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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。

場所・詳細は決まり次第、慶應義塾
Web サイトに掲載します

福澤先生
ウェーランド経済書
講述記念講演会

──在学生保護者・保証人の皆さまへ──
教育振興資金（寄付金）・塾債（学校債）へのご協力のお願い

【教育振興資金】（寄付金）
保護者・保証人の方に、ご協力をお願いしている寄付金です。特定
公益増進法人に対する寄付金として税制上の優遇措置が適用されます。
・寄付金の金額：年額一口３万円（二口以上のご協力をお願いいたします）

【塾債】（学校債）
保護者・保証人の方に在学期間中、資金を一時融通していただき、
その運用益を義塾の教育・研究のために使わせていただく学校債で
す。大学卒業時、大学院修了時または慶應義塾離籍時に全額償還（お
返し）いたします。
・塾債の金額：一口 10 万円（三口以上のご協力をお願いいたします）
 ・利息：無利息

募集要項

　慶應義塾は、塾生、卒業生、教職員、保護者・保証人の皆さまなど、義
塾関係者すべてを含む「社中協力」の精神により、福澤諭吉が目指した先
進的な学塾としての使命を果たしてきました。また、新型コロナウイルス
感染症の拡大を受けて、一昨年来在学生の修学環境の維持に向けてさまざ
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ですが、在
学生へのサポート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、教育振興資金ならびに塾債へのご協力をいた
だけますようお願い申し上げます。

　戊辰戦争中の 1868（慶応４）年５
月 15 日、上野で官軍と彰義隊の戦闘
が行われ、砲声殷々として江戸市中に
響き渡る中、福澤諭吉は芝新銭座の塾
舎において悠然と舶来のウェーランド
の新著を講述し続けていました。慶應
義塾では、学問教育の尊重を他の何も
のよりも優先させた福澤の精神を長く
伝えるために、５月 15 日を「福澤先
生ウェーランド経済書講述記念日」と
し、1956（昭和 31）年より記念講演
会を行っています。

教育振興資金・塾債の活用例
○ AI・データ活用社会を牽引する力を育む取り組みの充実
○ 国際プログラムの開発および充実（海外トップ校への学生・生徒の派遣など）
○ ダイバーシティ・インクルージョンの推進に向けた環境整備

〈問合せ先〉 慶應義塾 基金室（平日 9：00 〜 17：00）
電話 03-5427-1544（教育振興資金・塾債担当）　
E-mail  kikin-box@adst.keio.ac.jp

※ なおご案内は、保護者・保証人の皆さまに対し、春（４月下旬頃）と秋（10 月下旬頃）
に発送を予定しております。ただし状況により、お送りする時期等が変更となること
をご承知おきください。

基金室
Web
サイト
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学生生活に関するお知らせ

奨学金について学生総合センター設置   e-learning科目
「大学生活における責任と危機管理」

〈奨学金担当窓口〉
三田 　学生部　福利厚生支援担当
日吉 　学生部　学生生活担当
矢上 　学生課　学生生活担当
信濃町　学生課　学生生活担当
SFC 　事務室　学生生活担当（総合政策学部・環境情報学部）

　　　　看護医療学部事務室（看護医療学部）
芝共立　学生課　奨学金担当

○申請受付は在籍キャンパスで行います。
○募集は４月・５月に集中します。申請期限に十分注

意し、早めに準備を行ってください。
○ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、募集

内容や申請受付時期等を変更する場合があります。
必ず塾生サイトで最新の情報を確認してください。

　義塾では独自の奨学金（すべて返済不要な給付型のも
の）をはじめ、日本学生支援機構や民間団体、地方公共団
体等のさまざまな奨学金を取り扱っ
ています。また、慶應義塾大学は国
による「高等教育の修学支援新制度」
の対象校です。
　詳細については塾生サイトで公開
されている『慶應義塾大学奨学金案
内』を確認してください。

　危険な飲酒行為の頻発や、違法薬物の社会的な広が
り、カルト宗教団体あるいは悪徳業者による勧誘など、
塾生諸君が大学生活を送るなかで遭遇しうるトラブル
は多種多様です。その一方、無自覚なハラスメント行
為や、SNS 上での不適切な投稿などにより、自身が加
害者となる可能性も決して低くありません。
　そこで、学生総合センターでは学生が陥りやすいト
ラブルを取り上げ、それぞれの分野の専門家が解説す
るオンデマンド形式の授業――「大学生活における責
任と危機管理（１単位）」を開講しています。授業の詳
細についてはシラバスで確認してください。検索の際
には、キャンパスを「三田」、科目設置学部を「諸研究
所―学生総合センター」と指定してください。新入生
はもちろんのこと、２年生以上の塾生諸君の履修も推
奨します。

※ 以下の Web サイトで『奨学金案内』の PDF を閲覧できます。

【授業で取り上げるテーマ】

● 「気品の泉源 智徳の模範」

● 飲酒事故予防のために

● 薬物乱用と問題使用

● マインド・コントロール

● “ブラックバイト” の被害に遭わないために

　 ─労働法から見たアルバイト労働

● 大学生のメンタルヘルス

　 ─ストレスとうまくつきあうために

● インターネットリテラシー

● 生活習慣病の予防のために

● ハラスメントのないキャンパスを

　 ─快適で充実した学生生活をおくるために

● 性の健康管理

履修の可否や条件は学部によって異なります。『履修案内』
を確認の上、不明な点があれば所属学部の担当窓口に問い
合わせてください。また授業内容に関する質問は三田学生
部学生生活支援担当へ尋ねてください。

URL  https://www.students.keio.ac.jp/com/
　　  scholarships/apply/form.html

今年度または春学期の休学願の提出について
（医学部を除く）

　春学期における休学願の提出締切日は、５月 31 日（火）
です。休学願の提出にあたっては、学部・研究科によっ
て申請できる期間、手続方法が異なりますので、所属す
るキャンパスの学事担当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。
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※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程が変更になる可能性があります。

留学説明会・留学フェアを開催

□留学フェア□短期海外研修プログラム（夏季）  募集ガイダンス

　授業期間中のお昼休みに派遣交換留学に参加した学生（国
際センター SA）による留学個別相談会を実施しています。詳
細は国際センター Web サイトよりご確認ください。

　新型コロナウイルスの影響により、オンラインの説明会の
実施を予定しています。詳細が決まり次第、国際センター
Web サイトに掲載します。

［春学期］６月 14 日（火）〜 17 日（金）
［秋学期］９月 28 日（水）・29 日（木）

　留学には数週間程度の短期プログラムや、１年間程度の交換留学または私費留学などがあります。この機会に、留学
に関する基本的な事項や具体的なプランについて情報収集をしてはいかがでしょうか。

国際センター URL  https://www.ic.keio.ac.jp/

学生・保証人の住所変更について

春の三田キャンパス　アート探索

　学生の住所変更は、keio.jp で変更申請して
ください。
　保証人の住所変更は、住民票（３カ月以内に
発行、マイナンバー［個人番号］の記載がない
ものに限る）を持参の上、学事担当（三田は総
合窓口）または事務室の学部・研究科担当に届
け出てください（オンライン申請も可能）。
　住居表示・地番・電話番号変更の場合も手続
が必要です。

学費の納入について

　学費振込用紙は、４月中旬および 10 月中旬に保証人宛に発送
します。なお、保証人が海外に居住の場合は学生本人の国内住所
宛てに発送されます。最寄りの銀行窓口あるいはペイジー（Pay-
easy）を利用して納入してください。振込金領収書は大切に保管
しておいてください。

〈問合せ先〉　慶應義塾 経理部　
（平日9：00〜11：30 ／ 12：30〜17：00）　
電話  03-5427-1528

※春学期に当年度１年分を納入した場合は、秋学期に振込用紙は送付されません。

※ 国際センター Web サイトでは、その他オンラインで参加可能な短期留
学プログラム等を随時掲載しています。

※ 新型コロナウイルス
感染症の流行状況次
第で、留学フェアが
オンライン化・中止
となる場合がありま
すのであらかじめご
了承ください。

4/22（金）まで　「有元利夫　うたのうまれるところ」アート・センター（南別館）

4/18（月）〜6/24（金）　「書を極める：鑑定文化と古筆家の人々」ミュージアム・コモンズ（KeMCo）（東別館）

対象再現的な描写や独特の人物像など、完成作品の背後に広がる有元利夫の多彩な芸術世界を、素描作
品を通じてご紹介します。「線」と「量」が織りなす、有元の奏でる「音楽」の源へご招待します。

11：00 〜 18：00 土日祝日休館
事前予約制（塾生・教職員予約
不要）。詳細は上記二次元コー
ドよりご確認ください。

欠けた書物から、書の美術品である古筆切を作成し、鑑賞蒐集する文化があります。そこには、筆跡鑑
定を職業とする古筆家の活動がありました。初公開資料でその活動に迫ります。
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学生生活に関するお知らせ※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程等が変更になる可能性があります。

「大学塾生家族地域連絡会」のお知らせ ─塾生の家族と大学を結ぶ─

2022 年度　大学塾生家族地域連絡会　開催日程（予定）

塾生サイト 

大学塾生家族地域連絡会ページ

お申し込みはこちらから

開催日 開催地 会場

6月 9 日（木） 栃木県  宇都宮市 ホテルマイステイズ宇都宮

6月14日（火） 宮城県  仙台市 ホテルメトロポリタン仙台

6月20日（月） 北海道  札幌市 京王プラザホテル札幌

6月21日（火） 愛知県  名古屋市 名古屋観光ホテル

6月29日（水） 大阪府  大阪市 グランフロント大阪　北館 B2F　ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

6月30日（木） 広島県  広島市 ホテルグランヴィア広島

7月 5 日（火） 福岡県  福岡市 ホテル日航福岡

7月 7 日（木） 香川県  高松市 JR ホテルクレメント高松

7月13日（水） 石川県  金沢市 ANA クラウンプラザホテル金沢

　東京圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）以外に在住さ
れているご家族、保証人の皆さまのもとに、教職員が
直接伺い、大学の近況、塾生の学業・課外活動・福利
厚 生・ 進 路 等 に つ い て 説 明 し ま す。 こ の 連 絡 会 は、
1963（昭和 38）年に始まり、2005（平成 17）年度以
降は、隔年を原則として開催してきました。新型コロ
ナウイルスの影響により、2020 年度、2021 年度は開
催を見合わせておりましたが、本年は全国９都市に開
催地を限定し、感染防止対策を十分に講じた上で、開
催の予定です。義塾ならびに塾生生活へのご理解をさ
らに深めていただく良い機会ですので、ぜひご参加く
ださい。
　当日は、13：00 受付開始、13：30 開会、15：30 頃
終了の進行を予定しています。詳細は、慶應義塾大学
塾生サイト内「大学塾生家族地域連絡会」ページにて
５月 10 日（火）9：00 よりご案内の予定です。
　ご出席ご希望の方は、準備の都合上、開催日の１週
間前 17：00 までにお申し込みくださいますようお願い
いたします。なお、大変恐縮ですが各会場において定

員を設けさせていただきます（詳細は Web ページをご
確認ください）。定員に達し次第、お申し込みを締め切
らせていただくことがあります。ご参加いただけなか
った保証人の皆さまには、後日（全日程終了後）、記録
動画をご視聴いただけるようご案内する予定です。ま
た、開催地域以外の方もご参加いただけますが、説明時、
開催地域のデータをお示しすることになりますのであ
らかじめご了承ください。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、
１家庭につき１名様のみの出席に限らせていただきま
す。当日は、マスク着用を必須とし、37.5 度以上の発
熱がある場合、体調が悪い場合、感冒症状などが認め
られる場合には出席をお控えください。
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編 集 後 記
新入生の皆さん、入学お
めでとうございます。本誌
『塾』で慶應義塾から発
信する情報を通じて、塾
生やご家族等の皆さんと
つながることを嬉しく思い
ます。キャンパスでは本
格的な春の到来とともに
入学式を迎えました。
この麗らかな状況を他所
に、新型コロナウイルス
感染症が依然として収束
せず、またロシアによるウ
クライナ侵攻で多くの人
が心を痛めています。
今年は『学問のすゝめ』
初編が出版されてから
150年という節目の年を
迎えました。封建社会か
ら近代民主主義社会へ移
行する激動の時代に、福
澤先生が自由平等と一身
独立の大切さに基づく学
問の必要性を説いていま
す。激動する現代社会に
おいても当てはまること
が多く、今こそ読んでみ
てはいかがでしょうか。
（広報室長　山崎敬夫）

次号（315号）の発行は
7月１日予定

通　巻　第314号
編集人　山崎敬夫
発行人　岩谷十郎
発行所　慶應義塾
2022年4月1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/

URL  https://www.students.keio.ac.jp/com/class/schedule/academic-calendar.html

日吉キャンパス 矢上キャンパス 湘南藤沢キャンパス三田キャンパス

入学式

ガイダンス

春学期授業開始

健康診断（予定）

開校記念日

憲法記念日

みどりの日

春学期前半試験日／補講日

海の日

春学期後半補講日

春学期末試験

夏季休校

春学期末追加試験（予定）

9月卒業式

9月入学式

ガイダンス

秋学期授業開始

スポーツの日

文化の日

秋学期前半試験日／補講日

三田祭による休校期間

冬季休校

授業開始

秋学期木曜代替授業日

福澤先生誕生記念日

秋学期後半補講日

秋学期末試験

秋学期末追加試験（予定）

卒業式

4月1日（金）

4月4日（月）～8日（金）

7月20日（水）～27日（水）

7月28日（木）～9月21日（水）

8月10日（水）・12日（金）

9月16日（金）～30日（金）

̶̶

1月26日（木）～2月2日（木）

4月26日（火）～5月9日（月）

7月20日（水）～27日（水）

7月28日（木）～9月21日（水）

8月16日（火）～18日（木）

1月22日（日）

1月26日（木）～2月2日（木）

2月中旬

4月1日（金）

4月6日（水）～20日（水）

7月20日（水）～29日（金）

7月30日（土）～9月21日（水）

8月8日（月）～10日（水）

̶̶

9月24日（土）～30日（金）

1月26日（木）～2月6日（月）

2月下旬

̶̶

文2～4、経済3・4、
法3・4、商3・4

文1、経済1・2、
法1・2、商1・2、
医1、理工1・2、薬1

理工3・4
総合政策1～4、
環境情報1～4、
看護医療1・2・4

̶̶

4月7日（木）

4月23日（土）〈授業あり〉

5月3日（火）〈授業あり〉

5月4日（水）〈授業あり〉

7月18日（月）〈授業あり〉

7月19日（火）

9月22日（木）

̶̶

10月1日（土）

10月10日（月）〈授業あり〉

11月3日（木）〈授業あり〉

11月18日（金）午後～24日（木）

12月28日（水）～2023年1月5日（木）

1月6日（金）

1月7日（土）

1月10日（火）

̶̶

9月20日（火）

7月20日（水）～28日（木）

7月29日（金）～9月21日（水）

8月12日（金）・15日（月）

注１：医学部（第２学年～第６学年）、薬学部（第２学年～第６学年）、および大学院各研究科を除く。
注２：看護医療学部（第３学年）は原則として湘南藤沢キャンパスと同様とするが、試験日程および休校期間は学部
　　    の指示による。
注３：ガイダンスならびに補講日の取り扱いは、各学部の指示による。

補講：11月13日（日）
試験：11月18日（金）午前
　　  ・27日（日）

補講：11月13日（日）
補講／試験：11月18日（金）午前・27日（日）

11月18日（金）午前

3月25日（金）～4月6日（水）

5月28日（土）・30日（月） 5月28日（土）・30日（月）
※両日試験日

5月28日（土）・30日（月）

1月26日（木）～2月3日（金）

3月23日（木）

2月上旬

最新の日程については、必ず上記URLをご確認ください。

2022年度大学学事日程（予定）  


