慶應義塾では在学生を「塾生」と呼ぶのに対し、卒業生を「塾員」と呼んでいます。

﹇卒業生のページ﹈

慶應義塾の同窓会の歴史は古く、1880（明治 13）年にさかのぼります。社中の親睦融
和に配慮し、創立以来の卒業生が相互に交流することを願って福澤諭吉は同窓会と名付け
た会合を催し、湯島昌平館での会合には約 300
名が集まりました。福澤諭吉没後の 1902（明
治 35）年に「三田会」が交詢社で発会。これ
が三田会の始まりです。以降、国内外で三田会
が次々に設立されました。これら塾員相互の交
流は、義塾の大きな特色となっています。お近
くの三田会にぜひ一度参加してみてください。

社中の丘

慶應義塾と同窓会（三田会）

1933（昭和 8）年の東京三田会（三田山上にて）

現在の三田会数
卒業年度別三田会

74 団体

地域別三田会

310 団体

勤務先・
職種別三田会

262 団体

諸会

215 団体

慶應連合三田会
計

861 団体

※慶應連合三田会は、年次・地域等の各種の三田会を包括する横断的組織で、三田会の登録等の管理を行っている。

社中とは、慶應義塾を構成している全ての人を包
含する総称です。このページでは特に卒業生の方
に向けた情報をお伝えします。

三田会活動
上記の三田会はそれぞれに運営されていますが、
地域を包括する三田会として、各地域の「合同（連
合）三田会」があります。ここでは、2015 年７月
に山形市内で開かれた、東北地域 22 の三田会が集
う「2015 年度東北連合三田会（山形大会）」の様
子をご紹介します。
当日は約 130 名が集い、大いににぎわいました。
塾長講演、連合三田会会長の挨拶に加え、舞踊鑑賞
などもあり、地元食材に舌鼓を打ちながら、歓談に
も花が咲きました。
日本全国、そして海外にもさまざまな三田会があ
り、それぞれ工夫を凝らしたイベント等を企画し、
社中の親交を深めています。皆さまもぜひ三田会に
ご参加ください。
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慶應連合三田会大会
慶應連合三田会が毎年秋に日吉キャンパスで開催する「慶應連合三田会大
会」は、慶應義塾のすべての卒業生を対象とした大規模な同窓会です。
卒業 10 年・20 年・30 年・40 年の有志が幹事となり、２万人を超える社中
が参加する大イベントの運営をしています。大会当日は、卒業 50 年の方々を
ご招待しての式典、シンポジウム、コンサート、福引抽選会等の多彩なプログ
ラムが組まれています。また、大会券と引き換える記念品も大変人気があり、
用意された数量が終了時間前に引き換え終了となるものもあります。

塾員招待会
義塾では毎年、卒業式に「卒業 25 年塾員招待会」、入学式には「卒業 50 年塾
員招待会」を開催し、それぞれ卒後 25 年目、卒後 50 年目の塾員を招待してい
ます。1953（昭和 28）年から続く、義塾の伝統行事です。
また、卒業後 51 年以上の塾員を対象に、「卒業 51 年以上塾員招待会」も開催
しています。
2016 年は

卒業 25 年は 1991 年三田会
卒業 50 年は 107 年三田会（1966［昭和 41］年）

塾員（卒業生）向けインターネットサービス
http://www2.jukuin.keio.ac.jp/
塾員
（卒業生）ホームページの
ご利用案内

住所等変更
義塾では「氏名」
「自宅住所」
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■

塾員の住所・電話番号変更、改姓の申請

■

慶應オンラインの登録・利用申請

■

食堂・ラウンジの利用案内

など

慶應オンライン
「慶應オンライン」は、

「自宅電話番号」「勤務先」等

インターネットを利用

を卒業後も塾員情報としてお

した塾員専用ネットワ

預かりし、それらは義塾から

ークサービスです。

のお知らせ、三田会・クラス

登録をすると慶應メ

会の連絡などに活用されま

ールマガジンの配信を

す。転居や改姓、勤務先の変

受けたり、慶應オンラ

更があった場合には、こちら

インに登録している塾員相互のコミュニティを作

から申請してください。

成し、義塾社中交歓の場としてご利用いただけます。

塾
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慶應義塾SNS公式アカウントのご案内
慶應義塾では、公式 Web サイト（http://www.keio.ac.jp/）のほか、以下の SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）の公式アカウントで、ニュースやイベントなどの情報を発信しています。塾員の皆さまも、ぜひご利用ください。

Facebook
URL

LinkedIn

https://www.facebook.com/KeioUniversity

URL

https://www.linkedin.com/edu/school?id=14094

公式 Web サイトに

世界最大級のビジネ

掲載されたニュースだ

ス特化型ソーシャルネ

けでなく、独自のニュ

ットワークである

ースや、季節ごとのキ

LinkedIn に カ レ ッ ジ

ャンパス風景、塾生の

ページを開設していま

いきいきした様子な

す。慶應義塾の魅力や

ど、“見て楽しい” 情報

情報を英語で発信する

を随時掲載していま

とともに、グローバル

す。

に活躍する慶應義塾の卒業生や留学経験者、留学希望
者、在学生などがつながる場として、塾員の皆さまも
ご活用ください。

YouTube
URL

Twitter

https://www.youtube.com/user/keiouniversity

URL

https://twitter.com/Keio_univ_PR

公式 Web サイトに

公式チャンネルとし
て、慶應義塾紹介やイ

掲載されたニュース、

ベント、研究紹介など

イベント、報道発表の

さまざまな動画を日本

情報を配信していま

語・英語で公開してい

す。ぜひ、フォローを

ます。

お願いします。

ラウンジのご紹介

社中交歡 萬來舍

「社中交歡 萬來舍」は、三田キャンパス南校舎 3 階にあり、塾員の方ならびに教職員が世代・分野を超えて集える交
流の場となっています。落ち着いた雰囲気のラウンジ施設では、飲み物や軽食（有料）を提供します。お一人でも、ま
た歓談や待ち合わせなどにも利用いただけます。
営業時間

お問合せ先

月曜日～土曜日の 11 時～ 21 時

電話

※三田キャンパス一斉休暇中はご利用いただけません。
詳細については右記連絡先にお問合せください。

URL

03-3453-5661
http://www2.jukuin.keio.ac.jp/
lounge/index.html
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教育・研究・医療環境整備事業募金ご協力のお願い
―世界に開かれた学府を目指し、学問の力で未来を築く人材を育てます―

慶應義塾は教育、研究、医療等社会貢献の質の向上を一層進めてまいります。その事業資金として、目標総額 130
億円のご支援を募っています。事業の趣意をご理解いただき、皆さまのご協力をお願いします。

新病院棟建設事業募金

未来創造塾募金
先進的な教育研究に取り組んできた湘南藤沢キャンパスは

2017 年に医学部が創立 100 年を迎えるにあたり、
信濃町キャンパスでは新病院棟の建設が進んでいま

2015 年に開設 25 周年を迎えました。新たな時代を拓くステ

す。2015 年 8

ップとして、慶應義塾

月には１号館

のグローバル・ゲート

Ⅰ期棟の稼動

ウェイとなる滞在型教

を開始しまし

育研究施設「未来創造

た。2016 年に

塾」を創設します。

はⅡ期棟に着工
する予定です。

未来創造塾の上棟式（2015 年 10 月 10 日）

慶應

新病院

検索

未来創造塾

検索

皆さまからの温かいご厚志は塾生の大きな支えとなっています
慶應義塾維持会
維持会は福澤諭吉亡き後の義塾を支えたい、と願う義塾社中によって設立された伝統ある組織です。現在は
塾生への奨学支援を中核に義塾の教育・研究活動の充実のためにさまざまな助成事業を行っています。「維持会
奨学金」では、これまでに 645 名が採用され、義塾での勉学・課外活動に充実した毎日を送っています。
維持会奨学生の声（2015 年度採用 京都府出身 文学部 3 年）

アルバイトに追われ勉強に手がつかないのでは、と大学生活を半ば
諦めていた私にとって、この奨学金は大きな心の支えとなりました。
進取と伝統の気風溢れる三田キャンパスの一年は毎日が知的興奮の連
続であり、国文学の学徒として修練を積めることは何よりの喜びです。
慶應義塾維持会

絆のチカラ。慶應カード

検索

維持会奨学生との懇話会

収益金の一部は塾生への奨学金に活用されます。また、他のクレジットカー
ドにはない独自のサービスもご用意しています。ぜひこの機会に社中を繋ぐ「絆
の一枚」として、ご利用いただきたくお願いします。
★塾員・塾生に加え、大学・大学院に在籍している塾生のご父母・ご祖父
母の皆さまも 2015 年 4 月より慶應カードのお申込みが可能になりました。

上記に関するご連絡・お問合せ先
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慶應義塾基金室
慶應カード事務局

慶應カード

TEL：03-5427-1898 E-mail：kikin-box@adst.keio.ac.jp
TEL：03-3453-3854 E-mail：info@keiocard.com

検索

