慶應義塾創立150年記念

「未来をひらく福澤諭吉展」開催中。
会場の様子

異端と先導 ――― 文明の進歩は異端から生まれる
福澤諭吉の生涯―それは、内に秘める「異端」な思想を、
勇気と気品をもって世に説き、身をもって「先導」する挑戦でした。
福澤諭吉は幕末明治の激動の時代にあって思想家として革新的な活動を展開し、日本の
近代化に大きな足跡をのこしました。福澤は生涯、無位無冠の一市民であることを貫き「異
端」として排斥されることをも恐れず、権威や世論の大勢に抗して、自分の知性が信ずる
ところを堂々と述べる勇気と気品こそ、文明の進歩があると信じた思想家でした。
この展覧会では、「異端と先導」をテーマに、福澤の多方面にわたる先導的な活動を捉
えなおし、その遺品や自筆草稿、著書のほか、その門下生が収拾した美術コレクションや
慶應義塾ゆかりの名品などを展示します。
展示の随所に見られる「異端」と「先導」の創造性にみちた交錯は、なお混迷を増す現
代社会において、私たちが進むべき道を考える一助となるでしょう。
ロンドンでの福澤諭吉／江戸時代
1862（文久2）年

「未来をひらく福澤諭吉展」 www.fukuzawa2009.jp
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催 日：2009年1月10日（土）〜3月8日（日）
場：東京国立博物館 表慶館（上野公園）
催：東京国立博物館、慶應義塾、フジサンケイグループ
福岡・大阪でも開催します。
岡 展：2009年5月2日（土）〜2009年6月14日（日）、福岡市美術館
阪 展：2009年8月4日（火）〜2009年9月6日（日）、大阪市立美術館

福澤諭吉〈山口良蔵宛書簡〉
／1868（慶応4）年／慶應義
塾福澤研究センター
※ 慶應義塾の原点とも言う
べき理念を語った書簡。2008
年に義塾所蔵に帰す。初公開。

■神奈川では「福澤諭吉と神奈川・横浜（仮）」を開催
2009年8月22日（土）〜2009年9月23日（水・祝）、神奈川県立歴史博物館

独立自尊150年

その他 2009 年開催予定の創立 150 年記念展覧会
「夢と追憶の江戸――高橋誠一郎浮世絵コレクション名品展」
開 催 日：2009 年 9 月 19 日（土）〜 2009 年 11 月 23 日（月・祝）
会
場：三井記念美術館（東京都中央区日本橋）
主
催：三井記念美術館、慶應義塾、日本経済新聞社
高橋誠一郎の浮世絵コレクションの名品 300 点を 3 期に分けて公開。

〈秋草文壷〉／平安時代
12世紀／慶應義塾、国宝
※ 1953（昭和28）年に陶磁
部門の国宝第1号となった日
本陶磁を代表する名品。

オープン＆グローバル

和田英作〈ステンドグラス原画〉
／1910（明治43）年頃／慶應
義塾図書館
※ 慶應義塾図書館（三田）
ステンドグラスの下絵

未来への先導

「慶應義塾をめぐる芸術家たち」（仮称）
開 催 日：2009 年 6 月 20 日（土）〜 2009 年 9 月 23 日（水・祝）
会
場：国立国際美術館 B2 展示場（大阪市北区中之島）
主
催：国立国際美術館、慶應義塾、産経新聞社
「福澤諭吉と慶應義塾創立 150 年――貴重書展」（仮称）
開 催 日（予定）：2009 年 7 月 22 日（水） 講演会及び展覧会
会
場：大英図書館（イギリス・ロンドン）

お問い合わせ
慶應義塾 創立 150 年記念事業室
〒 108-8345 東京都港区三田 2-15-45
Tel. 03-5427-0150（平日 8:30 〜 17:00）
Fax. 03-5427-1130
E-mail: info@keio150.jp

Design the Future with Open to diversity
& Global perspective
野々村仁清〈色絵金銀菱文茶碗〉／江戸時代 17世紀
静岡・ＭＯＡ美術館、重要文化財
※ 福澤門下の経済人益田英作の旧蔵品

since 1858
CALAMVS GLADIO FORTIOR

http://keio150.jp/

2009 年 2 月
創立 150 年記念事業報告書

2008年11月8日、
創立150年記念式典を挙行。
義塾の新たなスタート。
2008年11月8日
（土）、創立150年記念式典が、日吉キャンパスを実施会場に、三田
キャンパス、湘南藤沢キャンパス、大阪会場を中継で結んで盛大に挙行されました。
塾員、塾生、教職員、保護者、義塾関係者が参加し、創立150年の重みを受け止め、
未来への決意を新たにしました。

未来への先導を果たすべく、
記念事業はさらに本格化していきます。
創立150年記念事業は、2005年9月に開始して3分の1を経過しましたが、これから、
さらに本格化。150年の実績を礎にオープンでグローバルな学塾を目指し、世界水
準で教育・研究・医療等の質の向上を図っていきます。
教育・研究・医療

2015年度

2011 年度
予防医療センター（仮称）の開設（信濃町）
新初等中等一貫教育校の開設

2010 年度
未来先導館（仮称）創設記念式（三田）
日吉記念館建て替え開館式（日吉）

2009 年度
『福澤諭吉事典』刊行
記念展覧会「夢と追憶の江戸−−高橋誠一郎浮世絵コレクション」
（東京）

環境・施設

2011 年度
女子高等学校教室棟の増築
湘南藤沢中・高等部教室棟の増築

2010 年度
未来先導館（仮称）を含む南校舎建て替えの竣工（三田）
新初等中等一貫教育校校舎の竣工
日吉記念館建て替えの竣工（日吉）
予防医療センター（仮称）等施設・臨床研究棟2（仮称）竣工（信濃町）
慶應テクノロジーセンター（仮称）の竣工（矢上）
中等部体育館・プールの建て替え

記念展覧会「福澤諭吉と神奈川・横浜（仮）」
（神奈川）

記念展覧会「未来をひらく福澤諭吉展」
（福岡・大阪）
当日は、天皇皇后両陛下のご親臨を仰ぎ、装いも新たになった日吉キャンパス陸上競技場で協生館を
ステージとして、体育会航空部の編成飛行や三色旗をあしらった飛行船が回遊するなど、スケール感の
ある記念式典となりました。「式典」では、安西塾長の式辞に引き続き、天皇陛下よりおことばを賜り、

大学院経営管理研究科・新カリキュラム導入

理工学部・理工学研究科の教育・研究改革の展開
福澤諭吉記念文明塾開講

また、国内・海外大学の学長、卒業生代表からの祝辞、塾生代表2名による「誓いの言葉」がありました。
「式典」後、「未来先導宣言」が行われ、幼稚舎から大学院までの各校代表者、各界で活躍する塾員達が

2008 年度

未来へ向けての力強いメッセージを発表しました。当日の様子は、三田、湘南藤沢キャンパス、大阪会

記念展覧会「未来をひらく福澤諭吉展」
（東京）
信濃町キャンパス改革・刷新の展開

場（堂島リバーフォーラム）に中継され、約1万2700名が参加、「塾歌」斉唱のほか、「若き血」と「慶

福澤諭吉記念文明塾立ち上げ

應讃歌」を大合唱し、社中の絆を深めました。なお、インターネットでも記念式典の模様が配信され、
のべ1万8000名近い方が視聴されました。

蝮谷体育館（仮称）の竣工（日吉）

2008 年度
第4校舎 独立館の竣工（日吉）
南別館（仮称）の竣工（三田）

（構想・計画の具体的検討を進めているもの）
未来創造塾レジテンシャル施設（湘南藤沢）
（2011年度以降）

（構想・計画の具体的検討を進めているもの）

記念式典と前後して、前日には三田キャンパスで国際シンポジウム、創立150年記念切手贈呈式の開

2009 年度

未来創造塾の展開（2009年4月〜プレプログラム実施）
（湘南藤沢）

教育研究施設整備・環境改善（30棟台の建て替えなど）
（矢上）
（2012年度以降）

催や祝賀薪能「土蜘蛛」を上演。翌日には日吉キャンパスで慶應連合三田会大会が開催され、コンサー

構想力をもつリーダーを育む大学院の開設

新病院棟の建設（信濃町）
（2015年度）

トなど、さまざまな催しが行われました。

大学院統合言語・文化研究科（仮称）の開設

西校舎の建て替え（三田）
（2015年度）

創立150年記念事業 これまでの成果（事業開始 2005年9月〜）
〜 2006 年度

大阪会場

湘南藤沢キャンパス

式典当日記念にお配りした
ブランケットに残数がございますので、
販売しています。
（￥1,000（税込）カラー：ネイビー、レッド）
詳細はhttp://keio150.jp/にて。
三田キャンパス
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日吉キャンパス

2007 年度

2008 年度（〜2008年12月）

・未来先導基金の創設・運用開始
・下田学生寮竣工（日吉）
・創立150年記念講演会の展開
海外三田演説会「International
Lecture Series」
（〜2008年7月）

・未来先導基金公募プログラムの開始 ・未来先導国際奨学金の設置
・未来創造カリキュラム導入（湘南藤沢） ・大学院システムデザイン・マネジメント研究科開設
・大学院メディアデザイン研究科開設
・創立150年記念講演会の展開
「学問のすゝめ 21」（〜2008年9月） ・慶應大阪リバーサイドキャンパス開設
・臨床研究棟 1 の竣工（信濃町）
・協生館の竣工（日吉）
・創立 150 年記念の各種イベント・ ・大学（日吉）スポーツ棟（体育研究所・ ・陸上競技場の整備（日吉）
行事の開始（〜2010年度）
卓球場）竣工
・
『写真集 慶應義塾 150 年』刊行
・
『慶應義塾史事典』刊行
・
「慶應義塾創立 150 年記念切手」発行
・創立 150 年記念式典挙行
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独立自尊150年、
オープンでグローバルな学塾へ。
世界水準でさまざまな取り組みを展開。
慶應義塾は、独立自尊150年、世界に誇るその伝統を原点に、多様な文化・伝統・
生活等の背景を持つ人々に開かれ（Open to diversity）、地球規模の視野（Global
perspective）
をもって、国際水準で感動教育実践、知的価値創造、実業世界開拓を推
進することのできる、オープンでグローバルな学塾を目指し、教育、研究、医療等の質
の向上を図ります。

独立と協生の力を持ち、国際社会をリードする
人材育成を支援する「未来先導基金」。
未来の先導者にふさわしい、
「独立して生きる力」と「協力して生きる力」を兼ね備
え、国際的な経験と視野をもって社会をリードする人間を育成することを目的に、
2006年2月に創設された未来先導基金。大きな成果を上げています。

着実に成果をあげる「公募プログラム」
未来先導基金によって運営された公募プログラムは、
2006年度4件、

記念事業における「オープン＆グローバル」展開例

2007年度13件、2008年度24件が実施され、2009年度は19件が

■塾生の国際体験：

採択されました。その内容も多彩で、2008年度には、中学生を対象と

記念事業において最初に展開したのが「未来先導基金（P4）」です。その運用果実によって実
施されている「公募プログラム」では、海外の大学との連携プログラム、海外の教員や著名な方
の招聘などを通して、塾生の国際的視点を培っています。さらに「未来先導国際奨学金」や「未来
先導チェアシップ講座」の設置により、意欲ある塾生への国際体験の機会提供を広げています。

した海外提携校における「夏季英語研修プログラム」や、野外での

■海外連携の強化：
国際社会を先導するオープンでグローバルな学塾として、環太平洋大学協会（APRU）学
長会議を日本で初めて招致。各界のリーダーなどもお招きし、加盟大学の学長との活発な議論
が繰り広げられました。その他、創立150年記念式典に参列いただいた学長による国際シン
ポジウムや、英国大使館と共催で4名の英国人ノーベル賞科学者を招聘したレクチャーシリー
ズの開催等、国際的な連携を強化しています。

医・看護医療・薬 学生合同ワークショップ

フィールドワークを行う「慶應義塾 夏の学校」などを実施。2009年度
の公募プログラムでは、米国提携校から招聘した教員による国際的視
未来先導基金公募プログラム
「モデルG8ユースサミット2008」

野に立つ薬剤師育成プログラム、国際的なヘルスケア活動に従事する
人を育てるアジア・ヘルスケア体験型学習支援プログラム、イスラーム
圏における多元的学術交流を目指すプログラムなどを実施予定です。

ヨーロッパ諸大学短期留学型研修プログラム

環太平洋大学協会（APRU）学
長会議（2008年6月26〜28日）

■留学生の受け入れと塾生の海外留学支援：
2008年12月現在での留学生数は、学部正規生313名、大学院正規生398名、各種短期留
学生283名の合計994名。今後も留学生の受け入れをさらに強化し、2015年までに1,500
名以上、20年には3,000名以上の留学生受け入れを目標にしています。同時に、交換留学の促
進、短期海外研修プログラムの一層の充実などにより、塾生の海外留学支援も図っていきます。

中学生対象夏季英語研修プログラム

未来先導国際奨学金を設置
創立150年を記念して、2008年度から「未来先導国際奨学金」を新設しました。この奨学金は
グローバル社会を先導するリーダーの育成を目的として、慶應義塾大学大学院で学ぶ特別に優秀
コミュニケーション・プラザ

している国費外国人留学生の待遇を上回り、国内では最高水準です。毎年5名程度を対象としてい
ます。2008年度は5名が奨学生として選ばれました。
「Active Learning Program
Sequence」講義風景

未来先導チェアシップ講座を設置
大学院生に学問的刺激を与えることを目的とし、「大学院未来先導チェアシップ講座」を2009
年度から設置します。国際的に極めて水準の高い講師を毎年招聘し、先導的な講義を行います。
リアルプロジェクト
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2009年度の講座は、文学研究科、経済学研究科、社会学研究科合同で「文明のサイヤンス――
人文・社会学におけるディスィプリンと古典――（仮題）」を、商学研究科では「世界的先導研究

■慶應大阪リバーサイドキャンパスにおける展開：
2009年1月からビジネス講座「デジタル産業論」がスタートしました。デジタル・コミュ
ニケーションを専門分野とする義塾の教授陣が、デジタル産業を取り巻く環境変化を技術とソ
フトの両面から捉えた講座を展開。参加者との議論を通じ、新しい産業モデル、ビジネス手法
のグローバル化、環境保全への対応、社会の価値観の変化などの課題に取り組みます。

な留学生（修士課程および専門職学位課程。ただし医学研究科は博士課程を含む）が勉学・研究に
専念できるように、学費全額・生活費・留学準備一時金を授与するものです。これは、政府が実施

■新大学院における挑戦：
・SDMのデザインプロジェクト
システムデザイン・マネジメント研究科（SDM）では、Stanford大学およびMITとの連携
によるプロジェクト科目「Active Learning Program Sequence」を開講しています。当
分野のプロフェッショナルである両大学の講師のもと、戦略的システムエンジニアリングを学
ぶと同時に、次世代のシステム構築に要するヒューマンスキルも身につけます。
・KMDのリアルプロジェクト
メディアデザイン研究科（KMD）は、今後のデジタルメディア、コンテンツ、デザイン分
野における先導者の育成を目的とします。学生と教員が共同で研究を進めながら社会に積極的
に関わるだけでなく、プロジェクト遂行のために必要となる5つの力（フィールドワーク、戦
略立案、発想術、試作、実行と検証）を実学として獲得することにより、独創性を育みます。

SFC海外フィールドワーク助成制度

別科・日本語研修課程入学式

■社会・地域との「協生」
：
2008年11月、日吉キャンパス協生館に社会・地域に開かれた場としてコミュニケーション・
プラザと社会・地域連携室を開設。プラザ内では各種パンフレット等の展示、DVDの放映等に
よる義塾の紹介や慶應オリジナルグッズの販売等が行われ、塾員の皆様、地域の方、どなたで
も自由にお越しいただける地域との「協生」を実践する場となっています。

野外に飛び出せフィールドワーク「慶應義塾 夏の学校」

者から学ぶ最先端の計量分析（仮題）」を実施することが決定しています。

慶應大阪リバーサイドキャン
パス

■

未来先導基金について、使途指定寄付を受け付けています（P12参照）。

04

義塾の原点を見つめ、未来貢献を果たす、
「福澤諭吉記念文明塾」
。
「福澤諭吉記念文明塾」は、慶應義塾の原点を見つめなおし、未来貢献を果たす
ための教育・研究プロジェクトとして展開していきます。2008年は、4月から12月にか
けて先行プログラムを実施、5月に環境シンポジウム「地球環境夢プロジェクト」、9月
に福澤関連シンポジウム「異端がひらく未来」などの企画を試みてきました。2009年4
月には本格開講を予定し、まずは、
「発育」プログラムを展開していきます。

気品と智徳を育む、
「未来創造塾」の創設。
湘南藤沢キャンパス
（SFC）に誕生する「未来創造塾」は、世界中から集まる塾生と
教員、塾員および世界的な先導者が共に「講究切磋」する場です。2011年以降の未
来創造塾レジデンシャル施設の開設に向け、滞在型教育プログラムの柱となるハウ
ス制度を、2009年4月から試験的に開始します。

滞在型教育プログラム
新たな時代のリーダーを輩出する場の創造

SFCではこの未来創造塾を、単に一所の学寮ではなく、「気

次世代のリーダーには独創的なビジョンで未来を切り拓く、気概と

品・智徳」を育み、これを「躬行実践」させ、21世紀の先導

行動力が求められます。また、社会や組織が抱える問題を迅速かつ的

者を生み出す場と捉えています。本構想の実現のため、学期

確に解決する思考力と、さまざまな価値観と文化的背景を持つ人々を

中や長期休暇を利用して、塾生と教員、ゲストがともにキャ

先導するための人間的魅力も同時に問われます。

ンパスに滞在しながら、「人間（じんかん）交際」を学ぶプロ

福澤諭吉記念文明塾は対話と議論を主体とし、学生と社会人が共に

グラムを展開します。

学びあう場を提供します。福澤の理念や歴史・哲学などの基礎的教養

新入生向け短期滞在プログラム、一定期間集中型の授業や

をテーマとしたレクチャーと討論、各界のリーダーや専門家との本音

ゼミ、ワークショップ、一貫教育校向けプログラムなどを実

の語らい、ケースメソッドやロールシミュレーションなどを用いた実

施します。地域交流イベント、教職員との食事会、学外有識者

践的な能力の開発、リーダーシップゼミでの議論に基づいた政策提言

の講演会などの学生支援プログラムだけでなく、宿泊施設を活

などの複合的なプログラムを通じて、次世代のリーダーを志す人材の

用して国際会議・ビジネスセミナー・学会なども開催します。

未来創造塾レジデンシャル施設 イメージ図

自律的成長を支援します。

私塾の原点に還る

ハウス制度
新入生がキャンパスで活動を共にする単位として、約120名を1ハウスとして、教員10数名と

150年前、時代の転換期に創設された義塾の原点に立ち還ります。すなわち、学ぶ意欲と社会

上級生がハウスアドバイザーとなり、新入生が塾生としてのアイデンティティや一体感を培う制

に貢献する意志のある人たちが集い、知性と人間性を磨きあうための場を提供することで、高い志

度です。毎週1回程度ハウスオープンナイト／モーニングを実施してスポーツイベント、食事会、

を持った人材が社会の先導者となることを支援します。

学習相談、生活相談などを行います。

学生と社会人がともに学ぶ
義塾の各学部・大学院の学生、他大学の学生、社会人など、さまざまなキャリアを持つ人たちが
お互いに学びあい、教えあう、
「半学半教」の場を創ります。ここでは講師との対話や塾生同士の討
論の場を豊富に確保します。多様な価値観を持った塾生がお互いに刺激しあう参加型・体験型の学

未来創造塾運営基金（仮称）
滞在型教育プログラムを実施するため、また教育研究施設の運営のために「未来創造塾運営基金」
（仮称）を創設します。

習機会を通じて、新たな視野を広げ、塾生一人ひとりが各自の個性を伸ばしつつ、次世代のリー
ダーに求められる論理的思考力やプレゼンテーションスキルの向上を促します。

未来先導基金の充実

福澤諭吉記念文明塾運営基金を創設。「社中協力」による運営

いくためにも、既存の教育のさらなる充実と新しい教育プログラムへの挑戦

創立150年記念事業を通じて、未来を拓き社会に貢献する人材を育んで

学んだ成果をもって未来貢献を果たすというプロセスの確立を目指して、
「福澤諭吉記念文明塾運営基金」を創設。塾内外から広く支援を受けながら塾
を運営し、高い能力と志を持った人たちが、多大な経済的負担なく、自らの可
能性を最大限に発揮できる環境を整備します。
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と実践は欠かせません。そのためにも、継続的に、未来先導基金の拡充を推
進していきます。2009年1月、以下の基金を未来先導基金の中に創設し、
基金の運用果実によって、新しいプログラムの開発や推進を行っていきます。
・福澤諭吉記念文明塾運営基金（P5参照）
・未来創造塾運営基金（仮称）（上記参照）
これらの事業については使途指定寄付を受け付けています。
（P12参照）
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世界に冠たる医学部・病院を構築するために、
改革・刷新を継続して実行。
「世界トップレベルの医学部・病院」を目標に、高度で良質な「医療」、臨床と一体
化した最先端の「研究」、21世紀を先導する医師を養成する「教育」を柱とした「アカ
デミック・ホスピタル」を構築します。

豊かな人間性と深い知性を有する医療人を育成
2017年に創立100年を迎える医学部は、医学部･病院の改革・刷新を推進し、新病院棟、臨床研
究棟建設などの施設計画を視野に入れつつ、これからの新しい医療を担う人材を育成していきます。

■信濃町キャンパス
高度で良質な医療を通じた社会貢献

具体的な改革に着手しており、2008年度は、医学部・病院の経営改革によって捻出した資金をも
とに、大学院博士課程対象の大型奨学金を設置しました。また、ミッションと評価を明確にした有期
教員制度を実施し、若手研究者たちの活躍の機会を広げました。さらに診療科・医学教室の枠を超え
て連携する診療クラスターの設置も始まり、患者さんにとって利便性

新病院棟（2015年度竣工予定）

が高い診療制度を構築していきます。
今後も、医学生に対する新カリキュラム導入や、若手医師のキャ
リア支援体制構築、看護や薬学、理工学、情報科学との連携による学
際的研究者の養成など、さまざまな改革を推進し、2015年度に完
成予定の新病院棟で活躍が期待される人材を育成していきます。

予防医療センター（仮称）（2011年4月開設予定）
21世紀医療の中心は予防医学です。新病院棟建設に先立ち、病院敷地内に義塾の医療リソース
を先進的に活用した予防医療センター（仮称）を開設します。
この施設の特色は次のとおりです。
新病院棟 イメージ図

・ 最新鋭のCT・MRI・PET-CTなどによる質の高い画像診断の実施
・ 総合がん検診ドック・心臓ドック・脳ドック・レディースドックなどのコースやいろいろなオプ

経年変化で古くなった既存の病院施設を建て替えると共に、
改革・刷新に基づく新しい医療サービスを充実します。

ションの設定による受診者のニーズへの対応
・ 三大生活習慣病（がん・心疾患・脳疾患）をは

患者さん本位の医療を充実いたします。

じめ、認知症、メタボリックシンドローム、

・ 外来予約システムの改善による待ち時間の短縮

運動器や感覚器の疾患などの健診

・ 診察、検査、会計までのスムーズな流れの実現
・ プライバシー保護の重視による施設・サービス両面からの外来・入院診療環境の改善

・ 慶應義塾大学病院外来への紹介（予約）な
ど迅速な対応

・ より快適な入院生活の実現

予防医療センター
（仮称）イメージ図

・「健康情報ひろば」の拡充と、各種医療情報の提供
・ 医療相談窓口の充実
・ セカンドオピニオンや他病院等への紹介、ソーシャルワーカーによる相談など、
医療に関する社会連携機能の強化

質の高い、安心・安全な医療の提供を目指します。
・ 医師、看護師等、病院全スタッフによる医療サービスの更なる向上
・ 診療科間連携の一層の強化
・ 救急医療の拡充
・ 高度先進医療の提供
■

「信濃町新病院棟建設資金」について、使途指定寄付を受け付けています（P12参照）。

臨床研究棟2（仮称）（2010年12月竣工予定）
予防医療センター
（仮称）等施設の竣工と併せて臨床研究棟2
（仮称）
が2010年12月に竣工予定。
地上6階・地下1階のこの研究棟は、すでに2008年に開設した臨床研究棟1と連携して、学部
間・大学間におよぶ先端的臨床研究の発信と異分野融合をさらに
推進するための人材育成拠点として大きな役割を果たしていくこ
とが期待されています。癌低侵襲医療技術開発、再生医学、生命情
報医科学研究等を推進する複数の研究クラスターが最先端医科学
を開拓し、学祖北里柴三郎博士が掲げた「基礎・臨床一体型医学」
の具現化を目指します。
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臨床研究棟2（仮称）イメージ図
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義塾のキャンパスを、未来に向けて再構築。
21世紀をリードする学問と人材を育てるために、三田・日吉・矢上の各キャンパス
における独自の取り組みが始まっています。教育・研究体制の改革、グローバルな
発想を育てる環境の整備など、慶應義塾の原点を再構築し、21世紀の力にする取り
組みは、これからも続いていきます。

■三田キャンパス
義塾の原点として、教育・研究の蓄積と発展

■日吉キャンパス
独立と協生を実現する場として
21世紀の先導者にふさわしい独立自尊の精神を育む
塾生が主体的に活動を行い、感動や体験を重視する教育実践の場として「第4校舎 独立館」が
2009年3月に竣工します。また、2008年4月開設のシステムデザイン・マネジメント研究科、
メディアデザイン研究科と、日吉本町より移転した経営管理研究科が加わり、学部1・2年生が主
体だった日吉キャンパスに、新たな展開が生まれています。

塾生の教育環境のさらなる充実と交流環境の創出
三田を21世紀の学問を先導するにふさわしいキャンパスにするために、まずは未来先導館（仮
称）を含む南校舎の建て替え事業が進んでいます（2011年3月竣工予定）。これが完成すれば、
教室数は現在の36室（2,721人収容）から54室
（3,000人収容）へ大幅にアップします。同時に、塾

独立館外観 イメージ図（綱島街道側）

独立館内部アプローチテラス イメージ図

独立館屋上庭園 イメージ図

独立館教室 イメージ図

生のための施設拡充のため、ラウンジ、グループ学習
室を設置。さらに、世代・分野を超えた人と人とのつ

塾生と人々が集う「協生館」

ながり＝交流を促進するため、塾員や教職員の集え
る新しい交流スペースや、授業、学会、シンポジウ

2008年8月に誕生した「協生館」は、9月に全面改装となった陸上競技場とともに、社会に開

ム・講演会などの開催可能な多目的ホールも設置し

かれた活動も始まっています。前述の3つの大学院のほか、健康・スポーツ、文化、実業などを実

ます。

践し、さまざまな連携も展開し、塾生と世代を超えた人々との交流を行う場として、期待されて

また、西校舎の建て替えについても、新研究棟も含

います。

めて、今後どのように再構築していくか検討を重ね
ていきます。

未来先導館（仮称）
を含む南校舎建て替え イメージ

■矢上キャンパス
世界トップクラスの理工学教育・研究を展開

協生館外観（綱島街道側）

世界基準の人材育成と設備の充実

協生館大学院施設

協生館50mプール

協生館外観（グラウンド側）

日吉記念館の建て替え

理工学部・理工学研究科のある矢上キャンパスでは、世界トップクラスの教育・研究拠点を目指

2011年3月までの竣工を目指して、日吉記念館の建て替えを計画。収容人員1万人。入学式、

した事業を推進しています。例えば、博士課程学生の多角的支援制度を設けるなど、優秀な学生・

卒業式、塾員関連の行事に利用するほか、アリーナ面積拡大による体育施設の充実、塾生・塾員を

留学生の獲得と学部・大学院教育の充実を図ると

はじめ多くの方々の参集の場として活用されます。また、日吉記念館の建て替えと関連して、体育

ともに、グローバルリーダーとしての若手研究者を

施設の充実を図る蝮谷体育館（仮称）は、2009年秋頃の竣工を目指しています。

獲得・育成するために、大型プロジェクトリーダー
（スーパースター）養成プログラム設置などを実施
していきます。これらの教育・研究改革を実行して
いく拠点づくりのため、テクノロジーセンター（仮
称）、科学・基盤インスティテュート（仮称）、矢上
演説館（仮称）などの施設整備に取り組んでいます。
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イメージ図

記念館建て替え外観 イメージ図

記念館建て替えエントランス部分 イメージ図

記念館建て替え内部 イメージ図

蝮谷体育館（仮称）内部 イメージ図
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一貫教育校の充実と、
新初等中等一貫教育校の開設。

創立150年記念事業募金の継続と
「使途指定寄付」の導入。

慶應義塾は、草創期から多様な年齢の塾生が学んでいました。そして、1874（明
治7）年の幼稚舎、1890（明治23）年の大学部の開設等を経て1898（明治31）年に幼稚
舎から大学部までの課程からなる一貫教育が確立しました。現在では「同一のなか
の多様」のもと、1つの小学校、3つの中学校、5つの高等学校でそれぞれに特徴のあ
る教育を展開しています。その伝統を受け継ぎ、21世紀の先導者に求められる「独
立と協生」の基礎を育むため、一貫教育校の新たな取り組みをスタートさせました。
2011年4月に、横浜市内に小中一貫校を開設します。

新初等中等一貫教育校
理念
独立自尊の精神を体現し、21世紀後半の世界を先導することのできる人間を、小学校1年生か
ら9年かけて育成することを目標としています。とくに、知力、体力、気力、表現力、人の心を思い
やる力、異なる価値観を超えて協力する力、および社会的責任と倫理の基礎を鍛え、未来のグロー
バル社会において、活躍すること
のできる人間を育む学校を目指し
ます。

教育の特徴
9年間一体型の教育プログラム
のなかで、少人数教育をはじめ、

慶應義塾創立150年記念事業募金につきましては、お蔭様で目標額250億円を超え、2009年
1月15日現在、273億円の申し込みをいただいております。このことは、社会から寄せられた
信頼と期待、ならびに、社中一致の精神によるものと深く感謝いたしております。
目標額を超える寄付金については、記念事業で整備が進む建物・施設等を有効に活用す
るための教育・研究プログラムの充実ならびに塾生の活動支援にとくに用いていく所存でお
ります。
慶應義塾は、独立自尊150年の伝統を原点として、多様な文化・伝統・生活等の背景を持
つ人々に開かれ、地球規模の視野をもって国際水準で感動教育実践、知的価値創造および実
業世界開拓を推進することのできる、オープンでグローバルな学塾を目指し、教育・研究お
よび医療等の質の向上を図ってまいります。
今後の募金活動では、前記方針に沿って創立150年記念事業委員会（2009年1月20日開催）
の了承を得て、従来の創立150年記念募金活動を継続するとともに、寄付者の皆様のご意思
を明確に反映させるために、新たに「創立150年記念事業使途指定寄付」を導入することにい
たしました。
現段階では、教育・研究活動の一層の充実と塾生への積極的な還元を通じて人材育成と
いう義塾の使命を果すことを期して「未来先導基金」等の拡充を目指します。さらには、
「未来
先導基金」の下に「福澤諭吉記念文明塾運営基金」ならびに「未来創造塾運営基金」
（仮称）
を
設け、新しい教育事業の振興を図ります。また、
「信濃町新病院棟建設資金」を広く募り、社
会の期待に応え得る世界トップクラスの医学部・病院の実現を目標に取り組んでまいります。
2010年9月までの残された募金期間中、引き続き募金活動に精一杯取り組んでまいります。
皆様の一層のご支援・ご協力を賜りたく心よりお願い申し上げます。

きめ細かな教育を実践していきま

2009年2月

す。なかでも、良書に親しみ、自
分の考えを言葉で表現する訓練を
通じて、あらゆる思考の基盤とな

慶應義塾長

新初等中等一貫教育校 イメージ図

評議員会議長
募金推進委員会委員長

る「読む力」と「書く力」を養っていきます。また、学校行事やクラブ活動、国際交流などの課外教育

安西 祐一郎
福澤

武

にも力を入れていきます。異年齢の交流のなかで、高学年の生徒には責任感を育み、中学年の生徒
には背伸びしようとする意欲を後押しすることで、独立自尊の精神が育まれていくことでしょう。

一貫教育校の環境・施設の質と安全性の向上を目指します

事業募金250億円の使途について

中等部体育館・プールの建て替え（2010年秋竣工予定）

これまでに皆様から頂載いたしましたご寄付は以下の記念事業に配分いたします。
なお記念事業総額は900億円超です。

老朽化したプールおよび体育館、小体育館を建て替え、体育教育・
課外活動の環境向上を図ります。

女子高等学校の教育棟の増築（2011年春竣工予定）
クラス定員の少人数化に伴うクラス数の増加に対応するため、普通

中等部体育館・プール イメージ図

教室などを収容する教室棟を増築する予定です。

湘南藤沢中・高等部の教室棟の増築（2011年春竣工予定）
学習・教育環境の向上を目的とした、
普通教室とAV教室などを収容する教室棟の増築計画です。
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未来先導基金

30億円

教育研究施設整備・環境改善（矢上） 10億円

協生館（日吉）

65億円

未来創造塾・レジデンシャル施設（湘南藤沢）10億円

予防医療センター（仮称）
（信濃町）

10億円

新初等中等一貫教育校

新病院棟（信濃町）

40億円

中等部、女子高等学校、湘南藤沢中・高等部
15億円
の環境・施設の質と安全性の向上

未来先導館（仮称）を含む南校舎建て替え（三田）15億円

55億円
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慶應義塾創立150年記念事業募金概要
募金期間
募金対象

■ 寄付金控除について

2005年10月から2010年9月まで（5年間）
個人、団体、法人

この寄付金は所得税法上の優遇措置（寄付金控除）が適用されます。
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。確定申告の際に必要な、領収証と証明書（慶應義塾が
特定公益増進法人であることの証明書）は、慶應義塾への入金確認後、お送り申し上げます。

■ 一口1万円から
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。
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。

■ 払い込み方法

〜新入生保証人および新入生の方へ〜
入学した年内に新入生保証人および新入生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、塾内進学（一貫教育校から大学学部まで）の年の「創立150年記念事業寄付金」は、
寄付金控除の対象とすることができます。

■ ご芳名の発表

綴じ込みの「振込用紙」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です。年払い・月払いの分割払いも申し受けます。
「寄付金自動払込申込書」をご請求ください。なお、創立150年Webサイト（http://keio150.jp/bokin/）
からも申込書をダウンロードいただけます。

ご寄付を賜りました方々のご芳名は、「芳名録」に記し、末永く慶應義塾の歴史に留めさせていただ
きます。また、慶應義塾の機関誌である『三田評論』に1万円以上の方の金額とご芳名を、また創立
150年Webサイトにご芳名を掲載させていただきます（ご希望により掲載しないことも選択できます）。

■ 日吉、三田の新施設にご芳名を掲げさせていただきます
創立150年Webサイトから直接お申し込みいただけます（http://keio150.jp/bokin/）。

個人

「インターネット募金のご案内」に同意の上、「お申込情報」を入力していただき寄付申し込みとな
ります。その後クレジットカード情報の入力、ご契約のネットバンキングの手続き、コンビニでの払
い込み手続きにより決済されます。なお、領収証は、各カード会社および決済代行会社から慶應義塾
に入金された後にお送りいたします。その際の発行日付は慶應義塾入金日になります（お申し込み受
付日ではありません）。
クレジットカードおよびネットバンキングは、海外からのご寄付の場合にもご利用できます。

創立150年記念事業寄付累計額が50万円以上の
方は、日吉記念館建て替えの新施設（2011年3月
竣工予定）に銘板を作成し、ご芳名を掲げさせ
ていただきます。
さらに150万円以上のご寄付を賜りました方は、
三田キャンパスの未来先導館（仮称）
（2011年3月
竣工予定）
にもご芳名を掲げさせていただきます。

■ ご寄付の使途指定について

団体

特にご関心のある記念事業に寄付をしていただけるよう、寄付金の使途指定をご希望される場合は、下
記の事業につきまして承ります。お申し込みの際に、綴じ込みの振込用紙（払込取扱票）の該当する項目を
選択してください。
また、創立150年Webサイトよりお申し込みの場合は、申込情報入力画面の「21.通信欄」に使途指定寄付
の名称をご入力ください。特にご指定のない場合は創立150年記念事業全般に活用させていただきます。
事業内容につきましては本冊子P2〜P11をご覧ください。
◆未来先導基金全般

◆未来先導基金（福澤諭吉記念文明塾運営基金）

◆未来先導基金（未来創造塾運営基金（仮称））

◆信濃町新病院棟建設資金

45000

法人としての寄付をご希望の場合は、法人用のご案内をお送りいたします。お手数ですが、募金担当ま
でご連絡ください。通常の特定公益増進法人に対する寄付金と、受配者指定寄付金（寄付金の全額を損金
に算入）のどちらかの選択により、法人税の優遇措置が適用されます。

40000
35000
1万円以下

33%

10万円未満

25000

50万円未満

20000

50万円

15000

150万円未満

33%

150万円以上

保護者ほか
塾員

30000

10万円

● お問い合わせ先（募金について）

10000
5000
0
〜2006/03

13

未来先導館（仮称）
を含む南校舎建て替え イメージ

■ 法人としてお申し込みをいただく場合

■個人寄付お申し込み件数の推移

2% 3%
2%

20%

〈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
の法人は、未来先導館（仮称）に銘板を設置い
たします。

■個人寄付お申し込み状況

日吉記念館建て替え外観 イメージ図

法人

■ 個人寄付のお申し込み状況

7%

ご寄付をいただいた団体の皆様方に感謝し、
日吉記念館建て替えの新施設に銘板を掲げます。

〜2007/03

〜2008/03

〜2008/12

慶應義塾 創立150年記念事業室 募金担当
TEL 03-5418-0150（平日8:30〜17：00） E-mail bokin@keio150.jp
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