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慶應義塾
創立150年記念事業のお知らせ 
2007年6月

慶應義塾がめざすもの
皆さまとともに創る記念事業
新・福澤塾（仮称）構想
学問のすゝ め21
三田、信濃町、一貫教育校も始動

さまざまな体験が塾生を育む
新たな社会貢献モデルの創造
皆さま是非ご参加ください
貴方の参加が大きな力に！

2008年を目前に進む記念事業

開かれた学塾に向けて
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引き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開設

● 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

● 新・福澤塾（仮称）の創設

● 構想力を持つリーダーを育む大学院の開設

● 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

2007年6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） 事業期間：2005年10月から10年間 （募金期間：2010年9月まで）　　事業資金目標額：総計約900億円強 （うち募金目標額250億円）

2009年 2010年 2011年2006年 2007年 2008年

● 未来先導基金の創設、運用開始 
　 （4・5ページ参照）

● 「未来創造カリキュラム」導入（SFC）

● 大学院システムデザイン・マネジ　　　 メント研究科開設（7ページ参照）

● 大学院メディアデザイン研究科　　　  開設（7ページ参照）

● 大学院経営管理研究科新カリキュラム導入

● 大学院統合言語・文化研究科（構想中）開設

● 下田学生寮竣工（日吉）  ● 共用施設棟（仮称）の 
　  竣工（信濃町）

 ● 日吉体育館（卓球場部分）建て替え

● 日吉キャンパス複合
　 施設（仮称）の竣工
● 陸上競技場の整備（日吉）
　 （6・7ページ参照）

● 第4校舎綱島街道側 
　 新教育棟の竣工（日吉）

● 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）

● 日吉新記念館の竣工

記念講演会等の展開（国内・海外）

国際化推進と連携したイベント

塾生、三田会、塾員等が主催・企画するイベント等

● 11月8日：　　　創立150年記念式典開催（日吉）

「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

● 『慶應義塾史　　　  事典』刊行

※建設予定の施設は、すべてイメージ図です

● 『創立150年　　　　写真集』刊行 ● 『福澤諭吉事典』刊行

● 「未来先導館」（仮称）創設記念式

● 日吉新記念館
    開館式
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2008年まで、あと半年。慶應義塾は、いよいよ創立150年を迎えます。
慶應義塾は、150年にわたる実学による人材育成と高いレベルの学問の創造・蓄積をもと
に、「独立して生きる力」と「協力して生きる力」を兼ね備えた、世界のリーダーを育みます。
慶應義塾は、日本とアジアの近代150年を先導してきた実績をもとに、教育、研究、医療、
社会貢献、経営などすべてにわたって国際社会に影響力と発言力を持つ、世界のリーダー
へと飛躍します。
創立150年記念事業は、これら2つの目標を実現するための事業です。
そして、義塾で学ぶ志のある世界中の人々に開かれた学塾を構築し、多様な人材を育成す
る学びの場をさまざまな形で展開すると同時に、積極的に知の発信を行っていきます。

新たな臨床研究支援機能
を持つクリニカルリサー
チセンターを設置

自由度の高いカリキュラムのもと、
学生が自らの“研究プロジェクト”
を通して学んでいく

コンセプトは学生の「コミュニケー
ション活動を誘発する多様性に富
んだ空間の創造」

留学生の生活支援と体育会施
設の充実を図り、「国際交流の場」
としての役割も担う

慶應義塾が 
めざすもの

世界のリーダーを育む、 
国際総合学塾への飛躍

慶應義塾は、教育の新しい姿を示し、新たな実業の世界を切り拓くとともに、広く社会へ
の貢献を果たすことで、多様な人々が多様な場で活躍できる、活力溢れた社会の形成に寄
与することをめざしています。
そのため、30万人を超える塾員はもとより、塾生、保証人をはじめ、義塾へ期待を寄せて
くださる多くの方々、そして教職員とともに、創立150年記念事業を創りあげていきたい
と考えています。
事業やイベントの計画が、着々と具体化しています。一人でも多くの皆さまの記念事業へ
のご参加を、お願いいたします。

皆さまとともに
創る記念事業

学ぶ志をもつ全ての人々の
ための、開かれた学塾へ
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新・福澤塾 
（仮称）構想

義塾社中が有する知を広く
社会に還元

三田、信濃町、 
一貫教育校も
始動

事業計画を策定

学問のすゝ め21

各地で記念講演会を開催

2007年夏から2008年夏にかけて日本全国で記念講
演会「学問のすゝめ21」を開催します。
現在の義塾の「知」を発信するとともに、皆さまとと
もに「学問」の深さと楽しさを再発見する機会となれ
ばと思い、このシリーズを企画しました。この機会に
ご友人や、ご家族にもお声がけのうえ、是非ご参加く
ださい。

〈企画趣旨〉
近代日本の曙にあたり、福澤諭吉は『学問のすゝめ』を
著し、「学ぶ」ことの新たな意味をさし示しました。「学
問」とは、権威ある知識を蓄えることではなく、事物を
在るがままに見る力であり、独立した精神と生活を支
える基礎であり、個々人が共に生きる源となるべきも
のでした。義塾社中は福澤のこの考えを受け継ぎ、多くの塾員が、皆それぞれに日本の近代化に取り組
んできました。
そして現在——。時代は変わり、社会には知識があふれ、学ぶ機会も場所も増えました。しかし、今、私
たちは、新時代を「学問」に賭けた福澤の、あの清新な情熱を持っているでしょうか。いつしか「学ぶ」こ
とが、惰性になっているのではないでしょうか。『学問のすゝめ』以来、130余年。いまいちど、「学ぶ」こ
との意義と若々しさを、問い直すべき時期が来ています。
この講演会シリーズでは、現代社会が抱えるさまざまな課題を視野に入れ、１回ごとにテーマを設定
し、義塾の教員のみならず、さまざまな分野で活躍している塾員も講演します。毎回、複数の講演者を
予定し、１つのテーマに多様な角度から光を当てることにより、ご参加いただいた皆さまに、みずか
ら新たな「発見」や「ひらめき」を経験していただけることを願っています。

三田キャンパス
事業計画の具体化に着手

未来への先導を記し、ミュージアム機能と
リサーチ機能を備えた拠点として、「未来先
導館（仮称）」の構築と、それを含めた新教育
研究棟の建設計画を具体化していきます。
21世紀の未来を先導する開かれた学塾へ
と発展させるために、「新・福澤塾（仮称）」構
想および文・経・法・商の4学部プログラム交
流の各検討委員会を設置し、教育のさらな
る充実を進めます。

信濃町キャンパス
世界を先導するメディカル・センターに

医学部・病院の構造改革と連動して、新
病棟等の建設計画を具体化するため「信
濃町キャンパス改革・刷新プロジェクト」
が設置されました。
大学医学部・病院を世界トップレベル
に改革・刷新することを目的とし、患者
さんに信頼される質の高い安全な医
療の提供と、豊かな人間性と深い知性
を有する医療人の育成をめざします。

一貫教育校
未来を担う多様な人間を育む

考える力を育むことの重要性が高まっ
ているなか、100年を超える一貫教育の
伝統を持つ義塾には、その先導的役割
が期待されています。
「これからの一貫教育」諮問委員会を設
置し、既存の一貫教育校の環境・施設の
質と安全性の向上、未来の日本における
初等中等教育のモデルの1つとなるよ
うな一貫教育校の設置を検討します。

新・福澤塾（仮称）構想

全人教育を実践しグローバル社会のリーダー
を育成する拠点、「新・福澤塾（仮称）」構想の
検討を始めています。
義塾の学びの原点は、さまざまな学問を総
合的に学ぶことにより、社会の先導者を育
成することにあります。「新・福澤塾（仮称）」
ではこの原点に返り、国際化の進んだ現代
社会において必要な教養を、文系・理系の区
別なく身につけるとともに、義塾の「半学半教」
の伝統を生かし、塾員・教職員・塾生が一体
となって、全人格的な人間を育てていくこ
とをめざします。塾生のみならず、社会人も
参加して自由闊達に意見を述べ合います。そ
して、専門的な知識を持つ人達とも連携して、
最先端の学問や社会が抱える課題に挑戦す
る——21世紀の「新・福澤塾（仮称）」は、この
ような学びの場の創造をめざしています。
具体的には、 
●国際化を意識したテーマを英語で講義し、国際的なリーダーを育成 
●国内外で活躍する塾員による講義の実施など、義塾社中の協力により教養人を育成
という2つの軸を目的として、検討をしています。
さらに、先導的テーマの研究拠点として独自の政策的提言などを行うシンクタンク機能、国際シン
ポジウムなどの展開による発信機能を担う拠点となることも検討中です。
「新・福澤塾（仮称）」は三田キャンパスに基点を置く予定ですが、研究・活動内容に応じて国内外で
の展開も視野に入れています。

開 催 予 定 地 域
内 容 に つ い て

お 申 し 込 み 方 法

札幌、仙台、東京、静岡、金沢、名古屋、京都、大阪、広島、岡山、高松、福岡、鹿児島など
「スポーツ・健康」「文学」「伝統文化」「環境問題」「子ども・少子化」「政治・社会」「メディア・
ジャーナリズム」「教育」「国際社会」など多彩なキーワードに関する講演者を予定。
どなたでも、どの地域でもご参加いただけますが、事前にお申し込みが必要になりま
す（応募者多数の場合は、抽選となります）。
三田（2007年8月5日（日））、福岡（2007年8月19日（日））会場のお申し込みについて
は、チラシ「記念講演会 学問のすゝめ21のご案内」をご覧ください。その他の地域の詳細
は、各地方新聞または記念講演会Webサイト（http://gakumon21.keio150.jp/）に
て順次お知らせします。
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創立150年記念未来先導基金は、国際体験などを通じて「独立して生きる力」と「協力して生きる力」
を兼ね備えた人間を育成するために設けられました。基金目標額30億円はすべて皆さまからのご
寄付により充当されます。
塾生の国際体験を推進するために先進的なプログラムを実施し、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います。
すでに2006年度には、次のプログラムに資金補助を行いました。

2006年度の実施プログラム

1. 経済学研究科・商学研究科21世紀COEプログラム 国際コンファレンス 
「市場の質に関する理論形成とパネル実証分析」—構造的経済政策の構築に向けて— 
・ アジアの貿易・資金フローに関する国際コンファレンス（2006年11月23日） 
・ 国際コンファレンス「金融仲介業の競争力について」（2006年12月15日） 
・ 国際貿易論の実証研究の国際コンファレンス（2007年2月9日～10日） 
金融庁との合同国際コンファレンス「金融仲介業の競争力について」の参加者は、学者・政策担当者・金融関
係者から、経済政策の最前線の議論を学ぶことができました。

2. 未来先導型海外研修「延世大学春季講座」（開講期間2007年2月6日～23日） 
韓国の名門延世大学で、政治・経済・社会・文化など多岐にわたる講義を受講しました。講義の合間には、韓国
語講座、慶州ツアー、国立博物館見学、テコンドー教室などバラエティに富むプログラムにも参加し、塾生達
は韓国の今を体験するとともに、延世大学生との交流を深めました。

3. 慶應義塾派遣交換留学生優秀者の表彰 
派遣先大学で優れた成果を修めた慶應義塾派遣交換留学生20名を表彰しました。そして、交換留学生達の
今後の積極的な活動を奨励しました。

4. 「変わりゆくナショナリズムとアジア」（2007年3月26日～27日） 
アジアにおけるナショナリズムのダイナミズムを理論・歴史・実証の観点から検証し、アジアとナショナリ
ズムの未来像を探る国際ワークショップを開催しました。論文選考により選抜されたアジア・オセアニア・
アメリカの大学院生による発表、議論を通して、参加者は問題意識を深めました。また、プログラムの1つで
ある講演会には、多くの塾生が参加しました。

さまざまな体験
が塾生を育む

未来先導基金と
国際体験の推進

2007年度のプログラム例
2007年度は、さらに多数のプログラムを実施します。 
その中の一部をご紹介します。

● 幼稚舎サイエンスミュージアムの構築と教育的な活用 
幼稚舎の中にサイエンスミュージアムを構築し、それを利用した独
自の教育プログラムを実施します。

● 学部横断環境プロジェクト—瀋陽・成都における環境活動— 
日中の大学の学生が混成チームを作り、共同研究への深い理解とチー
ム別地球環境問題への取り組みをテーマにした討論等を通じて「実
学の精神」の体験と国際交流を図ります。

● 見る、会う、語る アジアの友達プログラム 
—未来のグローバル・リーダーを育てるアジア交流プログラム— 

リアルタイムでアジア（フィリピン・タイ）の大学の中等教育段階
の学校と一貫教育校をインターネットで結び、テレビ会議・授業を
行います。

● SFC海外フィールドワーク助成制度 
海外での一定期間のフィールドワークを通じて、世界に貢献しうる思
考力と行動力を併せ持つ有為な人材の養成を目的とした学生プログ
ラムを推奨し、経済的支援を行います。

● 宇宙授業の実施とデジタルコンテンツ制作 
定期的に、「宇宙」をテーマとしたユニークな授業を講演形式で実施し、
そのノウハウを一般に公開するためのデジタルコンテンツおよび指
導案を作成・配布します。

法学部政治学科3年 橋本 奈々美

『想像の共同体』の著者として有名な、
ベネディクト・アンダーソン氏の公開講
演会「ナショナリズムのゆくえ」に参加
しました。国際政治を学んでいる私にとっ
てこの講演は、多くの示唆に富んだお
話を伺うことができ、とても興味深い

ものでした。アジア域内での人の移動がより一層盛んになるであ
ろう21世紀において、アジアにおけるナショナリズムの過去を正
しく理解した上で、その未来像を探っていくことは、相互理解を深
めるために、非常に価値のあることだと思います。学部の友人達も
多数参加しており、アジアに対する関心が塾生の間でも高まって
いることを感じました。

経済学部3年 山縣 翔平

以前から韓国には関心を持っていまし
たが、「延世大学春季講座」を通じて、韓
国に対する知的好奇心はさらに強まり
ました。全10回にわたる講義で扱われ
た韓国の経済や政治といったテーマを
今後一層探究したいと思ったこと、そ

して現地の多くの韓国の方々と接したことで、彼らの物事に対する
考え方をより深く知りたいと感じました。国際化が叫ばれる現在、
日本とともにアジアを先導していく韓国や、韓国の方々を理解す
ることは、非常に有益であると確信しています。今回の経験は、その
ような理解を深めるための大きな一歩となりました。今後も継続
してお互いの価値観を共有し、理解を深めるべく、将来再び韓国で
学びたいと考えています。

広がる国際体験の場
海外拠点の拡大と 
海外の大学との連携推進

慶應義塾では、従来の欧米拠点に加え、2006年3月に
延世大学（韓国）、7月にロンドン（英国）に拠点を開設。
2007年4月には北京に拠点を開設しました。また、清
華大学（中国）、延世大学（韓国）、ケンブリッジ大学（英
国）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していま
す。その他、日本を含むアジア12カ国26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（SOI-Asia）を運営中です。
また、海外の大学との連携も推進。193大学・機関（2007
年3月31日現在）との間に交流協定を締結しており、
海外で学ぶ塾生の数、義塾で学ぶ留学生の数も飛躍的
に増加しています。

APRU（環太平洋大学協会）
博士課程学生会議を日本初開催

2007年7月30日～8月3日、三田キャンパスにAPRU加
盟大学の学生約100名が集まり、環太平洋地域に共通
するテーマについて、講演、研究発表、討論などを開催。各々
の持つ文化的背景や専門分野を越えて、理解を深め、将
来の先導者となる学生達に、ネットワークを構築する
機会を提供します。1 2 3 4

ナショナリズムの過去を理解して、アジアの未来像を探求 韓国に対する理解をさらに深めていきたい

プログラム参加者から



3大学院事務室

多目的教室多目的
教室

支援施設

インキュベーション
センター

開放型体育施設

支援施設

2階平面図

1階平面図

地下1階平面図

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）

一般の方々も利用可能な
開放型体育施設

塾生と地域の方々の
コミュニティ広場

展示、記念式、祝賀会等に 
利用する多目的ホール

観客席も配備した室内競泳50mプール

※本施設の図、写真はすべてイメージです

働く人々や社会人学生
の子育てを支援する
保育支援施設

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

塾生・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

フィールドの人工
芝化など陸上競技場、 
グラウンドの整備

支援施設支援施設

支援施設支援施設

サンクンサンクン 
ガーデンガーデン

支援施設

支援施設

サンクン 
ガーデン
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世代を超えて、塾生とさまざま
な人々が集う場

日吉キャンパスでは、日吉キャンパス複合
施設（仮称）の建設が進んでいます（2008
年8月竣工予定）。新しい独立大学院のほか、
健康・スポーツ・文化・実業など、新しい活
動の場を創造し、塾生と世代を超えてさ
まざまな人々が集い交流し、連携を実践
していく場をめざします。

日吉キャンパス複合施設（仮称）には、次のような施設が配置されます（施設名等は全て仮称）。

● 独立大学院〈3～6階〉 
大学院メディアデザイン研究科 
大学院システムデザイン・マネジメント研究科 
大学院経営管理研究科

新たな社会貢献 
モデルの創造

日吉キャンパス複合施設

2008年4月、新しい知的価値を創造する2つの大学院を開設

日吉キャンパスに、国際レベルで活躍する次世代のリーダーを育む2つの大学院が生まれます。
わが国ではまだ類を見ない先端領域の新しいタイプの研究科として、世界の産業界およびわが
国の将来にとっても重要な意味を持つ大学院です。

■ 大学院メディアデザイン研究科  http://www.kmd.keio.ac.jp/
特色：現実社会の問題の先端的研究プロジェクトを中心とした教育システムを導入し、研究と教育が 

表裏一体となり、さらに研究成果を社会に発信していく、研究・教育・発信の三位一体型機構の構築　など。
専攻：メディアデザイン専攻
定員：修士課程 80名（収容定員160名）　後期博士課程 10名（収容定員30名）

■ 大学院システムデザイン・マネジメント研究科  http://www.sdm.keio.ac.jp/
特色：・ 就業経験を有する企業からの若手・中堅実務者を主体に、学部・大学院にも門戸を開放 

・ 世界トップレベルの教育・研究者による集中講義を含む実践的教育を重視し、国内外のインターン 
　 シップによる体験的教育機会を提供　など。

専攻：システムデザイン・マネジメント専攻
定員：修士課程 77名（収容定員154名）　後期博士課程 11名（収容定員33名）

新しい場にお寄せいただいている声をご紹介します

創立150年記念事業ではモニターの方を募るなど、皆さまから記念事業に対するさまざまなご意見をうかがっています。 
日吉キャンパス複合施設（仮称）に対して寄せられた声の一部をご紹介します。

・ 単なる保育施設としてでなく、子供の心と身体を鍛え能力を伸ばす斬新なプログラムを期待します。
・ 産学協働、塾員、塾生の企業とのジョイントなど多岐にわたる効果を望みます。
・ 資産である“知”そして“広大な敷地や施設”を一般に還元する点に興味があります。
・ 大学は専門知識の泉としてだけでなく、芸術、文化の担い手としての役割も果たすべきだと思います。
・ グローバルスタンダードな施設として活用できるものであって欲しいです。
・ 知識・情報習得の場に止まらず、経営者にふさわしい人間教育の場として機能することに期待したいです。
・ 医学部の医療技術を生かして地域に根ざした医療活動を展開することは、社会に大きな貢献を果たすことだと思います。

地域に開かれた場として、さらに
次のような施設も備えています

CASBEE 横浜の第1号として最高位「Sランク」認定
本施設の建設計画について、横浜市から、環境に優しい建物を
認証する制度（CASBEE横浜認証制度）の第1号の認証を受け
ました。

2007年度中に横浜市営地下鉄4号
線が日吉駅に開通予定
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a b

国際刑事裁判所（ICC）に関する国際シン
ポジウム 
（2006年11月4日／三田キャンパス）

ヒヨシエイジ2006 
（2006年9月30日他／日吉キャンパス他）

東久留米ビッグバンド・ジャズコンサート 
（2006年8月27日／東久留米市中央公民館）
〔東久留米三田会〕

創立150年記念特別コンサート「千住真
理子と仲間たち」（2007年4月6日／フィ
リアホール）〔横浜青葉三田会〕

一貫教育の冒険2「福澤諭吉の手紙朗読会」
（2007年2月4日／幼稚舎）

準硬式野球 慶早戦および神戸大学定期戦
（2006年11月10日／横浜スタジアム）

皆さま是非 
ご参加ください

創立150年記念イベント

創立150年記念イベントは、2008年11月8
日の創立150年記念式典をはさみ2010年
まで行われます。学術的なイベントだけで
なく、社会貢献や地域交流を含めた文化的
なイベントも行いますので、是非ご参加く
ださい。
また、皆さまからのイベント企画のエントリー
もお待ちしています。

記念イベントを続々開催。引き続きイベント企画も募集中！

150のイベント開催を目指して、記念イベントを公募しています。
ご応募いただいた記念イベントのうち、2006年夏から現在までに開催した主なものは次のとおりです。

創立150年塾生スタッフ活躍中

約180名の創立150年塾生スタッフも大活躍しています。塾生スタッフ
の活動は、記念イベントの企画・運営、記念イベントで義塾を訪れるお客
さまへのおもてなし、記念グッズの開発・販売など多岐にわたっています。
「創立150年に、塾生だからこそできる活動をしたい」「多くの塾生と創立
150年を盛り上げていきたい」という塾生スタッフ達の積極的な提案を
もとに、今後さらに活躍の場を広げていく予定です。

引き続き、創立150年を盛り上げるイベント企画、アイデアを募集中です。応募に関する詳細は、
http://keio150.jp/events/bosyu.html をご覧ください。

2008年11月8日 創立150年記念式典

2008年11月8日（土）、日吉キャンパスを主会場として創立150年記念式典を執り行います。国内外複
数会場に中継・配信を行い、より多くの方々にご参加いただく予定です。
また、2008年連合三田会大会は、式典翌日の11月9日（日）に、同じく日吉キャンパスで開催されるこ
とになりました。

国内各地で記念イベント開催。是非ご参加ください

■ 記念展覧会を2008年12月から開催
日本の近代化・国際化に貢献した思想家・文化人でもある福澤諭吉の多方面にわたる活動と、近代的
学塾としての道を開拓した義塾の歴史に焦点をあて、歴史資料・美術資料を公開・展示します。また、
21世紀を見つめる「未来への先導者」として福澤諭吉をとらえなおし、現代社会の直面する課題を見
つめ、その解決に立ち向かう志を育む展覧会をめざします。
2008年12月の東京を皮切りとして、その後、福岡、大阪、神奈川に巡回予定です。

■ 記念講演会を全国各地に展開。2007年夏スタート
詳細は、本誌3ページおよびチラシ「記念講演会 学問のすゝめ21のご案内」をご覧ください。

創立150年を機に国際イベントも積極的に開催

国内にとどまらず、義塾の海外拠点や連携する大学など世界各地で、国際レベルのシンポジウムや
ワークショップなどを開催します。

〈これまでに開催した主な国際イベント〉

今後も、APRU（環太平洋大学協会）学長会議や、慶應義塾北京オフィス開設記念式・シンポジウム、
ブラジル移民100年記念企画などが予定されています。

a. 日本・ベトナムサマーワークショップ
2006 
（ハノイ 2006年8月28日～29日） 
（ホーチミン 2006年8月31日～9月1日）

b. 創立150年記念国際シンポジウム〔海
外三田演説会2〕「神経科学の最先端
～先端医学研究の進歩とその実用～」
（ロンドン（英国） 2007年4月27日）

〈近日開催するイベント〉
● 復活！慶應義塾の名講義 
佐野 陽子 名誉教授「ゴールドカラーのスーパーキャリア」 
2007年6月30日（土）14時～15時半〔三田 西校舎517番教室〕

● ＡＰＲＵ博士課程学生会議 
2007年7月30日（月）～8月3日（金）

● 第12回 オール早慶野球戦 
（名古屋三田会他） 
2007年8月23日（木）18時半試合開始〔ナゴヤドーム〕

● 東京六大学野球 オール早稲田大学 VS オール慶應義塾大学 
（静岡三田会他） 
2007年8月25日（土）15時試合開始〔静岡草薙球場〕

〈今後実施予定の主なイベント〉
● 2007年10月5日 復活！慶應義塾の名講義 
 福岡 正夫 名誉教授

● 2007年10月27日 復活！慶應義塾の名講義
  宮家 準 名誉教授
● 2007年10月27日 楽友三田会定期演奏会〔楽友三田会〕
● 2007年11月17日～25日 国際テニスオープン
● 2008年7月12日 シンポジウム「慶應義塾におけるニューロ 
 サイエンスの足跡と展開」

● 2008年10月19日 慶應讃歌グランドコンサート〔音楽三田会〕
● 2008年10月26日 ワグネル・ソサィエティー特別演奏会
● 2009年秋 高橋 誠一郎浮世絵コレクション名品展
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貴方の参加が
大きな力に！

創立150年記念事業募金の
お願い

記念事業募金へのご協力をお願いいたします

これまでに多くの皆さまからのあたたかいご支援を賜りました。
誠にありがとうございます。

いよいよ2008年、慶應義塾は日本の総合学塾として初の創立150年を迎えます。
私たちは「全社会の先導者たらん」の志を持って、
世界をリードする学塾として常に歩み続けていかなければなりません。

未来への先導者たる人間を育む
これからの教育・研究・医療・社会貢献のあり方を世に先駆けて示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
この創立150年記念事業の実現に向けて、
一人でも多くの皆さまのお力を必要としています。
募金は一口１万円から承っております。是非ご協力をお願いいたします。
また、皆さまの周りの慶應義塾にご関心をお持ちの方々にも、
お声がけしていただければ幸いです。

皆さま一人ひとりのさらなるご支援を心よりお願い申し上げます。

■ 団体の皆さまへ

三田会、体育会、同窓会、ゼミ・クラス会等、さまざまな団体の皆さ
まより創立150年記念事業へのご支援を賜り、現在約430団体の
皆さまに募金活動にご尽力をいただいています。創立150年とい
う節目に、是非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。なお、募金活動を開始いただく際には、創立
150年記念事業室 募金担当（下記）までご連絡ください。

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

■ 法人としてご寄付をお申し込みされる場合

法人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 募金担
当（下記）までご連絡ください。

お問い
合わせ先

慶應義塾の歴史にお名前を残しませんか

募金活動を兼ねたイベント開催

2006年9月8日、北九州三田会の主催により、慶應義塾ワグネル・ソサエティー男声合唱団
北九州演奏会が開催されました。愛唱歌の数々に加え、「塾歌」「若き血」の斉唱で会場は大
いに盛り上がり、市民の皆さまを含めて900名の参加がありました。 
また、演奏会の収益の一部を記念事業募金にご寄付賜りました。他にも横浜青葉三田会等
でも音楽コンサート開催などの形でご支援を賜っています。

■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。

TOPICS
（1）銀行・郵便局
（2）預金口座振替

（3）インターネット 

綴じ込みの「払込取扱票」をお使いのうえ、各窓口でお払い込みください。
ご指定の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。 
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。また創立150年Webサイト（http://keio150.jp/bokin/kojin/）
からも申込書をダウンロードいただけます。
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。

■個人寄付金に対する税制上の優遇措置（日本国内居住者）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40%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。

新入生保証人の方へ
入学した年内の寄付金（入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの）
につきまして、新入生の保証人がご寄付される場合には「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の
対象から除外されます。なお、慶應義塾は一貫教育のため、塾内進学（一貫教育校から大学学部まで）年の「創立
150年記念事業寄付金」は、「学校の入学に係る寄付金」から除外され、寄付金控除を受けることができます。

募金目標額
募 金 期 間
募 金 対 象

：
：
：

250億円
2005年（平成17年）10月から2010年（平成22年）9月まで（5年間）
個人、団体、法人

■ 個人の方

募金概要

一口1万円
一口未満のご寄付につきましても、創立150年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。下欄（2）の「預金口座振替」をご利用ください。

個 人

団 体

法 人

創立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）に銘板を設置し、ご芳名を
掲げます。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。

ご寄付をいただいた団体の皆さまに感謝し、銘板を慶應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・OG会　③その他

創立150年記念事業寄付累計額が150万円以上の法人につきましては、銘板を慶應義塾の施設に掲げます。
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慶應義塾の新しい動き

2008年4月、共立薬科大学と合併、薬学部・大学院薬学研究科を開設

学校法人慶應義塾と学校法人共立薬科大学は、2008年4月1日をもって合併し、慶應義塾大学薬学部・大学院薬学研
究科を開設することが、評議員会にて承認されました。そして、2007年3月26日に共立薬科大学と合併契約書を締
結しました。
この新しい薬学部・大学院薬学研究科は、次の点において21世紀を先導する役割を果たすことをめざします。

（1）伝統と実績ある義塾の総合的教育環境の中に、長い伝統を持つ薬学教育を組み入れることにより、全人的な薬学教
育の新しいモデルを確立します。

（2）義塾の他学部、大学院研究科、研究所をはじめ、他の諸研究機関との連携により、創薬から政策に至るまで、薬学研究
において新しい学問的な貢献をめざします。

（3）医薬品、食品、医療、環境等に関わるさまざまな問題の発見と解決を通し、安全・安心・健康等に関わる新たな社会貢
献をします。

広がる義塾の拠点

● 大阪に小拠点を設置（2008年設置予定）
福澤諭吉が生まれ、適塾で学んだ、義塾ゆかりの地・大阪に、産学連携や遠隔セミナーなどの小拠点を設置します。 
この小拠点は「福澤先生誕生地記念碑」に隣接する建物（2008年竣工予定）の中に、百数十坪の小規模スペースを賃
借し、記念碑の管理や遠隔セミナーなどのための利用を想定していますが、詳細については今後検討していきます。

● 海外拠点の展開
グローバル社会での先導的役割を果たすため、義塾の海外拠点の展開を進めています。
2006年11月に日本学術振興会（JSPS）との連携の下、JSPSロンドン研究連絡センター内に慶應義塾大学ロンドン
オフィスを開設しました。また、本年4月に開設したJSPS北京研究連絡センターには、義塾から副所長（事務長）を派
遣、JSPSの業務とともに、義塾の北京オフィスとしての機能を開始しました。さらに、デジタルメディア・コンテンツ
統合研究機構（DMC機構）による海外諸機関との連携の枠組みで、延世大学（韓国）、清華大学（中国）、ニューヨーク
のジャパン・ソサエティー、サンフランシスコスタジオ、スタンフォード大学（米国）、ケンブリッジ大学（英国）の6カ
所にグローバル・スタジオを開設、すでに数多くの国際会議を実現し、大きな成果をあげています。これに、昨年3月
に延世大学内に開設された慶應ソウルオフィスを加え、全部で9カ所の海外拠点を有し、グローバルな教育・研究を
展開しています。

S＆PおよびR＆Iによる義塾の格付け、いずれも高い評価を継続

2004年1月、義塾は米国格付け会社スタンダード＆プアーズ（S＆P）から、長期発行体格付け「ＡＡ（ダブルエー）」／
アウトルック「安定的」を取得し、また株式会社格付投資情報センター（R＆I）から、長期優先債務格付け「ＡＡ＋（ダ
ブルエープラス）」を取得しました。これは、日本の学校法人として初めて国際的な格付け機関から格付けを取得す
るとともに、日本の学校法人として初めて複数の格付け機関から格付けを取得したものです。
本年春、これらの格付けが継続されました。今回のS＆Pの格付けにおいても、義塾は「多様性、先進性に富むトップ
レベルの教育・研究能力を有し、学生獲得や外部資金獲得などで非常に高い競争力を維持している」と高い評価を受
けています。

塾員の皆さま

慶應義塾に登録のご住所等に変更があった場合は、お手数ですが、塾員ご本人から下記により塾員セン
ターにお知らせください。卒業時には、塾員の皆さまの住所は「保証人の住所」で登録されています。現住
所への変更をお願いいたします。

〔ホームページ上から住所変更をする場合〕
１. 慶應オンライン https://www.jukuin.keio.ac.jp/ 
ホームページ上で住所変更等の届出を行うことができます。

２. E-mail（メールフォーム） 
https://wwwdc01.adst.keio.ac.jp/kj/jukuin/mailform.html 
塾員（卒業生）ホームページ（http://www2.jukuin.keio.ac.jp/）の「各種手続き」コーナー内 
「住所変更・改姓・情報開示不可届」からも上記メールフォームをご覧いただけます。

〔１. ２以外の方法で住所変更する場合〕
下記のお届け内容を記入したものを3. 4いずれかの方法でお届けください。
３. FAX   03-5427-1546

４. 郵送　〒108-8345 東京都港区三田2-15-45　慶應義塾 塾員センター
　 

—お届け内容— 

① 氏名（漢字・フリガナ） 
　※　日本国外在住の場合は英字表記も併記してください。 
② 改姓名の場合は旧姓名（漢字・フリガナ）　　③ 生年月日　　④ 卒業年 
⑤ 学部・学科・クラス　⑥ 郵便番号（自宅）　 
⑦ 住所（自宅）  
　※1　住居表示や地番の変更の場合には、その旨明記してください。 
　※2　日本国外の住所は漢字圏も含め、全て英字表記（半角英数字90文字以内）でお願いします。 
⑧ 電話番号（自宅）　 
⑨ 勤務先 
　※　お勤め先がない場合には、「なし」と記載してください。 
⑩ 義塾からの郵送物 
　※１　送付不可を希望される場合は、「送付不可」とお書きください。なお、記載がない場合には、「送付可」とさせていただきます。 
　※２　「送付不可」の場合、評議員選挙投票用紙など義塾から特にお知らせしたい郵便物を除き、原則として義塾からのお知らせ
　　　  はお送りいたしません。 
⑪個人情報の第三者提供 
　※１　開示不可を希望される場合は、「開示不可」とお書きください。なお、記載がない場合には、「開示可」とさせていただきます。 
　※２　「開示可」の場合、年度三田会、地域三田会、職域三田会、キャンパス三田会、クラス会、ゼミ同窓会に対して、所定の手続きの上、 
　　　  住所等の個人情報を提供します。「開示不可」の場合、個人情報は提供しません。 
　※３　塾員の個人情報に関する基本方針については（ http://www2.jukuin.keio.ac.jp/policy.html）をご参照ください。

塾生保証人の皆さま

慶應義塾に登録のご住所に変更があった場合は、学事担当部署または事務室に在学生を通じてお届けくだ
さい。なお、一貫教育校児童・生徒は各学校の事務室にお届けください。

KEIO INFORMATION 住所変更について




