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　慶應義塾には創立者・福澤諭吉による目的がありま
す。その目的の文章は「以て全社会の先導者たらんこ
とを欲するものなり」で結ばれています。全社会の先導
者になるためには世界の舞台に立ち、自分や日本が置
かれた現状を理解し、自分のため、家族や仲間のた
め、地域のため、国のため、世界のために為すべきこと
を定義して実行する必要があります。
　慶應義塾とは、この目的を達成するための塾生（学
生）と教職員と塾員（卒業生）の集まりです。独立自尊
の人の集まりです。自分で考える。人間の尊厳を重んじ
る。だからこそ他人の考えにもしっかりと耳を傾け、それ
ぞれの立場や生き方を尊重する。様々な考え方を持つ
人の集まりでありながら、互いを尊重するので真の友
情が芽生え、協調的に高め合い、困ったときには助け
合う。仲間の大切さを知り、自分の存在意義を実感し
ながら成長できる人の集まりであります。
　塾生にとっての慶應義塾とは、生涯の友に出会う場
であり、世界を股にかけるこれからの「人生の好循環」
の始まりです。塾生は学問を通して社会や科学の真髄
に迫り、スポーツ・文化・芸術・社会・福祉活動などの
課外活動を通して人間力を養います。多種多様な国際

プログラムを利用して活動の場を世界に広げます。同
時に自分たちの恵まれた立場を客観的に認識し、決し
ておごることなく、恵まれた人としての責任と義務を堅
実に果たしていきます。
　教員は誰もが理想高き一流の学者です。教育、研
究、医療という慶應義塾の三大事業において、学問の
最先端を塾生とともに世界レベルで切り拓きます。教
員と職員が一丸となって、塾生たちが活躍する10年、
20年、30年、40年、50年後の社会を想像し、新たな社
会を創造するための環境を整えていきます。学術文化
の発展に加えて、人権・食糧・環境・安全保障といった
様々な分野の専門家らと密につながりながら世界を舞
台に全社会の発展に貢献します。
　塾員は様々な立場で社会を先導しています。その
ネットワークは極めて強固で世界中に広がっています。
大企業に加えて、これからの社会を創る新進気鋭の企
業や非営利団体等の創設や発展においても大活躍し
ています。塾生は、在学中はもちろんのこと、卒業後も
生涯を通じて、塾員のネットワークから多くのチャンスや
出会いに恵まれます。
　慶應義塾は先導者としての理想を追い求めます。
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　1858（安政5）年、大坂で緒方洪庵のもと蘭学を修めた福澤諭吉

は、国許の中津藩の命を受け、江戸の築地鉄砲洲に蘭学塾を開き

ました。これが慶應義塾の発祥です。幕末から明治という激動の時

代に、幕府使節団の一員として三度の海外への渡航の機会を得

て、欧米諸国を訪れ、帰国後はその見聞を著すとともに、旧習にとら

われない教育を実践しました。1868（慶應4）年、塾舎を芝に移転

し、時の元号にちなみ「慶應義塾」と命名。1871（明治4）年には三

田に移り、現在につながる礎を構築しました。

　三田に移転した翌年に刊行した『学問のすゝ め』では、自由･平等

の尊さと学問の重要性を説き、広く社会に受け入れられました。その

福澤の精神は、一身の独立を論じ、一国の独立を念じ、志操はあく

までこれを高く堅持する「独立自尊」の精神にほかなりません。その

建学の精神は慶應義塾にいまも脈々と受け継がれています。

福 澤 諭 吉 と 慶 應 義 塾 義塾としての理想の追求
慶應義塾長

伊藤 公平
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「心身の独立を全うし、自らのその身
を尊重して人たるの品位を辱めざる
もの、之を独立自尊の人と云う」。自
他の尊厳を守り、何事も自分の判
断・責任のもとに行うことを意味す
る、慶應義塾の基本精神です。

独立自尊

福澤がいう実学はすぐに役立つ学
問ではなく、「科学（サイヤンス）」を
指します。実証的に真理を解明し問
題を解決していく科学的な姿勢が、
義塾伝統の「実学の精神」です。

実学

福澤は学問を修得していく過程で、
「智徳」とともに「気品」を重視してい
ました。人格を備えた社会の先導者
となることが、義塾における教育の
目標の１つです。

気品の泉源

教える者と学ぶ者との師弟の分を
定めず、先に学んだ者が後で学ぼう
とする者を教える。教員と学生も半
分は教えて、半分は学び続ける存在
という、草創期からの精神です。

半学半教
われ ないにしえ

「我より古を作す」と訓み、前人未踏
の新しい分野に挑戦し、たとえ困難
や試練が待ち受けていても、それに
耐えて開拓に当たるという、勇気と
使命感を表した言葉で、義塾の信
条となっています。

自我作古

社中は、学生・卒業生・教職員など、
すべての義塾関係者の総称。塾の
運営を経済的に支えている「慶應義
塾維持会」など、社中の協力は義塾
の誇るべき伝統です。

社中協力

歴史
日本の近代教育を確立する先頭に立って160余年。
開かれた総合大学としての学問による貢献は続きます。理念

1858年、慶應義塾の起源となる蘭学塾を開いた福澤諭吉は、
古いしきたりや慣習にとらわれない教育を実践しました。

1896 慶應義塾の目的
　福澤諭吉（1835－1901）は学問を修め
る過程で、「智徳」とともに「気品」を重視し、
社会の先導者にふさわしい人格形成を志
しました。1896年に行った福澤の演説の一
節である「慶應義塾の目的」は、その決意を
最も簡明に言い表した一文として知られて
います。「慶應義塾は単に一所の学塾として
自から甘んずるを得ず。其目的は我日本国
中に於ける気品の泉源、智徳の模範たら
んことを期し、之を実際にしては居家、処
世、立国の本旨を明にして、之を口に言ふ
のみにあらず、躬行実践、以て全社会の先
導者たらんことを欲するものなり」

1958 創立100年記念行事
　創立100年を迎えた1958（昭和33）年
11月8日、新築された日吉記念館において
記念式典が盛大に挙行されました。また、
記念事業募金に寄せられた篤志により、こ
の年の前後には多くの教育・研究施設が
建設されたほか、『慶應義塾百年史』の刊
行、「福澤諭吉展」の開催など、さまざまな
事業が行われました。

1949 日吉キャンパス返還
　戦時中、海軍の施設が置かれていた日
吉キャンパスは、終戦直後の1945（昭和
20）年以来、4年間にわたり米軍に接収さ
れました。塾を挙げての返還運動や、占領
政策の変更にともない、1949（昭和24）年
10月1日、ついに接収が解除。返還式で
は、米軍司令官から潮田江次塾長に「返
還の鍵」が手渡されました。

1858 （安政5） 福澤諭吉、蘭学塾を創始
1863 （文久3） 英学塾に転向
1868 （慶応4） 慶應義塾と命名
1871 （明治4） 三田に移転
1874 （明治7） 幼年生向けの塾 発足（現 慶應義塾幼稚舎）
1890 （明治23）大学部 発足（文学・理財・法律の三科を設置）
1917 （大正6） 医学教育の出発（大学部に医学科開設）
1918 （大正7） 看護教育の出発（医学科附属看護婦養成所開設）
1919 （大正8） 信濃町キャンパス 開設（当地での医学科講義を開始）
1920 （大正9） 大学令による大学（旧制） 発足（文・経済・法・医の各学部を開設）
1934 （昭和9） 日吉キャンパス 開設
1944 （昭和19）藤原工業大学の寄付を受け工学部 開設

1947 （昭和22）
慶應義塾普通部 開校（従来の普通部を新制中学に転換）
慶應義塾中等部 開校

1948 （昭和23）
慶應義塾第一・第二高等学校 開校（現 慶應義塾高等学校）
慶應義塾農業高等学校 開校（現 慶應義塾志木高等学校）

1949 （昭和24）新制大学 発足（文・経済・法・工の4学部で出発）
1950 （昭和25）慶應義塾女子高等学校 開校
1951 （昭和26）新制大学院 発足（文・経済・法・社会・工の各研究科を開設）
1952 （昭和27）新制大学 医学部 発足
1956 （昭和31）大学院医学研究科 開設
1957 （昭和32）商学部 開設
1961 （昭和36）大学院商学研究科 開設
1972 （昭和47）矢上キャンパス 開設
1978 （昭和53）大学院経営管理研究科 開設
1981 （昭和56）理工学部 新設（工学部を改組）
1985 （昭和60）大学院理工学研究科 発足（工学研究科を改組）

1990 （平成2）
湘南藤沢キャンパス 開設／総合政策学部・環境情報学部 開設
慶應義塾ニューヨーク学院（高等部） 開校

1992 （平成4） 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 開校
1994 （平成6） 大学院政策・メディア研究科 開設
2000 （平成12）新川崎タウンキャンパス 開設
2001 （平成13）看護医療学部 開設／鶴岡タウンキャンパス 開設
2004 （平成16）専門職大学院法務研究科（法科大学院） 開設
2005 （平成17）大学院健康マネジメント研究科 開設

2008 （平成20）
学校法人共立薬科大学と合併／薬学部・大学院薬学研究科 開設
大学院システムデザイン・マネジメント研究科、メディアデザイン研究科 開設
創立150年記念式典を挙行

2013 （平成25）慶應義塾横浜初等部 開校／慶應大阪シティキャンパス 開設
2016 （平成28）殿町タウンキャンパス 開設
2018 （平成30）創立160年を迎える
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https://www.keio.ac.jp/ja/about/learn-more/by-the-numbers/https://www.keio.ac.jp/ja/about/museum/

Rankings（国内）

Rankings（世界）

トピックス

慶應義塾ミュージアム・コモンズ

福澤諭吉記念慶應義塾史展示館

英語で学位取得可能な
プログラム数 23

Basic Information

Alumni

慶應義塾のミュージアム

（原則として2021年6月現在）
　慶應義塾は、160年を越える歴史の中で、
多様な領域にわたる文化財コレクションを形
成してきました。複数の重要文化財も含むこれ
らのコレクションは、慶應義塾のさまざまな場
所に収蔵され、活用されています。キャンパス
のミュージアムや展示スペースでは、専門性を
活かしたユニークな展覧会が開催されている
ほか、文化財を使った授業も行われています。
　慶應義塾ミュージアム・コモンズは、塾のコレ
クションを相互に結びつけ、コレクションに関
わる人々の交流を生み出す大学ミュージアム
です。また、福澤諭吉記念慶應義塾史展示館
では、創立者である福澤の生涯と160年にわ
たる慶應義塾の歴史が展示されています。

数字で見る
慶應義塾

臨床研究中核病院
全国14病院のひとつ

QS世界大学ランキング
191位

＊2021 QS World University Rankings 

THE世界大学インパクト
ランキング 91位

＊2019 Times Higher Education

科学研究費 １位（私立大学）
＊2022大学ランキング（朝日新聞出版）

公認会計士合格者数
46年連続1位（169人）＊2020

司法試験合格者数 
私立大学1位（125人）＊2020

世界で最も
イノベーティブな大学 74位
＊2018 Thomson Reuters 

Nature Index 2021
ランキング 10位
＊2021 Nature Index 

海外協定校・機関数 350ダブルディグリー
プログラム数 32

海外卒業生ネットワーク
（三田会） 約75

国内卒業生ネットワーク
（三田会） 約800

卒業生数
約390,000人



文部科学省スーパーグローバル大学創成支援事業
～実学（サイエンス）によって地球社会の持続可能性を高める～

これまでの取組み

　2014年度に採択された文部科学省スーパーグローバ
ル大学創成支援事業（SGU事業・タイプA）は、2度の中
間評価を経て、8年目を迎えました。これは、高等教育の
国際競争力の向上を目的に、海外の卓越した大学との
連携や大学改革により徹底した国際化を進める大学を、
重点的に支援する事業です。
　本学は「実学（サイエンス）によって地球社会の持続可
能性を高める」をSGU事業の構想テーマに掲げ、研究大
学として地球規模の課題解決に貢献するために、慶應
義塾大学グローバルリサーチインスティテュート（KGRI）
を中心に領域横断研究を推進しています。
　また、クロスアポイントメントによる「海外副指導教授
制度」を活用した研究指導や国際共同研究の機会を増
やすとともに、英語による授業科目の増設、ダブルディグ
リーなど共同学位プログラムの設置、国際交流協定の拡
充などにより、国際的な教育環境の整備を進めています。
　このほか、留学生用の短期プログラムや国際学生寮
の整備、海外の主要大学・研究機関等とのネットワーク
を強化、海外における本学の認知度やレピュテーション
の向上にも努めています。

KGRIにおける領域横断研究の推進

　KGRIは、SGU事業における重要な研究拠点として、
2016年11月に設立されました。全10学部・14大学院研
究科における人文・社会・自然科学のこれまでの研究実
績や知見を最大限活かすべく、「長寿 Longevity」「安全 
Security」「創造 Creativity」の3つの研究クラスターを設
置しました。たとえば、長寿クラスターでは、医学的見地だ
けでなく医療政策、医療経済といった側面から健康長寿
の実現をめざし、安全クラスターでは、より安全で持続可
能な社会に向けて情報化社会のリスクに対応する社会
制度や東アジアの安全保障などに関する研究が行われ、
創造クラスターには、スポーツやビジネスに関連するテクノ
ロジーの開発や文化・芸術に関する研究が含まれていま
す。また、産業界との連携や、海外のパートナー大学・研究
機関との共同研究にも力を入れています。

海外副指導教授制度を活用した
研究・教育の国際化

　SGU事業のもと、2014年度に導入された海外副指導
教授制度は、海外機関に所属する研究者を特別招聘教
授(国際)/Guest Professor (Global)として任用するも
ので、主として、大学院博士課程の学生の研究指導を、
当該学生の主たる指導教員と共に行う制度です。2020
年度末までに、累計460名を任用しています。
　大学院生の研究指導のほかに、共同研究・共著論文
の執筆、合同授業やワークショップなどを通じて、広い意
味での国際的な研究・教育活動を展開しています。実際
に、この制度がきっかけとなって、その後の共同研究、共
著論文の創出、学生の海外留学につながった事例も数
多く報告されています。

国際的かつ学際的な人材育成拠点 GIC

　2016年4月に設置されたGICセンター（Center for 
Global Interdisciplinary Courses）は、英語（またはそ
の他の外国語)による授業科目を提供するプログラムで
す。卒業時までに一定の条件を満たした科目の取得合
計が40単位以上となった学生には、修了証が授与され
ます。所属する学部に関係なく自由に履修でき、海外から
の留学生も多数履修しています。科学、環境、音楽、武士
道、貧困、ビジネスなど、多様な科目が開講されています。

長寿クラスター 豊かな長寿社会の実現

創造クラスター
新たな価値の創造

安全クラスター
安全で安心な社会の構築
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英語のみで学位取得

グローバルな「知」の拠点へ
　現在、慶應義塾大学には英語による授業（語学を除く）が955科目あり、また英語による学位
課程も開設されています。英語による講義を通して留学生にとってより良い学習環境を提供する
とともに、履修している日本人学生に国際的な教育環境を提供します。
https://www.keio.ac.jp/ja/academics/international/programs-offered-in-english/

経済学部
◉ PEARL（Programme in Economics for Alliances, Research and Leadership）

総合政策学部、環境情報学部
◉ GIGA（Global Information and Governance Academic）Program

経済学研究科
◉ 修士課程・後期博士課程

商学研究科
◉ 世界銀行国際租税留学制度（修士課程）

医学研究科
◉ 博士課程医学研究系専攻

理工学研究科
◉ 先端科学技術国際コース（修士課程・後期博士課程）
◉ グローバル環境システムリーダーコース（修士課程・後期博士課程）

政策・メディア研究科
◉ 国際コース（修士課程）
◉ 環境イノベータコース（修士課程・後期博士課程）
◉ グローバル環境システムリーダーコース（修士課程・後期博士課程 ）

健康マネジメント研究科
◉ 後期博士課程

システムデザイン・マネジメント研究科
◉ 修士課程・後期博士課程

メディアデザイン研究科
◉ 修士課程・後期博士課程
◉ グローバルイノベーションデザイン（GID）プログラム（修士課程）

法務研究科
◉ グローバル法務専攻（法務修士）（修士課程）

（2021年6月現在）

　慶應義塾大学では、国際社会を先導する人材の育成をめざし、世界のトップレベルの大学と
のダブルディグリープログラムを実施しています。ダブルディグリープログラムとは、慶應義塾大学と
海外の協定校の両方で学び、修了時に2つの学位が取得できるプログラムです。
https://www.keio.ac.jp/ja/academics/international/double-degree/

経済学部
◉ パリ政治学院（Sciences Po）（フランス）
◉ ボッコーニ大学（イタリア）

商学部
◉ エセック経済商科大学院大学（フランス）
◉ 北京大学（中国）

経済学研究科（修士課程）
◉ CEMS MIM （国際経営学修士）
◉ ブランダイス大学（アメリカ）

社会学研究科
◉ 南オーストラリア大学（オーストラリア・後期博士課程）

商学研究科（修士課程）
◉ CEMS MIM （国際経営学修士）

理工学部・理工学研究科（修士課程）
◉ エコールサントラルグループ（フランス）

◉ ルーヴァン・カソリック大学（ベルギー）
◉ ブリュッセル自由大学（ベルギー）
◉ IÉSEG経営大学院（フランス）
◉ Japan-EU高度ロボティクスマスタプログラム（JEMARO）
   （フランス、イタリア、ポーランド）
◉ IMT アトランティーク（フランス）
◉ パリ国立高等鉱業学校（MINES ParisTech）（フランス）
◉ ライプニッツ大学ハノーファー（ドイツ）
◉ アーヘン工科大学（ドイツ）
◉ ミュンヘン工科大学（ドイツ）
◉ ミラノ工科大学（イタリア）
◉ マドリード工科大学（スペイン）
◉ スウェーデン王立工科大学（スウェーデン）
◉ ルンド大学（スウェーデン）

経営管理研究科（修士課程）
◉ エセック経済商科大学院大学（フランス） 

◉ HEC経営大学院 （フランス）
◉ WHU オットー・バイスハイム経営大学（ドイツ） 

政策・メディア研究科（修士課程）
◉ 復旦大学（中国）
◉ バンドン工科大学、ガジャマダ大学、
ブラビジャヤ大学「リンケージ・プログラム」（インドネシア）

◉ 延世大学（韓国）

メディアデザイン研究科（修士課程）
◉ CEMS MIM （国際経営学修士）

法務研究科（LL.M.）
◉ ワシントン大学（米国）
◉ ハノイ法科大学（ベトナム）
◉ ベトナム国家大学ホーチミン市経済法科大学（ベトナム）
◉ タマサート大学（タイ）

（2021年6月現在）

ダブルディグリー

スーパー
グローバル
事業

教育の
国際化への
取り組み

【PEARL】 【GIGA】

経済学部
PEARL（ProgrammeinEconomicsforAlliances,Researc
handLeadership）は、4年間一貫して英語で経済学を学び、
学位取得ができる9月入学のプログラムです。しっかりした経
済学の知識を基礎に世界を舞台に活躍する、先導者の輩
出を目的としています。意欲ある学生は5年間で学士号と修
士号を取得できます。
https://www.econ.keio.ac.jp/undergraduate/pearl

総合政策学部・環境情報学部
GIGA（Global Information and Governance Academic）
プログラムは、グローバル社会の諸問題を学際的なアプロー
チで学ぶ、英語による学位取得プログラムです。自ら発見し
た問題にプロジェクトベースで取り組み、人工知能やIoTな
どの最先端技術と社会科学を融合した学びを行うことが特
徴です。3.5年での卒業や、最短4年間で学士号と修士号を
取得することも可能です。　　https://giga.sfc.keio.ac.jp/
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　「日本の近代化には、欧米のシステムを導入した新しい教育が必要」。福澤諭吉が三度の欧米視察でそう痛感して
以来、国際性を志向する姿勢は慶應義塾の原点になっています。現在、世界の350以上の大学・高等教育機関と協定
を締結し、派遣交換留学制度や短期海外研修プログラムを展開しています。

　慶應義塾は、世界最高水準の教育・研究・社会貢献をグローバル社会において展開するという国
際化推進に関する理念を掲げています。留学プログラムの充実や授業の英語化など、全分野・全地域
にわたり戦略的な国際連携を進めています。

●ノートルダム大学 夏季講座
●ウィリアム・アンド・メアリー大学 夏季講座
●ケンブリッジ大学ダウニング・コレッジ 夏季講座
●オックスフォード大学リンカーン・コレッジ 夏季講座

●パリ政治学院 春季講座
●シドニー大学 春季講座
●タフツ大学 春季講座
●シンガポールマネジメント大学 春季講座

短期海外研修プログラム例 ＊慶應義塾大学国際センター主催

慶應義塾大学派遣交換留学制度協定校・機関 （2020年11月現在）

オーストリア
●ウィーン経済・経営大学

ベルギー
●アントワープ大学

デンマーク
●オーフス大学

フランス
●ENS（高等師範学校）
●EDHEC経営大学院
●エセック経済商科大学院大学
●HEC経営大学院
●INALCO（国立東洋言語文化大学）
●リヨン第3大学
●パリ政治学院
●トゥールーズ第１大学
●ストラスブール大学
●コート・ダジュール大学
●パリ大学
●パリ第1大学
●パリ第3大学

ドイツ
●ベルリン自由大学
●デュッセルドルフ大学
●ハレ大学
●アーヘン工科大学
●ザールラント大学
●ダルムシュタット工科大学
●ミュンヘン工科大学
●ドレスデン工科大学
●ボン大学
●ケルン大学
●ジーゲン大学
●WHUオットー・バイスハイム経営大学

ギリシャ
●アテネ大学

ハンガリー
●ペーチ大学

アイルランド
●ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン

イタリア
●ヴェネツィア大学
●ナポリ東洋大学
●ローマ大学ラ・サピエンツァ
●ボッコーニ大学
●パヴィア大学

オランダ
●エラスムス大学ロッテルダム
●ライデン大学
●アムステルダム大学
●アムステルダム自由大学

ノルウェー
●ベルゲン大学
●オスロ大学

ポーランド
●ワルシャワ大学

ロシア連邦
●極東連邦大学
●モスクワ国立大学
●サンクト・ペテルブルク国立大学

スペイン
●ESADEビジネススクール
●ポンペウ・ファブラ大学
●サラマンカ大学
●バルセロナ自治大学
●ナバラ大学

スウェーデン
●王立工科大学
●ルンド大学
●ヨーテボリ大学
●ウプサラ大学

スイス
●ベルン大学
●ジュネーブ大学
●ローザンヌ大学
●ザンクトガレン大学
●チューリヒ大学

トルコ
●ボアジチ大学

英国
●カーディフ大学
●キングス・カレッジ・ロンドン
●ロンドン大学ロイヤルホロウェイ
●ロンドン大学東洋アフリカ学院
●エジンバラ大学
●マンチェスター大学
●シェフィールド大学
●ウォーリック大学
●バーミンガム大学
●グラスゴー大学
●サウサンプトン大学
●セント・アンドリューズ大学
●ヨーク大学（英国）

カナダ
●コンコルディア大学
●マギル大学
●クイーンズ大学
●ブリティッシュ・コロンビア大学
●モントリオール大学
●カルガリー大学
●トロント大学
●ヨーク大学（カナダ）

米国
●アレゲニー大学
●アメリカン大学
●ボストン大学
●ブラウン大学
●ブリンマー大学
●カーネギーメロン大学
●ダートマス大学
●ジョージタウン大学
●イリノイ・ウェズリアン大学
●マンハッタンビル大学
●ライス大学
●ウィリアム・アンド・メアリー大学
●ノースカロライナ大学チャペルヒル校
●カリフォルニア大学EAP
●ハワイ大学マノア校
●イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
●メリーランド大学カレッジパーク校
●ノートルダム大学
●ペンシルバニア大学
●ワシントン大学
●ウィスコンシン大学マディソン校
●ウェスタンミシガン大学

東アジア
●慶應・延世・香港
 東アジアリーダーシッププログラム

中国
●北京外国語大学
●北京師範大学
●香港城市大学
●復旦大学
●吉林大学
●南京大学
●南開大学
●北京大学
●中国人民大学
●上海交通大学
●香港中文大学
●香港大学
●清華大学
●マカオ大学
●西安交通大学
●浙江大学

インドネシア
●インドネシア大学

韓国
●梨花女子大学
●高麗大学
●ソウル国立大学
●延世大学

フィリピン
●フィリピン大学

シンガポール
●シンガポール国立大学
●シンガポールマネジメント大学

台湾
●国立政治大学
●国立成功大学
●国立台湾大学

タイ
●チュラロンコン大学

ベトナム
●貿易大学（ハノイ）

アルゼンチン
●トルクァト・ディ・テラ大学

メキシコ
●モンテレイ工科大学

オーストラリア
●オーストラリア国立大学
●メルボルン大学
●ニューサウスウェールズ大学
●クイーンズランド大学
●シドニー大学

ニュージーランド
●オークランド大学
●オタゴ大学

アジア中央＆南アメリカ北アメリカ
ヨーロッパ・中東

オセアニア

北アメリカ

アジア

ヨーロッパ
・中東

オセアニア

中央＆
南アメリカ

海外協定校
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●…三田キャンパス
●…日吉キャンパス
●…信濃町キャンパス
●…矢上キャンパス
●…湘南藤沢キャンパス
●…芝共立キャンパス

文化や社会のあり方、
人間の本質を研究

　文学部は1890（明治23）年の大学部開設時に設置
された文学科を前身とし、多くの足跡を残してきました。
永井荷風に始まる『三田文学』からは、久保田万太郎、
佐藤春夫、山本健吉、西脇順三郎、安岡章太郎、遠藤
周作、江藤淳、村松友視、荻野アンナ、鈴木光司など、
多くの作家や評論家を輩出しています。また、哲学、史
学、文学、図書館・情報学、人間関係学の各分野にお
いて、多彩な教授陣、卒業生たちが国内外で活躍して
います。
　文学部には17専攻・2部門（自然科学、諸言語）があ
り、多様な学問分野に展開しています。めまぐるしく変化
する現代社会では、“人間”と“人間が生み出した文化”
の本質に目を向ける文学部の学問の重要性はより高
まっています。多彩な講師陣、自分の専攻以外の科目も
興味に応じて自由に履修できるカリキュラムのもと、専
門分野に根ざしながら、広い視野に立った統合的思考
力を養う教育を実践しています。　
　2015年、文学部創設125年記念事業の一環として、
若手研究者を対象とした研究奨励賞「井筒俊彦学術
賞」「西脇順三郎学術賞」を設立しました。

文学部
Faculty of Letters

人文社会学科
● 日吉（1年）　● 三田（2～4年）

入学定員800名

https://www.flet.keio.ac.jp/

世界をリードする、
次代の経済人を育成

　開塾以来の伝統を持つ慶應義塾の経済学。1890
（明治23）年の大学部理財科開設以来、経済学部で
は常に日本をリードする高水準の教育を実践し、経済
界をはじめ社会の第一線に数多くの人材を輩出してき
ました。そして、これからの経済人に期待される「国際
的に通用する学識」と「世界のリーダーシップを担える
能力」を備えた人材を育成するために、経済学部では
先進的なカリキュラムを提供することに努めています。
たとえば、学部3・4年生を対象に将来のキャリアを見
据えた英語による少人数の専門教育プログラム
（PCP）を設置するとともに、パリ政治学院、ボッコーニ
大学とのダブルディグリープログラムや海外６大学との
学部・修士5年プログラム、経済学部独自の交換留学
制度などを通して、海外の教育機関との連携に注力し
てきました。さらに、豊かな国際感覚と幅広い教養、そし
て経済分野の専門知識を兼ね備えた次世代リーダー
の養成をめざして、2016年9月より英語だけで学位取
得ができる4年一貫教育プログラムPEARLを開始して
います。また、東京工業大学と単位互換制度を設け、文
理連携の教育も行っています。

経済学部
Faculty of Economics

経済学科
● 日吉（1・2年）　● 三田（3・4年）

入学定員1,200名

https://www.econ.keio.ac.jp/

複雑な社会現象を考察する、
2つのアプローチ

　1890（明治23）年開設の法律科および1898（明治
31）年開設の政治科を前身とし、1920（大正9）年に法
学部として統合されました。法律学科では、法律家を育
てるだけでなく、社会現象を法律的にとらえる能力＝
リーガルマインドを育てることを目標とし、政治学科で
は、政治家や公務員を育てるといった狭い目的だけで
はなく、組織の指導者に問われるジェネラリストとしての
資質の涵養を目標としています。両者は車の両輪のよう
な協力関係にあり、教育、研究面での融合に努めてい
ます。また、現代社会の変化に対応した多様な専門科目
を用意しています。法律学科では、伝統的な法律分野だ
けでなく国際取引法、知的財産法、環境法などの科目
を開講。政治学科は、多くの教員による多数の科目数を
誇り、政治思想、行政・政策研究、日本政治、国際政治・
外交、現代社会・（マス）メディア研究、諸外国の地域研
究など、専門的な領域を体系的に学ぶことが可能です。
　さらに、法律学科では、2019年度より法曹養成のた
めの法曹コースを設置し、優秀な成績を収めた学生の
早期卒業による法務研究科進学を推進しています。

法学部
Faculty of Law

法律学科　政治学科
● 日吉（1・2年）　● 三田（3・4年）

入学定員1,200名

https://www.law.keio.ac.jp/

「実学」の精神で、
未来の組織リーダーを育成

　商学部は、1957（昭和32）年、慶應義塾創立100年
を機に開設されました。その教育は福澤諭吉の「実学」
の精神を受け継ぎ、既存の知識体系を再構築するとと
もに、現実の諸問題を解決するための創造的な発想も
兼ね備えた、時代の一歩先を見通せる組織のリーダー
を育成することを目標にしています。また、多くの他大学
の商学部とは異なる特徴を持っています。それは「商
学」の研究対象を「現代の産業社会」全般ととらえてい
るためで、非常に幅広い分野に多様な教育・研究を展
開しています。コアとなる分野を、①企業活動を経営的側
面からとらえる経営学、②お金の動きから経営活動をと
らえる会計学、③商品の流通過程を研究する商業学、
④企業活動の総体としてのマクロ経済や個々の産業分
野を研究する、経済・産業の4つに分類し、どのような課
題にも幅広い視野から取り組み、その方向性を洞察で
きる能力を身につけることをめざしています。
　具体的には、世の中で必要とされる、コミュニケーシ
ョン能力、自分の頭で考える能力、答の無い問題に取
り組む問題発見能力と解決能力を養える豊富なカリキ
ュラムを提供しています。

商学部
Faculty of Business and Commerce

商学科
● 日吉（1・2年）　● 三田（3・4年）

入学定員1,000名

https://www.fbc.keio.ac.jp/

1890（明治23）年、慶應義塾は文学・理財・法律の3科を擁する大学部を開設し
ました。現在は10学部22学科で多様な学問領域をカバーします。
建学以来の「独立自尊」「実学の精神」を共有しつつ、それぞれ自由な発想に
立って、個性と特色ある教育・研究活動を進めています。

学部
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高い倫理観と実践力を、
人類の福祉のために

　医学部は1917（大正6）年、世界的細菌学者である北
里柴三郎を学部長に迎え、慶應義塾大学部医学科として
発足しました。福澤諭吉の「実学の精神」「独立自尊」「半
学半教」の精神に加えて、北里柴三郎が示した「基礎・臨
床一体型医学・医療の実現」、「Physician Scientist（患
者中心の医療を実践できる、研究能力を備えた医師）の
育成」を理念とし、豊かな人間性と深い知性を有し、確固
たる倫理観に基づく総合的判断力をもち、生涯にわたっ
て研鑽を続け、医学・医療を通して人類の福祉に貢献する
人材の育成に努めています。2021年度からは1年次から
週に一度信濃町キャンパスに通い、医学概論、分子生物
学、解剖学・発生学などの専門科目を学ぶようになりまし
た。自ら選んだテーマで研究に挑戦する自主学習、研究医
養成プログラム、短期海外留学プログラム、看護医療学
部・薬学部との合同教育、メディカル・プロフェッショナリズ
ム(医療倫理一貫教育)などを通して、高い倫理的素養と
幅広い教養を身につけ、基礎的な研究能力にも優れた臨
床医を育てるための独自のカリキュラムを設けています。
　2015年度から入学試験制度の変更を行い、医学部独自
の合格時保証奨学金制度（正式名称：慶應義塾大学医学
部人材育成特別事業奨学金）を創設しました。

医学部
School of Medicine

医学科

● 日吉（1年）　● 信濃町（2～6年）
入学定員110名

学部

総合政策学部
Faculty of Policy Management

総合政策学科

● 湘南藤沢（1～4年）
入学定員425名

環境情報学部
Faculty of Environment and Information Studies

環境情報学科

● 湘南藤沢（1～4年）
入学定員425名

http://www.med.keio.ac.jp/

先進の体制で切り拓く、
次代の最先端

　製紙王・藤原銀次郎が創設した藤原工業大学が慶
應義塾に寄付されて1944（昭和19）年に工学部が誕
生、1981（昭和56）年に理工学部へと改組されました。
2000年4月に未来の理工学の姿をめざし、学部・大学院
全体が専門の壁を越えて教育研究に有機的に協力し
合える、柔軟で多彩な教育研究組織体制をスタート。さ
らに、2002年には、生命情報学科を新設し教育・研究活
動内容のさらなる充実を図りました。お互いが協力・啓
発し合い、より高次の成果を発現することで新たな科学
技術の創造（創発）をめざしています。各学科が自らの専
門領域の研鑽に励むと同時に、学問の枠にとらわれな
い未知の学際領域の諸問題を、より自由に、より多面的
に、協同究明しています。科学技術の最先端を切り拓くた
めの基礎を学ぶことをモットーとし、国際社会のさまざま
な舞台で活躍するための広い視野や柔軟でバランスの
とれた思考を養うために、専門教育と並び、総合的な人
間教育にも力を入れています。
　2014年の創立75年記念事業の一環として、2015年4
月に国際人材育成基金を設立。世界に通じる人材育成
を行うべく、世界トップレベルの教育研究拠点の整備を
進めています。

理工学部
Faculty of Science and Technology
機械工学科／電気情報工学科／応用化学科

物理情報工学科／管理工学科／数理科学科／物理学科
化学科／システムデザイン工学科／情報工学科／生命情報学科

● 日吉（1・2年）　● 矢上（3・4年）
入学定員932名

https://www.st.keio.ac.jp/

「学び、動ける人」を超えた、
「創り、動かす人」が育つ場所

　1990年、湘南藤沢キャンパス（SFC）に環境情報学
部と同時に開設。両学部はカリキュラムを共有している
ため、学生は2学部にまたがる幅広い領域から科目を
履修することができます。いま世界はひとつの学問領域
だけでは解決不可能な問題に直面しています。問題の
解決に必要なのは、政府主導による意思決定のみなら
ず、企業や非営利組織、個人といったさまざまなアク
ターの協働による解決への「処方箋」です。総合政策学
部は「実践知」を重視しながら、これらの多様な問題の
解決に資する新しい「知」を生み出す力を涵養します。
言語や情報技術の実践的な教育、充実した国内外各
地でのフィールドワークのほか、卒業に必要な単位を英
語のみでも習得できるGIGAプログラムを環境情報学
部に続いて2015年度から開始。問題を的確に見定め、
その解決方法を提案し、実行までできる「問題解決の
プロフェッショナル」を育成します。
　環境情報学部とともに「学部・大学院修士4年一貫
教育プログラム」により、学生の意欲と能力に応じて、学
部を4年間で卒業する場合と同じ費用と期間で、学士お
よび修士の２つの学位取得をめざすことが可能です。

人と地球のサイエンスで、
未来社会を創造

　環境情報学部は、総合政策学部と共有する研究会と
授業を含め、最先端のサイエンス（脳科学、身体科学、
生命科学、情報科学、環境科学、農業科学等）、テクノロ
ジー（AI、ICT、ロボティクス、バイオテクノロジー等）、デザ
イン（メディアデザイン、デジタルアート、建築・環境デザイ
ン等）を駆使し、地球・自然・生命・人間・社会の本質を
理解し、これらすべてを前提とした未来社会を創造しま
す。そのために必要な、安全、防災、環境などの本質的
な社会や政策についても幅広い研究を進めています。
　SFC建学の理念による極めて強い言語教育や研究に
加えて、2011年秋から開始した、卒業に必要な単位を英
語のみでも習得できるGIGAプログラムの導入により、多く
の留学生がキャンパスに参加し、多様な短期・中期の留
学やインターンシップ、海外研修制度などにより、グローバ
ルなキャンパスづくりが進んでいます。「環境と情報の世
紀」におけるグローバルリーダーを育成します。
　多様性と個性が尊重されるSFCでは2学期制（セメ
スター制）で運用されているため、9月入学者の4月就
職、4月入学者の9月大学院入学が可能であり、自由で
柔軟な学びと多様な進路の設計が可能です。

●…三田キャンパス
●…日吉キャンパス
●…信濃町キャンパス
●…矢上キャンパス
●…湘南藤沢キャンパス
●…芝共立キャンパス

https://www.sfc.keio.ac.jp/ https://www.sfc.keio.ac.jp/



●…三田キャンパス
●…日吉キャンパス
●…信濃町キャンパス
●…矢上キャンパス
●…湘南藤沢キャンパス
●…芝共立キャンパス

学部 その他の
課程
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保健・医療・福祉に貢献する
看護の先導者を育成

　2001年4月に慶應義塾大学9番目の学部として誕
生しました。慶應義塾における100年にわたる看護教
育の歴史を引き継ぎ、総合大学としてのメリットを活か
し他学部と連携した教育・研究を展開しています。
　変動の時代、人々が健やかに、安心して、その人らし
く生きていける社会を実現するために新たな英知と技
術の結集･融合・創生が求められています。これを看護
学の専門性に立って探求し先導する人材を育成する
ため、人間尊重の精神と豊かな人間性、看護の専門的
な力、連携･協働する力、国際的に活動する力、変化を
起こす力を育むカリキュラムを設けています。語学、情報
技術科目、専門科目の演習･実習においては、グループ
ワークを取り入れた少人数教育を通して自ら考え判断
し実践する力を養います。グローバルな視野をもち活動
できる人材を育成するため、米国・英国・ラオス等での
研修プログラムを開設しており、海外学習を支援する学
部独自の奨学金制度も整備しています。医学部･薬学
部との３学部合同教育、自ら選択したテーマで研究す
るプロジェクトなど、主体的に学べる多彩なプログラム
を設けています。

https://www.nmc.keio.ac.jp/

人類の医療と健康の増進に貢献する
薬学人の育成

　2008年4月、共立薬科大学との合併により慶應義塾
大学10番目の学部として開設されました。薬学科は「科
学の基盤をもち、医療人としての自覚のもと、高い臨床能
力を発揮できる、人に優しい薬剤師の育成」を目的とし
ています。薬剤師に必要な基礎的および専門的な知識・
技能の習得とともに、高い倫理観と患者への思いやり、
チーム医療における協調性と責任感、問題発見・解決能
力などがしっかり身につくように教育を行います。卒業生
は薬剤師の資格を取得し、病院や薬局などの医療現場
のみならず、製薬企業・臨床試験実施機関・行政など多
方面で活躍しています。
　薬科学科は「創薬、臨床開発、環境・生命科学などの
幅広い分野における科学者の育成」を目的としていま
す。生命科学を中心とした自然科学に加えて、薬学に特
徴的な科目による医薬品や医療についての教育を行い
ます。卒業生の多くは大学院に進学します。その進路は、
薬学・化学・食品・化粧品・バイオ工学などの研究者や、
行政・商社・金融・ITなど多彩な分野に広がっています。
　薬学部は、総合大学のメリットを活かして、医学部、理
工学部、看護医療学部、各種研究機関などと連携・協
力し、薬学の新しい知を創造しています。

薬学部
Faculty of Pharmacy

薬学科（6年制）　薬科学科（４年制）
● 日吉（1年）　● 芝共立（2～6年）

入学定員210名

看護医療学部
Faculty of Nursing and Medical Care

看護学科
● 湘南藤沢（1・2・4年）　● 信濃町（3年）

入学定員100名

http://www.pha.keio.ac.jp/

　1948（昭和23）年、大学通信教育講座として開

講。文学部、経済学部、法学部の3学部があり、教員

組織は通学課程と同じ教員で構成され、学生は所

定の単位を修得すれば通学課程と同じく慶應義塾

大学の卒業生として、学士の学位を取得できます。

現在、全国で約8,５00名以上の学生が、慶應義塾

の一員としての誇りを持って、「印刷教材等による授

業（テキスト授業）」「面接授業（スクーリング）」「放送

授業」「メディア授業」を通じて学習に取り組んでい

ます。

https://www.tsushin.keio.ac.jp/通信教育課程 （文学部・経済学部・法学部）

　教職課程の運営のほか、教員養成に関する調査・

研究を推進。学生は教職課程センターに登録し、所

定の科目を履修することで中学校および高等学校の

教員免許状に必要な単位を修得できます（一部学

部・研究科除く）。教科内容に関する高度な〈知識〉、

広い社会的視野に裏づけられた〈見識〉、教育実践

を行う〈実行力〉。これら3つの資質・能力を兼ね備え

た新時代の教員の養成を行っています。

教職課程 https://www.ttc.keio.ac.jp/

　主として外国人留学生を対象に日本語ならびに

日本研究のための講座を開講しています。受講者が

将来、専門分野において研究を行う際に有用な日

本語の運用能力を養成することを重視しています。

「話す・聞く・読む・書く」という四技能をそれぞれに

高めるための日本語科目と、日本の社会や文化に関

する知識を深めるための日本文化科目が設けられ、

各自の学習段階に応じ、関心に合う科目を自由に選

択することができます。

http://www.cjs.keio.ac.jp/別科・日本語研修課程



慶應義塾大学の大学院は、その目的を“学理およびその応用を教授研究し、
学術の深奥を究めて文化の進展に寄与すること”と学則に定め、
社会への貢献を使命としています。

大学院
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https://www.gsl.keio.ac.jp/

伝統を受け継ぎつつも新しい試みに取り組む
　永い歴史と伝統を誇り、数多くの研究者や文人を育
て、人文科学の研究に貢献してきました。文学だけで
なく、哲学や歴史にもおよぶ多様で広範囲な伝統的
領域に加え、美学美術史学のアート・マネジメント分
野、図書館・情報学の情報資源管理分野のような現
代社会のニーズに応える新しい人文科学の研究体制

を整えたほか、修士課程においては本学経済学研究
科、商学研究科とのデュアルディグリー制度、他大学と
の単位互換制度を整備し、後期博士課程においては
各専攻で学位の取得促進を行うなど、伝統を踏まえつ
つ新しい試みに取り組んでいます。

文学研究科
Graduate School of Letters

● 三田キャンパス　入学定員135名（修士課程）　45名（後期博士課程）
専攻：哲学・倫理学／美学美術史学／史学／国文学／中国文学／英米文学／独文学／仏文学／図書館･情報学

https://www.law.keio.
ac.jp/graduate/

常に改革に取り組み、時代に即した研究指導体制を整備
　従来の基礎的研究を継承しつつ、時代に即した大
学院の拡充と研究指導体制を整備すべく、常に改革
に取り組んでいます。経済学研究科、商学研究科との
デュアルディグリー制度を導入したほか、民事・公法学
専攻では、法理論だけでなく実務的能力の養成、研

究者をめざす者に必須の基礎法学的素養を身につけ
るなどのカリキュラムを実施し、2012年度から宇宙法
専修コースを設置しました。政治学専攻では、多角的
な授業体制で専門領域の深化を図るとともに、専修
コース（公共政策、ジャーナリズム）を設置しています。

法学研究科
Graduate School of Law

● 三田キャンパス　入学定員150名（修士課程）　30名（後期博士課程）
専攻：民事法学/公法学/政治学

https://www.hr.keio.ac.jp/

多彩な研究領域をカバーし、修了者は国内外の幅広い分野に進出
　広く人間と社会に関わる学問領域を研究対象とす
る本研究科は、特定の学部を母体としない独立大学
院です。講義・演習や論文指導にあたる教授陣は、塾
内のさまざまな学部・研究機関に所属する教員で構
成されています。非常に多岐にわたる専門分野を抱
え、社会学・心理学・教育学という３つの専攻領域を

総合的に連携させながら「専攻横断的」な教育・研究
が行われています。学生の出身も塾内外を問わず多
様な広がりを見せています。他研究科との共同研究も
盛んに行われており、他大学との単位互換制度や他
大学院生との交流も実施されています。

社会学研究科
Graduate School of Human Relations

● 三田キャンパス　入学定員40名（修士課程）　11名（後期博士課程）
専攻：社会学／心理学／教育学

豊かな人間性と学識を持つ医学研究者および教育者の育成をめざす
　優れた研究チームの一員として充実した設備を活
用しながら、豊かな人間性と学識を持つ優れた医学
研究者および教育者の育成をめざしています。博士課
程では独創的な医学研究を行える人材育成をめざす
「医学研究系専攻」と、「がんプロフェッショナル養成基
盤推進プラン」に代表される臨床研究のプロ育成をめ

ざす「医療科学系専攻」の２専攻を設置しています。修
士課程は、医療や福祉に対する人々の関心が高まる
なか、医師以外の方にも門戸を開き医学・医療に関
わる専門家を育成することを目標にしています。なお、
修士課程では、2020年度からアントレプレナー育成
コースを設置しています。　

医学研究科
Graduate School of Medicine

● 信濃町キャンパス　入学定員20名（修士課程）　80名（博士課程）
専攻：医科学（修士課程）／医学研究系（博士課程）／医療科学系（博士課程）

http://www.med.keio.ac.jp/

https://www.econ.keio.ac.jp/
graduate/overview

経済学部の伝統を受け継いで優れた研究を行い、有為の人材を輩出
　明治期以来、義塾の理財科、旧制経済学部・経済
学研究科は、我が国の経済学の発展に重要な役割を
果たしてきました。その伝統を受け継ぎ、理論経済学、
計量経済学、経済史・学説思想史、財政・金融、社会
経済政策など、経済学のほとんどすべての分野にわ

たって、日本を代表する優れた研究を行い、有為の人
材を輩出しています。他大学との単位互換制度や、デュ
アルディグリー制度、ブランダイス大学とのダブルディグ
リープログラム、CEMS MIMプログラムを導入するな
ど教育体制の一層の充実を図っています。

経済学研究科
Graduate School of Economics

● 三田キャンパス　入学定員70名（修士課程）　15名（後期博士課程）
専攻：経済学

「実学の精神」を継承し、現代社会の進歩と変革への方向を洞察
　理論と実証を通じてグローバル化した現代社会を
把握し、その進歩と変革への方向を洞察していくとい
う基本理念に基づき、理論を重視するとともに演習科
目を充実させ、理論を現実問題に適用して解決策を
導く訓練をします。修士課程では研究教育者とともに、

企業経営や社会システムのリーダーとなるスペシャリス
トを育成します。CEMSとのダブルディグリープログラム
や、英語による授業も実施しています。後期博士課程
では、広い視野と専門的知識の両立をめざし、グロー
バルに活躍できる人材の育成に力を注ぎます。

商学研究科
Graduate School of Business and Commerce

● 三田キャンパス　入学定員80名（修士課程）　20名（後期博士課程）
専攻：商学

https://www.fbc.keio.
ac.jp/graduate/
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分野横断型の3専攻制で先端科学の広範な分野をカバー
　基礎理工学、総合デザイン工学、開放環境科学か
ら成る３専攻体制は柔軟な組織構造となっており、自
由に研究分野を横断できるトランスディシプリナリーな
教育を提供しています。各専攻内に設けられた教員の
教育・研究ユニット「専修」も定期的に改編されます。
すべての講義を英語で行う「先端科学技術国際コー

ス」やダブルディグリープログラムを導入し、国際的な雰
囲気の中で教育研究が行われています。このような環
境を通して、学生のフロンティア精神を育み、秘めた創
造的能力を最大限に引き出し、科学技術の最先端を
切り拓き先導する人材の育成をめざします。

理工学研究科
Graduate School of Science and Technology

大学院

● 矢上キャンパス　入学定員600名（修士課程）　150名（後期博士課程）
専攻：基礎理工学／総合デザイン工学／開放環境科学

「実験する精神」で複雑な問題に立ち向かう
　本研究科の使命は、複合的・学際的なアプローチを
通して、先端的なテクノロジーを前提とした、人間や社会
のありようについて探究し、提案していくことです。着想・
研究・試行・実装・評価にいたるまでの一連の過程を
熟知し、成果を私たちの生活の現場へと行き届かせる
研究者、教育者、実践家の養成をめざしています。

　研究領域は、政策・ガバナンス・社会イノベーショ
ン・環境・ICT・デザイン・身体スキル・生命科学など
多岐にわたり、柔軟に研究プランを立てることが可能
です。海外大学院とのダブルディグリープログラムなど
を通じ、国際的に開かれた大学院として、進化を続け
ています。

政策・メディア研究科
Graduate School of Media and Governance

● 湘南藤沢キャンパス　入学定員200名（修士課程）　50名（後期博士課程）
専攻：政策・メディア

あらゆる人々に健康をもたらし、医療・ケアの質の向上を先導する
　本研究科は、あらゆる人々に健康をもたらすため、
看護・保健・医療・福祉・公衆衛生に関わる幅広い領
域で先導的な教育・研究を展開しています。看護学専
攻は、看護ケアの新しいあり方を開発・構築し、深遠な
知識、卓越した技術および柔軟な発想を持って実践

できる人材を、公衆衛生・スポーツ健康科学専攻は、
医療マネジメントを含む公衆衛生やスポーツ、健康の
あり方を構想し、科学的方法に基づく高度な実践・マ
ネジメントに求められる深い学識および卓越した能力
を持った人材を育成します。

健康マネジメント研究科
Graduate School of Health Management

● 湘南藤沢キャンパス　入学定員40名（修士課程）　10名（後期博士課程）
専攻：看護学／公衆衛生・スポーツ健康科学

http://www.pha.
keio.ac.jp/

創薬研究と臨床に密着した研究で人類に貢献する
　薬科学専攻では、創薬から環境、生命科学など幅
広い薬学関連分野での研究教育を通して、人の健康
と福祉に貢献できる薬学研究者・教育者を養成しま
す。薬学専攻では、薬学と医療のより臨床に密着した
分野での研究教育を通して、高度化している薬物治療

や臨床開発に対応できる研究者・教育者および指導
的な薬剤師を養成します。両専攻ともに、基礎系・医療
系薬学を問わず、あらゆる分野の教員が協同して研究
教育を推進しており、塾内の他研究科および塾外の研
究機関などとも積極的に共同研究を展開しています。

薬学研究科
Graduate School of Pharmaceutical Sciences

● 芝共立キャンパス　入学定員40名（修士課程）　3名（後期博士課程）／5名（博士課程）
専攻：薬科学（修士課程〈2年〉　後期博士課程〈3年〉）／薬学（博士課程〈4年〉）

新たな構想を作り実現するリーダーを育成する
　修士課程MBAプログラムでは、明日の企業経営を
担う総合的なマネジメント能力を備えた革新的リー
ダーの養成をめざしています。学生の大半は学部卒業
後5～7年の実務経験を持つ社会人学生で、修了後
は経営管理や企業戦略に関わる第一線で活躍してい
ます。職務経験15年相当以上の中核ミドル層を対象と

した修士課程EMBAプログラムでは、職務を全うしな
がら次世代の企業・組織を先導する経営者のマネジ
メント能力を徹底的に鍛え、世界視点で経営を最適
化する人材を送り出します。後期博士課程では、経営
管理教育機関での研究・教育を担う高度専門研究者
の養成をめざしています。

経営管理研究科
Graduate School of Business Administration

● 日吉キャンパス　入学定員140名（修士課程）　8名（後期博士課程）
専攻：経営管理

次世代の技術・社会を創造的にデザインする
　科学技術領域、社会領域、人間領域を問わず、広く
「システム」という共通の視座から問題解決に取り組
む全く新しい文理融合の大学院です。システムの全体
と部分の関係を的確に分析し、解決策を創造的にデ
ザインして、着実にマネジメントする全体統合型の学問
＝SDM（システムデザイン・マネジメント）学を学ぶ当

研究科では、新卒学生だけでなく、あらゆる職業・あら
ゆる専門性を持った社会人学生が、さまざまな問題の
解決を通して新たに世界をリ・デザインするための実
践的な方法をともに学び、世界随一の教育・研究に取
り組んでいます。

システムデザイン・マネジメント研究科
Graduate School of System Design and Management

● 日吉キャンパス　入学定員77名（修士課程）　11名（後期博士課程）
専攻：システムデザイン・マネジメント

https://www.st.keio.
ac.jp/

https://www.sfc.keio.
ac.jp/gsmg/

https://gshm.sfc.keio.
ac.jp/

http://www.kbs.
keio.ac.jp/

http://www.sdm.
keio.ac.jp/
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ポストパンデミック社会を先導する創造リーダー「メディア・イノベータ」を育成する
　ポストパンデミックの持続可能な社会をデザインす
るには、未来を描くためのフューチャーズ・リテラシー、
現在の社会構造、価値観、常識にとらわれないイノ
ベーション・リテラシー、仮想空間と物理空間を融合さ
せて活動するためのメディア・リテラシーの3つが求め

られます。KMDでは、実践を通して３つのリテラシーと
マインドセットを備えた、新しいリーダーを育成します。
また、社会実装を目指すリアルプロジェクトの活動を基
盤に、英語で学位を取得できる研究科として国際化に
力を入れています。

メディアデザイン研究科
Graduate School of Media Design

大学院

● 日吉キャンパス　入学定員80名（修士課程）　10名（後期博士課程）
専攻：メディアデザイン

21世紀を先導する法曹を養成
　法曹養成専攻は、国際性・学際性・先端性という３
つの理念に基づき、法曹の養成を行う専門職大学院で
す。法律基本科目、法律実務基礎科目のほか、企業・金
融・渉外・知財法務など多彩な選択科目が用意され、
法曹としてさらに専門性を高めることができます。グロー
バル法務専攻は、英語を使用言語として、原則1年間で

学位を取得することができる専門職大学院です。カリ
キュラムは、9つの科目群からなり、日本やアジアの法制
度について習得し、英語で発信する能力を身につけつ
つ、最先端のグローバル・ビジネス法務やグローバル・
セキュリティ法務を学び、かつドラフティング・交渉・仲
裁・模擬裁判などの実務トレーニングを受講します。

法務研究科（法科大学院）
Law School

● 三田キャンパス　入学定員220名（法曹養成）　30名（グローバル法務（LL.M.コース））（専門職学位課程）
専攻：法曹養成/グローバル法務（LL.M.コース）

https://www.ls.keio.ac.jp/

図書館／
情報環境

https://www.kmd.keio.
ac.jp/

　メディアセンター（図書館）は、慶應義塾の教育・研
究・医療活動を支える重要な知識基盤です。国内屈指
の蔵書に加え、どこからでも利用可能な多くの学術
データベースや電子ジャーナル・電子ブックを揃え、学

生や研究者に的確な情報を迅速に届ける環境とサー
ビスを提供しています。また、慶應義塾の学術成果や
知財の世界への発信をサポートし、社会の発展にも貢
献しています。

https://www.lib.keio.ac.jp/メディアセンター （図書館）

https://www.itc.keio.ac.jp/インフォメーションテクノロジーセンター （ITC）
　インフォメーションテクノロジーセンター（ITC）は、高
度で安全な情報環境の整備・運営と、利用者の支援を
行っています。各キャンパスにはパソコンからサーバに
いたる多数のコンピュータが設置され、高速な基幹ネッ

トワークにより相互接続されています。また、慶應義塾が
提供する慶應義塾共通認証システム（keio. jp）の運用
管理を行っており、義塾の教育・研究・医療・経営に活
用されています。

三田メディアセンター
慶應義塾のメインライブラリーであるととも
に、三田キャンパスにおける人文・社会科学
分野の教育研究活動を支えています。新館、
旧館、南館図書室の3つの図書館があり、
300万冊に及ぶ蔵書に加えて数多くの電子
資料を提供しています。

日吉メディアセンター
キャンパスの入口にある図書館は、学部生向
けの資料を豊富に揃えています。また、大学
生活に欠かせない情報の探し方や使い方に
関するセミナーを数多く実施しています。同時
に日吉キャンパスの研究者や大学院の研究
支援も行っています。

信濃町メディアセンター
医学および関連分野の専門図書館として最
新の情報を提供し、国内有数のコレクション
を維持しています。また、富士川文庫ほか貴
重な古医書を所蔵し、日本の医学史を後世
に伝える機能も果たしています。

理工学メディアセンター
国内有数の規模を誇る理工学分野の専門図
書館です。開放的なラウンジ、勉学に集中でき
るキャレルやPCエリアなど、多様な学習環境も
充実しています。理工系の専門データベースや
電子リソースのセミナー、半学半教を実践する
大学院生によるラーニングサポートなどの学
習・研究支援にも力を入れています。

湘南藤沢メディアセンター
実務的で領域横断的な特徴を持つ蔵書の
ほか、音響・撮影スタジオ等の施設、ビデオカ
メラや3Dプリンタ等のさまざまな機器の提供
を通じ、学習・研究を支援しています。看護医
療学図書室では、専門に特化した蔵書・サー
ビスを提供しています。

薬学メディアセンター
薬学および医学・化学・生物学など関連分野
の資料を幅広く収集・提供する専門図書館
です。薬剤師の資格を生かしながら多方面で
活躍する医療人や、企業や行政で指導力を
発揮するサイエンティストを育成する薬学部に
おいて、幅広い情報要求に応えています。
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総合大学としての強みを生かし、文理融合の先端をいく学際的な研究を行い、その成果
を世界に還元することで持続可能な地球社会の発展に貢献しています。
研究成果を広く発信し、共同研究や技術移転など産官学連携のきっかけとなる出会い
の場を提供するためのイベントも開催しています。

24

慶應義塾大学病院
http://www.hosp.keio.ac.jp/

 慶應義塾大学病院は、1920（大正9）年に開院しま
した。初代医学部長・病院長である北里柴三郎の
「基礎・臨床一体型の医学・医療の実現」の理念を、
現在も着実に実践しています。大学病院は、31の診
療科と30の診療施設部門等で構成し、約2,700人の
スタッフが、1日平均で外来患者約3,000人と入院患
者約800人に医療を提供しています。また、特定機能
病院として、全国の関連病院施設と連携し、先進的
な高度医療の提供や、人材交流を通じて地域医療
の発展に貢献しています。そして、臨床研究中核病院
として、革新的な医療を実現する臨床研究や治験を
推進しています。2022年度の新病院棟建設事業完
工へ向けて、現在も工事が進められています。
  
〒160-8582　東京都新宿区信濃町35 
TEL.03-3353-1211（代）

JR総武線「信濃町駅」下車（徒歩約1分）
都営地下鉄大江戸線「国立競技場駅」下車（徒歩約5分）

病院 研究

■ 「新版・窮理図解」
　理工学部が発行している広報誌。福澤諭吉が明治
元年に出版した日本初の科学読み物ともいうべき『訓
蒙窮理図解』の原点に戻り、毎号、ひとりの研究者を取
り上げ、理工学分野の研究についてわかりやすく伝える
とともに、研究者の人となりも紹介しています。

https://www.st.keio.ac.jp/education/kyurizukai/

■ 「S-face」
　慶應義塾大学SFC研究所が、海外に向けて公開し
ている研究者紹介のウェブサイトです。ウェブサイト（英
語）、動画（英語）、広報誌（英語/日本語）という3種類
の異なるメディアを通じ、シリーズ記事として、多角的に
研究者を紹介しています。

https://sface.sfc.keio.ac.jp/

■ 「Keio Research Highlights」
　学内における自然科学や社会科学、人文科学など
の研究を国内外に英語で発信するウェブサイトです。
学部、研究科、諸研究所による幅広い分野の研究か
ら、注目すべき研究をピックアップして紹介しています。

https://research-highlights.keio.ac.jp/

■ JSR・慶應義塾大学 医学化学
　 イノベーションセンター（JKiC）
　JKiCは、化学素材メーカーであるJSR株式会社と本
学医学部との共同研究拠点で、信濃町キャンパス内に
設立されました。産学連携を通じ、新たな診断法および
治療技術の開発をめざしています。

https://jkic.med.keio.ac.jp/

■ 量子コンピューティングセンター
　社会や産業界の発展に資する量子コンピュータで解く
べき問題を特定し、その目的に向けたアルゴリズムの開
発とそれを支える理論の確立を目的としています。国や
複数の民間企業が出資する研究拠点を整備し、産業界
や一般社会に存在する問題を対象とした量子コン
ピューティングの道を切り拓くことを目指しています。当セ
ンターにはIBM社が提供す
る最先端量子コンピュータ
実機をクラウド利用できる
環境が備わっており、世界
の研究機関とも協働しなが
ら研究を進めています。

https://quantum.keio.ac.jp/

■ 慶應イノベーション・イニシアティブ（KII）
　KIIは慶應義塾大学のベンチャーキャピタルです。大
学の成果を活用して革新的な新事業を創造するスター
トアップに投資を行い、新産業を創出し、社会の発展に
貢献することをミッションとしています。

https://www.keio-innovation.co.jp/

■ AIホスピタル
　2018年、Society 5.0を実現する内閣府の戦略的イノ
ベーション創造プログラム（SIP）の「AIホスピタルによる
高度診療・治療システム」事業の公募に採択され、現在
もさまざまなプロジェクトに取り組んでいます。ビッグデー
タベースの構築や
IT・AI技術を導入す
ることによる安心・安
全で先進的な医療
の提供、医療従事者
の負担軽減を目指し
ています。
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　体育会学生を中心に、慶應義塾内外の運動選手の競技力向
上、健康・体調管理のための医学的なサポートを行います。また、
生活習慣病や高齢者の虚弱予防を目的とした、運動、食事に関
する先導的な活動、研究を行っています。
［日吉キャンパス］

スポーツ医学研究センター
http://sports.hc.keio.ac.jp/ja/

　学内で最も古い歴史を持つ研究所のひとつであり、世界の諸言
語、諸地域や各時代の文化・思想、言語学・言語理論などの研究
を行っています。また、カンボジア語、サンスクリット、ヘブル語、古代
エジプト語、アッカド語、ビルマ（ミャンマー）語など、学部では開設し
ていない個別言語を含む13言語におよぶ講座を開設しています。
［三田キャンパス］

言語文化研究所
http://www.icl.keio.ac.jp/

　健康診断や、健康の保持増進のための研究・教育に関する
業務や健康診断・健康相談などを行っています。また、予防と医
療を連携させるためにセンターの医師が慶應義塾診療所の医
師を兼務し診療にあたっています。
[各キャンパス  本部：日吉キャンパス]

保健管理センター
http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/

　教職課程の運営のほか、教員養成に関する調査・研究を推
進。学生は教職課程センターに登録し、所定の科目を履修する
ことで中学校および高等学校の教員免許状に必要な単位を修
得できます（一部学部除く）。
[三田キャンパス]

教職課程センター
https://www.ttc.keio.ac.jp/

　経済・法律・行動科学の3 部門から成る学際的研究機関。経
済活動の計量的・実証的分析に定評。アジア諸国の生産性分
析、東アジア諸国との経済連携と生産・雇用、競争政策・労働政
策研究、人的資源管理、社会心理分析テストの開発など、国内
外のさまざまな機関と連携し研究を進めています。
［三田キャンパス］

産業研究所
https://www.sanken.keio.ac.jp/index_j.html

　和書・漢籍など約18万冊を所蔵する東洋古典学（書誌学）の
研究所。国内外の和漢書の現地調査、マイクロフィルムやデジタ
ル撮影による副本作成、テキストの比較研究などを行っているほ
か、学部と大学院に書誌学の講座を設けています。
［三田キャンパス］

斯道文庫
http://www.sido.keio.ac.jp/

し どう

　健康・運動・スポーツに関する教育と研究を行っています。体育
科目の授業のほか、塾生・教職員を対象にスポーツ振興を目的と
したスポーツ大会や各種プロジェクトを実施しています。また、地域
住民を対象とした公開講座やシンポジウムなども行っています。
[日吉キャンパス]

体育研究所
https://ipe.hc.keio.ac.jp/

　留学生に対する日本語・日本文化に関する教育を実施。文学
研究科・国文学専攻日本語教育学分野にも協力しています。
［三田キャンパス］

日本語・日本文化教育センター
http://www.cjs.keio.ac.jp/

　芸術を専門研究領域とする研究所。博物館相当施設として、
アート・スペース（三田キャンパス南別館1階）にて年間を通じて展
覧会を開催しています。研究会・公演などの各種催事の開催、アー
カイヴの構築、国内外における芸術資料の研究的活用の促進な
どの活動を通して、現代における芸術の問題に取り組んでいます。
［三田キャンパス］

アート・センター
http://www.art-c.keio.ac.jp/

　教養教育の全般的研究と実践を行っています。選書を発行し、
講演会や研究会等を開催し、実験授業を展開するなどして、科目
の開発に結び付けてきました。2021年度は、キャンパスの立地を
生かした少人数参加型の「日吉学」や、座学と実践を融合させた
「身体知・音楽」を開講しています。
［日吉キャンパス］

教養研究センター
https://lib-arts.hc.keio.ac.jp/

　物理学、化学、生物学など多岐にわたる自然科学研究と教育
を推進。学部、キャンパス、研究領域を超えるだけでなく、一貫教
育校とも連携しながら、自然科学における研究と教育活動を行
います。
［日吉キャンパス］

自然科学研究教育センター
https://www.sci.keio.ac.jp/

外国語教育研究センター
http://www.�ang.keio.ac.jp/

　外国語教育に関する研究を推進するほか、特色ある外国語
科目を開講し、国際舞台で通用する言語運用能力の習得をめ
ざす塾生を支援しています。公開講座「慶應外語」等のプログラ
ムも実施しています。
［三田キャンパス・日吉キャンパス］

　デジタルメディア・コンテンツに関連する研究教育活動等を通
して、義塾の総合力を活用した人文科学、社会科学、理工学、医
学などの融合による、新しい知の創造と流通の国際的な先導を
実現します。
［日吉キャンパス］

デジタルメディア・コンテンツ統合研究センター
http://www.dmc.keio.ac.jp/

　大学のグローバル化をより一層推進し、世界に貢献する国際
研究大学となるための基盤として設立。学内の教育研究分野と
密接に連携しながら、「長寿」「安全」「創造」の3つのクラスター
において文理融合研究や領域横断研究を推進します。
［三田キャンパス］

グローバルリサーチインスティテュート （KGRI）
https://www.kgri.keio.ac.jp/

　福澤諭吉やその門下生、福澤の創立した慶應義塾およびそ
の出身者・関係者の事績について幅広く資料収集・調査研究を
行い、さらには福澤や義塾を視野に置きつつ、広く近代日本を研
究することを目的としています。学部生、大学院生に向けて三田
と日吉に講座を開設しています。
［三田キャンパス］

福澤研究センター
http://www.fmc.keio.ac.jp/

　東アジア地域研究の拠点。内外の機関と学際的共同研究を
推進し、歴史研究と現状分析、および基礎研究と応用研究を重
層的に展開しています。研究所内に、現代中国研究センター、現
代韓国研究センターが設置されています。
［三田キャンパス］

東アジア研究所
http://www.kieas.keio.ac.jp/

（50音順／一部抜粋）

研究所／
センター

学部・研究科以外の幅広い活動の場として研究所・センターを多数設置し、
従来の学問領域にとどまらない柔軟な研究環境を構築しています。
ユニークで独創的な活動は内外から注目されています。

　福澤諭吉の生涯と、160年にわたる慶應義塾の歴史を、資料展
示を通して世の中に発信することを目的に、2021年に開館。重要
文化財に指定されている三田キャンパスの図書館旧館の2階に位
置し、常設展示室のほか、企画展示室を備え、年に数回、特別展
も開催する予定です。
［三田キャンパス］

福澤諭吉記念 慶應義塾史展示館
https://history.keio.ac.jp/

　ジャーナリズムとメディア・コミュニケーションの研究と教育を実
施。研究生には、基礎科目や、メディア心理学、政治社会学、法学、
歴史学などに関するゼミ、業界の最前線で活躍している実務家に
よる新聞・放送・広告・PRなどについての少人数形式の講義や演
習を開講しています。　［三田キャンパス］

メディア・コミュニケーション研究所
https://www.mediacom.keio.ac.jp/

　国際交流活動の拠点として世界各地の協定大学と研究者や学
生の交流を推進する機関です。留学生や留学を希望する学生をサ
ポートし、留学生の受け入れや派遣のための短期プログラムも運
営。また、「国際センター講座」として英語による科目を年間約70科
目設置しています。
［三田キャンパス］

国際センター
https://www.ic.keio.ac.jp/



各個人の能力や適性を児童・生徒自らが発見し成長させる機会を
それぞれの時期にふさわしい形で提供することが、
慶應義塾の小・中・高等学校での一貫した目的です。
各校とも慶應義塾の基本理念に基づき、かつ独自の方針・校風を持つことで、
多様多彩な人材を育成しています。

一貫教育

27 28

■…共学
■…女子校
■…男子校

幼稚舎 横浜初等部

普通部 湘南藤沢中等部

湘南藤沢高等部ニューヨーク学院
（高等部）

女子高等学校

大学・大学院

志木高等学校高等学校

中等部

慶應義塾一貫教育校派遣留学制度
　一貫教育校（小学校・中学校・高等学校）各校の
枠を越えて選抜した児童・生徒を米国Ten Schools、
英国The Nineの名門ボーディングスクール(寄宿制学
校)または、それに準じる名門ボーディングスクールへ
約１年間派遣しており、留学費用を奨学金として給付
しています。各校の枠を越えて選抜された児童・生徒
が、世界中から集まる優れた人材と寝食を共にしな
がら切磋琢磨して成長することをめざしています。

福澤先生の教えを身に行い
独立自尊の人を育成する
　1874（明治7）年に､三田山上にて幼少の子どもたち
を引き取って世話をした「和田塾」に端を発し、1898
（明治31）年より小学校と位置づけられました。６年間担
任持ち上がり制と教科別専科制を実施し、一人ひとり
の個性と可能性を認め合い、高め合う過程を通じて、発
育を見守っていきます。

幼稚舎
Keio Yochisha Elementary School
入学定員144名

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-35-1
TEL.03-3441-7221（代）

http://www.yochisha.keio.ac.jp/

「体験教育」「自己挑戦教育」「言葉の力の教育」
を柱に展開する
　2013年に開校した小学校。6年間を通じて、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、社会的責任感と倫理感、グロー
バルコミュニケーション力など、多様な資質を育みます。
卒業後は湘南藤沢中等部・高等部に進学します。

横浜初等部
Keio Yokohama Elementary School
入学定員108名

〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南3-1-3
TEL.045-507-8441（代）

自ら考えて行動する大切さを学ぶ
　伝統ある「普通部」の名を継ぎ、1898（明治31）年より
一貫教育の中等教育課程を担ってきた男子中学校で
す。自ら取り組んだ研究や創作を展示・発表する「労作
展」、卒業生を講師に招く「目路はるか教室」など、自ら
学び考えることを重んじた教育を通して、知性と品性を
備えた優れた人格の育成をめざしています。

普通部
Keio Futsubu School (Boys Junior High School)
入学定員240名

〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-45-1
TEL.045-562-1181（代）

https://www.kf.keio.ac.jp/

http://www.yokohama-e.keio.ac.jp/
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豊かな自然、独創的な授業、
少人数教育で実現する理想的な学びの場
　1948（昭和23）年開校。広大な敷地に、１学年250
人、6クラス編成という贅沢な環境のもと、生徒はきめ細
やかなサポートとさまざまな自己表現の機会を享受して
います。専門的でありながら分かりやすく独創的な授業
は、志木高生の旺盛な知的好奇心を刺激しています。

志木高等学校
Keio Shiki Senior High School
入学定員250名

〒353-0004 埼玉県志木市本町4-14-1
TEL.048-471-1361（代）

https://www.shiki.keio.ac.jp/

規則でしばらない伸びやかな環境が、
独立した人格を育む
　1950（昭和25）年に開校した、慶應義塾における中
等教育段階で唯一の女子校。生徒の自主性を重んじ、
各人がはつらつと自己を実現できるよう、知性を磨き情
操を育てるゆとりある教育を実践しています。一人ひとり
の関心や進路に合わせて学べる環境が整っています。

女子高等学校
Keio Girls Senior High School
入学定員192名

〒108-0073 東京都港区三田2-17-23
TEL.03-5427-1674（代）

バイリンガル・バイカルチュラル教育で
国際感覚にあふれる人間力を涵養する
　1990年に開校した、ニューヨーク州高等学校卒業資
格を取得できる男女共学の高等学校。2001年6月に
は、同州私立学校連盟(NYSAIS)認定校にもなりまし
た。授業は日英2ヶ国語で行われ、日米の教育方法の
長所を取り入れています。

ニューヨーク学院（高等部）

Keio Academy of New York
入学定員 第９学年60名、第10学年60名

3 College Road, Purchase, NY 10577 USA
TEL.+1-914-694-4825

https://www.keio.edu/

https://www.gshs.keio.ac.jp/

自由のなかに規律を求める
　1947（昭和22）年、慶應義塾初の男女共学の中学
校として誕生。自ら考え、自ら判断し、自ら行動できる、そ
の結果に責任を持てる「自立した個人を育む、自由な教
育」を理念として、創立当初から校則を定めず、生徒各
人が教員とともに考えながら、教養を身につけていくこ
とをめざしています。

中等部
Keio Chutobu Junior High School
入学定員240名

〒108-0073 東京都港区三田2-17-10
TEL.03-5427-1677（代）

https://www.kgc.keio.ac.jp/

６年間一貫教育で、
バランスのとれた教養人を養成
　中高一貫教育によって生徒の個性を継続的に伸ば
すことを目的に、1992年に開校しました。「異文化交流」
と「情報教育」を柱に、生徒の資質に応じた教育を実践
しています。帰国生入試での入学者も多く、学内での異
文化交流もあり、のびやかで活力にあふれています。

湘南藤沢中等部・高等部
Keio Shonan Fujisawa Junior ＆ Senior High School
入学定員 中等部216名、高等部240名

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤5466
TEL.0466-49-3585（代）

新しい息吹と若さにあふれ、
独立自尊の気風を養う
　1948（昭和23）年開校の慶應義塾第一・第二高等
学校が統合して発足。緑豊かな日吉の大学校舎と隣接
する恵まれた環境で、18学級編成のなか多様な学友と
交流しながら勉学・スポーツなどに３年間情熱を傾ける
ことができます。卒業研究や高大一貫講座など各自の
個性を伸ばす教育が充実しています。

高等学校
Keio Senior High School
入学定員810名

〒223-8524 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-2
TEL.045-566-1381（代）

https://www.hs.keio.ac.jp/

https://www.sfc-js.keio.ac.jp/
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慶應義塾は、東京・三田を中心に東京都・神奈川県に
6つのキャンパスを擁しています。
このほか、地域社会と連携して最先端の研究や発信を行うための
タウンキャンパスなどを全国に展開しています。

キャンパス

■…三田キャンパス
■…日吉キャンパス
■…信濃町キャンパス
■…矢上キャンパス
■…湘南藤沢キャンパス
■…芝共立キャンパス

三田

目黒

渋谷
日吉

信濃町 水道橋
秋葉原

国立競技場あざみ野

菊名

東京

浜松町

田町

新宿

池袋

赤羽橋

羽田空港

相模大野
中央林間

大和

湘南台
新横浜

戸塚 横浜藤沢辻堂

五反田

御成門

品川

新橋
大門

三田キャンパス
https://www.keio.ac.jp/
ja/about/campus/mita.html

文学部2～4年／経済学部3・4年／法学部3・4年
商学部3・4年／文学研究科／経済学研究科／法学研究科
社会学研究科／商学研究科／法務研究科（法科大学院）

〒108-8345　東京都港区三田2-15-45
TEL.03-5427-1517（総務部）

■ JR山手線・京浜東北線「田町駅」下車（徒歩約8分）
■ 都営地下鉄浅草線・三田線「三田駅」下車（徒歩約7分）
■ 都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」下車（徒歩約8分）

中等部 〒108-0073  東京都港区三田2-17-10
 TEL.03-5427-1677（代）

女子高等学校 〒108-0073  東京都港区三田2-17-23
 TEL.03-5427-1674（代）

医学部2～6年／看護医療学部3年
医学研究科

〒160-8582　東京都新宿区信濃町35 
TEL.03-3353-1211（代）

■ JR総武線「信濃町駅」下車（徒歩約1分）
■ 都営地下鉄大江戸線「国立競技場駅」下車（徒歩約5分）

文学部1年／経済学部1・2年／法学部1・2年／商学部1・2
年／医学部1年／理工学部1・2年／薬学部1年／経営管理
研究科（ビジネススクール）／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

〒223-8521　神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1
TEL.045-566-1000（日吉運営サービス総務担当）

■ 東急東横線・目黒線／横浜市営地下鉄グリーンライン
 「日吉駅」下車（徒歩約1分）

普通部 〒223-0062　神奈川県横浜市港北区日吉本町1-45-1
 TEL.045-562-1181（代）

高等学校 〒223-8524　神奈川県横浜市港北区日吉4-1-2
 TEL.045-566-1381（代）

日吉キャンパス
https://www.keio.ac.jp/
ja/about/campus/hiyoshi.html

信濃町キャンパス
http://www.med.keio.ac.jp/

理工学部3・4年
理工学研究科

〒223-8522　神奈川県横浜市港区日吉3-14-1
TEL.045-566-1454（総務課）

■ 東急東横線・目黒線／横浜市営地下鉄グリーンライン
 「日吉駅」下車（徒歩約15分・約1km）
■ JR横須賀線「新川崎駅」下車（タクシー約10分・約2km）

矢上キャンパス
https://www.st.keio.ac.jp/



三田

目黒

渋谷
日吉

信濃町 水道橋
秋葉原

国立競技場あざみ野

菊名

東京

浜松町

田町

新宿

池袋

赤羽橋

羽田空港

相模大野
中央林間

大和

湘南台
新横浜

戸塚 横浜藤沢辻堂

五反田

御成門

品川

新橋
大門

総合政策学部１～４年／環境情報学部１～４年
政策・メディア研究科

〒252-0882　神奈川県藤沢市遠藤5322
TEL.0466-49-3404（総務担当）

看護医療学部１・２・4年／健康マネジメント研究科

〒252-0883　神奈川県藤沢市遠藤4411
TEL.0466-49-6200（看護医療学部事務室）

■小田急江ノ島線／相鉄いずみ野線／横浜市営地下鉄ブルーラ
 イン「湘南台駅」下車（西口よりバス「慶応大学行」約15分）
■ JR東海道線「辻堂駅」下車（北口よりバス「慶応大学行」約20分）

湘南藤沢中等部・高等部
〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤5466
TEL.0466-49-3585（代）

薬学部2～6年
薬学研究科

〒105-8512　東京都港区芝公園1-5-30
TEL.03-3434-6241（代）

■ JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」下車（徒歩約10分）
■ 都営地下鉄三田線「御成門駅」下車（徒歩約2分）
■ 都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」下車（徒歩約6分）

浦和共立キャンパス
〒336-0977　埼玉県さいたま市緑区上野田600
TEL.048-878-0469（薬用植物園）

鶴岡タウンキャンパス

慶應大阪シティキャンパス

信濃町キャンパス

東京都

神奈川県 新川崎タウンキャンパス

湘南藤沢キャンパス

芝共立キャンパス

三田キャンパス

日吉キャンパス

矢上キャンパス
殿町タウンキャンパス

新川崎タウンキャンパス
〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎7-1
TEL.044-580-1580（代）

分野融合型の先端研究を推進するオープンイノベーション拠点
　新川崎タウンキャンパスは、川崎市との協定に基づき、産官
学連携による研究開発の拠点形成を目的に、2000年4月に開
設されました。「先端的研究・教育の推進」「新産業・新事業
振興」「社会・地域への貢献」という相互に関連する３つの理
念を柱として、ディープテック
に繋がるような先端的研究
活動を展開しています。具
体的には、リアルハプティク
ス、光ネットワーク、スマート
社会のための環境・医療な
どの分野で、研究が進めら
れています。

新川崎タウンキャンパス（K2タウンキャンパス）
https://www.k2.keio.ac.jp/

鶴岡タウンキャンパス
先端生命科学研究所
〒997-0035　山形県鶴岡市馬場町14-1
TEL.0235-29-0800（代）

先端生命科学研究所を中心とした、自然豊かな地域連携キャンパス
　鶴岡タウンキャンパスは、山形県および庄内地域市町村との
連携のもとに、2001年4月に開設されました。「統合システムバイ
オロジー｣の世界的な拠点となることをめざした｢先端生命科
学研究所」（Institute for Advanced Biosciences, IAB）の活
動を中心に、慶應義塾大学
の学生を対象とした｢先端
生命科学プログラム」などの
実験実習を伴う教育プログ
ラムも開設しており、鶴岡の
豊かな環境の中で研究プ
ロジェクトを展開しています。

鶴岡タウンキャンパス（TTCK）
http://www.ttck.keio.ac.jp/

慶應大阪シティキャンパス
〒530-0011　大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪 ナレッジキャピタル
（北館タワーC 10階） TEL.06-6359-5547

すべての人に開かれた、慶應義塾の関西の拠点
　慶應大阪シティキャンパスは、2013年5月に、福澤諭吉ゆか
りの地・大阪のランドマークであるグランフロント大阪・ナレッ
ジキャピタル内に開設された慶應義塾の関西の拠点です。
キャンパスには大学院メディアデザイン研究科が研究室を構
えるほか、学校説明会や通
信教育課程のスクーリング
の開催、各種公開講座の
開講など、研究と教育の両
面からすべての人に開かれ
た場所として活用されてい
ます。

慶應大阪シティキャンパス（KOCC）
http://www.korc.keio.ac.jp/

殿町タウンキャンパス
〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-10
Research Gate Building TONOMACHI 2-A棟 4階
TEL.044-201-7466（代）

イノベーションを創出する国際産官学連携拠点
　殿町タウンキャンパスは、2016年4月、川崎市殿町地区に
開設され、殿町に集積する企業や研究機関等との連携・協
力による「科学技術振興機構リサーチコンプレックス推進プ
ログラム」終了後は、世界に誇る社会システムと技術の革新
で新産業を創るウェルビー
イング・リサーチ・キャンパ
スの発展に向け、ハプティ
クス研究や国内唯一無二
のファーマコメトリクス領域
の人材育成等、様々な研
究教育活動を展開してい
ます。

殿町タウンキャンパス
https://www.tonomachi.keio.ac.jp

湘南藤沢キャンパス
https://www.sfc.keio.ac.jp/

芝共立キャンパス
http://www.pha.keio.ac.jp/

■…三田キャンパス
■…日吉キャンパス
■…信濃町キャンパス
■…矢上キャンパス
■…湘南藤沢キャンパス
■…芝共立キャンパス
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体育会43部　柔道部／剣道部／弓術部／端艇部／水泳部／野球部／蹴球部／庭球
部／器械体操部／競走部／馬術部／ホッケー部／相撲部／山岳部／ソッカー部／スケート
部／バスケットボール部／スキー部／空手部／卓球部／ヨット部／射撃部／バレーボール
部／レスリング部／ボクシング部／アメリカンフットボール部／ハンドボール部／フェンシング
部／ソフトテニス部／バドミントン部／自動車部／準硬式野球部／重量拳部／航空部／ゴ
ルフ部／合氣道部／洋弓部／少林寺拳法部／拳法部／ラクロス部／自転車競技部／軟式
野球部／水上スキー部

　慶應義塾は、教育、研究、医療の質を高めることで、学問を通じた社会への貢献をめざしています。
「実学」を重んじた福澤諭吉の精神を受け継ぎ、学問によって新しい価値を創造し、変化の時代に対
応しうる人材を育成することで、より良い未来社会に向かって貢献していきます。

　1892（明治25）年、剣術・柔術・野球・端艇・弓術・操練・徒
歩の7部をもって創設されました。爾来、慶應義塾体育会は、
日本スポーツ界の先導的役割を果たすとともに、文字通り「文
武両道」の優秀な人材を各方面に輩出しています。

http://www.uaa.
keio.ac.jp/

義塾社中 社会貢献／
協生環境

慶應義塾
維持会 慶應義塾

体育会

　慶應義塾では、在学生を「塾生」と呼ぶのに対し、大学
および大学院の卒業生を「塾員」と呼んでいます。塾生、塾
員、教職員、塾生の保護者等を「義塾社中」としています。
　「社中」とは、理念を同じくする者の集まりを意味します。
そして、慶應義塾の創立者である福澤諭吉が「世の中に
最も大切なるものは人と人との交わり付き合いなり。これ
即ち一つの学問なり」という言葉を残しているとおり、慶應
義塾では「社中」の繋がりが強く、この「義塾社中」のネット
ワークが今日の慶應義塾を支えています。

　福澤諭吉逝去直後の1901（明治34）年に、義塾を支えたい、と願う
社中によって寄付を継続して行う会として設立されました。時代ととも
に変遷を見せながらも今に引き継がれ、義塾の発展を支えています。
会員の皆様からのご厚志による基金をもとに、維持会奨学金をはじめ
教育・研究の振興、施設の拡充などに寄与しています。

奨学支援事業「慶應義塾維持会奨学金」※
　経済的理由により修学が困難な塾生を援助するため、2007年
に創設しました。全国の優秀な学生に義塾で学んでもらうために
地方出身者を優先採用しています。毎年、厳正な審査の下、人
物、学業・成績ともに優れ、愛塾精神に富んだ塾生が採用され
ています。
《2020年度実績》 文・経済・法・商・総合政策・環境情報学部から
80名・各50万円／医・理工・看護医療・薬学部から55名・各80万円

キャンパス施設整備資金 
　塾生の教育・課外活動等における環境を一層充実させるため
の施設整備に対し、維持会からこの資金を助成します。
《2020年度実績》  大学キャンパス（三田）西校舎地下１階生協食
堂什器の購入費を助成しました。

旧友と再会する「塾員招待会」

　塾員招待会は、1953（昭和28）年
に卒業後25年と50年以上の塾員を
大学の卒業式に来賓として招待した
ことに始まります。世間の銀婚式や金
婚式にならい、働き盛りの卒業25年
目の塾員と、古希を超えた卒業50年
目の塾員への祝福の意を表するとと
もに、若き日々を追想しながら人生の
門出に立つ塾生を激励して欲しいと
いう思いも込められていました。
　現在は、卒業25年目の塾員を卒
業式に、卒業50年目の塾員を入学式
に招待して、毎年合わせて2,500人ほ
どの塾員が出席され旧交を温めてい
ます。卒業51年以上招待会も含め、こ
れらの塾員招待会は、70年近く続い
てきた慶應義塾の伝統行事です。

どなたでも楽しめる
ホームカミングデイ

「慶應連合三田会大会」

　三田会を取りまとめている「慶應
連合三田会」が毎年秋に日吉キャン
パスで開催する大規模な同窓会で
す。卒業10年ごとの塾員が企画・運
営に当たり、国内外から世代を超え
て約2万人の塾員ならびにその家族
が集います。講演会やシンポジウム、
コンサートのほか、豪華商品がそ
ろった「福引抽選会」など子供から
年配の方まで楽しめるよう多彩な趣
向を凝らしたイベントが企画されて
います（2021年は、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けないオンライ
ン中心で開催予定です）。

http://www2.jukuin.keio.ac.jp/

https://www.keio.ac.jp/ja/about/learn-more/society/

塾員の同窓会組織「三田会」

　福澤は、同窓生の集まりをとても
大切にして、各地の様々な同窓会に
進んで出席して「義塾社中」の交流
を奨励していました。その思いが同
窓生に引き継がれ、同窓会は三田
会へと発展していきました。現在の
三田会は、塾員有志が自発的に集
い、運営しています。卒業年別の「年
度別三田会」、国内外の地域毎に
設けられた「地域別三田会」、業界
や企業単位で結成された「勤務先・
職種別三田会」のほか、クラブや
サークル、ゼミ単位で集う「諸会」に
分類された880を超える三田会が存
在します。これらの三田会を一般財
団法人である「慶應連合三田会」が
取りまとめています。

https://kikin.
keio.ac.jp/ijikai/

※「維持会奨学金」は給付型で返済の必要はありません。

環境への取り組み

　「慶應義塾環境理念」を掲げ、環境
をテーマにしたシンポジウムや講演会
の開催、各キャンパス・校舎におけるグ
リーン化実現のためのさまざまな省エ
ネルギー対策などを推進しています。
　また、学校林として全国に約160ヘク
タールの山林を管理しており、学生・一
貫教育校生による植林・育林も盛ん
に行っています。さらに、「福澤育林友
の会」主催による講演会「森を愛する
人々の集い」を2001年度から開催して
います。
　学生の活動としては、2002年度より
公認学生団体「環境サークルE.C.O.」
を中心に、毎年日吉キャンパスにて
「環境週間」を実施しています。

SDGsの取り組み

2015年の国連サミットで採択され
た、持続可能な開発目標「SDGs

（Sustainable Development Goals)」
を実現するための取り組みの一環とし
て、2017年に設置されたSFC研究所
xSDG・ラボ（エックスSDG・ラボ）で
は、共同研究および、企業や自治体と
連携する研究コンソーシアム「xSDGコ
ンソーシアム」を推進しています。

社会・地域連携の取り組み

　「社会・地域連携の方針」に基づ
き、地方自治体等と連携協定を締結
し、社会・地域と相乗効果を生み出す
循環型の取り組みを推進しています。

また、鶴岡タウンキャンパス、新川崎タ
ウンキャンパス、殿町タウンキャンパ
ス、慶應大阪シティキャンパスに拠点
を設け、広く地域社会と連携し、教育・
研究を通じた社会貢献、ＳＤＧs推進
に取り組んでいます。

協生環境推進室

　義塾では、教職員・学生・生徒・児
童が、互いの人格を尊重し多様な価
値観を認め、協力して生きるための環
境の構築をめざしています。多様性の
受容に関する課題に迅速に対処する
ため、2018年4月に「協生環境推進
室」を設置、2019年9月に「協生環境
推進憲章」を制定しました。
　2021年3月には「協生環境推進
ウィーク～自尊＝他尊の社会を目指し
て」と題し、多様な分野でご活躍の方々
による9つの企画を実施し、協生環境
への理解を深める機会としました。

https://www.diversity.
keio.ac.jp/

http://www.community.
keio.ac.jp/
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慶應義塾が刊行している広報誌・パンフレット

※『三田評論』は1898（明治31）年に創刊された伝統ある慶應義塾の機関誌です。諸問
題を深く掘り下げた論説、連載企画、随筆など、その内容は高い評価を受けています。 三田評論ONLINE

https://www.mita-hyoron.keio.ac.jp

「事業報告書」「塾」 「慶應義塾大学ガイドブック」

https://www.keio.ac.jp/
ja/about/learn-more/

publications/

「三田評論」※

主要刊行物組織図

（2021年4月1日現在）

システムデザイン・マネジメント研究所
メディアデザイン研究所

言語文化研究所
メディア・コミュニケーション研究所
産業研究所
斯道文庫
体育研究所
国際センター
保健管理センター
教職課程センター
福澤研究センター
福沢諭吉記念慶應義塾史展示館
東アジア研究所
スポーツ医学研究センター
日本語・日本文化教育センター
アート・センター
教養研究センター
外国語教育研究センター
先端研究教育連携スクエア
自然科学研究教育センター
デジタルメディア・コンテンツ統合研究センター
グローバルリサーチインスティテュート

新川崎先端研究教育
連携スクエア
鶴岡先端研究教育
連携スクエア（※4）
殿町先端研究教育
連携スクエア（※5）

文 学 部

経 済 学 部

法 学 部

商 学 部

医 学 部

理 工 学 部

総合政策学部

環境情報学部

看護医療学部

薬 学 部

通 信 教 育 部

人文社会学科
古文書室
経済学科
経済研究所
法律学科
政治学科
法学研究所
商学科
会計研究室
医学科

機械工学科
電気情報工学科
応用化学科
物理情報工学科
管理工学科
数理科学科
物理学科
化学科
システムデザイン工学科
情報工学科
生命情報学科

総合政策学科
SFC研究所（※1）
心身ウェルネスセンター
環境情報学科
SFC研究所（※1）
心身ウェルネスセンター
看護学科
SFC研究所（※1）
薬学科
薬科学科
附属薬局
薬用植物園
医療薬学・社会連携センター

電子顕微鏡研究室
先端医科学研究所
総合医科学研究センター
医科学研究連携推進センター

中央試験所
先端科学技術
研究センター

慶應義塾の関連組織として（株）慶應学術事業会（慶應カード、慶應丸の内シティキャンパス）、
慶應義塾大学出版会（株）、（一財）慶応工学会、（一財）国際医学情報センター、（株）慶應イノ
ベーション・イニシアティブがあります。

※1…大学院政策・メディア研究科、大学院健康マネジメント研究科、
 総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部附属SFC研究所
※2…別科に日本語研修課程を設置する
※3…言語文化研究所、メディア・コミュニケーション研究所、産業研究所、
 東アジア研究所を担当
※4…大学先端生命科学研究所を設置する
※5…大学ウェルビーイングリサーチセンターを設置する

グローバル本部

スーパーグローバル
事業本部

デジタル
アドミニストレーション
オフィス

塾　監　局

塾　長　室

広　報　室

業務監査室

個人情報
保護管理室

新教育組織
創造支援室

総　　務　　部

人　　事　　部

経　　理　　部

管　　財　　部

学　　生　　部

基　　金　　室

塾 員センター

入学センター

一貫教育支援センター

学術事業連携室

学術研究支援部

知的財産権
調停委員会

研究倫理委員会

インフォメーション
テクノロジーセンター

医学振興基金
事務室

診　　療　　所

ハラスメント
防止委員会

協生環境推進室

情報セキュリティ
インシデント対応
チーム

大学病院業務監督ボード

大学病院事務局

日吉キャンパス
事務センター

信濃町キャンパス
事務室

理工学部事務室

湘南藤沢事務室

芝共立キャンパス
事務室

通信教育部事務局

高等学校事務室

志木高等学校事務室

女子高等学校事務室

湘南藤沢中等部・
高等部事務室

普通部事務室

中等部事務室

幼稚舎事務室

横浜初等部事務室

研究所事務センター
（※3）

評 議 員 会

監　事

理 事 会

大　　学
高等学校
志木高等学校
女子高等学校
湘南藤沢中等部・
高等部
普通部
中等部
幼稚舎
横浜初等部
ニューヨーク学院
（高等部）

大　学　病　院

研究連携推進本部

イノベーション推進本部

GICセンター

メディアセンター

ミュージアム・コモンズ

社会・地域連携室

学生総合センター

研究室

付属研究所等

別科（※2）

体育会

学　　　部

大　学　院常任
理事会

塾　長

常任理事

経営改革推進室

文学研究科
経済学研究科
法学研究科
社会学研究科
商学研究科
医学研究科

理工学研究科
政策・メディア研究科
健康マネジメント研究科
薬学研究科
経営管理研究科
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
法務研究科（法科大学院）

先端科学技術研究センター
SFC研究所（※1）
SFC研究所（※1）

ビジネス・スクール

総合医科学研究センター
医科学研究連携推進センター




