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。各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480万冊にのぼります。蔵書の検索は
KOSMOS（オンライン目録）を使って行い，他キャンパスの図書も取り寄せて貸し出しすることができます。
その他，メディアセンターでは有料のデータベースや電子ジャーナルを多数契約しており，学生は自由に利用
することができます。
図書館の利用にあたって：
①
②

図書館への入館，貸出等の手続きには学生証が必要です。
貸出冊数および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，１日につき1冊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

貸出中図書の照会，貸出更新，学内図書取り寄せはKOSMOSの「My Library」からウェブ上で手続きで
きます。

④

データベースや電子ジャーナルを利用するには，ITC（キャンパスネットワーク）アカウントが必要で
す。

詳細は，メディアセンターのウェブサイトを参照してください。

http://www.lib.keio.ac.jp/

2 キャンパスでのコンピュータ・ネットワーク利用（ITC）
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。
コンピュータやプリンタ，無線LAN等の各種ネットワークサービスを利用するためには，アカウントの取得
が必要です。アカウント取得方法，サービス利用方法の詳細については，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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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プログラムの学生，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診療日程はウェブサイトで確認できます。

http://www.hcc.keio.ac.jp/
キャンパス

三田

日吉

矢上

SFC

場

所

北館 1 階

保健管理センター

月～金
8:30～17:00

並木道

月～金

グラウンド側

8:30～17:00

16-A 棟 3 階

A館 2階

診療所受付時間

開室時間

月～金
8:30～17:00

月～金
9:00～17:30

月～金

8:45～11:30 / 13:00～16:15

月～金

8:45～11:30 / 13:00～16:15

月・水・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。医師が不在の
場合は日吉診療所を利用してください。
月～金

9:15～12:00 / 13:00～16:15

医師の診療日は保健管理センターウェブサイトを確認し
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

信濃町

中央棟

月～金

地下 1 階

8:30～17:00

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。

芝共立

2 号館 1 階

月～金
9:00～17:30

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，保健管理センターのウェブサイト
で在室日程を確認してください。

＜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

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月の掲示に注意してください。この定期健康診断を受けると，その年度において，希望す
れば健康診断証明書（1通200円）の発行を受けられます。病院や保健所で健康診断を受けると有料 (5,000円～
10,000円)です。指定の定期健康診断日以外には受診できませんので注意してください。

21

4 トレーニングルーム
1.

日吉校舎・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，トレーニングウェアとシューズが必要です。
10：30～17：30（受付は16:30まで）

開室時間

月曜日～金曜日

閉室日

土曜，日曜，祭日，義塾の定める休日，学期末試験期間，三田祭期間，

（夏季・冬季休校期間を除く4月～12月は20:00まで延長。受付は19:00まで）
入学試験期間
＊学期末試験期間および授業が行われる祭日・義塾の定める休日は開室する場合があります。
利用料金

学部・大学院正規生：

1回 200円

別科・日本語研修課程生，慶應インターナショナルプログラム生，研究生：
利用方法

2.

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

必ず運動靴に履き替えて入室する。

④

更衣室で運動着に着替える。

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。

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

9：30～20：00（テニスコートは19：00まで）

開 室 日： 義塾の定める休日
利用料金： 無料
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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
学生相談室や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固く秘密を守ります。
また相談内容によっては，他の窓口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，
その他生活一般について

何か困ったときは，直接学生相談室や心身ウェルネスセンター，ストレス・マネジメント室を訪ねてください
（矢上キャンパス・芝共立キャンパスは学生課でも予約を受け付けます）。可能な限りその場で対応しますが，
原則として相談は予約制となります。電話による申し込みもできます。面接時間は1回30分から1時間くらいです。
夏休みなどの休業期間も，学校行事やカウンセラーの休暇を除き，原則として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

受付日時

三田

日吉

矢上

芝共立

南校舎

第4校舎

26棟1階

2号館4階

地下1階

独立館1階

101号室

465号室

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

9:30～11:30

9:30～11:30

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

12:30～16:30

12:30～16:30

8:45～16:45

9:00～16:45

※

2014年度開室時間は，学生相談室のウェブサイトにも掲載します。

＊

日により英語による対応も可能です。

http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/gakuseisodan2.html

心身ウェルネスセンター

ストレス・マネジメント室

キャンパス

湘南藤沢

キャンパス

信濃町

場所

A館2階

場所

放射線治療部棟1階
火曜日・木曜日

月曜日～金曜日
日時

9:00～12:00

日時

13:00～16:00
＊

10:00～17:00
電話予約（直通）03-5363-3214
（内線） 64328

英語による対応も可能です。

その他，必要に応じて国際センターや日本語・日本文化教育センターの教職員が相談に応じます。また，適切
な機関や人を紹介します。
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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
Tel: 03-5427-1629
Email: 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。
申込時期・方法などの詳細については，所属キャンパス国際センター窓口に問い合わせてください。
チューターの種類

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

対

象

指導内容

指導員

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

留学生が専攻する専門分野の学習・研究

留学生の日本語の学習

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。
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