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総事業費は約900億円を見込み、募金目標額は250億円です。
10年にわたる創立150年記念事業は、義塾全体にかかわるものとなります。
現在、引き続き検討中の事業も多々ありますが、

「全社会の先導者たらん」の志を持って、計画を具体化していきます。

国際競争力を持った義塾の新しい姿を創造し、

これからの教育のあり方を示していくためにも、既存の仕組みを見直しつつ、

さまざまな連携・協力を推し進めながら、事業を構築します。

背景・方向性
● 未来への先導をつとめる、独立して生きる力と協力して生きる力を兼ね備えた人間の育成。
● 基金目標額30億円（現在、10億円組み入れ）は寄付金により充当。
● 学生・生徒・児童を、国際的環境の中で育成することが必要。
● 先進的プログラムを実施、さまざまな体験を通じてグローバルな視野と行動力を培う。

具体的内容
● 海外留学への積極的な支援および、先導的短期プログラムへの参加機会を提供。
● 学生・生徒・児童の、主体的な国際体験を促進する機会を積極的に創出。
● 大学院生が実践的な体験を積み、国際レベルでの見識を育む国際カンファレンス。
● 世界の大学院生の報告・発表会と、ディスカッション・交流を深めるプログラム。
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2005年9月20日、キックオフが行われてから約1年、
創立150年記念事業は着々と具体化を進めています

推進
2006年2月、未来先導基金の創設からスタートしました

慶應義塾は、1858年（安政5年）創立以来150年の歴史を刻み、来る2008年に、日本の
近代総合学塾として初めて、創立150年を迎えます。

慶應義塾は、日本とアジアの近代150年を先導してきた歴史と実績をもとに、教育、研究、
医療、社会貢献、国際連携、経営のすべてにわたり、国際社会における影響力、発言力を
持つ、世界のリーダーへと飛躍します。

慶應義塾は、150年にわたる広範な人材育成と高いレベルの学問の蓄積をもとに、世界の
どこにいても自分で考え行動できる独立した精神と、他者と協力して生きていくことのでき
る協生の精神を兼ね備えた、世界のリーダーを育みます。

慶應義塾の創立150年記念事業は、これら二つの目標を実現するための事業です。教
育、研究、医療、社会貢献、国際連携、施設等、すべてにわたる改革を通して、未来への先
導者たる学塾を創り出し、未来への先導者たる人間を育んでいくための大きな事業です。

皆様には、日頃よりのご指導ご厚情をあらためて深く感謝申し上げますとともに、慶應義塾
創立150年記念事業の趣旨にご理解ご賛同いただき、ご協力ご支援を賜わりますよう、
切にお願い申し上げます。 

創立150年を期して
世界のリーダーを育む慶應義塾へ

慶應義塾長　　　　　　
創立150年記念事業委員会委員長

安西祐一郎

慶應義塾評議員会議長　
募金推進委員会委員長

福澤　　武



国際レベルで次世代のリーダーを育む、4つの新 大学院を日吉キャンパスに開設

2006年11月現在の実施計画（2015年までの事業期間の前半。すでに検討が進んでいる事業）

背景・状況
● 物質重視から知を重んじる社会、そして今後は創造性を重視する社会へと変化。
● 創造性に基づいたビジネスのあり方においてリーダーシップをとれる人材は稀有。
方向性と内容
● ビジネス戦略や産業市場の創造、デザイナー的なクリエイティビティ、国の政
  策・方針を考えるポリシーの創造、メディア・コンテンツ技術、この4分野を融合
  させながらデジタルメディア、メディアデザインの領域を先導する人材を育成。
● 産官学での連携を推進。世界に還元できるさまざまな成果物を生み出す。

世界で活躍するメディアデザイン領域のリーダー
大学院メディアデザイン研究科（仮称）：2008年4月開設予定

背景・状況
● システムやプロダクトの開発環境が複雑化、多様化、グローバル化。
● 国境を越えたグループワーク・交渉・協力のための国際的視野・常識・コミュニ
  ケーション能力、法制などの非技術分野の知識素養も必要。
方向性と内容
● 企画から開発・試験・運用・廃棄に至るライフサイクルを的確に予想し、高度に
  複雑化したシステムをデザイン・マネジメントする人材を育成。
● 企業・事業体のニーズを重視し、学際性・国際性に富んだカリキュラムを構築。

企業・事業体の明日を担う技術リーダー
大学院システムデザイン・マネジメント研究科（仮称）：2008年4月開設予定

背景・状況
● 個々人がスキル、リーダーシップを発揮する時代に変わりつつあるビジネス社会。
● 一歩先を見据えてビジネス社会さらには経済社会のあり方を構想し、世界
  のどこにおいても実行する「変革リーダー」が求められている。
方向性と内容
● ビジネススクールのカリキュラムを、質、量、多様性ともにさらに充実。
● フィールドワークによる体験学習の強化、国際単位交換プログラムの充実、
  塾内の他研究科との連携プログラム実施など。  ● 起業家の育成・支援。

新時代において変革を先導しうるビジネスリーダー
経営大学院（仮称）：2009年4月開設予定（経営管理研究科の改組による）

背景・状況
● 多極化が進む国際社会では、単一の分野、地域文化の枠組み内では問題解決が困難。
● 義塾は文化研究、言語研究に長い歴史と実績を持っている。
方向性と内容
● 既存の地域区分、学問分野の枠組みを超えた新しい研究科を開設。
● 「統合的地域文化研究」「統合的言語研究」「学術デジタル・アーカイブ」
  の3専修を設置し、先端的IT環境のもとで統合的研究教育を展開する。
● 卒業後は研究機関、シンクタンク、国際機関等で活躍する人材を育成。

言語・文化の統合的視野を持つリーダー
国際教養系大学院（構想中）：2009年4月開設予定

新しい大学院
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教育

環境
施設

主な
式典・
イベント

● 未来先導基金の創設 ● 「未来先導カリキュラム」導入（SFC）

● 新教育組織構想検討委員会設置

● 下田学生寮竣工（日吉）

● 大学院システムデザイン・マ　ネジメント研究科（仮称）設置

● 大学院メディアデザイン研　 究科（仮称）設置

● 大学院・社会　 連携複合棟の竣工（日吉）
● 陸上競技場の整備　（日吉）

 ● 日吉体育館（卓球場部分）建て替え

 ● 共用施設棟（仮称）の竣工（信濃町）

● 経営大学院（仮称、経営管理研究科の改組）設置

 ● 国際教養系大学院（構想中）設置

● 予防医療センター（仮称）竣工（信濃町）

● 「未来先導館」（仮称）
　 および教育研究新棟の竣工（三田）

● 日吉記念館
 　再構築

● 『慶應　義塾史事典』
● 『創立　 150年写真集』刊行 ● 『福澤諭吉事典』刊行

● 式典・イベント委員会設置 ● 11　月8日：創立150年記念式典開催（日吉） ● 「未来先導館」（仮称）創設記念式
● 創立150年記念誌刊行委員会設置

● 日吉記念館
   開館式

地域講演会等の展開（国内・海外）

国際化推進と連携したイベント

「日本　の近代化および福澤諭吉に関する展覧会」の開催

アカデミックな行事・シンポジウムの開催

三田会、塾員、塾生等が主催するイベント

● 第4校舎綱島街道側新教育棟の竣工（日吉）

引続き検討を進める事業

● 既存の一貫教育校の環境・施設の質と
  安全性の向上

● 新しい初等中等教育校の設置

● 三田の4学部（文、経、法、商）が中心となって
  総合的教育プログラムを創設

● 構想力を持つリーダーを育む大学院の設置

● 医学部・病院の構造改革に基づき、
  21世紀を先導しうる医療施設の再構築

● 未来の科学技術を先導する理工学部の展開

● 国際ネットワーク社会を先導する、SFCの展開

● さらなる国際化推進と新しい連携・貢献
 を行う事業

● 新たな環境整備、教育・研究・医療の質と
  安全性の向上を図る事業

　など



塾員をはじめ多くの人々の参集の場、日吉記念館を再構築
入学式、卒業式、塾員招待会等、一同が会する行事で大活躍してきた日吉記念
館。2008年秋までは現状を維持し、2010年秋に新しい装いとなります。また、記
念館横の体育館（卓球場部分）を建て替え、研究・体育施設の充実を図ります。
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先導的教養教育を実践する環境をデザイン 健康・スポーツ・文化・実業など、新しい活動の場も創造

21世紀国際社会を先導する研究・教育体制を構築

背景・状況
● 感受性、社会性を磨くためにも、感動や体験を
  重視する教育実践の場が必要。
● 学生が自由で主体的なキャンパス活動を生み
 出し、自らの可能性を発見する場が必要。
● 現在の学習環境の改善と多様な授業形態に
 対応しうる施設が必要。
方向性と内容
● 新しい教養教育・高等教育プログラムに対応で
 きる、学生のための教育環境を構築。
● 未来に向けた日吉キャンパスグランドデザインの
 起点に相応しい教育施設を整備。
● コミュニケーション活動を誘発する多様性に富
 んだ空間を創造。

日吉キャンパス第4校舎綱島街道側に新教育棟を計画中です（2009年3月、竣工予定）

背景・状況
● 少子高齢化、仕事と育児の両立、健康増進など、さまざまな地域・社会の抱える課題への支援を行う機会と場が必要。
● 年功序列から能力主義への変化や団塊の世代のセカンドキャリアなど、社会人教育のニーズが高まっている。
● 学生にとって大学は、多様な体験を通して自分の可能性を発見する場。
 しかし、その機会を得られずに卒業していく学生も多数。
方向性と内容
● 塾生と世代を超えたさまざまな人が集い交流し、先導的な連携を実現していく場。
● 社会や地域が抱える課題・テーマに挑戦する場。
● これらの活動を通して、塾生の社会体験教育を促進。

多様な連携を生み出す、大学院・社会連携複合棟の建設に着手しました（2008年8月、竣工予定）

背景・状況
● さまざまな国や地域の人 と々対等に議論や交渉のできる人材の育成が必要。
● 国際化推進の大きな力となる約4,500人の海外の塾員。三田会の海外支部は
 50を超える。
方向性と内容
● 海外拠点を拡大。従来の欧米拠点に加え、2006年3月に韓国・延世大学（ソウル）、7月にロンドンに拠点を開設。2007年
 には北京に拠点を開設するとともに、現在北京の清華大学、ソウルの延世大学、イギリスのケンブリッジ大学、ニューヨー
 クの日本協会等で、最先端IT技術を駆使したグローバルスタジオを展開し、遠隔教育やシンポジウム等を開催。その他、
 東南アジアの12カ国21の協力大学・研究機関との遠隔教育等に基づいたアジア国際教育協力プロジェクトを実施。
● 海外の大学との連携を推進。現在、182大学・機関との間に228の交流協定を締結。今後も世界トップレベルの大学・
 機関との協定を着実に増やしていく予定。
● 塾生の海外派遣者数、外国人留学生数の飛躍的な増大。国際ダブルディグリー制度の一層の拡大。

グローバルキャンパスを展開し、海外の大学等との
連携をさらに推進します

2006年4月、下田学生寮竣工
外国人留学生の生活支援と体育会施設の充実を目的とした、留学生用150室、体育会用98
室を有する4階建ての建物。2階以上には留学生宿舎と体育会宿舎があり、両者の「国際交
流の場」としての役割を担うと同時に、1階にはトレーニング室や部室等が配置されています。

● 一般の方 も々利用可能な開放型運動施設。研究成果と連携した運動プログラム実施も検討。【1階】
● 学生・教職員・地域の方々の健康管理、予防医療を提供するクリニックセンター。【1階】
● 働く人々や社会人学生の子育てを支援する保育施設。塾生の育児ボランティア活動も検討。【1階】
● 塾生と地域の方々のコミュニケーションの場、地域交流施設。【1階】
● 日吉キャンパスや義塾に関する情報をお知らせする展示ホール。【1階】

施設の構成は次のとおりです（＊施設名等は全て仮称）

● その他に、インキュベーションセンター、
　レストラン。【2階】
● フィールドの人工芝化など、陸上競技場・グラ 
　ウンドを整備。（2008年8月、整備完了予定）

● 観客席も配備した
国際公認室内競泳
プール。【地下1階】
あわせて飛び込み
台・プールも設置。

● 3つの新しい独立大学院を配置。【3～6階】
● 新しい大学院が開催するセミナー等の場
として利用される研修（宿泊）施設。【7階】

● 天井が高く、展示、記念式、祝賀会等に利用可能な多目的室。【2階】
● 最新設備を持った音楽ホールにもなる講堂（収容人数約　  
　500人）。【2階】

● 横浜市営地下鉄4号
線の日吉駅への開通
（2007年度中完成予
定）。日吉は、より多くの
人々が集う場所へ。

日吉・新教育環境

国際展開

日吉・社会貢献

※すべてイメージ図です

※イメージ図です

※すべてイメージ図です

※すべてイメージ図です
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三田に未来の起点を創設 世界を先導するメディカル・センターの構築

背景・状況
● 医療の安全・安心の確保。
● 医療の質の高度化。
● 生命・医療倫理への対応。
● 高齢化社会における健康への関心等。
方向性と内容
● 患者さんに優しく患者さんに信頼される患者さん中心の医療を行う。
● 先進的医療を開発し、質の高い安全な医療を提供する。
● 豊かな人間性と深い知性を有する医療人を育成する。
● 高度な医科学研究により、国際レベルで社会に貢献する。
● 人権を尊重した医学と医療を通して、人類の福祉に貢献する。

これらの使命をより発展的に実践するために、医学部・病院の構造
改革と連動させながら、新病棟等の建設計画を具体化します。

三田・矢上・SFC 信濃町・一貫教育

医学部・病院の構造改革と連動し、新病棟等の建設計画を具体化します

背景・状況
● 原点を見つめ未来を構想する力を持った人間を育む。
● 既存学部の枠を超えた、新しい学問を創る必要性。
● 義塾の伝統を育んできた三田キャンパスで未来を先導する。
具体的内容
● 未来への先導を記す、ミュージアム機能とリサーチ機能を備え
  た拠点「未来先導館（仮称）」を構築。
● 上記と連動し、塾生の学習環境をより充実させるために、南校
　舎側に新しい教育・研究棟を構築。
● 三田の4学部（文、経、法、商）が中心となって力をあわせた教育
  プログラムを創設。
● シンクタンク機能を持ち、国際会議を開催し、先導提言を行う場
  として福澤塾（福澤インスティテュート（仮称））を創設。
● 塾員が塾生のために指導に当たる「半学半教」の場も兼ねる。

福澤以来の志を受け継ぐ総合的教育プログラムを創設し、
未来先導館を含む教育研究新棟を構築します

未来の科学技術を先導する理工学部
矢上に未来の科学技術の基礎を築きます
科学技術の発展とともに、理工学は高度化、複雑化、細分化の一
途を辿っています。その中で、「次の先端を切り拓くための基礎を
学ぶ」をモットーに、基礎学力と創造性を身に付け、国際社会で活
躍できる広い視野を持つ人間を育むことが重要です。教育研究
組織体制の改革をさらに推進し、物事の本質を理解するための
基礎教育・研究および、その拠点・施設の充実を図っていきます。

「独立」と「協生」を育む一貫教育
未来を担う多様な人間を育み、
これからの初等中等教育の姿を示します
今日、考える力を育む重要性が高まっており、伸びやかな環境
の中、個々人の能力を育み、適性を活かす教育が求められてい
ます。一貫教育において100年以上の伝統を持つ義塾に初等
中等教育の先導的役割が期待される中、既存の一貫教育校の
教育と環境・施設の向上を図ります。また、新しい初等中等教育
校の設置を計画しています。そして、感動体験教育、国際体験
を取り入れ、知・徳・体のバランスがとれた人間を育成します。

義塾の医療リソースを活かした新しい予防医療体制・施設の構築
現在の大学病院機能に、がん、心臓病、脳卒中、認知症（痴呆）等の予防、早期発見や、高血圧・糖尿
病等のメタボリック・シンドローム（生活習慣病）に対する早期発見・生活指導等を行う予防医療センター
（仮称：2009年竣工を目指す）を開設します。高度できめ細かな予防医療の先進的役割を果たします。

クリニカルリサーチセンター設置に向けた体制・施設の構築
治験やトランスレーショナルリサーチへの支援機能を含めた、新たな臨床研究支援
機能を担うクリニカルリサーチセンターの設置を計画した共用施設棟（仮称：2007
年11月竣工予定）を建設します。

先導フロンティアキャンパス、SFC

※イメージ図です

※イメージ図です



顧　問・・・・・・・・・石　川　忠　雄　　鳥　居　泰　彦　　服　部　　次郎
委員長・・・・・・・・・安　西　祐一郎
委　員

事業委員には、現在、以下の方々にご就任いただいております。
今後さらに加わっていただく予定としております。

相　川　直　樹  
相　沢　洋志郎  
相　場　博　明  
青　井　倫　一  
明　石　博　義
朝　倉　　　崇  
浅　地　正　一　  
浅　田　裕　久  
朝　吹　亮　二  
浅　利　慶　太
麻　生　　　泰  
足　立　文　治  
安　西　邦　夫  
安　藤　宏　基  
李　　　一　揆
飯　田　桂　子  
飯　田　賢　一  
家　里　誠　一  
猪　狩　　　浩  
生　田　正　治
池　尾　和　人  
池　尾　恭　一  
池　田　康　夫  
池　田　良　子  
飯　河　　　晃
石　井　公一郎  
石　川　　　武  
石　黒　敦　子  
市　川　伊三夫  
稲　崎　一　郎
井　上　和　雄  
井　下　　　理  
今　井　澄　子  
今　井　義　典  
入　交　太二郎
岩　沙　弘　道  
岩　　　和　成  
岩　　　　　弘  
植　田　史　生　  
上　野　香　織
上　野　公　夫  
上　原　　　明  
植　村　裕　之  
内　田　　　勲  
宇都宮　　　元　
梅　岡　淳　子  
江　頭　敏　明
江　河　利　幸  
江　川　　　寛   

遠　藤　一　正
大　印　広　司 
大　賀　　　裕  
大久保　栄　一  
大　下　亨　治  
大　谷　弘　道
大　谷　正　春  
大　塚　宣　夫  
大　西　祥　平  
大　野　義　夫  
大　橋　光　夫
大　橋　洋　治 
岡　　　素　之  
岡　崎　真　雄  
小笠原　めぐみ  
岡　野　光　喜
岡　部　光　明  
小　川　治　之  
翁　　　百　合  
小此木　政　夫  
尾　　　元　規
押　見　　　淳  
落　合　正　行  
小　尾　晋之介 
加賀見　俊　夫  
勝　俣　宣　夫
加　藤　千　麿  
加　藤　康　子  
加　藤　順　介  
加　藤　宗兵衛  
加　藤　好　郎
門　松　正　宏  
金　杉　明　信  
鹿　沼　昭　彦  
加　納　時　男 
神　野　信　郎
亀　井　昭　伍  
鴨　下　雅　暉  
茅　原　修　一  
川　上　利　明  
川　嶋　一　弘
川　田　善　朗  
菊　池　廣　之  
北　里　一　郎  
北　島　義　俊
北　城　恪太郎　
木　村　彰　男  
木　村　チヅ子  
清　原　武　彦  

草　刈　隆　郎　 
工　藤　教　和　
熊　谷　安　弘  
栗　岡　　　威　
栗　谷　文　治  
黒　田　章　裕  
黒　田　　之助
小　泉　和　久 
國　分　勘兵衛  
国　分　良　成  
小　島　朋　之  
小　西　恭　子
小　林　啓　樹  
小　林　公　平  
小　林　孝　男  
小　林　哲　也  
小　林　陽太郎
小　室　正　紀  
古　屋　正　博  
小　山　隆　利  
紺　野　美　英  
齊　藤　郁　夫
齋　藤　高　弘  
坂　上　貴　之  
坂　上　　　弘  
榊　原　研　互  
坂　本　達　哉
作　田　久　男  
櫻　井　秀　也  
桜　本　　　光  
迫　村　純　男  
迫　本　淳　一
佐々木　正　五  
佐　治　信　忠  
佐　藤　和　貴  
佐　藤　　　博  
佐　藤　蓉　子
椎　名　武　雄  
塩　川　正十郎 
塩　澤　修　平  
鹿　内　徳　行　  
鹿　野　元　章
四　島　　　司
柴　田　浩　平  
清　水　紘一郎  
清　水　正　勝  
清　水　正　孝
清　水　雅　彦  
下　村　　　裕   

末　舛　惠　一  
菅　沼　安嬉子 
杉　浦　章　介　
鈴　木　弘　治  
鈴　木　茂　晴  
鈴　木　忠　雄 
関　　　正　夫 
関　口　一　材
関　口　資　大  
関　根　政　美 
関　場　　　武　  
瀬　戸　雄　三  
錢　高　一　善
高　木　　　茂  
高　嶋　達　佳  
高　橋　治　之  
高　宮　利　行  
滝　鼻　卓　雄
田　口　義嘉壽  
竹　田　巧　一  
武　田　正　利  
田　嶋　英　雄  
多　田　　　毅
辰　巳　忠　志  
田　中　順一郎  
田　辺　　　巧  
谷　川　和　穂 
田　村　　　元
塚　本　清士郎　  
津　田　志　郎  
円　谷　洋　一  
鶴　　　正　登  
寺　町　雅　枝
戸　泉　　　直  
徳　田　英　幸  
戸　田　博　史  
冨　田　　　勝  
富　山　優　一　
豊　田　芳　年  
内　藤　晴　夫  
内　藤　　　昌
中　川　純　男  
永　島　陸　郎
中　條　美智子  
中　瀬　雅　通  
中　冨　博　隆  
中埜又左エ門和英 
中　村　胤　夫
永　山　　　治   

生　江　隆　之  
奈　良　久　彌  
新　美　英　樹  
西　尾　　　修
西　尾　信　一  
西　住　　　崇  
西　田　宏　子  
西　村　太　良  
西　室　泰　三
西　脇　与　作  
能　條　孝　行  
登　林　清　隆  
野　本　陽　代  
箱　山　保　雄
橋　本　　　岳  
橋　本　順　一  
羽　田　　　功  
林　　　和　慶 
林　　　　　誠
原　　　邦　夫  
原　　　五　郎  
原　田　　　悟  
坂　東　愛　彦  
比　企　能　樹
彦久保　勝　良  
平　尾　行　蔵  
平　尾　保　弘  
平　野　浩　志  
平良木　登規男
廣　瀬　太　郎  
広　瀬　利　明  
廣　瀬　泰　秀 
福　川　忠　昭 
福　澤　　　武
福　原　義　春  
福　本　　　裕  
藤　井　俊　一  
藤　重　貞　慶
藤　田　博　章
藤　山　覚一郎  
古　河　潤之助  
古　田　　　幹  
古　野　泰　二  
堀　内　光一郎
本　田　博　哉  
マイケル エインジ  
前　島　　　信 
牧　野　正　博  
増　田　規一郎  

松　木　康　夫  
松　下　正　幸  
松　田　　　堯  
松　本　　　実  
三　浦　　　新
三　木　俊　治  
御子柴　克　彦  
美斎津　尚　文  
宮　木　さえみ  
宮　森　清　行
向　井　千　秋  
武　藤　信　一  
村　井　　　純  
村　田　作　彌  
村　田　純　一
村　田　隆　一  
村　山　　五郎  
茂　木　愛一郎  
茂　木　友三郎  
森　　　章　輔
森　　　征　一  
森　川　康　英  
森　永　剛　太  
八　木　良　樹  
矢　嶋　英　敏　
安　田　　　博  
梁　瀬　次　郎  
山　岡　恒　夫  
山　口　裕　啓  
山　崎　俊　一
山　崎　　　元  
山　下　香枝子  
山　田　　　宏  
山　室　勇　臣  
山　本　英　史
山　本　修　三  
山　本　　治郎  
山　本　尚　明  
横　山　光　  
吉　田　和　夫
　　田　忠　裕  
吉　田　兵　庫  
吉　原　政　雄  
渡　辺　捷　昭  
渡　邉　惠　夫　
渡　邊　泰　彦  
綿　貫　民　輔  
渡　　　文　明  
　　　（50音順）  
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社中の結束、「未来への先導」をカタチに 創立150年記念事業委員会委員（2006年11月1日現在）

創立150年を多くの皆様とお祝いしましょう
2008年11月8日（土）、日吉キャンパスにて「創立
1 5 0年記念式典」を挙行します。また、同年秋
の刊行予定で、『慶應義塾史事典』や『創立150年
写真集』の編纂を進めています。2009年度は福
澤先生の生誕175年にあたり、『福澤諭吉事典』
の発行が計画され、「日本の近代化および福澤諭
吉に関する展覧会」を検討しています。2010年
は、三田キャンパスの「未来先導館」創設記念式
や、日吉キャンパスの新記念館開館式を想定して
います。これらの展開を軸に、アカデミックな行事、ス
ポーツ・文化・音楽・芸術のさまざまなイベント等を企
画していきます。また、2007年からは、積極的に
国内外の各地域に赴き、シンポジウム、講演会シリ
ーズ、イベント等を検討しています。さらに、国際化
を推進する活動と連動した展開も試みます。

150のイベント開催を目指して、イベント公募中！！
2006年3月より塾員の皆様から、4月からは塾生
からイベント企画の募集を開始しました。現在、応
募数は60件を超えています。例えば、この秋に開
催された三田写真会およびカメラクラブ主催の「オ
ール慶應写真展」や、検討中ではありますが、コンサ
ート、世界的な学会の誘致および連動イベントの開
催、塾生提案による「義塾スポーツを盛り上げるイベ
ント」等多岐にわたっています。
塾員は創立125年の時は約17万人でしたが、現
在は30万人を超えています。塾員はもちろん、塾
生やその保証人をはじめ、義塾へ期待を寄せて
いただいている多くの方 と々創立150年をお祝い
していきます。そして、式典やイベントを通じて義
塾社中が結束し、未来を先導する志を共にして、
新しい時代を創るエネルギーを生み出していきます。

※現在検討中の
　イベント例です

今までに行われた主な記念イベント

2005.10.01 林 喜男 名誉教授
2005.12.03 白石 孝 名誉教授
2006.03.18 池井 優 名誉教授
2006.06.24 内山 秀夫 名誉教授
2006.07.15 速水 融 名誉教授
2006.07.22 森岡 敬一郎 名誉教授
2006.10.21 田中 亮三  名誉教授
2006.11.11 伊丹 レイ子 名誉教授
2006.11.18 荒牧 国次 名誉教授

復活！慶應義塾の名講義

オール慶應写真展
2006年10月19日-24日

研究推進センターシンポジウム
スポーツによる未来への先導
2006年7月22日

創立150年記念講演会「21世紀の
高等教育のありかた～光の速度で
世界をつなぐin NY」2006年9月6日

サマーワークショップ2006 in ベトナム
2006年8月28日-9月1日

Asian Economic Panel Meeting
2006年9月29日

ワグネル･ソサィエティー
男声合唱団 北九州演奏会
2006年9月8日

式典・イベント

国際
海外講演会海外講演会
海外ワークショップ海外ワークショップ
海外展示会海外展示会

海外講演会
海外ワークショップ
海外展示会

体育祭体育祭
交流試合交流試合
定期戦定期戦

スポーツ
体育祭
交流試合
定期戦

家族イベント家族イベントキッズ 家族イベント

記念講演会記念講演会地域
連携 記念講演会

各種コンテスト各種コンテスト
イルミネーションイルミネーションアート 各種コンテスト
イルミネーション

シンポジウムシンポジウム
研究発表会研究発表会学術 シンポジウム
研究発表会

大型コンサート大型コンサート
各種演奏会各種演奏会音楽 大型コンサート
各種演奏会
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創立150年記念事業募金のご案内記念事業についての質問にお答えします

「『独立』と『協生』の2つの焦点を持つ開かれた学塾」を表しています。
未来を見つめる開かれた楕円は、多様性を柔軟に受け入れる寛容さを持
ちながら、ダイナミックに活動し続ける宇宙をも投影しています。また、記念
ロゴマークには2つの眼のように青と赤の点が描かれています。青は独立
の精神、赤は協生の精神を表しています。2つの精神を併せ持った人間
が、一人でも多く世界にはばたいてほしいという願いが込められています。

未来への先導者を育むことが大切です。つまり塾生のための事業を
優先して進めていきます。現在は、より多くの塾生が学ぶ日吉キャン
パスでの事業が先行していますが、10年にわたる事業展開を通じて、
義塾創立200年に向けた基盤を築く必要があります。従って、義塾
全体で記念事業計画を順次具体化していくことになります。

記念事業の資金計画の検討は、義塾の将来の財政に負担を与えないことを
基本としています。独立した記念事業会計を作成し、財務状況中立を実現し
ます。記念事業は総額で約900億円を見込んでいますが、うち250億円を、
主旨にご賛同いただいた方々からのご寄付により賄わさせていただきたいと
考えております。寄付金は記念事業の貴重な資金であり、未来への先導者
を育む新しい教育とその環境・施設の構築を中心に活用させていただきます。
寄付金以外の650億円は、外部資金および自己資金で充当していきます。

記念事業では、これからの教育を先導し、社会に貢献していく事業プロ
グラムを行うことにより、義塾が世界トップレベルの大学として、はばたく
礎を構築します。卒業後、義塾の良さを再認識することも多く、社会に
出て義塾社中の恩恵を実感されることと思います。間もなく卒業される
塾生にとっても、有意義な事業となることを確信していますので、ご協
力のほど、よろしくお願い申し上げます。

創立150年式典・イベント委員会では、2008年の創立150年を盛り上
げ、祝い、応援するイベント企画を随時募集しています。応募方法につい
ては下記の創立150年Webサイトをご覧ください。記念事業の趣旨に沿
った、夢のあるプランやアイデアをお待ちしています。
http: / /ke io150. jp/　

「未来への先導」とは、福澤諭吉が慶應義塾の目的に定めた「全社会の
先導者たらん」という志を、未来に向けてさらに発展させていくことです。
「独立」とは「独立して生きる力」のことで、自分の考えを持ち、行動でき
る精神です。「協生」とは「協力して生きる力」のことで、他者と協力して
生きていくことのできる精神です。価値観が多様化したこれからの時代
には、この2つの力をしっかりと、併せ持つことが重要だと考えています。

AQ &
 記念事業の基本テーマ
 「未来への先導」と
 コンセプト「独立と協生」の
 意味は何ですか？

記念ロゴマークは
どんな意味が
込められているのですか？

記念事業の優先順位は
どんな基準で
つけているのですか？

事業資金計画は
どのように
考えていますか？ 

子供が大学4年です。
2007年には
卒業する予定なので、
寄付をしようか
迷っているのですが・・・。

創立150年記念
イベントの企画を
応募したいのですが、
どのようにすればいいですか？

皆様のご厚志に感謝し、慶應義塾の歴史にお名前を残させていただきます

皆様のご厚志は記念事業の貴重な資金として、
有効に活用させていただきます

募金活動が本格始動して1年が経過しました。
これまでに約14,000名の方々からご支援を賜っています。
皆様のあたたかいご支援、励ましが記念事業を推進する大きな力となっています。

◆個人の方
150年記念事業寄付累計額が150万円以上の
方は、「未来先導館」（仮称：三田キャンパスに創

設予定）に「創立150年記念事業寄付者銘板」
を設置し、ご芳名を掲げさせていただきます。また

累計額が50万円以上の方は、記念事業によって
建設される施設にご芳名を記させていただきます。

◆団体の方
ご寄付をいただいた団体の皆様に感謝し、「創立

150年記念事業寄付団体銘板」を、義塾の施設
に掲げます。

《掲載対象となる団体》　

①慶應連合三田会登録団体 ②慶應義塾大学公

認学生団体等のOB会 ③その他

（①②以外の団体で、銘板への掲載ご希望の場

合には、お手数ですが、募金活動開始前に創立

150年記念事業室までご連絡ください。）

◆法人の方
150年記念事業寄付累計額が150万円以上の
法人様につきましては、「創立150年記念事業寄
付法人銘板」を義塾の施設に掲げます。

ご芳名の発表
一口1万円以上のご寄付をいただいた方のご芳
名を、『三田評論』に掲載させていただきます（ご

希望により匿名、匿額での掲載も承ります）。また、

創立150年Webサイト上でご芳名を掲載させてい

ただきます（Webサイトは、お名前のみの掲載となり

ます）。また、ご寄付をいただいた方々のご厚志に

感謝し、寄付者全員の芳名録を作成いたします。

記念事業募金で賄う事業として、まず未来先導基

金（目標額30億円）を計画し、すでに10億円を組
み入れました。今後も、新しい教育とその環境・施

設の構築に活用させていただきます。記念事業は

総事業費約900億円を目標とする大事業のため、
多くの皆様のご支援を必要としています。記念事

業を成功させるために一層のご理解・ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

銘板イメージ

創立150年記念事業の基本テーマ「未来への先導」と、基本コンセプト



募金概要
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寄付金控除により還付される所得税の目安（還付金額は目安ですのでご参考としてお取扱いください。）

※課税所得金額とは、給与所得金額（給与収入金額－給与所得控除額）から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保
険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。所得税の税率は、平成18年4月1日現在の法令により計算してあります。

募 金 名 称　慶應義塾創立150年記念事業募金
募 金 目 的　慶應義塾創立150年記念事業に要する資金調達のため
募金目標額　250億円
募 金 期 間　2005（平成17）年10月から2010（平成22）年9月まで（5年間）
募 金 対 象　個人、団体、法人

個人の方

三田会、体育会OB会、同窓会、ゼミ・クラスOB
会等、さまざまな団体の皆様より記念事業へのご
支援を賜り、10月31日現在では、327団体の皆
様に募金活動の推進にご尽力をいただいていま
す。社内に三田会が結成されていない企業の皆
様や、日ごろあまり活動が無い団体の皆様からも、
これを機会に活動を再開させたいというお声も
いただいています。団体の活動は、多くの方に記
念事業を知っていただくことにもつながり、事業
推進の原動力となります。創立150年という節目
に、ぜひお誘い合わせのうえご協力を賜りたくよ
ろしくお願い申し上げます。

募金活動を開始いただく際には、
創立150年記念事業室までご連絡ください
団体ごとにご寄付をお取りまとめいただく他に、簡便
な方法もご用意いたしました。払込用紙の通信欄
に所属団体をご記入のうえ直接義塾にお振り込み
をいただいた場合も、所属団体のご寄付額に算入
いたします。詳細は担当者がご説明いたします。

団体の皆様へ

法人のご寄付につきましては、通常の特定公益増進法人に対する寄付金（寄付金の一定限度額まで

損金に算入できる）とは別に、受配者指定寄付金（寄付金の全額を損金に算入できる）による法人税の

優遇措置が選択できます。法人としてご寄付を希望される場合は、法人用の申込書一式をお送りいたし

ます。お手数ですが創立150年記念事業室までご連絡ください。

法人としてご寄付をお申し込みされる場合

ご注意　新入生保証人の方へ
新入生保証人がご寄付される場合には、入学し
た年の寄付金（入学願書受付の開始日から入学
した年の年末までの期間内に納入した寄付金）
については、「学校の入学に係る寄付金」とみなさ
れ、寄付金控除の対象から除外され、税法上の
優遇措置が適用されませんのでご注意願います
（入学した翌年1月1日以降に寄付金控除の対象となります）。

慶應義塾 創立150年記念事業室 募金担当 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
TEL 03-5418-0150　FAX 03-5427-1130　E-mail bokin@keio150.jp

お問い合わせ先

明治11、12年頃、義塾は財政的な行き詰まりから存廃の岐路に立たされました。この窮状を打開
するため、年間の経常収支において1万円あれば事足りた時代に4万4,700円の維持資金の申
し込みを得て、義塾存続の危機を自らの力で克服しました。

その後
・1889（明治22）年 大学部開設のための資本金募集 
・1897（明治30）年 一貫教育確立のための基本金募集 
・1907（明治40）年 創立50年記念事業　図書館
 （現：三田・図書館旧館）建設のための募金 
・1933（昭和8）年 日吉キャンパス建設のための総額400万円の募金
・1958（昭和33）年 創立100年　総額15億円の募金
 三田・日吉校舎、日吉記念館の建設等 
・1983（昭和58）年 創立125年　総額193億円の募金
 病院新棟、三田・大学院棟の建設等 

このように決して平坦な道程ばかりではありませんでしたが、義塾社中の熱意と尽力によって、
義塾は困難を乗り越え発展してきました。そして2008年、義塾は創立150年を迎えます。未来
を先導する人間を育む記念事業を、皆様と共に築いていきたいと思います。

三田・図書館開館式当日（1912）

開校時の日吉キャンパス（1934）

義塾社中の力が変革の原動力に
 個人寄付金に対する税制上の優遇措置
（日本国内納税者）について
この寄付金は特定公益増進法人に対する寄付として、
所得税法上の優遇措置（寄付金控除）を受けることが

できます。確定申告の際、年間総所得金額の30%を
限度として、その年の寄付金の合計額から5千円を差
し引いた金額が、該当する年の所得から控除されます。

  お申し込みについて

一口 1万円 ・一口未満のご寄付につきましても、記念事業資金として大切に活用させていた
　　　　　　　 だきます。

　　　　　 　・ できましたら十口以上のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　 ※分割でのお払い込みも申し受けます。下記の「預金口座振替」をご利用ください。

  払い込み方法

銀行・郵便局　同封の「払込取扱票」をお使いのうえ、窓口でお払い込みください。
預金口座振替　ご指定いただいた口座からの自動引落となります。年払・月払の分割払いが可能です。
　　　　　　 例）10万円を分割でお申し込みの場合
　　　　　　　　年払： 毎年2万5千円のご入金で、4年間　月払： 毎月5千円のご入金で、20カ月
ご希望の方はお手数ですが、創立150年記念事業室まで「寄付金自動払込申込書」をご請求ください。
・ インターネットを活用した払い込み（クレジットカード等）もご用意しています。

創立150年Webサイト（http://keio150.jp/）よりご利用ください。

・ 海外からのご寄付の場合には、上記Webサイトからクレジットカード決済をご利用いただけると幸いです。


