructors
② Your academic advisor (Japanese Language Program/International Center)
③ Administrative staff at the International Center
④ Keio University Harassment Prevention Committee
http://www.harass-pco.keio.ac.jp/index-e.htm
E-mail: harass-pco@adst.keio.ac.jp

7 Tutorial Services
Tutorial services are intended to aid international students in their specific field of study. Please see the table
below for detailed information.
Tutor Type

Academic Dissertation Tutor
① Full-time
international
graduate
students who are enrolled in a degree
program
② MEXT scholarship students enrolled
as short-term international students in
one of Keio’s graduate schools
Study and research in the field of study
the international student is majoring in.

JLP Japanese Language Tutor
① Full-time international students who
are enrolled in Levels 1 to 4 of the
Japanese Language Program (JLP)
Who is eligible for
tutoring?
② MEXT scholarship students who are
enrolled in JLP during their Japanese
language training period
What kind of
Guidance and instruction on the
tutoring is
international student’s Japanese
available?
language studies.
Academic Dissertation Tutors must be JLP Japanese language tutors must be
full-time graduate students with the same full-time graduate students who have
major as the international student.
completed the Program for Teaching
What are the
Japanese as a Foreign Language at the
requirements to
Center for Japanese Studies or are
become a tutor?
enrolled in or have completed the degree
program of the Japanese Language
Education at the Graduate School of
Literature.
Note: The term “international student” implies that the student’s status of residence is “Student.”
For further information about tutorial services (application period, procedure, etc.) please visit the following
website:
http://www.ic.keio.ac.jp/en/life/univ_life/tutor.html
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