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日時：5月15日（木）
　　　14：45～16：15
場所：三田演説館（三田キャンパス）
講師：駒形哲哉　経済学部教授
演題：中国経済を考える
　　　──「社会主義市場経済」は続くのか

福澤先生ウェーランド経済書
講述記念講演会

“萬來舍” は明治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、
生涯、人と人との対話を重視した福澤諭吉の
“萬來舍” の精神は今も義塾社中に引き継がれています。 萬來舍

　1868（慶応4）年5月15日は、慶應義塾の

歴史において記念すべき日です。

　戊辰戦争中のこの日、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

中に響き渡るさなかに、福澤先生は芝新銭

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、世の中にいかなる変動

があっても学問研究は一日もゆるがせにで

きないということを塾生に示しました。

　義塾では、5月15日を「福澤先生ウェー

ランド経済書講述記念日」として記念講演

会を開き、義塾建学の精神を鼓吹するとと

もに、広く学術の進歩に貢献しようとして

います。

福澤先生ウェーランド
経済書講述記念日

　ご入学おめでとうございます。慶應義塾「社中」の一員となら
れた新入生および保護者の皆さまを心から歓迎します。慶應義塾
は、塾生、卒業生、教職員、保護者の皆さまなど、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。これからも教育・研
究活動の充実を実現するために、その資金の一部について、慶應
義塾債・慶應義塾教育振興資金を通して皆さまにご協力をお願い
しています。いずれも任意ではありますが、義塾の維持・発展の
ために、ぜひご賛同を賜りたく、よろしくお願いします。

──新入生保護者の皆さまへ──
塾債・教育振興資金ご協力のお願い

〈問合せ先〉

URL  http://www.kikin.keio.ac.jp/
E-mail  kikin-box@adst.keio.ac.jp

【塾債】（学校債）
保護者の方々に在学期間中、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を離籍時に全
額お返し（償還）します。
・塾債の金額：一口10万円
  （できましたら三口以上のご協力をお願いします）
・利息：無利息
【教育振興資金】（寄付金）
保護者の方々に、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。
・募金の金額：  在学中　年額５万円以上　

募集要項

保証人の皆さまに対し、基金室より募集のご案内を後日お送りします。

慶應義塾 基金室（平日9：00～17：00）
電話 03-5427-1544（塾債担当）　

03-5427-1718（教育振興資金担当）
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学生生活に関するお知らせ
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奨学金について 携行可能な「大地震対応マニュアル」を配布

2014年度版は3月中旬頃から配布
します。ただし、キャンパスによ
ってはガイダンスで配布開始とな
る場合もあります。

〈問合せ先〉

記載内容
　・地震発生時にとるべき行動
　・緊急時における授業の取り扱い
　・大学への安否報告方法　　など
入手方法
　新入生：入学手続き書類に同封
　在学生：履修手続き資料とともに配布
　※その他、必要な場合は管財部にて応相談
　　（学部生、大学院生、教職員のみ）

〈問合せ先〉

三田 　学生部　福利厚生支援担当

日吉 　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

芝共立　学生課　学生生活担当

○募集、申請受付は在籍キャンパスで行います。

○募集および申請受付は、4月・5月に集中します。

申請期間には十分注意し、早めに準備を行って

ください。

○各奨学金の詳細は在籍キャンパスの掲示で確認

してください。

URL  http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/shogaku/
mado.html

慶應義塾 管財部 管財担当
（平日9：00～17：00）
電話 03-5427-1050（防災担当）

　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。
　詳細については在籍キャンパスの学生部・学生課

（SFCは事務室）奨学金担当窓口
または奨学金ガイダンスで配布す
る『慶應義塾大学奨学金案内』を
確認してください。

　義塾ではこの度、コンパクトで持ち歩きに便利な大地震
対応マニュアルを作成し、すべての学部生・大学院生に配
布しました。耐久、耐水加工を施した紙を使用し、財布や
パスケースなどに折りたたんで収納ができます。
　在校時だけでなく、通学時（外出時）の対応なども掲載
していますので、塾生諸君は常に携行し、万一の場合に備
えましょう。また、Web版もあわせて活用してください。
URL  https://kif2.keio.jp/kif2/section/mita/koho/3/bousai/

menu-bousai.html

　また、家計支持者の死亡・失職・退職・疾病・

または風水害等の罹災による家計急変などに対応

する奨学金も提供しています。経済的な相談があ

りましたら、いつでも問い合わせてください。

URL  http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/shogaku/
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留学説明会・留学フェアを開催

博物館の会員制度加入について

□短期海外研修プログラム（夏季）  募集ガイダンス
　4月2日（水）   13：00～14：30　三田　西校舎501教室
　4月3日（木）   17：00～18：30　日吉　第4校舎独立館DB202教室
　4月4日（金）   16：30～18：00　SFC　Ω（オメガ）11教室

□留学フェア
　6月9日（月）～12日（木）（予定）
　日吉　第4校舎独立館地下1階 日吉コミュニケーション・ラウンジ

各種説明会、各国教育機関・学習指導教員・就職担当等による個別
相談ブース、資料閲覧コーナー、留学経験者・留学生との懇談スペ
ースなどを設けています。

□留学説明会
　9 月（予定）　三田・日吉・SFC

交換留学制度や短期海外研修プログラム（春季）の紹介、留学に向
けて必要な準備などを説明します。また、留学経験者に体験談を聞
く機会も提供する予定です。

　詳細については国際センター Web サイトで確認してください。また、交換留学制度の詳細については、「留学のて
びき・派遣交換留学生募集要項」を参照してください。
　なお、留学に必要な英語能力を向上させることを目的とした「英語留学準備」講座が、慶應義塾大学外国語教育研究
センターにて開講されています。
国際センター URL  http://www.ic.keio.ac.jp/
外国語教育研究センター URL  http://www.flang.keio.ac.jp/

※2015年度　慶應義塾大学　派遣交換
　留学生募集期間（予定）

　第1期：2014年9月下旬
　第2期：2014年11月下旬
　第3期：2015年5月下旬
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　慶應義塾大学国際センターでは、留学説明会や留学フェアを開催しています。
　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
に関する基本的な疑問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。

　2014年4月より、義塾は「東京国立博物館キャンパスメンバーズ」、「国立科学博物館大学パートナーシップ」の会員
となりました。塾生諸君は学生証を提示することによって、常設展の無料観覧や、博物館で開催される特別展およびコ
ンサートなどのチケットの割引購入、関連施設（附属自然教育園、筑波実験植物園など）の利用などができるようにな
ります。ぜひ積極的に活用してください。
　入館方法や特典などの詳細については、各施設のWebサイトで確認してください。
東京国立博物館 URL  http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=167#sougou
国立科学博物館 URL  http://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/index.html
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「大学塾生家族懇談会」のお知らせ
̶塾生の家族と大学を結ぶ̶

学費の納入について 学生・保証人の住所変更について

６月３日（火）

６月４日（水）

６月５日（木）

６月10日（火）

６月11日（水）

６月11日（水）

６月12日（木）

６月17日（火）

６月18日（水）

６月18日（水）

６月19日（木）

６月24日（火）

６月25日（水）

６月26日（木）

７月１日（火）

７月２日（水）

７月３日（木）

７月８日（火）

７月９日（水）

７月９日（水）

７月10日（木）

７月15日（火）

熊本県

鹿児島県

宮崎県

和歌山県

大阪府

奈良県

京都府

香川県

愛媛県

三重県

岐阜県

鳥取県

島根県

茨城県

長野県

群馬県

新潟県

石川県

富山県

青森県

岩手県

秋田県

開催日 開催地 会場

2014年度　大学塾生家族懇談会開催日程（予定）

熊本市

鹿児島市

宮崎市

和歌山市

大阪市

奈良市

京都市

高松市

松山市

四日市市

岐阜市

鳥取市

松江市

水戸市

長野市

高崎市

新潟市

金沢市

富山市

青森市

盛岡市

秋田市

熊本全日空ホテルニュースカイ

城山観光ホテル

宮崎観光ホテル

ホテルグランヴィア和歌山

グランフロント大阪（タワーC）　　　

奈良ホテル

ホテルグランヴィア京都

JR ホテルクレメント高松

ホテル JALシティ松山

四日市都ホテル

ホテルパーク

ホテルニューオータニ鳥取

松江 東急イン

三の丸ホテル

THE SAIHOKUKAN HOTEL

高崎ビューホテル

新潟 東急イン

ANAクラウンプラザホテル金沢

富山第一ホテル

青森グランドホテル

ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング

ホテルメトロポリタン秋田

　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。
　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。
〈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

　住所（学生本人・保証人）を変更した場合は、速やかに
所属するキャンパスの学事担当窓口へ届け出てください。
住所表示・地番変更の場合も届け出が必要です。
　学生本人の住所変更の場合、学生証の裏面シールの記
載事項変更も同時に行い、窓口で証明印を受けてくだ
さい。

当日はおおよそ次のような進行を予定してい
ます。
開　　会／ 14：00（受付開始／ 13：30）
終了予定／ 16：30
内　　容／慶應義塾の近況、塾生の勉学・学
　　　　　生生活・進路等について説明、質
　　　　　疑・懇談

学生生活に関するお知らせ
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　首都圏（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、大学
関係者が直接伺い、大学の近況をはじめ、塾生の勉
学・学生生活・進路等について説明します。義塾へ
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。
　この懇談会は、原則として各地域、隔年で開催し
ており、本年は右の22府県で開催の予定です。該
当府県に在住の保証人の方には、会期が近づきまし
たらあらためてご案内を差し上げます。なお、開催
地域以外の方のご参加も歓迎します。日程・会場等
は変更となる場合もありますので、開催地域以外か
らの参加をご希望の方は、事前に下記Webサイト
にてご確認くださいますようお願いします。
URL  http://www.gakuji.keio.ac.jp/
　　 ５月上旬から掲載予定
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2014（平成26）年度大学学事日程

入学式

ガイダンス

春学期授業開始

健康診断

開校記念日

春学期火曜代替講義日

春学期前半補講日／試験日

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

休日授業日（文化の日）

秋学期前半補講日／試験日

三田祭による休校期間

秋学期火曜代替講義日

冬季休校

授業開始

福澤先生誕生記念日

秋学期月曜代替講義日

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（火）～7日（月）

8月5日（火）・6日（水）

9月18日（木）

2月5日（木）・6日（金）

3月25日（火）～4月5日（土）

4月26日（土）～5月10日（土）

8月7日（木）・8日（金）

3月27日（木）～4月5日（土）

4月10日（木）～24日（木）

7月22日（火）～8月1日（金）

8月2日（土）～9月21日（日）

8月9日（土）～12日（火）

̶̶

9月18日（木）

1月21日（水）～2月3日（火）

2月下旬

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
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1日（火） 

4月7日（月）

4月23日（水）〈授業あり〉

4月30日（水）

5月29日（木）・30日（金）

7月21日（月・祝）〈海の日・授業あり〉

̶̶

9月18日（木）～20日（土）

9月22日（月）

11月3日（月・祝）〈授業あり〉

11月18日（火）・19日（水）午前

11月19日（水）午後～25日（火）

12月26日（金）

12月28日（日）～2015年1月5日（月）

1月6日（火）

1月10日（土）〈休校〉

1月14日（水）

1月15日（木）

3月23日（月）

4月24日（木）～28日（月）

7月22日（火）～30日（水）

7月31日（木）～9月21日（日）

8月6日（水）・7日（木）

9月17日（水）

1月21日（水）～31日（土）

2月上旬

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（http://www.gakuji.
   　keio.ac.jp/schedule/に掲載）。
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。

3月27日（木）～4月5日（土）

義塾を訪れた海外の著名
人は数多い。1922年11
月にはアインシュタイン
が来日、初講演を三田で
行っている。日本へ向か
う船旅の途中でノーベル
物理学賞受賞を知った彼
を日本国民は熱狂的に迎
え、義塾での講演も2000
名の聴衆が集まった。し
かし残念ながら当時の写
真や資料は義塾には残っ
ていない。今年の年明け
早々、彼の直筆草稿・書
簡が義塾図書館に寄贈さ
れた。鉛筆で書かれた日
本の印象記や交流のあっ
た日本人医師へ宛てた書
簡が、読みやすい筆記体
のドイツ語で書かれてい
る。今後展示などで目に
する機会もあることだろ
う。義塾には過去の知の
集積ともいえる図書・資
料が多数存在する。大学
生の４割が読書時間ゼロ
と話題だが、学生時代に
貪欲にこうした資料に触
れていただきたいと思う。
（広報室長　石黒敦子）

編 集 後 記
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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（2001
年度以前は目次のみ）。http://
www.keio.ac.jp/ja/about_keio/
publications/juku/
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