
生誕175年・慶應義塾創立150年記念出版
独立自尊の人、生誕175年―。今、時代をひらく勇気と出会う。

発　行：慶應義塾
発売元：慶應義塾大学出版会株式会社
体　裁：A5判上製・1,056頁（予定）・函入り
定　価：14,700円（税込）
刊　行：2010年12月（予定）

　近代日本の先導者として、独立自尊の大
道を歩んだ福澤諭吉の全身像が、その生
涯・著作・言葉・師弟・交友・家族・日常
生活・旅行などの多彩な切り口から生きい
きと甦ります。

2010年12月刊行予定。特別予約受付中！
2010年12月10日（金）までにお申し込みいただいた方は予約特別価格12,000円（税・送料込）でご購入いた
だけます。同封のチラシ「福澤諭吉事典のご案内」を慶應義塾大学出版会にFAXいただくか、下記の出
版会のWebサイトからご注文ください。

http://www.keio-up.co.jp/kup/150/
お問い合わせ：慶應義塾大学出版会　TEL：03-3451-3584（平日9：00～17：00）　FAX：03-3451-3122

お問い合わせ
慶應義塾 創立150年記念事業室
Tel：03-5427-0150（平日9:00～17:00）
Fax：03-5427-1130
E-Mail：info@keio150.jp

発行：慶應義塾（2010年10月）

http://keio150.jp/
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慶應義塾の草創期である江戸末期から明治
にかけては時代の大転換期でありました。その
中で福澤先生は「実学の精神」をもって、何が正
しいかを自ら判断することを貫かれました。そ
して今また、日本は大きな構造変化の中にあり
ます。
グローバル化の進展とともに国際社会は大

きな転換期を迎えています。また国内でも人口
構造変化など、これまで経験し得なかった時代
を迎えています。このような大変革の時代を生
きるには、既成概念に捉われることなく、新し
い状況を正確に把握し、自らの成すべきことを
的確に選択することが求められます。その基盤
をなすのが、実学、すなわち科学的、実証的な
学問です。
慶應義塾は、この実学の精神に立ち返り、自

分の頭でものを考えることのできる人材を育て
てまいります。2008年9月以降の経済状況は、
義塾財政にも影響を及ぼしておりますが、創立
150年記念事業は、一部時期を繰り延べても必
ず完遂したいと考えています。
日本と世界の良き未来にむけて、義塾はそ

の社会的使命を果たしてまいります。どうか今
後とも、変わらぬご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

「一身独立して、一国独立す」福澤諭吉が150

年前に抱いた夢と志。激動の時代を再び迎えた
今こそ、自ら考え自ら行動する個人が、互いに
協力し合って、新しい社会を切り拓いていくこ
とが求められています。
こうした人材を育むための挑戦が創立150年

記念事業です。時代を先導し「これからの教育
の姿」を示していくことは義塾の使命でもあり
ます。慶應義塾は創立150年を期して、福澤精
神を再認識するとともに、その精神をもって躬
行実践し全社会の先導者としての役割を果たし
ていく必要があります。
義塾は、これまで社中の一致団結によって

多くの困難を乗り越えてきました。創立150年
記念事業募金も目標額を超えるご寄付を賜りま
した。記念事業に対するご指導ご支援いただき
ました皆様に感謝を申し上げます。
また、社中の皆様には、こうした義塾のも

つ独自の気風と誇るべき伝統を継承しつつ、新
しい時代を先導する学塾であり続けるために、
今後ともご理解ご協力を賜りますよう心よりお
願い申し上げます。

慶應義塾評議員会議長
募金推進委員会委員長

福 澤　武

慶應義塾長
創立150年記念事業委員会委員長

清 家　篤

ごあいさつ

創立150年記念事業の完遂に向けて

創立150年記念事業（以下、記念事業）は総額900億円規模で、2005年9月より計画策定、
実施されております。当初、事業資金計画として、募金目標を250億円と定め、残りの
資金は、義塾の通常の経常費ならびに自己資金運用からの調達と借入金によって賄うこ
ととしておりました。
このうち寄付金は、皆様のご支援により目標額を超える水準まで到達し、285億円の

お申込をいただきました。しかし、その他の事業資金については、2008年以降の世界的
な経済危機に端を発する深刻な資金運用環境のもと、義塾財政の経常収支の悪化という
状況に立ち入ってしまいました。
このような状況を精査した結果、記念事業を当初の予定通り実施するのは困難と判

断し、実施スケジュールの見直しに取り組むこととなりました。そして、義塾財政の現
状を見極め、記念事業を慎重に検討した結果、先ずは学生、生徒、児童および患者各位
の安全を図る事業を優先して推進することといたしました。記念事業として計画された
個々の事業は、義塾の将来にとってどれも重要な意味をもつものです。義塾財政の改善
に努め、資金の都合がつき次第、計画された事業全ての遂行をめざしてまいります。

2005年10月にスタートした創立150年記念事業募金は、2010年9月をもって終了しま
した。皆様のお力添えによって開始し、推進してまいりました記念事業を着実に進めた
いと存じます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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2010年9月をもちまして募金活動を終了いたしました。
ご支援・ご協力いただきました多くの個人・法人・団体の皆様に深く御礼申し上げます。

募 金 名 称
募 金 目 的
募金目標額
募 金 期 間
募 金 対 象

慶應義塾創立150年記念事業募金
慶應義塾創立150年記念事業に要する資金調達のため
250億円
2005年10月から2010年9月まで（5年間）
個人、法人、団体

■ 募金申込件数・金額（2010年9月30日現在）
（1）申込件数　51,243件　　申込金額　28,510,515,381円

（2）使途指定寄付
 　2009年2月から特にご関心のある記念事業にご寄付いただけるよう、未来先導基金全般、福澤諭
吉記念文明塾運営基金、未来創造塾運営基金（仮称）、信濃町新病院棟建設資金、中等部体育館・プー
ル建て替え資金へ使途を指定したご寄付を承りました。
　申込件数　3,499件　　申込金額　1,292,320,469円　※（1）の申込件数・金額に含む

■ 寄付金の配分計画　※使途指定寄付を除く

使途指定以外のご寄付（2010年9月末現在ご入金額252億円）については、下表の通り各事業に充
当させていただきます。

■ 寄付金充当状況
ご入金いただきました寄付金は、配分計画に基づき各事業に充当させていただいております。
未来先導基金への組み入れや協生館建設費用への充当の他、建設中の南校舎や中等部体育館・プー
ル建て替え費用に順次充当しております。また、これから着工する事業に充当予定の寄付金は、基
本金（注1）への組み入れや受配者指定寄付金（注2）などにより万全な形で保全しております。

（注1） 学校法人会計基準では、「教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に
充てる金銭その他の資産の額」を第2号基本金としています。

（注2） 学校法人等への寄付を促進するために設けられた制度で、日本私立学校振興・共
済事業団が所管する事業です。私立学校の教育研究の発展に寄与するために、企
業等から寄付金を受け入れ、寄付者（企業等）が指定した学校法人へ配付するもの
を指します。

■ 顕彰
（1）芳名録
 　ご寄付を賜りました方々のご芳名は「芳名録」に記し、慶應義塾の歴史に留めます。また、創立
150年Webサイト（http://keio150.jp/）の「Web芳名帳」にもご芳名を掲げております。なお、寄付金
額1万円以上の方については、慶應義塾の機関誌である『三田評論』に寄付金額とご芳名を掲載して
おります（Web芳名帳、『三田評論』はご希望の方のみ掲載）。

（2）寄付者銘板（ご芳名の掲出）
 　創立150年記念事業募金へご寄付いただいた皆様のご厚志に感謝申し上げ、銘板を作成し末永く
慶應義塾にご芳名を掲出いたします。掲載場所ならびに掲出時期については下表のとおり予定し
ております。

■ 記念事業の継続
創立150年記念事業の完遂にむけて、今後も活動を継続してまいります。創立150年記念事業募
金の申込受付は終了しましたが、当記念事業に対する皆様の引き続きのご支援をよろしくお願いい
たします。

● お問い合わせ先 （募金について）
慶應義塾　基金室
Tel. 03-5418-0150（平日9：00～17：00）　 E-mail　bokin@keio150.jp

慶應義塾 創立150年記念事業募金のご報告
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● 団体（670件）
　 2,023,317,169円

● 法人（1,233件）
　 17,351,899,360円

● 個人（49,340件）
　 9,135,298,852円

団体 個人 法人
金額の定めなし 50万円以上 150万円以上 150万円以上

場所 日吉キャンパス
日吉記念館1階

三田キャンパス
南校舎5階多目的ホール前

時期 2011年6月頃（予定） 2011年3月頃（予定）

南校舎建て替え後のイメージ

 

事業名称 配分金額 事業名称 配分金額

未来先導基金
（福澤諭吉記念文明塾運営基金含む） 33 教育研究施設整備・環境改善（矢上） 10

南校舎建て替え（三田） 25 未来創造塾（湘南藤沢） 10

協生館（日吉） 65 新一貫教育校（横浜市青葉区） 55

3号館（南棟）（信濃町） 10
中等部、女子高等学校、湘南藤沢中等部・
高等部の環境・施設の質と安全性の向上 15

新病院棟（信濃町） 40 計 263

（単位：億円）

※ 累計150万円以上の寄付をいただいた個人の方は、日吉記念館にもご芳名を掲出いたします。
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◆創立150年記念事業スタート（10月）

◆未来先導基金創設（2月）

◆未来創造カリキュラム
　導入（湘南藤沢）（4月）

◆下田学生寮（日吉）竣工（5月）

◆未来先導基金公募プログラム
　募集開始（2006年4月～）

幼稚舎サイエンスミュージアムの構築と
教育的な活用Ⅲ

下田学生寮外観

湘南藤沢キャンパス風景

SFC海外フィールドワーク助成制度Ⅲ

◆大学院システムデザイン・マネジメント
　研究科開設（4月）

◆大 学院メディ アデザイン研究科
　開設（4月）

◆未来先導国際奨学金設置（4月）

◆協生館（日吉）竣工（8月）

◆臨床研究棟（信濃町）竣工（1月）

◆大阪リバーサイドキャンパス
　開設（5月）

◆陸上競技場改修（日吉）
   （10月）

大学院システムデザイン・
マネジメント研究科

大学院メディアデザイン
研究科

協生館外観

大阪リバーサイドキャンパス外観 陸上競技場

臨床研究棟外観

未来先導国際奨学金授与式

◆スポーツ棟（体育研究所・
　卓球場）（日吉）竣工（3月）

◆福澤諭吉記念文明塾開講（4月）

福澤諭吉記念文明塾

◆未来先導チェアシップ講座開設（4月）

◆大学院経営管理研究科
　新カリキュラム導入（4月）

◆南別館（三田）竣工（3月）

◆第4校舎独立館（日吉）竣工（3月）

第4校舎独立館外観

◆蝮谷体育館（日吉）竣工（11月）

中等部体育館・プール完成
イメージ

南校舎建て替え後のイメージ

3号館（北棟）完成イメージ

　　　　　　　 ◆
中等部体育館・プール

竣工（2011年2月）

　　　　　　　　　　◆
南校舎建て替え（三田）

（2011年3月）

　　　　　　　　　   ◆
3号館（北棟）（信濃町）竣工

（2011年1月）

◆復活！慶應義塾の名講義（2005年10月～）

藤森三男 名誉教授講義

◆海外三田演説会「International Lecture Series」
　（2006 年 9 月～ 2007 年 11 月）

海外三田演説会
「International Lecture Series」

◆記念講演会
　「学問のすゝめ21」（2007年8月～2008年9月）

KEIO150/UK-JAPAN2008

◆KEIO150/UK-JAPAN2008
　英国人ノーベル賞受賞者による
　レクチャーシリーズ（2～7月）

◆塾生集合！！ 社中の絆 in 
　東京ディズニーシー®（4月）

塾生集合！！ 社中の絆
in 東京ディズニーシー®

「学問のすゝめ21」
（2008年9月東京会場）

◆創立150年記念式典（11月）

創立150年記念式典（日吉）
◆『写真集 慶應義塾150年』刊行（11月）
◆『慶應義塾史事典』刊行（11月）

◆記念展覧会「未来をひらく福澤諭吉展」
　（東京・福岡・大阪）（1 ～ 9 月）

◆展覧会「慶應義塾をめぐる芸術家たち」（6～9月）
　　　  ◆特別展「福澤諭吉と神奈川」（8～9月）

◆「夢と追憶の江戸－高橋誠一郎浮世絵
　  コレクション名品展－」（9～11月）

「未来をひらく福澤諭吉展」（東京会場）
「夢と追憶の江戸－高橋誠一郎
浮世絵コレクション名品展－」

「福澤諭吉と神奈川」

◆
『福澤諭吉事典』刊行（12月）

『慶應義塾史事典』『写真集 慶應義塾150年』

世界水準を超える教育・研究・医療の質の向上に努めています（記念事業の進捗報告）

『福澤諭吉事典』

　　　　　◆
創立150年記念大運動会（10月）

池井優 名誉教授講義
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■ 南校舎建て替え事業 （三田）

三田キャンパスでは、創立100年の際に
建築された南校舎の建て替えが進んでい
ます。建て替え工事期間中の代替教室とな
る南別館はすでに完成し、南校舎は2011年
3月に竣工の予定です。
新校舎には教室の他、グループ学習室等

塾生のための施設が拡充されるとともに、
世代を超えた人とのつながりを促進する
交流スペースも配置されます。
なお、西校舎および研究室棟建て替え事

業については、新しい南校舎が完成後、あ
らためて具体的な実施計画を検討するこ
とといたしました。

■ 交流スペース （三田）

新しい南校舎3階には、塾員、教職員など社中が交流
できるスペースを設置します。落ち着きある内装や調
度品、個室3室を配して皆様をお待ちしております。三
田キャンパスにお越しの際には、お気軽にお立ち寄り
ください。

交流スペースイメージ

■ 2013年4月に小学校を開設し、新しい小中高一貫教育の展開をめざします

＜当初計画を一部変更いたしました＞
○ 2013年4月に横浜市青葉区において小学校の開設をめざします。
○ 新小学校の卒業生は湘南藤沢中等部・高等部に進学するものとします。
○  新小学校と湘南藤沢中等部・高等部の連携により、我が国の初等中等教育を先導する  
新しい小中高一貫教育の実践をめざします。

今後、横浜市青葉区を
起点として、大学・大学
院までの教育を見据え
た理想の小中高一貫教
育を展開していくため
に、新しい小学校と湘南
藤沢中等部・高等部と
の間で、基礎学力の重視、
教育内容上の連続性に
留意しながら、カリキュ
ラムの充実に向けて必
要な協力を行っていき
ます。

新しい一貫教育への挑戦

● 女子高等学校教育棟機能の改善
女子高等学校では、クラス定員の少人数化に伴うクラス数の増加が予定されています。新し
い南校舎（2011年3月竣工予定）の完成時期に合わせ、女子高等学校の教育環境の改善のために、
三田キャンパス周辺に位置する施設の再配置を行ないます（2012年度予定）。

● 中等部体育館・プール建て替え事業
環境・施設の向上のために、体育館およびプールの建て
替え事業を実施しています。体育館の屋上には、テニスを
主とした多目的コートとプールを配置します（2011年2月竣工
予定）。

● 湘南藤沢中等部・高等部教室棟の増築
学習・教育環境の向上を目的として、普通教

室やAV教室などを収容する教室棟を増築しま
す（2011年5月竣工予定）。
新教室棟には、既存教室の形状と広さを見直

した普通教室を12室設けます。また新たに、
240人収容可能な大教室を設け、多人数授業、
課外活動、集会やイベントなどへの対応を可能
とします。

湘南藤沢中等部・高等部教室棟増築後のイメージ

一貫教育校の環境・施設の質と安全性の向上をめざして

中等部体育館・プール完成イメージ

南校舎建て替え後のイメージ

教育環境のさらなる充実と交流環境の創出

新小学校イメージ
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■ 新病院棟建設に向けて（信濃町）

信濃町キャンパスでは、医学部・病院の構造改革に基づき
世界トップレベルの診療、研究、教育を実現するとともに、
21世紀を先導する医療施設の再構築を図っています。新病院
棟建設計画は、信濃町キャンパス全体の再整備事業の中核的
な事業として計画されています。
医学部・病院の将来構想の具現化として、「臨床研究棟」

（2008年1月竣工）に始まり、現在は、別館跡地に「3号館（北棟）」
（2011年1月竣工予定）を建設中です。この3号館（北棟）は、臨
床研究棟と連携して学部間・大学間に及ぶ先端的臨床研究の
発信と異分野融合を推進するための人材育成の拠点として、
大きな役割を果たすことが期待されています。
また、3号館（南棟）（2012年4月竣工予定）には、病棟部門の
他、予防医療・健診部門、リハビリ・外来化学療法部門、
PETを含めた最先端画像診断部門とその製剤部門などを配
置する予定です。3号館完成後、1号棟の病棟部門や2号棟、
リハビリ施設や情報システム部などの機能を3号館に移転し
たうえで解体し、新病院棟建設に備えます。
新病院棟を実現することによって真の「基礎・臨床一体型
医学・医療の実現─世界に冠たる大学病院─」を達成できる
よう、教職員一丸となって研鑽を重ねてまいります。

検査実施の様子

3号館（南棟）完成イメージ

研究室の様子

3号館（北棟）完成イメージ

研究の様子

臨床研究棟外観

新病院棟完成イメージ

高度で良質な医療を通じた社会貢献
基礎・臨床一体型医学・医療の実現

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・研究拠点実

現をめざし、事業を推進しています。博士課程の大学院生の多角的支援制度や大型プロジェク

トリーダー養成プログラムの設置などが計画されています。

これらの教育・研究改革の実行拠点としてのテクノロジーセンター（仮称）（2012年2月竣工予

定）と併せて、塾生の安全を図るために教育・研究施設整備（33・34棟建て替え）事業（2013年度

竣工予定）を行う予定です。

テクノロジーセンター（仮称）完成イメージ 33・34棟建て替え後のイメージ

世界基準の人材育成と設備の充実（矢上）

全人教育を実践するための「人
じんかん

間交際」の場として、塾生と教

員が寝食をともにし学ぶレジデンシャル・エデュケーションの

場を提供し、併せて滞在型教育プログラムを実践します。すで

に2009年度から滞在型教育プログラムとハウス制度を試験的に

スタートさせています（レジデンシャル施設については、2012

年春には土地区画整理事業が終了する予定で、現在、建設計画

策定中）。

ハウス制度の一環として開催した
スポーツイベント

気品と智徳を育む「未来創造塾」の創造（湘南藤沢）

2009年度に耐震補強を施した現在の日吉記念館は、当分の間使用します。建て替え後の施設

は、収容人員1万人となり、入学式、卒業式、塾員関連の行事に利用します。アリーナ面積が

大幅に拡大されることで、体育施設の充実が図られます。

また、日吉記念館の建て替えと関連して、体育施設の充実を図る蝮谷体育館が、2009年11月に

竣工しました。

日吉記念館の建て替え


