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学部入学試験
学部全般 iuadmse@info.keio.ac.jp
PEARL(Programme in Economics for Alliances, Research and Leadership) pearl_admissions@info.keio.ac.jp
GIGA (Global Information and Governance Academic) Program sfc-global@sfc.keio.ac.jp

別科・日本語研修課程 jlpinquiry@info.keio.ac.jp

大学院入学試験
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 grad-admission@adst.keio.ac.jp
医学研究科 medgrad@info.keio.ac.jp
理工学研究科 ao_st_inquiry@info.keio.ac.jp
経営管理研究科 gakukbs@info.keio.ac.jp
政策・メディア研究科 gao-request@sfc.keio.ac.jp
健康マネジメント研究科 nmc-hm@adst.keio.ac.jp
システムデザイン・マネジメント研究科 sdm@info.keio.ac.jp
メディアデザイン研究科 kmd@info.keio.ac.jp
薬学研究科 skcdaigakuin@info.keio.ac.jp
法務研究科（法科大学院） ls_admissions@info.keio.ac.jp

慶應義塾大学 お問い合わせ先

　お問い合わせ	 https://www.keio.ac.jp/ja/contact-us/
入学案内	 https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/
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Welcome to Keio! 世界中から集まる仲間たちと、学んで、笑って、羽ばたいて。

刺激と期待感に満ちた慶應義塾大学で、あなたの可能性は、世界へ、未来へ広がっていく。

02
Welcome to Keio!



Keio’s Assets

Keio’s Achievements

What's Keio?

日本の近代化を支えた小さな学塾から、世界有数の研究大学へ

日本最古の私立総合大学であり時代を
リードしてきた慶應義塾。常に世界を
見据えた学問を実践してきました。

世界を舞台にあらゆる分野で活躍する
37万人を超える卒業生。卒業生同士
の強い絆とネットワークが、慶應義塾
の何より大きな財産です。

慶應義塾大学は、「長寿」「安全」「創造」の3つの文
理融合クラスターにおいて、高度で学際的・国際的
な教育研究を行い、その成果を世界に発信して広
く社会に貢献します。

日本政府が取り組む「スーパーグローバル大学創成支援」事業に、
世界レベルの教育研究を行うトップ大学（タイプA）として採択

就職に強い大学の一つであり、世界的
な大企業トップの輩出大学ランキング
でも世界第9位になりました。
※2013 Times Higher Education

科学研究費 1位（私立大学）
私立大学最大の規模となる32億円以上の科学研
究費を政府から受給しています（2016年度）。

一部上場企業の社長数 1位
慶應義塾大学出身の、日本の一部上場企業の社長
数は180名で、日本1位でした（2018年4月）。

女性教員ランキング 1位
常勤の女性教員は279名で、日本の大学で最多で
した（2016年度）。

世界大学ランキング：日本の私立大学1位
QS World University Rankings 2019におい
て、日本の私立大学1位を獲得しました。

公認会計士/司法試験合格者数 1位
公認会計士試験の合格者数は157名、司法試験は
144名で1位でした（2017年度）。

日本の大学ランキング：日本の私立大学1位
THE世界大学ランキング 日本版2018において、
日本の私立大学1位を獲得しました。

時代に流されず、自らの頭で考えて学ぶ「独立自尊」の人を育む―1858年、江戸時代の東京に、在野のアント
レプレナー福澤諭吉が、国際的な視野をもって学ぶ蘭学塾を開きました。これが慶應義塾大学の起源です。

「独立自尊」の理念で開かれた、世界に目を向けた新しい学塾

欧米歴訪で近代教育の必要性を痛感した福澤は、国内でいち早く、科学的な思考法「実学の精神」に基づく教
育環境を整備しました。慶應義塾大学とは、現代グローバル社会の礎となる「Scientific Thinking」の考え方を、
160年前の日本に先駆的に取り入れたフロントランナーなのです。

日本における「実学の精神」の原点

教師と学生の間に本質的な差異はなく、「すでに学んだ者」と「これから学ぶ者」の違いがあるだけ―こうしたフェア
でフラットな「半学半教」の理念の元、産業界をはじめとする各界に多数のリーダーを輩出。日本の近代化に大きく
貢献してきました。

「半学半教」の人間関係で、近代化を支えたリーダーを多方面に輩出

「自我作古」とは、前人未到の新しい領域を、勇気を持って開拓する気概を表す言葉。慶應義塾大学は現在、
10学部・14研究科を擁する日本有数の研究大学（Research University）として、地球規模の課題を解決する
ため、教育・研究・医療の分野で日々挑戦を続けています。

「自我作古」の哲学で、世界レベルの問題解決に取り組む研究大学

スーパーグローバル大学創成支援事業
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日本で学ぶ。 東京で暮らす。

独自の伝統と四季折々の豊かな自然、そして、未来を切り拓く最先端技術の共存。QS 
Best Student Cities Ranking 2018においても魅力的な留学先世界第2位に選ばれ
た大都市、東京に慶應義塾大学はあります。若者も多く集うこの街は、まさに情報や流行
の発信地。祭りなどの伝統行事の継承はもちろん、最新のカルチャーも日々生まれており、
温かい人との触れあいも体験できます。さらに食文化も魅力的。ユネスコ無形文化遺産に
も登録された和食をはじめ、世界各国の料理が集まっています。

ここ東京では、一度に約3,000人もが行き交う交差点や、まるで迷路のような電車の路線
など、たくさんの驚きも経験できるでしょう。慶應義塾大学で学ぶことは、東京で暮らすこと。
是非、東京の魅力も思う存分、味わってみてください。
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2020年を K E I O で 。
2020年のオリンピック・パラリンピックをひかえ、いま、東京に注目が集まっています。
各国の人びとが行き交い、刺激に溢れ、常に進化している―世界の心を動かす街での
学びは、自分の可能性をどこまでも広げてくれるはず。慶應義塾の日吉キャンパスでは、
英国オリンピック・パラリンピック代表チームの事前キャンプ※を受け入れることになりま
した。あなたにも、世界の祭典に参加するチャンスが開かれています。「一生に一度」のこの
機会に、一緒に、東京を、2020年を創っていきませんか。

※受入競技種目未確定
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英国代表チームをボランティアサポートしていく、学生主体のKEIO 2020 project。アスリー
トたちを支え、チームと地域と慶應義塾をつなぎ、そして、おもてなしの気持ちをアスリートたち
の心に届ける。この3つの大きな指針のもと、メンバーたちは、スポーツボランティアをはじめと
した実践経験を通して、アスリートとのコミュニケーション、競技特性、文化、組織のマネジメン
トなどを学びながら、2020年に向けて準備を進めています。

このプロジェクトの醍醐味は、自由度が高く「伸びしろ」が大きいこと。関連するテーマも、スポー
ツや国際性、多様性、地域交流など多岐に渡ります。そこに、海外の学生の「日本を外から見る
視点」が加わることで、活動に立体感が生まれ、新たな価値がもたらされます。日本への留学を
考えている皆さん、またとないこのチャンスに慶應義塾で一緒に過ごし、英国代表チームを、キャ
ンパスを盛り上げていきましょう。

支える、繋げる、届ける。 自分たちの活動が、レガシーとなる。

KEIO 2020 project
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留学生の声 留学生の声

慶應義塾での学びが
未来を創造する。

研究を高みに導く親密で幅広いネットワーク
私はエコールサントラル リール校で2年間学んだ後、ダブルディ
グリー・プログラムによって慶應義塾大学の修士課程に2年間在
籍しました。日本に決めたきっかけは、ヨーロッパや英語圏ではな
く、文化も全く違う新しい学問の環境が非常に興味深かったから。

「日本に行きたい」というモチベーションが高かったことが、難関の
選考プロセスでもうまくいった要因だと思います。
慶應の特徴は、学生と教授との距離が近く、研究室には、まるで家
族のような結束があること。研究室の仲間とは友人としてとても楽
しい毎日を送っています。私は少なくとも3年間は博士課程を続
けたいと考えていますが、慶應義塾の広大なネットワークのおかげ
で、より自分のつながりも広がり、私の研究はもっと有意義なもの
へと進化できると信じています。

理工学研究科（博士課程）

ロマン ダビド （フランス出身）

茶道体験が私の成長へ
私が慶應義塾大学を選んだ理由は、英語のみで学ぶプログラ
ムがあることと、奨学金が受けられること。とりわけ、著名な教授
が熱心に教えていると先輩から聞いていたSFC（湘南藤沢キャ
ンパス）に魅力を感じていました。海外からでも出願でき、面接
の代わりとなる自己アピールビデオでも想いを熱く伝えられた
と思います。
専攻する建築の研究は充実していますが、加えて、茶道などの
サークルからもとても多くのことを学んでいます。最初は日本語
も全くできなかった私を友達が助けてくれ、文化祭でお客様にお
茶を出せるまでになりました。今は、4年間研鑽を積むと取得で
きる茶道の免許がとても楽しみです。慶應義塾では、自分から積
極的に機会を見つけていく姿勢が求められます。しかし、その出
会いによって、人生で最も貴重な経験ができると思います。

環境情報学部
GIGA（Global Information and Governance Academic）Program

イッザトゥール ウランサリー （インドネシア出身）

臨床経験にも秀でた研究医を目指す
中国で臨床医学を学んでいた7年間、不治の病に苦しむ多くの
患者を見てきた私は、よりガンに関する知識を深めるために、基
礎医学と臨床医学の橋渡しを担う学問とも言える、病理学を専
攻する決心をしました。いくつかの大学を調べたところ、基礎・臨
床一体型の医学・医療の実現を理想に掲げる慶應義塾大学医
学研究科が、一番自分の考えに合うと思い、入学しました。直近
2年間の研究プロジェクトでは好ましい結果が得られ、日本癌学
会の学術総会で発表。「日本で研究医になる」という目標に向かっ
て、日々研究を続けています。将来何をしたいか、何を学ぶ必要が
あるかをまずは自分で見つけることが大切です。
慶應義塾大学病院は、2020年東京オリンピック・パラリンピック
のメイン会場のすぐ近く。世界中から集まる同じ志を持つ仲間と
ともに応援しましょう。

医学研究科（博士課程）

ムハン ヨウ （中国出身）

人生を楽しむための学びに打ち込める環境
私が英語で経済学を学んでいるPEARLには、教授と少人数の
学生がお互いの意見を共有し、議論し合えるという、学ぶ上で最
高の環境があります。さらに、自分の希望に合わせてカリキュラム
が組めるので、空いた時間はサークルやアルバイトなどキャンパ
ス内外での活動を行っています。日本人の学生や他の国の留学
生、教授、後輩など、国籍や年齢に関わらずいろいろな人と交流
することは、とても大切なことです。
国際色豊かな慶應義塾は、世界でも評価が高く誇りを持ってい
ますが、重要なことは大学のランキングなどの外部指標ではなく、

「自分がそこで何を学び、その知識をどう活用するか」です。私
の場合は、海外で暮らすこと、自分が好きな自動車関連の仕事を
することを目標にしています。ここでの経験を活かして、人生を楽
しみたいと思います。

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

ラージ シャー （インド出身）
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英語のみで
学位が取得できる
プログラム

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

ノンディグリー・
プログラム

短期プログラム

別科・日本語研修課程
(JLP)
■専門性の高い日本語力を身に
つけ、将来は「日本スペシャリ
スト」へ

■日本語や日本研究のための	
様々なレベルの幅広い講座を	
設置

■自分の日本語力に合わせて	
カリキュラムをデザイン

Keio Summer
Program
■２ヶ月（６月～７月）の短期プ
ログラム	
■慶應義塾の学生と共に授業を
履修（単位付与有）し、日本で
の生活を体験する機会を提供

■学部生が対象

短期日本学講座 (KJSP)
■日本の社会や文化への理解を
深める2週間の集中プログラム	
■留学生はプログラムに参加す
る慶應義塾の学生と共に学ぶ
■日本や日本語に初めて触れる
学部生や大学院生向け

■慶應義塾の協定校（学生交換）
やAPRU加盟校の学生が対象

Thesis@Keio
■7－89日間、慶應義塾の教
員の指導の下で論文執筆の為
の研究に取り組む
■国際的かつアカデミックな
ネットワークを構築する機会
を提供
■大学院生が対象

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）

ダブルディグリー・
プログラム

経済学部
 〈ダブルディグリー・プログラム〉
●	パリ政治学院（フランス）	

 〈学部・修士5年プログラム〉
●	HEC経営大学院（フランス）
*このプログラムに応募できるのは、
	経済学部PEARLの学生のみです。

 
●	パリ政治学院（フランス）
●	ボッコーニ大学（イタリア）
●	ケルン大学（ドイツ）
●	ブランダイス大学（米国）

商学部 
●	エセック経済商科大学院大学	
（フランス）

経済学研究科
●	パリ政治学院（フランス）
●	ブランダイス大学(米国)

社会学研究科
●	南オーストラリア大学
（オーストラリア）

経済学研究科
商学研究科
メディアデザイン研究科

■このプログラムに参加し修了
要件を満たした学生は、慶應
義塾大学とCEMSの両方か
ら修士号を取得

■世界トップレベルの32の大学、
	 グローバル企業65社、
	 NGO7団体が加盟

理工学研究科
●	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）
●	エコールサントラルグループ
（リール、リヨン、マルセイユ、ナント、
サントラルスペレック）（フランス）

●	 IMTアトランティーク（フランス）	
●	パリ国立高等鉱業学校（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 
●	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
●	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（I）（韓国）	
●	延世大学（II）（韓国）

法務研究科
●	ワシントン大学（米国）

CEMS 
国際経営学修士

未来のグローバルリーダーを育てる
慶應義塾の国際プログラム。

2019年4月現在

英語を使用した教育・研究体制を整えることは、留学生に日本で学びやすい環境を提供するための大切なテーマです。
慶應義塾大学は、語学科目以外に800を超える英語による授業を行っているほか、3学部9研究科では、英語のみで
学位を取得できるプログラムを開設しています。
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国際的かつ学際的な人材の育成を目的としたプ

ログラム。英語（またはその他の外国語）による

授業を一定単位取得した学生に対して、修了証

を与えるもので、全ての学部学生が受講可能で

す。コア科目（基礎的な科目）とリサーチ科目（専

門的な科目）の2種類があり、合計500を超える

授業を開講しています。

これまで培った商学部の強みを活かしながら、

グローバル社会の中で企業や組織が直面する

諸問題を発見し、その解決能力を養うことを目

指す、全学部の3・4年生を対象に英語で提供す

る選抜型プログラムです。専門性の高いコース

ワーク、理論と現実の接点を強く意識したワー

クショップ、経験知を学ぶアクティビティ、という

3つの特徴を持つカリキュラムで学びます。

経済学部3・4年生のうち、成績および英語能力

で基準を満たした学生のみが参加可能な、 授

業・試験等を全て英語で行うプログラム。基礎

的な経済学的思考および数量的分析手法を学

び、共同・個別研究を通じてリサーチ・スキルを

高めます。PCP 科目を一定以上履修した学生に

は修了証を授与。国際社会で活躍する人材・研

究能力の高い人材を育成します。

日本や東アジア・東南アジアに関する文化、芸術、

歴史、政治、経済、法学などを中心的なテーマと

して体系的に構成された、全て英語により開講

される講座です。日本人学生と留学生がともに

学べる機会として設置されています。両者が、まっ

たく異なる価値観や意見を英語で交換すること

を通して、日本やアジアを多面的に見る能力を

向上させることができます。

PCP
（Professional Career Programme）

国際センター講座

GIC
（Global Interdisciplinary Courses）

GPP
（Global Passport Program）

多様性を養い、専門性を深めるための
英語のみで学べるプログラム。

15 16
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伝統から最先端まで幅広く、
総合大学の強みを活かした学びの場があります。

理工学部

　機械工学科　学士（工学）

　電気情報工学科　学士（工学）

　応用化学科　学士（工学）

　物理情報工学科　学士（工学）

　管理工学科　学士（工学）

　数理科学科

　　数学専攻　学士（理学）

　　統計学専攻　学士（工学）

　物理学科　学士（理学）

　化学科　学士（理学）

　システムデザイン工学科　学士（工学）

　情報工学科　学士（工学）

　生命情報学科　学士（理学）または学士（工学）

総合政策学部

　学士（総合政策学）

環境情報学部

　学士（環境情報学）

看護医療学部

　学士（看護学）

薬学部

　薬学科　学士（薬学）

　薬科学科　学士（薬科学）

学士

文学部

　人文社会学科

　　哲学専攻　学士（哲学）

　　倫理学専攻　学士（哲学）

　　美学美術史学専攻　学士（美学）

　　日本史学専攻　学士（史学）

　　東洋史学専攻　学士（史学）

　　西洋史学専攻　学士（史学）

　　民族学考古学専攻　学士（史学）

　　国文学専攻　学士（文学）

　　中国文学専攻　学士（文学）

　　英米文学専攻　学士（文学）

　　独文学専攻　学士（文学）

　　仏文学専攻　学士（文学）

　　図書館・情報学専攻　学士（図書館・情報学）

　　社会学専攻　学士（人間関係学）

　　心理学専攻　学士（人間関係学）

　　教育学専攻　学士（人間関係学）

　　人間科学専攻　学士（人間関係学）

経済学部

　学士（経済学）

法学部

　法律学科　学士（法学）

　政治学科　学士（法学）

商学部

　学士（商学）

医学部

　学士（医学）

英語のみで学位を取得できるプログラム

■…PEARL (Programme in Economics for Alliances, Research and Leadership)

■…GIGA (Global Information and Governance Academic) Program

■

■

■
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法務研究科

　法曹養成専攻　法務博士（専門職）

　グローバル法務専攻　グローバル法務修士（専門職）

文学研究科

　哲学・倫理学専攻　博士（哲学）

　美学美術史学専攻　博士（美学）

　史学専攻　博士（史学）

　国文学専攻　博士（文学）

　中国文学専攻　博士（文学）

　英米文学専攻　博士（文学）

　独文学専攻　博士（文学）

　仏文学専攻　博士（文学）

　図書館・情報学専攻　博士（図書館・情報学）

経済学研究科

　博士（経済学）

法学研究科

　民事法学専攻　博士（法学）

　公法学専攻　博士（法学）

　政治学専攻　博士（法学）

社会学研究科

　社会学専攻　博士（社会学）

　心理学専攻　博士（心理学）

　教育学専攻　博士（教育学）

商学研究科

　博士（商学）

医学研究科

　医学研究系専攻 博士（医学）

　医療科学系専攻 博士（医学）

理工学研究科

　基礎理工学専攻　博士（理学）または博士（工学）

　総合デザイン工学専攻　博士（理学）または博士（工学）

　開放環境科学専攻　博士（工学）

経営管理研究科

　博士（経営学）

政策・メディア研究科

　政策・メディア専攻　博士（政策・メディア）

健康マネジメント研究科

　看護学専攻

　　博士（看護学）

　公衆衛生・スポーツ健康科学専攻 

　　博士（公衆衛生学）、博士（医療マネジメント学）

　　または博士（スポーツマネジメント学）

システムデザイン・マネジメント研究科

　システムデザイン・マネジメント専攻

　　博士（システムエンジニアリング学）または

　　博士(システムデザイン・マネジメント学）

メディアデザイン研究科

　メディアデザイン専攻　博士（メディアデザイン学）

薬学研究科

　薬科学専攻　博士（薬科学）

　薬学専攻　博士（薬学）

修士 博士

専門職学位

文学研究科

　哲学・倫理学専攻　修士（哲学）

　美学美術史学専攻　修士（美学）

　史学専攻　修士（史学）

　国文学専攻　修士（文学）または修士（日本語教育学）

　中国文学専攻　修士（文学）

　英米文学専攻　修士（文学）

　独文学専攻　修士（文学）

　仏文学専攻　修士（文学）

　図書館・情報学専攻　修士（図書館・情報学）

経済学研究科

　修士（経済学）

法学研究科

　民事法学専攻　修士（法学）

　公法学専攻　修士（法学）

　政治学専攻　修士（法学）、修士（公共政策）

　　　　　　　または修士（ジャーナリズム）

社会学研究科

　社会学専攻　修士（社会学）

　心理学専攻　修士（心理学）

　教育学専攻　修士（教育学）

商学研究科

　修士（商学）

医学研究科

　医科学専攻　修士（医科学）

理工学研究科

　基礎理工学専攻　修士（理学）または修士（工学）

　総合デザイン工学専攻　修士（理学）または修士（工学）

　開放環境科学専攻　修士（工学）

経営管理研究科

　修士（経営学）

政策・メディア研究科

　政策・メディア専攻　修士（政策・メディア）

健康マネジメント研究科

　看護学専攻　

　　修士（看護学）

　公衆衛生・スポーツ健康科学専攻 

　　修士（公衆衛生学）、修士（医療マネジメント学）

　　または修士（スポーツマネジメント学）

システムデザイン・マネジメント研究科

　システムデザイン・マネジメント専攻　

　　修士（システムエンジニアリング学）または

　　修士（システムデザイン・マネジメント学）

メディアデザイン研究科

　メディアデザイン専攻　修士（メディアデザイン学）

薬学研究科

　薬科学専攻　修士（薬科学）

■

■

■

■■■

■

■

■

■■

■

■

■

■

■

■

研究科紹介 研究科紹介

英語のみで学位を取得できるプログラム

■…Master's and Ph.D. Programs

■…Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program in Taxation Policy  
 and Management

■…Ph.D. Program

■…International Graduate Programs on Advanced Science and Technology

■…International Advanced Degrees Course

■…Environmental Innovators Course

■…Global Environmental System Leaders Course

■…System Design and Management Course

■…Graduate School of Media Design

■…Master of Laws（LL.M.）in Global Legal Practice

■…Graduate School of Health Management 2019年 4月現在
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湘南藤沢キャンパス
（SFC）

学　部：	総合政策学部、
	 環境情報学部、
	 看護医療学部（1･2･4年）	
大学院：	政策・メディア研究科、
	 健康マネジメント研究科

神奈川県藤沢市遠藤5322

矢上キャンパス

学　部：	理工学部（3･4年）	
大学院：	理工学研究科

神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1

キャンパス紹介

三田キャンパス

東京都港区三田2-15-45
学　部：	文学部（2 ～ 4年）、
	 経済学部・法学部・
	 商学部（3・4年）
大学院：	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

信濃町キャンパス

芝共立キャンパス

三田キャンパス

矢上キャンパス
日吉キャンパス

湘南藤沢キャンパス（SFC）

日吉キャンパス

学　部：	文学部・医学部・薬学部（1年）、
	 経済学部・法学部・
	 商学部・理工学部（1・2年）
大学院：	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

神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1

信濃町キャンパス

学　部：	医学部（2 ～ 6年）、
	 看護医療学部（3年）
大学院：	医学研究科

東京都新宿区信濃町35

キャンパス紹介

芝共立キャンパス

学　部：	薬学部		（2 ～ 4年、2 ～ 6年）
大学院：	薬学研究科

東京都港区芝公園1-5-30
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キャンパスライフ キャンパスライフ

教室内外での学びが
充実したキャンパスライフを創出します。

三田キャンパスで、工業経済論の
講義を受講。日本の企業を例にし
た日本語での講義で、より学びを
深めている。

大学の枠を越えて、気の合う仲間
たちと共同で借りている渋谷にあ
るラボ。取り組んでいるプロジェ
クトの作業に没頭する。

次の授業までは、自由に使える時
間。友達とキャンパスの外でラン
チをしたり、大イチョウの下のベン
チで読書をしたり。

ラボの1階にあるカフェでコーヒー
ブレイク。このカフェには、様々なク
リエイターが集まるため、いつも刺
激を受けている。

受講しているゼミで、卒業論文の
中間発表。教授や同級生たちか
らのアドバイスをもとに、今後の
方向性・進め方を決めていく。

卒業研究用に作成したVR（仮想現
実）のプログラムを自らチェック。音
楽、動作、グラフィックなど、ユーザー
目線で細部にまでこだわっている。

学生ラウンジにて、就職活動のため
の情報収集。国内外の学生が日常
的に交流できるオープンスペースのた
め、様々な人と情報交換も。

渋谷のラボから日吉キャンパスへ、
電車でわずか30分ほどで到着。次
の授業の発表資料づくりをしなが
ら、研究室の仲間たちとリラックス。

経済学部に在籍している私は、多くの時間を三田キャンパスで過
ごしています。学びに必要な書籍や資料が充実しているメディア
センターや、他の学生と自由に交流できるグローバルラウンジな
どをよく利用しています。現在、就職活動中の私にとって、キャン
パス内でも様々な情報収集ができるのが、とてもありがたいですね。

私はいま、日本で有意義な研究生活が送れていると思います。
講義に出たり、発表、ビジネスプロジェクトのミーティングなどを行っ
ていたりする日吉キャンパスと、研究の場である渋谷のラボを行っ
たり来たり。でも、東京は交通の便がとてもいいので、日吉から
渋谷までも時間がかからず、研究を行うには理想的な環境です。

AM 10：00 PM 0：00 PM 1：30 PM 5：00

タナー パーソンさんのある一日ミニョン イさんのある一日

AM 11：00 PM 1：00 PM 3：00 PM 5：30

経済学部

ミニョン イ	（韓国出身）
メディアデザイン研究科（修士課程）

タナー パーソン	（米国出身）
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クラブ・サークル

気の合う仲間たちと、
多種多様なクラブ・サークルで充実した活動を。

ヨット部 ピアノクラブ クリケット部 ローバースカウトチェスクラブ（KUCC） 芝大門茶道部

竹之会秋祭実行委員会

弓術部

レスリング部アメリカンフットボール部

※公認学生団体数：約460

27 28
クラブ・サークル



イベントカレンダー イベントカレンダー

日本の四季とともに、
伝統と個性を感じるイベントが楽しめます。
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開
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9
月
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業
式
・
学
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4 5 6 7 8 9

入学式
いよいよ始まるキャンパスライフ。
会場周辺は華やかな雰囲気に
包まれます。男女ともスーツを着
用する人が多いようです。

※イベント・スケジュールは、変更される可能性があります。

三田祭
日本最大級の学園祭。充実した
学術的な企画が特徴で、研究会
や学生団体は日頃の活動の成果
を発表します。

七夕祭
浴衣姿も鮮やかな、湘南藤沢
キャンパスの夏の風物詩です。
地域の方々との交流も特徴で、
盛大な花火がラストを彩ります。

早慶戦 （野球）
1903年に始まった慶應義塾大
学と早稲田大学の伝統の一戦で
す。応援を通して、慶應義塾の一
員としての連帯感も強まります。

卒業式
学びを締めくくる特別な日。
日本の着物や各国の伝統的な
衣装など、晴れやかな姿が多く
見られます。
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29 30



慣れない日本での暮らしも安心。
毎日の生活を快適に送れる学生寮です。

日吉国際学生寮

●	全室個室で、独立洗面台・浴室乾燥機付と充実
の設備

●	寮長夫婦が住込みで生活をサポート
●	安全・美味しさにこだわった朝夕の食事付き

綱島学生寮

●	日本人学生2名、留学生2名の4名1ユニットの寮室
●	ユニット内は４つの個室とリビング・シャワールーム・
トイレ・洗面台からなる共用部分で構成

●	共用キッチンや集会室など交流スペースを豊富に配置

間取り図

リビング
WC

脱衣所

US

個室 個室 個室 個室

吹抜（ライトウェル） 居室

WC
UB

間取り図
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学生寮一覧 学生寮のマップ

東京の生活費

学生寮
日本人
学生も
居住

食事
付き

部屋の種類
（シングル/
ユニット）

下田学生寮  
148室／洋室16㎡
神奈川県横浜市港北区日吉本町 2-59-7

（MAP ❶）
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13分）

●  

入寮費  （清掃維持管理費）
20,000円 

寮費
63,500円／月 

プラム・イズ 
50室／洋室18㎡
神奈川県川崎市幸区矢上 12-28　　　

（MAP ❷）
JR横須賀線「新川崎」駅下車（徒歩16分）

入寮費  （清掃維持管理費）
20,000円 

寮費
68,300円／月

大森学生寮  
127室／洋室12.28㎡
東京都大田区大森西7-4-27　（MAP ❸）
JR京浜東北線「蒲田」駅下車（徒歩15分）

● ●
入寮費  （清掃維持管理費）
20,000円

寮費
68,000円／月

綱島学生寮  
124室／洋室15.99㎡または16.60㎡
神奈川県横浜市港北区綱島西2-18-3　

（MAP ❹）
東急東横線「綱島」駅下車（徒歩7分）

● ●
入寮費  （清掃維持管理費）
20,000円

寮費
78,000円／月

元住吉宿舎 
230室／洋室23.5㎡
神奈川県川崎市中原区木月4-31-8　

（MAP ❺）
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8分）

●
入寮費  （清掃維持管理費）
20,000円

寮費
64,000円／月

大倉山ドミトリー 
76室／洋室13.8㎡
神奈川県横浜市港北区樽町4-4-6　

（MAP ❻）
東急東横線「綱島」駅下車（徒歩15分）

入寮費  （清掃維持管理費）
20,000円 

寮費
55,000円／月

日吉国際学生寮 
200室(1ユニット4室×50) ／洋室9.25
〜 10.21㎡（1 室）
神奈川県横浜市港北区日吉 5-11-18　

（MAP ❼）
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 18 分）

●
入寮費  （清掃維持管理費）
20,000円

寮費
72,000円／月

元住吉国際学生寮 
156室／洋室14.06〜14.17㎡
神奈川県川崎市中原区木月住吉町22-1

（MAP ❽）
東急東横線・目黒線「元住吉」駅下車（徒
歩8分）

●
入寮費  （清掃維持管理費）
20,000円 

寮費
75,700円／月

綱島 SST 国際学生寮 
163室／洋室18㎡
神奈川県横浜市港北区綱島東4-3-10　

（MAP ❾）
東急東横線「綱島」駅下車（徒歩約10分）

●
入寮費  （清掃維持管理費）
20,000円

寮費
78,400円／月

日本の通貨は円です。10,000円、5,000円、1,000円の主に3種類の紙幣に、500円、100円、50円、10円、5円、1円の6
種類の硬貨があります。現金での支払いが一般的ですが、多くの店でクレジットカードが使え、最近では交通系ICカードで
公共交通機関だけでなく、コンビニエンスストアでも買い物ができます。

家賃（ワンルーム）
約70,000円

映画入場料（学割）
約1,500円

チップ
0円

無料 WiFiスポット
0円

飲み物
約150円

タクシー（初乗り）
約410円

学 食
約500円

バス（初乗り）
約210円

ファストフード
約500円

私鉄（初乗り）
約130円

JR中央線

JR 東海道線東急東横線

JR 総武線

羽田空港

多
摩

川

矢上キャンパス
芝共立キャンパス

信濃町キャンパス

三田キャンパス日吉キャンパス

横浜

新宿

渋谷

目黒

湘南藤沢キャンパス

東急
  目黒線

都営三田線

JR
山手線

慶應義塾大学では、留学生が入居できる様々な学生寮を用意しています。学生寮ごとに、場所や環境、家賃、入居条件などが異な
ります。学生寮は入居者数が決まっているため、希望者が多い場合には全員が入居できないこともあります。また、学生寮のほか、アパー
トやマンションなどを借りるという選択肢もあります。日本では、アパートやマンションの部屋をシェアすることは一般的ではないため、
借りている学生のほとんどは一人で住んでいます。なお、学生寮の詳しい情報は以下のウェブサイトをご覧ください。

http://www.ic.keio.ac.jp/intl_student/housing/ryu_boshu.html

日吉

田町／三田

東京

SINGLE

SINGLE

SINGLE

SINGLE

SINGLE

SINGLE

SINGLE

SINGLE

日本全国
70万以上

UNIT
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MAP ❶ 下田学生寮
❷ プラム・イズ
❸ 大森学生寮
❹ 綱島学生寮
❺ 元住吉宿舎
❻ 大倉山ドミトリー
❼ 日吉国際学生寮
❽ 元住吉国際学生寮
❾ 綱島 SST 国際学生寮



大学学部 ($1=¥110)*

学部名 					日本円 				米ドル
文学部 ¥1,120,000 $10,182

経済学部 ¥1,120,000 $10,182
法学部 ¥1,130,000 $10,273
商学部 ¥1,120,000 $10,182
医学部 ¥3,640,000 $33,091
理工学部 ¥1,640,000 $14,909
総合政策学部 ¥1,370,000 $12,455
環境情報学部 ¥1,370,000 $12,455
看護医療学部 ¥1,630,000 $14,818

薬学部
薬学科 ¥2,220,000 $20,182
薬科学科 ¥1,950,000 $17,727

大学院研究科 ($1=¥110)*

研究科名 修士課程 日本円 米ドル 博士課程 日本円 米ドル
文学研究科 ¥1,000,000 $9,091 ¥720,000 $6,545

経済学研究科 ¥1,000,000 $9,091 ¥720,000 $6,545
法学研究科 ¥1,050,000 $9,545 ¥770,000 $7,000
社会学研究科 ¥1,000,000 $9,091 ¥720,000 $6,545
商学研究科 ¥1,010,000 $9,182 ¥730,000 $6,636
医学研究科 ¥1,390,000 $12,636 ¥1,170,000 $10,636
理工学研究科 ¥1,090,000 $9,909 ¥720,000 $6,545
政策・メディア研究科 ¥1,450,000 $13,182 ¥730,000 $6,636
健康マネジメント研究科 ¥1,680,000 $15,273 ¥730,000 $6,636
経営管理研究科 ¥2,210,000 $20,091 ¥880,000 $8,000
システムデザイン・マネジメント研究科 ¥1,980,000 $18,000 ¥1,200,000 $10,909
メディアデザイン研究科 ¥1,980,000 $18,000 ¥1,200,000 $10,909
薬学研究科 ¥1,030,000 $9,364 ¥720,000 $6,545
1.	大学学部：初年度のみ、入学金200,000円が別途必要となります。
2.	大学院研究科（修士課程、博士課程）には入学金は不要です。
3.	上記に加え、その他費用が必要です。詳細は各学部、研究科のサイトを参照下さい。

大学学部
機関名 奨学金名 奨学金内容 給付期間 対象

慶應義塾大学

慶應義塾大学給費奨学金 年額500,000円（一括） 1年
毎年申請可 ２年以上

慶應義塾大学修学支援奨学金 学費の範囲内（平均300,000円） 1年 全学年

山岡憲一記念	外国人留学生助成基金
学部新入生奨学金

年額700,000円（文・経・法・商）
年額900,000円（医・理工・総合・環境・看護・薬） 1年 1年

山岡憲一記念	外国人留学生助成基金
学部・大学院在学生奨学金 年額500,000円（一括） 1年 2年以上

ゴールドマン・サックス・スカラーズ・ファンド 年額500,000円（一括） 1年 全学年

日本政府
（文部科学省） スーパーグローバル事業	国内採用 学費免除、月額117,000円 1年以内 全学年

日本学生
支援機構

学習奨励費（大学採用）
＊6ヶ月採用者含む 月額48,000円 1年

毎年申請可 全学年

学習奨励費（給付予約）
＊6ヶ月採用者含む 月額48,000円 1年 1年

奨学団体
（民間団体等） 奨学団体により異なる 月額10,000円～ 200,000円 全学年

2018年5月1日現在

大学院研究科
機関名 奨学金名 奨学金内容 給付期間 対象

慶應義塾大学

未来先導国際奨学金
学費全額、
生活費月額200,000円
渡航費補助を含む留学準備一時金150,000円

修士	2	年
博士	3	年 修士・博士

慶應義塾大学大学院奨学金 年額500,000円（一括） 1年
毎年申請可 修士・博士

慶應義塾大学修学支援奨学金 学費の範囲内（平均300,000円） 1年 修士・博士

山岡憲一記念	外国人留学生助成基金
後期博士課程第3学年	奨学金 論文指導料 1年 博士

山岡憲一記念	外国人留学生助成基金
学部・大学院在学生奨学金 年額500,000円（一括） 1年 修士・博士

ゴールドマン・サックス・スカラーズ・ファンド 年額500,000円（一括） 1年 修士・博士

日本政府
（文部科学省） スーパーグローバル事業	国内採用 学費免除、月額144,000円～145,000円 1年以内 修士・博士

日本学生
支援機構

学習奨励費（大学採用）
＊6ヶ月採用者含む 月額48,000円 1年

毎年申請可 修士・博士

学習奨励費（給付予約）
＊6ヶ月採用者含む 月額48,000円 1年

毎年申請可 修士・博士

奨学団体
（民間団体等） 奨学団体により異なる 月額10,000円～ 200,000円 修士・博士

2018年5月1日現在

*レートは変動します。

別科・日本語研修課程 ($1=¥110)*

日本語研修課程 					日本円	 						米ドル
日本語研修課程 ¥585,000 $5,318
1.	入学金100,000円が別途必要となります。

専門職大学院 ($1=¥110)*

法科大学院 					日本円 		米ドル
法務研究科（法曹養成専攻） ¥1,660,000 $15,091

法務研究科（グローバル法務専攻） ¥1,650,000 $15,000
1.	初年度にのみ、入学金100,000円が別途必要となります。（グローバル法務専攻除く）
2.	上記に加え、その他費用が必要です。詳細は法務研究科のサイトを参照下さい。

学費（2019年度） 留学生向け奨学金概要

学費 奨学金 http://www.ic.keio.ac.jp/intl_student/scholarship/intl_student.htmlhttps://www.keio.ac.jp/ja/admissions/fees/
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韓国
梨花女子大学
高麗大学
ソウル国立大学
延世大学

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

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

カナダ
コンコルディア大学
マギル大学
クィーンズ大学
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）

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
ニース大学
パリ第１大学
パリ・ディドロ大学（パリ第7）
パリ第3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）

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

アイルランド
ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン

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

多様な留学生を受け入れている慶應義塾の、
世界に広がるネットワーク。

「派遣交換留学制度」（全学レベル）の協定校・機関  （ 2019年4月現在 ）

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

ギリシャ
アテネ大学

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
ペンシルべニア大学
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

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

ベトナム
貿易大学（ハノイ）

慶應・延世・香港	東アジアリーダーシッププログラム

タイ
チュラロンコン大学

ブルネイ・ダルサラーム国
ブルネイ・ダルサラーム大学

フィリピン
フィリピン大学

台湾
国立政治大学
国立成功大学
国立台湾大学

インドネシア
インドネシア大学

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

ニュージーランド
オークランド大学
オタゴ大学

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
クィーンズランド大学
シドニー大学

オーストリア
ウィーン経済・経営大学

ハンガリー
ペーチ大学

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
イタリア文化会館	
*イタリア政府奨学金

ノルウェー
ベルゲン大学
オスロ大学

デンマーク
オーフス大学

ポーランド
ワルシャワ大学

ロシア連邦
モスクワ国立大学
サンクト・ペテルブルク国立大学

受け入れ留学生数
総計*

2,103

2019年5月1日現在
*正規生・非正規生の合計数

研究科･学部別留学生数
学部生(正規生) 781
大学院生(正規生)	 748
学部生(非正規生)	 0
大学院生(非正規生)	 23
別科生	 180
特別短期留学生	 371

国･地域別留学生数*
中国	 946
韓国 379
台湾 101
フランス 93
米国 74
ドイツ	 54
インドネシア 46
イタリア 43
シンガポール 26
タイ 26
その他68ヶ国	 315

日本
慶應義塾大学

国際的コンソーシアム
GULF	(Global	University	Leaders	Forum	at	the	World	Economic	Forum)
APRU	(Association	of	Pacific	Rim	Universities)
CEMS	-	The	Global	Alliance	in	Management	Education
OCLC	Research	Library	Partnership
T.I.M.E.	(Top	Industrial	Managers	for	Europe)
APAIE	(Asia-Pacific	Association	for	International	Education)

トルコ
ボアジチ大学	

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
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商学部卒業

ナミ コン 	（韓国出身）

私にとって慶應義塾は、自分が望む道に集中させてくれた存在
でした。自由でありながら、自分が何か学ぼうと手を挙げたとき
に全力でサポートしてくれる。だから、大変な卒業論文やグルー
プ論文も乗り越えられたと思います。卒業後は、いったん韓国へ
帰り、日系のプラント企業に就職しました。そこで3年間働いて
いるうちに、もっと大きな世界で働きたいと思い、日本とシンガポー
ルで転職活動を始めました。
転職活動をしていて慶應義塾の卒業生で本当によかったと思っ
たのは、世界各地にある三田会※のネットワークです。シンガポー
ル三田会の会長さんが、私のために現地の企業を紹介してくれ
ました。シンガポールもグローバルな国ですが、日本のマーケッ
トのポテンシャルを強く感じ、最終的には日本にあるグローバル
企業への就職を決めました。東京はレトロとデジタルが融合した、
世界で一番クールな都市。ここで働いていることが私の誇りです。
将来は、今の会社でアジアの拠点となっている上海、そして本社
があるスウェーデンで働きたい。そのために、日々努力していますし、
また、慶應義塾のネットワークが活きてくるかもしれません。私は、
この縁を一生大切にしていきたいと思います。

「縁」に支えられる私のキャリア

2007年
慶應義塾大学商学部に入学
組織文化論・計量経営学を学ぶ

2013年
卒業後、韓国で日系のプラント企業に就職
プロジェクトエンジニアとして働く

2016年
日本とシンガポールで転職活動

2017年
日本でグローバル製造メーカーに就職
セールスエンジニアとして働く

5年後の目標
上海、そしてスウェーデンの本社で働きたい！

私のキャリアMap

※41ページ参照

慶應義塾から世界へ
羽ばたく卒業生たち。

経済学研究科修了

ピョートル クルシュコフ	（ロシア／フランス出身）

私は慶應への交換留学を終えた後も東京に戻り、教授の推薦で
日本の航空会社である全日本空輸のインターンシップを始めました。
日本の企業で働くのは初めてだったのですが、仕事をして本当に
面白いと感じました。インターンシップが終わった後も、全日本空
輸は私の研究をサポートしてくれ、卒業前ながら雇用してくれました。
東京は生活の質がよく、ユニークで活気に満ちあふれた美しい街。
素晴らしい暮らし。それが、東京で仕事をすることを決めた理由
です。卒業後も、全日本空輸で働き始め、ヨーロッパ市場を担当
するマーケティングコミュニケーション部門に配属されました。私
たちが行うコミュニケーション活動は、効果的なのか。慶應で研
究していた経済学やデータ分析の手法が、仕事に役立っています。
人の行動や企業、市場の動向について理解すればするほど、僅か
な働きかけが、いかに多くの人の行動に影響を与えるかがわかり、
興味深いです。さらに、そのような枠組みに留まらず、人 に々ポジティ
ブな影響を与えていくことが私の目標です。
これから日本に留学しようと思っている方にとって、重要なことは
壁をつくらないことだと思います。できるだけ多くのことを挑戦す
れば、必ず楽しい経験となることでしょう。

慶應義塾での学びが仕事に活きている

私のキャリアMap

2010年
トゥールーズ経済学院入学

2013年
交換留学生として慶應義塾大学へ

2014年
パリ政治学院、エコール・ポリテクニークに入学
計量経済学、ゲーム理論、意思決定理論を学ぶ

2015年
全日本空輸株式会社にてインターンシップ開始
ダブルディグリー・プログラムで慶應義塾大学
経済学研究科へ
行動経済学とデータ分析を学ぶ

2016年
全日本空輸株式会社入社	マーケティング部門
に配属
慶應義塾大学経済学研究科修了

5年後の目標
コミュニケーションで世界を変える！
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www.keio.ac.jp

www.instagram.com/keio_university/

keio university

www.facebook.com/keioglobal

農林水産業・鉱業 0.2%

その他（司法修習生を含む）0.3%

建設業1.3%

製造業
13.7%

情報通信業
15.4%

金融・保険業
23.3% 運輸業・

郵便業 3.9%

卸売・小売業10.0%

電気・ガス・
熱供給・
水道業 0.7%

学術研究、専門・
技術サービス業 13.6%

医療・福祉関連業
3.5%

教育・学習
支援業 1.3%

サービス業 6.5%

公務（教育・医療を除く）3.4%

不動産業・
物品流通業

3.1%

合 計 就職者数：4,566名　進学者数：1,083名

卒業生（三田会）のネットワーク 

※2018年4月30日現在の本人からの進路届データによる
※2017年9月の卒業・修了者を含む
※就職者に進学就職者を含む
※最新の就職・進路データについては、下記を参照 
http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/shinro/	
※グラフ中の％の数値は、小数第2位を四捨五入した値のため、
合計は必ずしも100.0％にはならない。

2017年度 学部卒業者就職状況・主な就職先

慶應義塾では卒業生を「塾員」と
呼んでいます。37万人を超える塾
員の多くが慶應義塾とのつながり
を大切にしています。
また、塾員有志が自発的に集い運
営している団体が「三田会」です。
卒業年による「年度三田会」、国内
外の地域毎に設けられた「地域三
田会」、企業単位や業種で結成さ
れる「勤務先・職種別三田会」、ク
ラブ・サークル、研究会などの単位
で集う「諸会」があります。
塾員同士の交流・親睦の場である
「三田会」は国内では約800、海
外では約70あります。世界各国で
塾員が集い、後輩の学生のサポー
トなども含めたさまざまな活動を
行っています。

370,000+ 800+ 70+
卒業生 国内の三田会 海外の三田会

90 みずほ銀行 28 住友商事
88 慶應義塾 富士通

三菱東京ＵＦＪ銀行 27 丸紅
76 東京海上日動火災保険 日本生命保険相互会社
62 三井住友銀行 26 日本放送協会
53 アクセンチュア 24 ＳＭＢＣ日興証券
49 野村證券 23 新日本有限責任監査法人
45 三井住友海上火災保険 野村総合研究所

三井物産 22 三菱電機
44 三井住友信託銀行 日立製作所
38 東京都 博報堂
37 三菱商事 有限責任監査法人トーマツ
35 キーエンス 21 りそなホールディングス
34 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 商工組合中央金庫
33 アビームコンサルティング 東日本電信電話
32 全日本空輸 日本銀行

損害保険ジャパン日本興亜 日本政策金融公庫
電通 20 エヌ・ティ・ティ・データ

31 三菱ＵＦＪ信託銀行 みずほ証券
30 伊藤忠商事 リクルートキャリア

明治安田生命保険相互会社
29 楽天

大和証券
日本航空
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