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日時：5 月 16 日（月）14：45 〜 16：15
場所：三田演説館（三田キャンパス）
講師：杉山伸也　名誉教授
演題：福澤桃介と松永安左エ門

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、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。

萬來舍

※福澤先生ウェーランド経済書講述記念日とは？

　戊辰戦争中の 1868（慶応 4）年 5 月 15 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中、福澤諭

吉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続けていまし

た。慶應義塾では、学問教育の尊重を他の

何ものよりも優先させた福澤の精神を長く

伝えるために、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、1956（昭

和 31）年より記念講演会を行っています。

　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
もその使命を果たすため、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
額償還（お返し）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：  年額　一口３万円（できましたら二口以上のご協力をお願いします）

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・教育振興資金担当）　
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慶應カードへの入会対象が広がりました
　慶應カードは、発行から 20 周年を迎えました。多くの塾員・塾生・教職員にご入会いただいており、また、
昨年から塾生の父母・祖父母の方々のご入会も可能となりました。カードの収益は塾生の奨学金として活
用されており、ぜひ、社中協力の輪を広げるべく、父母、祖父母の皆さまにはご入会をお願いいたします。

〈問合せ先〉　慶應学術事業会　慶應カード事務局　 電話 03-3453-3854　 URL  http://www.keiocard.com/
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学生生活に関するお知らせ

奨学金について
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学生総合センター   eラーニング授業
「大学生活における責任と危機管理」を開講

Take the GIC Challenge!

〈奨学金担当窓口〉

三田 　学生部　福利厚生支援担当

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（総合政策学部・環境情報学部）

　　　　看護医療学部事務室（看護医療学部）

芝共立　学生課　奨学金担当

○申請受付は在籍キャンパスで行います。

○募集は4月・5月に集中します。申請期限に十分注意し、

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。

　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奨
学金担当窓口または奨学金ガイダンス
で配布する冊子『慶應義塾大学奨学金
案内』を確認してください。

　危険な飲酒行為の頻発や、違法薬物の社会的な広が
り、カルト宗教団体あるいは悪徳業者による勧誘の活
発化など、塾生諸君が大学生活を送るなかで遭遇しう
るトラブルは多種多様です。その一方、無自覚なハラ
スメント行為や、SNS 上での不適切な投稿などにより、
自身が加害者となる可能性も決して低くありません。
　そこで今春、学生総合センターは e ラーニング授業

「大学生活における責任と危機管理」（1 単位、全 7 回）
を開講することとしました。e ラーニングですので、
ウェブを通じてオンデマンドで視聴することが可能で
す。新入生はもちろんのこと、2 年生以上の塾生諸君
の履修も歓迎します。

　2016 年 4 月より、GIC センター（Center for Global 
Interdisciplinary Courses）では英語等の外国語による
授業で一定単位を取得した学生に修了証を授与するプ
ログラムを開始します。GIC 科目はすべての学部学生
が履修できます。詳細は、各学部の『履修案内』を確
認してください。

※ 以下の Web サイトで『奨学金案内』の PDF
版を確認できます。

学費の納入について
　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

【授業で取り上げるテーマ】
● 飲酒事故予防のために
● 薬物乱用と問題使用
● マインド・コントロール
●  “ブラックバイト” の被害に遭わないために
　 ─労働法から見たアルバイト労働
●  大学生のメンタルヘルス
　 ─ストレスとうまくつきあうために
●  ネットリテラシーを身につける
● 生活習慣病の予防のために
●  ハラスメントのないキャンパスを
　 ─快適で充実した学生生活をおくるために
● 性の健康管理

履修の可否や条件は学部によって異なります。『履修案内』を確認
の上、不明な点があれば所属学部の担当窓口へ尋ねてください。

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

□短期海外研修プログラム（夏季）  募集ガイダンス
　3 月 31日（木）   矢上　11 棟 31 教室　10：30 〜 12：00
　4 月  4 日（月）   日吉　①第 4 校舎 B 棟 J14 教室　10：30 〜 12：00
　　　　　  　　　　   　②第 4 校舎 DB201 教室  　16：30 〜 18：00
　4 月  6 日（水）   三田　西校舎 526 教室　10：45 〜 12：15
　4 月  7 日（木）   S F C 　Ω21 教室　16：30 〜 18：00

□留学フェア
　6 月  6 日（月）〜 9 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、慶應義塾大学外国語教育研究センターでは、留学に必要な英語
能力を向上させることを目的とした科目「英語留学準備」を開講してい
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/

※2017 年度　慶應義塾大学　派遣交換留学生募集期間（予定）

　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。
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第 1 期：
2016 年 9 月下旬　

第 2 期：
2016 年 11 月下旬

第 3 期：
2017 年 5 月下旬
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「大学塾生家族地域連絡会」のお知らせ
—塾生の家族と大学を結ぶ—

今年度または春学期の休学願の提出について
（医学部を除く）

学生・保証人の住所変更について

５月31日（火）

６月１日（水）

６月２日（木）

６月７日（火）

６月８日（水）

６月８日（水）

６月９日（木）

６月16日（木）

６月21日（火）

６月22日（水）

６月22日（水）

６月23日（木）

６月28日（火）

６月29日（水）

６月29日（水）

６月30日（木）

７月５日（火）

７月６日（水）

７月７日（木）

７月12日（火）

７月13日（水）

７月14日（木）

宮崎県

鹿児島県

熊本県

奈良県

京都府

和歌山県

大阪府

茨城県

岐阜県

三重県

愛媛県

香川県

鳥取県

島根県

石川県

富山県

長野県

群馬県

新潟県

秋田県

岩手県

青森県

開催日 開催地 会場

2016年度　大学塾生家族地域連絡会開催日程（予定）

宮崎市

鹿児島市

熊本市

奈良市

京都市

和歌山市

大阪市

水戸市

岐阜市

四日市市

松山市

高松市

鳥取市

松江市

金沢市

富山市

長野市

高崎市

新潟市

秋田市

盛岡市

青森市

宮崎観光ホテル

城山観光ホテル

ANA クラウンプラザ熊本ニュースカイ

奈良ホテル

ホテルグランヴィア京都

ホテルグランヴィア和歌山

グランフロント大阪  
北館タワー C 8 階
ナレッジキャピタル カンファレンスルーム

三の丸ホテル

岐阜グランドホテル

四日市都ホテル

松山全日空ホテル

JR ホテルクレメント高松

ホテルモナーク鳥取

松江エクセルホテル東急

ANA クラウンプラザホテル金沢

富山第一ホテル

THE SAIHOKUKAN HOTEL

ホテルメトロポリタン高崎

ANA クラウンプラザホテル新潟

ホテルメトロポリタン秋田

ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング

ホテル青森

　春学期における休学願の提出締切日は、5 月 31 日（火）
です。休学願の提出にあたっては、学部・研究科によって
申請できる期間、手続方法が異なりますので、所属するキ
ャンパスの学事担当部署または事務室の学部・研究科担当
に早めに相談してください。

　学生本人の住所変更の場合、学事Webシステムで変更
申請、およびその承認を得た上で、学生証の裏面シールの
記載事項を訂正し、所属するキャンパスの学事担当窓口で
証明印を受けてください。
　保証人の住所変更の場合、必要書類を持参の上、窓口へ
届け出てください。
　住所表示・地番・電話番号変更の場合も手続が必要です。

当日はおおよそ次のような進行を予定してい
ます。
受付開始／ 13：00
開　　会／ 13：30
終了予定／ 16：00
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

学生生活に関するお知らせ

　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、教職
員が直接伺い、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。
　この連絡会は、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
地域以外の方もご参加いただけます。日程・会場等
は変更となる場合もありますので、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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2016（平成28）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（予定）

開校記念日

春学期前半補講日

春学期前半試験日／補講日

海の日（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

文化の日

秋学期前半試験日／補講日

秋学期前半補講日

秋学期前半試験日

三田祭による休校期間

勤労感謝の日

冬季休校

授業開始

福澤先生誕生記念日

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（金） 

4月4日（月）～8日（金）

5月28日（土）

6月2日（木）

9月16日（金）

9月16日（金）～21日（水）

11月11日（金）

2月6日（月）・7日（火）

4月25日（月）～5月9日（月）

5月28日（土）

6月2日（木）

8月8日（月）・9日（火）

4月1日（金） 

4月8日（金）～23日（土）

̶̶

5月28日（土）・6月2日（木）

7月22日（金）～8月2日（火）

8月3日（水）～9月22日（木・祝）

8月10日（水）・12日（金）・13日（土）

̶̶

9月16日（金）

9月16日（金）～21日（水）

1月24日（火）～2月6日（月）

̶̶

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

̶̶

3月25日（金）～4月6日（水）

4月7日（木）

4月23日（土）〈授業あり〉

7月18日（月・祝）〈授業あり〉

̶̶

̶̶

9月23日（金）

11月3日（木・祝）〈授業あり〉

11月12日（土）

11月15日（火）午前

11月15日（火）午後～21日（月）

11月23日（水・祝）〈授業あり〉

12月28日（水）～2017年1月5日（木）

1月6日（金）

1月10日（火）

1月21日（土）

11月11日（金）

4月26日（火）～28日（木）

̶̶

7月22日（金）～30日（土）

7月31日（日）～9月22日（木・祝）

9月15日（木）

1月24日（火）～2月2日（木）

2月上旬

3月23日（木）

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。
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。

8月4日（木）・5日（金）

5月28日（土）・6月2日（木）
※両日試験日とする

11月11日（金）
※試験日とする

気温の不安定だった冬が
終わり、キャンパスは春。
新入生を迎えている。塾
生になったからには、早
慶戦の興奮と醍醐味を知
ってもらいたいと特集を
組んだ。「塾員山脈」の柳
田君も早慶戦の勝利の思
い出を語り、「Portrait」
の笠井君は留学生のエデ
ィーに早慶戦応援のため、
OBから学生服を借りた
そうだ。ペンの浮き出た
金釦で応援に臨んだこと
は留学で学んだ記憶とと
もに鮮やかな思い出とな
るに違いない。1936年、
プロ野球が全７球団で始
まったが、うち５球団の
監督が早慶OBだった。
明治から昭和まで野球に
限らず早慶はスポーツを
牽引し、早慶戦は単に学
生スポーツではなかった。
時は流れ、７部で発足し
た体育会は43部となっ
たが、力を尽くし戦う選
手、熱い応援は各部とも
変わらない。
（広報室長　石黒敦子）
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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）
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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。
　http://www.keio.ac.jp/ja/
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