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2016年3月ご卒業予定の方へ

　2015（平成 27）年度大学卒業式ならびに大学院学位授与式を以
下のとおり挙行します。
　大学卒業式の会場は、新卒業生および卒業 25 年の塾員の方々が
日吉記念館、新卒業生のご家族の方々が日吉会堂および教室等と
なります。家族会場では、中継映像にて式典の模様をお伝えします。
また、式典終了後は清家塾長が日吉会堂にてあらためてご挨拶申
し上げる予定です。
　会場を分けての挙行は、新卒業生と卒業 25 年の塾員の数が年々
増え、日吉記念館の収容能力が限界
に達したためのやむを得ない措置で
あり、ご家族の皆さまにはご不便を
おかけしますが、ご協力くださいま
すようお願いします。なお、当日は
係員がご案内します。
□ 2015（平成 27）年度　大学卒業式
　日時：2016 年 3 月 23 日（水）10：00 開式
　場所：日吉記念館
　　　　（ご家族の皆さまは日吉会堂などでのご列席となります）
□ 2015（平成 27）年度　大学院学位授与式
　日時：2016 年 3 月 28 日（月）10：00 開式
　場所：日吉記念館
　　　　（ご家族の皆さまも同一会場です）

〈お問合せ先〉
慶應義塾 基金室（平日 9：00〜17：00）
電話  03-5427-1544（塾債担当）

　　  03-5427-1545（維持会担当）
URL  http://www.kikin.keio.ac.jp/
E-mail  kikin-box@adst.keio.ac.jp

大学卒業式・
大学院学位授与式のお知らせ

塾債償還の手続きについて

慶應義塾維持会について

　入学時などに塾債をお申し込みいただき、
2016 年 3 月にご卒業予定の方には、塾債の

「償還の手続きについて」のご案内を、1 月
上旬に保証人の方宛にお送りします。この
案内をご覧のうえ、早めに手続きをおとり
ください。

　福澤諭吉逝去直後の 1901（明治 34）年に、
義塾の維持発展を願う社中により、寄付を
継続して行う会として設立されました。時
代とともに変遷を遂げながらも今に引き継
がれ、義塾を支えています。皆さまからの
ご寄付は、「維持会奨学金」をはじめ教育・
研究の振興、キャンパスの整備などに活用
されています。ご卒業生として、義塾と後
輩を支える維持会にぜひご加入いただけ
れば幸いです。ご案内は卒業後にお送りし
ます。

福澤先生ご命日（雪
ゆき

池
ち

忌
き

）
墓参について
　２月３日（水）は福澤先生ご命日です。墓所は麻布山善福寺（地
下鉄麻布十番駅下車、徒歩約５分）、墓参時間は午前８時〜午後
４時となっています。
※ 夜間の墓参はご遠慮ください。

※塾債をお持ちの場合、償還金の全額または一
部を維持会へ振り替えることができます。

※維持会へのご寄付は慶應義塾への寄付金とし
て、税法上の優遇措置（寄付金控除）を受け
ることができます。
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萬來舍“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、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。
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リニューアルや新規開設を行った慶應義塾関連Webサイトのご案内

国際センター グローバルラウンジ（Global Lounge）の開設

　2015 年に、塾内のさまざまな組織が Web サイトをリニューアルし、また複数のサイトが新たに開設されました。こ
ちらでは、その一部をご紹介します。
　また、本年には慶應義塾の公式 Web サイトもリニューアルを予定しており、スマートフォンにも対応します。

　2015 年 10 月、三田キャンパス南校舎 1 階に新たに「国際センター グローバルラウンジ
（International Center Global Lounge）」が開設されました。これまでの「国際交流スペース」

を改修し、塾生の留学や、キャンパス内での国際交流の促進を目的としたラウンジです。
　塾生と留学生が日常的に交流できるオープンスペースとなっており、授業の空き時間などに
気軽に立ち寄れるような明るいデザインを取り入れ、協定校の地図やリスト、写真などを装飾
的に配置しています。各協定校や留学に関するさまざまな資料を置いているほか、塾生に向け
た留学説明会や、塾生も留学生も参加できる各種イベントの会場としても活用されます。今後
は、交換留学経験者の国際センタースチューデント・アシスタント（SA）としての採用や、
留学相談会の開催も予定しています。

医学部・医学研究科
URL  http://www.med.keio.ac.jp/

健康マネジメント研究科
URL  http://gshm.sfc.keio.ac.jp/

Keio Research Highlights
URL  http://research-highlights.keio.ac.jp/

S-face
URL  http://sface.sfc.keio.ac.jp/

経済学部・経済学研究科
URL  http://www.econ.keio.ac.jp/

慶應義塾の研究に関する情報を国際的に発信
するための英語サイトです。

海外に向けて SFC の研究者を紹介するための
英語サイトです。
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　学部生の学業成績表は、3 月中
に各キャンパスの学事担当事務室
から保証人宛に郵送します。
※当該年度の成績は翌年度以降に発

行する成績証明書に記載されます。

　「卒業の日」は３月 10 日（木）
です。
　本年度卒業予定の学部生につい
ては学業成績表の左上に判定欄が
あり、卒業、原級、原級（休学）、
原級（留学）のいずれかの判定が
記載されますので、確認してくだ
さい。
　証明書に関しては卒業の日以降
の発行になりますので、卒業者の
卒業証明書、成績証明書は３月
10 日（木）以降に証明書自動発
行機での発行が可能です（就職先
や進学先に提出が必要な場合があ
ります）。
※医学部・薬学部の卒業発表につい

ては、信濃町・芝共立キャンパス

学生課学事担当からの案内を確認

してください。

成績発送、卒業者発表前に
大学から連絡を入れること
は 一 切 あ り ま せ ん。 ま た、
電話・郵便での卒業者氏名
の問合せには一切応じられ
ません。

学生生活に関するお知らせ

□秋学期末定期試験について
（医学部２〜６年生を除く）

1）試験の時間割、注意事項などは学部掲示板や Web サイト（以下 URL）に
　  1月上旬（薬学部は11月中旬）から掲載しますので、各自で確認してください。
　  

2）病気で定期試験を受験できなかった場合、また当日交通機関（鉄道）の
遅れにより試験開始時刻に間に合わなかった場合などには、一部の科目を
除き追加試験を申請することができます。所定の期間に必要書類を添付し
て申し込み、手続きをしてください。

3）不正行為のない真摯な態度で試験に臨んでください。答案の持ち帰りも不
正行為とみなされます。不正行為があった場合、当該科目だけでなく、他
の科目の評価も下がるような厳しい処置が行われる場合もあります。
また、定期試験の他にもレポートや論文の書き方のルールを守り、不合格
や不正行為になることのないよう、十分に注意してください。

塾生 Web サイト   
URL  http://www.gakuji.keio.ac.jp

□春季休業に伴う長期貸出
　各地区のメディアセンターで春季休業に伴い長期貸出を実施します。普段よ
り長く資料を借りられるこの機会をぜひ活用してください。

・貸出開始日：各地区メディアセンターのWebサイトなどで確認してください。
・返却期限日：４月 13 日（水）
　※ 一部異なる館があります。

□最終学年在籍者の皆さんへ
　３月に卒業（修了）する方が借りている図書資料の最終返却期限は以下の通
りです。期限を過ぎても返却されない場合、自宅、保証人宛に督促の連絡をす
ることがありますので注意してください。

・学部生：３月 14 日（月）
・大学院生（修士・博士）：３月 18 日（金）
　なお、塾内進学・留年される方は、各地区メディアセンターの貸出・返却カ
ウンターに申し出ると、返却期限を延長することができます。

試験

メディアセンター

学業成績表の送付

卒業者発表
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学生生活に関するお知らせ

国際センタートップページ → 海外への留学 

→ 2016 年度交換留学

国際センター URL  http://www.ic.keio.ac.jp/

□派遣交換留学生募集（１年間の交換留学）
　国際センターでは毎年、海外協定校への派遣交換留学生を募集しています。派遣交換留学は、慶應義塾大学が海外
の大学との間で交わした協定に基づいて実施する留学制度です。2016年度派遣については第3期募集（オーストラリア、
ニュージーランド、アルゼンチン）が以下の日程で行われます（第１期、第 2 期は募集締切）。これらの国への派遣留
学を希望する学生は、以下の期間に所定の手続きを行ってください。

2016（平成 28）年度  派遣交換留学  出願期間
第 3 期

オンライン・レジストレーション 2016 年 5 月 27 日（金）〜 6 月１日（水）

書類提出 2016 年 5 月 30 日（月）〜 6 月１日（水）

※募集要項は、各キャンパスの学生部・学生課国際担当、SFC 事務室
で配布している、『2016 年度 留学のてびき』を参照してください。

※出願に際して、語学能力証明書が必要です。英語圏への留学を希望す
る場合は、TOEFL iBT 70 点以上もしくは IELTS 5.5 以上の能力証明が
必要です。出願時に証明書の提出が間に合うように、語学能力試験
を受けてください。

※ 相談は早めに各キャンパス担当窓口へ。

海外留学について
□国際センター主催　2016 年度短期海外研修プログラム（夏季）　参加者募集
　国際センターでは、夏季・春季休校中に短期海外研修プログラムを開講しています。
　これは、外国語による講義やディスカッションのほか、大学内の寮生活など多彩な諸活動を通じて異文化交流をす
ることで、国際性豊かな学生を育成することを目的としています。海外での学生生活を体験したい方、外国語による
コミュニケーション能力向上を期待する方、将来長期の留学を考えている方などにとってふさわしい講座といえるで
しょう。2016 年度夏季休校中には次の 6 講座が予定されています。

米国…ノートルダム大学、ウィリアム・アンド・メアリー大学、ワシントン大学
英国…ケンブリッジ大学ダウニング・コレッジ、オックスフォード大学クライストチャーチ・コレッジ、
　　　オックスフォード大学リンカーン・コレッジ

　募集ガイダンスは３月下旬〜４月上旬に行い、出願期間は４月上旬を予定しています。詳細は３月中旬頃に国際セン
ター Web サイトにアップします。

国際センタートップページ → 海外への留学 → 学内機関主催の短期プログラム → 

短期海外研修プログラム（夏季）概要

国際センター URL  http://www.ic.keio.ac.jp/
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□進路届の提出・登録について
　最終学年在籍者全員が「進路届」を
提出（登録）する必要があります（進
路が未定の方、資格試験の準備をする
方なども含みます）。

・医学部→学生本人に別途案内
・それ以外の学部→ keio.jp の「就職・進

路支援システム」から登録

□ 2016 年度奨学金の申請を予定して
いる方へ

　奨学金申請には、父母の収入に関する
書類が必要になりますので、準備してく
ださい。

・所得証明書（市区町村役所発行のもの
で、収入金額等が＊＊＊などで目隠し
されていないこと。所得の有無にかか
わらず提出）

・2015（平成 27）年分源泉徴収票、確
定申告書（控）第１表・第２表両方の
コピー

・ その他　詳しくは、Webサイトで確認して
ください。
URL  http://www.gakuji.keio.ac.jp/

life/shogaku/apply.html
　2016 年度『奨学金案内』は 3 月中旬
頃に公開する予定です。

□日本学生支援機構奨学金・返還猶予に
ついて

　３月に貸与期間が終了し、2016 年度
も引き続き在学および進学する方は、４
月中に「在学届」を提出することにより、
奨学金の返還開始が猶予されます。
　詳細は掲示にて確認してください。

□日本学生支援機構奨学金・「特に優
れた業績による返還免除」について

　大学院第一種奨学金採用者で 2015 年
度に貸与期間が終了する方については、

「特に優れた業績による返還免除」制度
の対象となります。１月中旬頃より候補
者の募集を行う予定です。

このほど竣工100年を越
えた三田の慶應義塾図書
館旧館の耐震・改修工事
が決定された。1912年
竣工の重要文化財部分は
八角塔を有する正面の建
物と大時計が掲げられた
第一書庫のみだが、ここ
は関東大震災、その後の
空襲で被災しながらも修
復され、慶應義塾のシン
ボルとして愛され続けて
いる。本号の特集では幼
稚舎の疎開に触れたが、
図書館においても昭和
19年末から新潟と甲府
の塾員宅に経済学古典書
等を選別して図書の疎開
がなされた。戦況の悪化
を受け、翌年７月には、
長野県稲荷山の高村象平
教授のご親戚宅に大量疎
開となった。そうした努
力で建物は被災したもの
の図書の焼失はほぼ免れ、
現在の利用につながって
いる。今秋工事囲いで覆
われる前に図書館に訪れ
ていただきたいと思う。
（広報室長　石黒敦子）

編 集 後 記

次号（290号）の発行は
4月1日予定

通　巻　第289号
編集人　石黒敦子　
発行人　駒村圭吾
発行所　慶應義塾　
2016年1月1日発行

お問合せ、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/

□「奨学給付（利子給付）」の申請に
ついて

　2015 年度に支払った利子に対する
奨学給付申請について１月に掲示しま
す。申請条件、申請期間などを掲示で
確認してください。

□３月に卒業・修了される方へ
　４月以降、毎月の利子の支払いの他
に、元金の返済が開始されます。日頃
か ら 融 資 用 口 座 の 残 高 確 認 を 心 掛
け、延滞が発生しないよう注意して
ください。

□卒業・修了が延期となった場合の「元
金返済据置期間延長手続」について

　留学・休学・原級等により在学期間
が延長となる場合には、在学期間中に
元金返済据置期間が切れてしまいま
す。返済据置期間の延長を希望する場
合には、12 月下旬（9 月卒業予定者の
場合は 7 月）に掲出する掲示に従い、
所定の手続きをしてください。

奨学融資制度・教育ローン制度

就職・進路

奨学金
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