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萬來舍“萬來舍” は1876（明治9）年に三田山上にできた慶應義塾社中の
サロン。残念ながら、戦災で焼失してしまいましたが、その後も新た
な建物・施設などにこの名称が継承され、その精神を引き継いでき
ました。このコーナーではその名前の由来「千客万来」にちなみ、
さまざまなお知らせや記事を掲載しています。

慶應義塾の文化財をつなぐデジタル空間が10月26日にオープン
「人間交際」展を開催します

三田キャンパスでは、福澤諭吉記念慶應義塾
史展示館と慶應義塾ミュージアム・コモンズと
いう 2 つのミュージアムの開館準備が進んでい
ます。

慶應義塾は数多くの文化財を所蔵し、キャン
パスのさまざまな場所で、教育・研究活動を映
す展覧会を開催してきました。この 2 施設の開
館によって、これらの多様な活動が相互に結び
つけられ、一層あざやかに社会に開かれてゆく
ことが期待されます。

その先駆けとして、オンラインに一風変わっ
た「部屋」をオープンし、「人

じん

間
かん

交
こう

際
さい

」をテーマ
に展覧会を開催します。「人間交際」は、福澤諭
吉が「Society」にあてた訳語です。「萬來舎」「交
詢社」の設立にも表れているように、福澤はひ
とびとの交際が日本の近代化に果たす役割を重
視していました。

このオンライン展覧会では、「人間交際」に接
続する 57 点の文化財が、7 つのセクションにわ
たり出品されます。会期中には、出品作品を深
く学ぶトーク・イベントのほか、展覧会にアク
セスしたひとびとのコメンタリーなど、デジタ
ル展の強みを活かしたコンテンツを配信します。
日時：2020年10月26日（月）～12月25日（金）
ＵＲＬ https://roomx.kemco.keio.ac.jp/　

主な出品作品 （　）内は成立・制作年および担当組織

□ 縄文犬骨（縄文時代早期末：文学部 民族学考古学専攻）

□ 短冊手鑑（南北朝～江戸前期：斯道文庫）

□ アルブレヒト・デューラー《四人の魔女》
（1497 年：文学部 美学美術史学専攻）

□ 唐蘭船持渡鳥獣之図 獣類之図
（江戸中期～江戸末 写：メディアセンター）

□ 石城日記（文久元年～ 2 年：文学部 古文書室）

□ 福澤諭吉アメリカ土産 乳母車（1867 年頃：福澤研究センター）

□ 土方巽巽 舞踏譜《なだれ飴》（1972 年：アート・センター）

※オンライン展覧会は 10 月 26 日（月）にオープンします。
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　慶應義塾では、伝統である「社中協力」の精神のもと
に、毎年、全塾生の保護者・保証人の皆さまへ、「慶應義
塾債」および「教育振興資金」へのご協力のお願いを、
春と秋にご案内させていただいておりますが、今年度に
つきましては、政府による緊急事態宣言が発令された状
況に鑑み、春（4 月下旬）の発送を取り止め、秋（11 月
上旬）の発送のみとさせていただくことにいたしました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、慶應義塾
ではこれまで、各学部・研究科等でオンラインを活用し
た授業を行うとともに、教育・研究・医療の水準を守り、
塾生が安心して学問に専念できるよう、さまざまな支援

策を講じてまいりました。未だ収束が見通せない状況に
ありますが、こうした取り組みを継続していくためにも、
皆さまからのご支援を積極的に活用させていただきたく、
ご協力のお願いをご案内申し上げます。
　いずれも任意ではございますが、趣旨にご賛同いただ
けましたら、ぜひともご協力のほどよろしくお願い申し
上げます。
　なお、大雨等により災害救助法が適用された市区町村
にお住まいの方におかれましては、発送を控えさせてい
ただきます。ご希望される場合は、以下の問合せ先まで
ご連絡をお願いいたします。

──在校生保護者・保証人の皆さまへ──
塾債・教育振興資金へのご協力のお願い

〈問合せ先〉 電話 03-5427-1544（塾債・教育振興資金担当）　
URL  https://kikin.keio.ac.jp/
E-mail  kikin-box@adst.keio.ac.jp

慶應義塾 基金室
（平日 9：00 ～ 17：00）

第25回慶應医学賞受賞者決定
　慶應医学賞は慶應義塾医学振興基金より授与されるもので、
例年、世界の医学を中心とした諸科学の発展に寄与する顕著、 
かつ創造的な研究業績を挙げた研究者を顕彰しています。
　今年の受賞者は次の通りです。

　関連行事等の詳細は、決定次第「慶應医学賞」Web サイトに順次掲載いたします。
ＵＲＬ https://www.ms-fund.keio.ac.jp/prize/

□ 海外受賞者
　氏名：Aviv Regev
　所属・職位：Executive Vice President, 
　　　　　　　Genentech Research and Early Development
　研究テーマ： シングルセル解析技術から生命複雑系の理解へ
□ 国内受賞者
　氏名：宮脇 敦史
　所属・職位：国立研究開発法人理化学研究所チームリーダー
　研究テーマ： 革新的な分子イメージングの開発による生命現象の解明

昨年の授賞式
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KEIO TECHNO-MALL 2020 （第21回慶應科学技術展）
　慶應義塾先端科学技術研究センター（KLL）では、研
究成果の発信の場として、毎年 12 月に 東京国際フォー
ラムにおいて KEIO TECHNO-MALL（慶應科学技術展）
を開催してきました。本年度は新型コロナウイルス感染
症拡大の影響を考慮して、オンラインで開催することと
します。「beyond imagination ～ススメ未来へ」をテー
マに、産官学連携を通じて研究成果の社会実装による貢
献や独創的な研究成果によるイノベーションの創出を目
指します。研究成果の紹介のほか、研究者によるショー
トプレゼンテーションや、ゲストスピーカーを招いての

トークセッションなども開催します。詳細は、KEIO 
TECHNO-MALL の Web サイトで随時発信します。
日時：12 月 18 日（金）10：00 ～ 18：00（予定）
　　　※一部の内容については事前公開の予定あり

主催：慶應義塾先端科学技術研究センター（KLL）
　　    （慶應義塾大学理工学部・大学院理工学研究科）
共催：慶應義塾大学医学部

ＵＲＬ http://www.kll.keio.ac.jp/ktm/

慶應義塾長賞・小泉体育奨励賞の募集
　掲題の各賞について、2020 年度の候補者を募集します。詳しい要件等については、キャンパス内の掲示板や塾生 Web
サイトを必ず確認してください。応募には本学教員による推薦書（指定書式）等の提出が必要です。

小泉体育奨励賞

慶應義塾長賞

〈各賞共通応募・問合せ先〉　各キャンパス学生部・学生課・事務室学生生活担当

　この賞の目的は、学生の広範囲な活動のう
ち、学業成績や体育活動とは別に、学術・芸
術・社会活動・文化活動等の多様な分野にお
いて、学生の範となる活躍をし、その行為が
当人の栄誉であるばかりでなく、慶應義塾に
とっても光輝ある業績と認められるものにつ
いて、これを広く義塾内外に知らしめ、顕彰
することにあります。

　この賞は、人物が優秀、かつ健康であり、
スポーツを通じて義塾の名声を高めた体育会
所属以外の団体または個人を表彰するために
制定された賞です。

対　　象： 学部学生・大学院生による学術・芸術・社会活動・
文化活動等に関する活躍で、原則として 2020 年
１月から 12 月の間に学生の範となる顕著な成果
を挙げたことが明らかになったもの。

　　　　　※  正課およびそれに準ずる活動は原則対象外
　　　　　　　（詳細については募集要項を確認すること）。

応募期限：2021 年１月 8 日（金）

対　　象： 学部学生・大学院生のうち、2020 年１月から
12 月の間に顕著な成果を挙げた体育会所属以外
の団体または個人。

応募期限：2020 年 11 月 16 日（月）（予定）
　　　　　※ 応募期限以降に大会等が開催される場合は、必ず事前に

申し出てください。
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学生生活に関するお知らせ

奨学金

オンライン三田祭の開催について

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による家計急変のため、奨学金・経済支援制度の利用を検討されている方は、各キャ
ンパスの奨学金担当窓口までご相談ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、今年度の第 62 回三田祭はオンラ
インでの開催となりました。11 月 22 日

（日）・23 日（月・祝）の 2 日間にわたっ
て Web サイト上で動画が配信されるほ
か、三田祭のバーチャル空間を楽しむこ
とができます。
　詳細は三田祭 Web サイトをご覧くだ
さい。

ＵＲＬ  https://mitasai.com/

□日本学生支援機構奨学金の継続手続きについて（給付奨学金・貸与奨学金受給者）
　次年度の奨学金の継続を希望する奨学生は、在籍キャンパスの奨学金担当の指示に従い、手続用書類を入手してくだ
さい。期間内に手続きを怠った場合は「奨学金の廃止（交付打ち切り）」となります。
　手続き期間：2020 年 12 月～翌１月（予定）　
　手続き方法：Web 上での「奨学金継続願」の提出

□「高等教育の修学支援新制度」授業料減免の継続手続きについて
　「高等教育の修学支援新制度」の支援を受けており、次年度も本制度の授業料減免の継続を希望する学生は、在籍キャ
ンパスの奨学金担当の指示に従い、手続用書類を入手してください。期間内に手続きを怠った場合は、授業料減免が停
止となります。
　手続き期間：2020 年 12 月～翌１月（予定）
　手続き方法：対象者に別途案内します。

□日本学生支援機構奨学金の返還手続きについて（貸与奨学金受給者）
　2021 年 3 月に奨学金の貸与が満期となる奨学生は、10 月から 12 月にかけて返還の手続き（「リレー口座」への加入）
を行ってください。なお、返還金は、再び奨学金として後輩に貸与されることになりますので、遅滞なく返還してくだ
さい。
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編 集 後 記

就職・進路

手続き
この号が発行される10月
にはキャンパスで対面の
授業が一部再開される予
定で、そうなっているこ
とを祈りながら9月半ば
にこれを書いています。
4月の入学式は延期とし、
いずれ新入生の皆さんを
新装なった日吉の記念館
にお迎えするはずでした。
しかしそれは叶わず、9
月入学式の開催に代わる
収録動画の配信に留まっ
てしまったことは残念で
なりません。新型コロナ
のパンデミックは世界を
闇で覆っています。しか
し今この瞬間も人類の叡
智を結集してワクチンや
治療法を探し、withコロ
ナの新しい社会を作るべ
く努力と変革が進められ
ています。小松左京原作
の『復活の日』で描かれ
た世界。ウイルスに追い
詰められても人類は簡単
には諦めません。希望の
光が差すことを信じて。
（広報室長　高野泰彦）

次号（309号）の発行は
１月１日予定

通　巻　第308号
編集人　高野泰彦　
発行人　大石　裕
発行所　慶應義塾　
2020年10月15日発行

お問い合わせ、ご意見等は下記
へお願いします（住所変更は必
ず学生部へお届けください）。
〒108-8345 
東京都港区三田2-15-45
慶應義塾広報室「塾」編集部
Tel  03-5427-1541（直）
Fax 03-5441-7640
m-juku@adst.keio.ac.jp
※バックナンバーは、Webサイ
トにてご覧いただけます（2011
年以降）。https://www.keio.
ac.jp/ja/about/learn-more/
publications/juku/

□休学願の提出について
　今年度分の休学願の提出締切日は、11 月 30 日（月）です。休学願の提出にあたっ
ては、学部・研究科によって手続き方法が異なりますので、所属するキャンパスの学
事担当部署または事務室の学部・研究科担当に、早めに相談してください。

□就職ガイダンスの開催について（学部 3年生・修士 1年生対象）
　今年度の就職ガイダンスは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンデ
マンド配信で開催いたします。すでに 2022 年卒業予定者向けのガイダンスの配信を
開始しており、随時情報を更新します。動画の閲覧方法や今後予定する内容について
は、下記の塾生サイトよりご確認ください。

ＵＲＬ https://www.students.keio.ac.jp/com/career/service/guidance.html
塾生サイトトップページ（自身の学部等選択）＞就職・進路＞
利用案内＞就職ガイダンス

授業
□秋学期の授業について
　オンライン授業を継続しますが、一部の授業をオンキャンパス（対面）で実施して
います。詳細は、各キャンパスの掲示、塾生サイト、keio.jp ポータルサイトなどで
確認してください。

□三田祭期間中の授業の取扱いについて
　11 月 21 日（土）から 23 日（月・祝）は三田祭による休講期間です。詳細は、各キャ
ンパスの掲示、塾生サイト、keio.jp ポータルサイトなどで確認してください。

□休日の授業について
　11 月 3日（火・祝）「文化の日」は授業を行います。

□学事日程における補講日と代替講義日について
　授業回数の確保・調整のため、補講日と代替講義日を設けています。キャンパス
や学部・大学院によって日程が異なりますので、各キャンパスの掲示、塾生サイト、
keio.jp ポータルサイトなどで確認してください。


