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インフォメーション
慶應義塾創立150年記念講演会 学問のすゝめ21のご案内
21世紀の現代社会が抱える課題を中心に多彩なテーマでおくる、慶應義塾の教員と卒業生による講演会シリーズ「学問のすゝめ21」。
2007年8月から2008年夏まで、全国13ヵ所で好評展開中です。入場無料・事前申し込み制。どなたでもご参加いただけます。
静岡会場

講演テーマ「世界の中で日本の外交を考える」

阿川 尚之（慶應義塾大学 総合政策学部長）
「日米同盟と海上自衛隊の役割」
添谷 芳秀（慶應義塾大学 法学部教授）
「東アジア情勢と日本の近隣外交 ―自画像の揺れをどう正すか」
嶌 信彦（ジャーナリスト）
「世界の中のクール・ジャパン ―再成長のエンジンに」

CONTENTS

日程：2008年1月19日（土）
時間：12時30分開場／13時30分開演
場所：静岡市民文化会館中ホール
主催：慶應義塾
共催：静岡新聞社・静岡放送

稲蔭 正彦（慶應義塾大学 環境情報学部教授）
舘野 泉（ピアニスト）
蓑 豊（金沢21世紀美術館 特任館長）

お申し込み方法
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■URL：http://www.keiocard.com/
読者プレゼント・チケットプレゼントのお知らせ
鑑賞ご優待チケット
インフォメーション
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慶應義塾は2008年に日本の近代総合学塾として初めて創立150年を迎えますが、2005年から10年にわ

日程：2008年2月2日（土）
時間：12時30分開場／13時30分開演
場所：中京大学文化市民会館プルニエホール
主催：慶應義塾
共催：中日新聞社

たって記念事業を行っています。その一環として、グローバル化が進み複雑かつ多様化した社会構造のなかで、
人材育成が急務であると考えられる2つの分野における新しい大学院が2008年4月、日吉キャンパスにて開
設されます。今回は新設される大学院システムデザイン・マネジメント研究科と大学院メディアデザイン研究科

下記いずれかの方法でお申し込みください。

webサイト→ 静岡会場：http://www.gakumon21.jp/shizuoka/
名古屋会場：http://www.gakumon21.jp/nagoya/

10月27日に京都で開催された講演会の様子

上記URLのお申し込みフォームからエントリーしてください。

ハガキ・FAX→①郵便番号・住所 ②氏名 ③電話番号をご記入のうえ、下記宛先まで送付してください。
（応募締切日必着）
静 岡 会 場： 〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-1 静岡新聞社・静岡放送事業局内「学問のすゝめ21」静岡事務局 FAX：054-284-9031
※お問い合わせ：TEL 054-284-8920（平日9時〜18時 ※除く12月27日〜1月6日） E-mail: sbs-jigyo@shizuokaonline.com
名古屋会場： 〒460-8511（住所不要）中日新聞社 文化事業部「学問のすゝめ21」係
FAX: 052-221-0739 ※お問い合わせ：TEL 052-201-3766（平日10時〜18時 ※除く12月28日〜1月6日）
応 募 締 切： 静岡会場 2008年1月9日（定員1,000名になり次第締切） 名古屋会場 2008年1月21日（応募者多数の場合は抽選）
お申し込みいただいた方には、聴講券（ハガキ）
を発送します。なお、抽選の場合、当選の発表は、聴講券（ハガキ）の発送をもってかえさせていた
だきます。※いただいた個人情報は、本講演会の運営のみに使用させていただきます。
今後の開催予定

慶應義塾大学大学院に2つの研究科を新設
旅を愉しむ
旬のおすすめ書籍、
カード会社からのご案内
慶應カード独自協力店のご紹介

慶應義塾大学大学院に2つの研究科を新設

講演テーマ「アートのある生活 ―感性をみがく―」

名古屋会場

■慶應義塾（株式会社慶應学術事業会） ■東京都港区三田2-15-45
■TEL：（03）3453-3854 ■FAX：（03）3457-9633 ■E-mail：info@keiocard.com

3月22日に鹿児島、3月30日に岡山で開催予定です。各地の講演者等詳細は、
講演会webサイト http://www.gakumon21.jp/ をご覧ください。

講演会内容を後日、上記のwebサイトにて動画配信しています。また、各会場ごとに創立150年ブックレット『学問のすゝめ21』を刊行し、講演会会場、
慶應義塾生協のほか、慶應義塾大学出版会のＷｅｂサイトで販売中です。 http://www.keio-up.co.jp/kup/gakumon/
※なお、
こちらの商品につきましては慶應カード優待割引はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。

について簡単にご紹介します。

慶應義塾大学大学院システムデザイン･マネジメント研究科
システムデザイン・マネジメント、その必要性と求められる人材
価値観の変遷やグローバル化が進む中で、私たちの身のまわりにある技術・社会システムは様々な綻びを見せ始めています。
それは、狭い範囲での部分的なシステムの最適化に起因しています。家電や自動車、あるいはロケット、それらの製造プロセス、
プラントの運用、サービス、流通、マーケティングなど，
複雑で高度なシステムを安心・安全で環境共生・社会協生なものにデザイ
ンする必要があります。企画〜廃棄までのライフサイクル全体を通じて、様々な突発的要因を予測しながら総合的に最適化を図
り、技術・社会システムをデザイン・マネジメントできる人材が求められています。
本研究科では、システム構築に必要な概念を獲得し、予算や納期などの制約のもとで、要求分析、要求仕様書作成、設計、部品調
達、製造、評価試験までの一連の流れを体得するための「デザインプロジェクト」を中心に据えた、メルティングポット（産官学・
異文化）での教育研究を展開します。この中でシステム思考を徹底的に習得し，
大規模・複雑化したシステムをデザイン・マネジ

慶應義塾維持会のご案内

メントすることができる「クリエイティブ・システムズ・デザイナ」と「イノベーティブ・プロジェクト・リーダー」の育成をめざします。
大学院生、学部新卒学生だけではなく、企業からの若手技術者、経験をつんだ中堅技術者を対象とし、理系・文系を問わず幅広

維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾の教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立された伝統ある組織です。会員の皆様か
らの醵出金およびその運用益は、塾生へ奨学金支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活動の充実のために幅広く有効に活用させていただい
ております。平成19年度からは「慶應義塾維持会奨学金」を新設し、維持会独自の奨学金として経済的に修学困難で成績優秀な塾生に対し、
奨学金を支給することとし、義塾の奨学金制度をより一層充実させることとしました。
カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者にふさわしい学塾として発展していくために、義塾との絆をさらに深めていただきたく、維
持会へのご加入をお待ちしています。なお、維持会にご入会いただきますと、義塾の機関誌「三田評論」を毎月号贈呈いたします。すでに維
持会員としてご協力いただいている皆様には、引き続きあたたかいご支援賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
お問合せ先

慶應義塾基金室 維持会担当 〒108-8345 港区三田2-15-45 TEL 03-5427-1545（平日9：00−17：00） FAX 03-5427-1546
Webサイト http://www.kikin.keio.ac.jp/ijikai.html E-mail：kikin-box@adst.keio.ac.jp

い学生・人材による教育を実現します。

システムデザイン・マネジメント研究科ホームページ

http://www.sdm.keio.ac.jp/

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
メディアデザイン、その必要性と求められる人材
生産性や効率に代わって「創造性」が経済的価値を生み出す創造社会が到来しようとしています。創造社会においては、デジタ

塾員センターより 住所・改姓名の変更届はお早めに

ル革命は人間の創造力を飛躍的に拡張させる可能性を持っています。しかし、
こうした社会にふさわしい産業を興し、それを担

登録内容が変更になった場合は以下の2箇所に届け出る必要があります。カードのご利用等にご不便が生じることもありますので、
お早めにお届けください。

う人材は圧倒的に不足しています。創造社会を支えるのは、デザイン、テクノロジ、マネジメント、ポリシーの４つの創造性であり、
デジタルメディア・コンテンツ分野においては、
これら４つの創造性を調和・統合し、創造活動を実践するのみならず、その成果の
価値化をプロデュースできる創造リーダーが求められています。本研究科では、
こうした人材を「メディア・イノベータ」と称し、
これからの領域を切り開く人材の育成を目指します。
本研究科では、カリキュラムの中心に 実学 として「リアルプロジェクト」を取り入れます。
「リアルプロジェクト」とは、メディア
デザイン分野において社会が直面している具体的な課題について、企業や行政等と産官学共同で行う研究プロジェクトです。こ
の「リアルプロジェクト」を通して、4つの創造性（デザイン、テクノロジ、マネジメント、ポリシー）の調和・統合とプロジェクト遂行

編

集

後

記

大変お待たせしました、慶應カードニュースをお届けします。今回は新しい研究科の開設など、
慶應義塾のますますの発展を予感させるニュースを中心にお伝えしました。また、創立150年
記念グッズなど読者プレゼントも多数ご用意し、皆様からのご応募をお待ちしております。今
後とも慶應カードをよろしくお願い申し上げます。それでは、次回の慶應カードニュースでお会
いしましょう。
（すがわら）

&

慶應カードニュース 2007.12
2007年12月15日
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発行

発行人：茂木愛一郎
編 集：慶應カード事務局
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 慶應義塾キャンパス内
TEL:（03）3453-3854 FAX：
（03）3457-9633

に必要な５つの力（フィールド ワーク、戦略立案、発想術、試作、実行と検証）を実践的に身につけます。また、国際社会での活動
も考慮し、論文発表を英語で行うなどコミュニケーション能力の体得をめざすほか、国際性を考慮し、英語のみでも修了可能と
するカリキュラム体系となっています

メディアデザイン研究科ホームページ

http://www.kmd.keio.ac.jp/
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旅を愉しむ
さまざまな魅力にあふれるネパールを訪ねる

FAX:(03)3457-9633

北はチベットに隣接するヒマラヤ山脈、南はインドへとつながるタライ平野にはさまれた小さな国、
ネパールは30以上の民族が暮らす多民族国家です。
また、標高5000mを越える高地から亜熱帯
の低地まで、変化に富んだ自然は、世界でも有数の動植物の宝庫でもあります。
ネパール観光のハイライトとも言うべきヒマラヤ登山の強力なサポーターとして知られる人たちがシェルパ族で
す。高い身体能力と豊富な知識を持ち、自ら優秀な登山家としてヒマラヤ登頂に関する記録保持を輩出して
カラパタールからエベレストを望む
きた「シェルパ」は山岳ガイドを表す一般名称にもなっています。今回は東京とネパールの首都・カトマンズをベー
スにトレッキングコーディネーターとして活躍しているシェルパ・ラクパさんに、
シェルパさんの故郷であるソルクンブ地方の魅力とおすすめのトレッキングコース
についてお聞きしました。

シェルパさんの故郷であるソルクンブ地方について教えてください
ソルクンブ地方は、サガルマータ（エベレスト）のふもとの一帯のエリアです。飛行場があるルクラまではカトマンズより飛行機で40分くらいの距離
ですが、悪天候で飛行機が欠航すると車で丸1日、その後5〜6日かけて歩く距離にあります。数百年前にチベットからヒマラヤを越え移住してきたとい

慶應カード事務局行

本紙に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。

1

月

日

お申込される方についてご記入ください

ふりが な

氏

お申込日

TEL （

名

われるシェルパ族は日本人とどことなく顔つきも似ており、
ソルクンブ地方やエベレスト街道を旅すると、日本から遠く離れた場所であっても親近感を

様

感じていただけるのではないかと思います。今は、乾季で空気が澄み渡り、抜けるような青空と夜には満天の星空を楽しんでいただける、
トレッキングに

FAX（

）

）

E-mail

〒

はベストな季節です。
ご 住 所

日本国内ではトレッキングや登山が静かなブームを呼んでいます。
ネパールを訪れる日本人にはどのようなルートが人気ですか?
日本で登山やトレッキングというと、ひたすら山を登るようなイメージが強いように感じます。ネパールで

アパート・マンション名
事務局からご連絡する場合のご希望の連絡方法をご指定下さい。 □TEL

□FAX

□E-mail

のトレッキングは、山道を登っていくのではなく、村と村をつなぐ街道を歩くコースが多く、
さまざまな傾斜の
上りあるいは下りを繰り返しながら、徐々に高度を上げていくことになります。また、1日中歩いているわけで
はなく、歩行時間の短い日には、宿泊地周辺の散策やヒマラヤの名峰展望なども楽しめます。ネパールでは、
初心者の方でも気軽に楽しめる1〜2日のミニトレッキングから、
本格的な装備を必要とする上級者向けのピー
タンボチェからアマダブラムを望む

2

ご希望の公演名とご希望枚数をご記入ください

クハント・トレッキングまで目的や経験、滞在日数に応じて楽しめるさまざまなルートがあります。フェワ湖畔

公 演 名

公 演 日 時

慶應カード価格

のリゾート地で知られるポカラを基点にするアンナプルナ方面、そしてソルクンブ地方を歩くエベレスト街道が人気を二分するルートです。日本からは、

①

月

1週間から10日間程度のツアーも多数ありますが、近年は自分の体力、滞在時間、希望にあわせたルートのアレンジが可能な個人旅行で訪問される方

日

：

〜

円/枚
①

が増えています。

月

日

：

〜

月

日

：

月

日

：

〜

なら、ルクラより2−3日で行けるナムチェバザールはいかがでしょう。エベレスト方面のヒマラヤ登山の基点とも

月

言うべき集落で、周辺にも日帰りできる観光ポイントがありますし、 バザール の名前が表すとおり土曜日には、
チ

日

：

〜

400円

枚
②

円/枚

円
①ｘ②＋③

400円
③

枚

円
①ｘ②＋③

③

●1公演につき発送手数料として別途400円ご負担いただきます。

ベットや近隣の村から商品を売りにくる、ハートと呼ばれる市がたち、
またこのルートでもエベレストが望めるポイ

400円

枚

円/枚

円
①ｘ②＋③

③

②

①

400円

枚

円/枚

小計
①ｘ②＋③

③

②

①

に向かうトレッキング・ルートをさします。個人旅行なら体力や体調に合わせたアレンジが可能ですので、たとえば、山歩きは初心者の方や時間のない方

枚

円/枚

〜

世界の屋根・エベレストへと続くエベレスト街道をおすすめします。エベレスト街道とは、飛行場のあるルクラ（2886m）よりエベレスト（8848ｍ）

発送手数料
③

②

①

シェルパさんのお勧めのトレッキングコースを教えてください

枚数
②

円
①ｘ②＋③

400円

円

合 計

円

ントもあります。体力と時間の余裕があれば、その先のタンボチェというチベット仏教寺院のある村まで足をのば
していただきたいです。現地の言葉で母の首飾りという名の、美しいアマダブラム山を近く望み、天候によっては

3

エベレストも見えるかもしれません。標準的な登山装備は現地でレンタルも可能ですので、1日に5−6時間歩く
体力や登山経験がある方なら、
ゴーキョピーク（5360m）やカラパタール（5545m）までのトレッキングに挑戦

カード会社

するることも可能でしょう。また、夜の暗闇の中で満天の星空と、白く浮かび上がる山々との神秘的なコントラスト
や、エベレストやその周辺の山々から朝日が昇ってくる様子なども是非ご覧いただきたいものの一つです。

お支払いについて ※必ずご記入ならびに該当するものにチェックをお願いします

エベレスト登山の基点となるナムチェバザール

ネパールでのトレッキングでは、
エベレスト街道に限らず、
通過・宿泊する村の様子や文化を垣間見ることがで
き、
人々との交流ができることも大きな魅力だと思います。ただ山道を歩くのではなく、
エベレスト街道沿いのシェ

□JCB □三井住友 □UC □DC □UFJ □NICOS □OMC □DINERS

※1 カード番号

カード番号※1
月

カード有効期限※2

年 カード左下番号

（カード表記と同様にご記入ください）

ー

※3

※4 カードご名義
※3 カード左下番号

カードご名義※4

※2 有効期限

ルパの村々での心温まるふれあい、
行動をともにする頼れるガイドやポーターとの楽しい会話も皆さんのよい思
い出になることでしょう。チベット仏教を信仰するシェルパ族は外見だけではなく生活様式も日本人に似たところ
があり、
どこか懐かしい感覚になるかもしれませんし、
高地の村に暮らす人々の生活は、
とても興味深いのではな
いかと思います。また、
ネパール版餃子というべきモモやトゥクパという汁そばなどシェルパ料理には日本人の口
にもあいやすいメニューがありますので、
街道沿いのロッジなどでお試しいただきたいですね。
ラクパさんが11月にアレンジしたトレッキング風景

シェルパ・ラクパ 氏 プロフィール
ネパール、
ソルクンブ地方生まれ。兄たちの影
響により、10代からトレッキングガイドやコーディ
ネーターを経験。日本人の嗜好に合うきめ細や
かな手配には定評があり、
また、
ユーモアのある
会話と笑顔でリピーターも多い。
連絡先
sherpajngb@yahoo.com（日本語OK）

地元住民であるシェルパのガイドならではの、地図やガイドブックに載っていないポイントやルートの知識も
お役に立つかもしれません。ネパールに旅行されるなら、
トレッキングだけではなく、たとえばラフティングや珍
しい高山植物を見たい、中世を思わせる古都の街並みや、多数あるヒンズー教および仏教寺院を訪れたいなど、
プランニングの段階で興味のあること、ネパールで見たり体験したいことについてご希望をおっしゃっていただ
きたいですね。また、
トレッキングには興味・自信がないがエベレストは見たい、
という方はカトマンズから遊覧
飛行（マウンテンフライト）を利用することも可能です。いろいろな民族が共存するネパールではお祭りも多彩
で、
いろいろな文化を体験することもできますので多くの皆様においでいただきたいと思います。

■お問合せ先 慶應カード事務局（慶應学術事業会）Tel:(03)3453-3854 （月）〜（金）8：30〜17：00（11：30〜12：30は除く）
E-mail:info@keiocard.com URL: http://www.keiocard.com/

チケット関連注意事項
◆お申込は慶應カード会員の方に限らせていただきます。
◆先着順に受付し、満席になり次第締め切らせていただきます。チケットがお取りできない場合にのみ、Fax受信後5日以内にご指定の方法でご連絡いたします。
◆席番は主催者からの提供席を受付順に配席させていただきますのでご了承ください。
◆お申込後のキャンセル・変更はお受けできません。
◆チケットは公演日の約２週間前までの発送を予定しております。また、
いかなる事情（紛失・焼失・破損等）があってもチケットの再発行はいたしません。
◆チケット代金および発送手数料は、通常のカードご利用代金と同様に自動引落しとなります。お支払いは慶應カードでの一括払いのみとさせていただきます。お席を
確保した時点でお支払い請求をたて、
チケットご送付前にお支払いいただくことになる場合がありますのでご了承ください。なお、掲示価格には、消費税等が含まれて
おります。
◆ご提供いただきました個人情報はチケット代金の決済およびチケットの送付に利用いたします。また一部公演につきましてはサービスのご提供に必要な場合に限り主
催者およびチケット提供会社と共有することがございます。

%
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鑑賞ご優待チケット
パルコ主催公演
チケット取扱開始!
1/5（土）
申込締切

7Pの
7P
7Pの申込書も
の申込書
込書も
もしくは http://www.keiocard.com/shop/ から
らお申込いただけます
お申込いただけます

レニングラード
国立バレエ

名門バレエ団18回目の来日公演はバルセロ
ナを舞台とする人気作品ドン・キホーテ。美貌
と実力を兼ね備えるソリスト
たちによる優雅でドラマティッ
クな舞台にご期待ください。

日時
1月25日（金）18:30
1月26日（土）14:00
場所 オーチャードホール
価格 S席15,000円
→慶應カード価格 13,000円
出演：レニングラード
国立歌劇場バレエ団
1/20（日） 倉本裕基

ピアノコンサート2008

日本のみならず、
韓国でも圧倒的人気を誇るイー
ジーリスニングの巨匠が久々のコンサートツアー
を 開 催 。優しいメロ
ディとユーモア溢れ
るトークのひと時を
お楽しみください。

日時＆場所
2月14日（木）19:00 サントリーホール
3月 5日（水）14:00 横浜みなとみらいホール
価格 S席6,000円
→慶應カード価格 5,500円
演奏予定曲目：
愛の記憶 韓国ドラマ「朱蒙」で使用
優しい想いは果てなく オリジナル曲
霧のレイク・ルイーズ
「冬のソナタ」で使用 ほか

1/31（木） ミュージカル
申込締切

フォービドゥン・シティ

欲望と陰謀が渦巻く清朝末期に
後宮の女官から皇太后となった
西太后の波乱の人生をディック・リー
の音楽が描き出し、
アジアの俳優
たちがテンポよく演じていきます。

日時
3月14日（金）19:00 3月26日（水）14:00
3月16日（日）12:00 3月29日（土）12:00
3月21日（金）19:00
場所 東京国際フォーラム ホールC
価格 S席11,000円
→慶應カード価格 8,700円
シニアS席9,000円
→慶應カード価格 7,100円
（※60歳以上）

音楽：ディック・リー
原作･作詞：ステファン・クラーク
演出：スティーヴン・デクスター
出演：エマ・ヤン 他

http://www.keiocard.com/shop/

1/15（火） 二人の約束
申込締切

〜ムソルグスキー記念〜

「ドン・キホーテ」

申込締切

慶應カード会員の皆様に、舞台・お芝居などを優待価格
にてご案内いたします。先行発売のチケットもございま
すので、ぜひ、Webサイトもご確認ください。

ミュージカル、芝居、落語と幅広く人気があるパルコ
主催公演のチケット取り扱いを開始しました。慶應
カード会員の皆様には一般発売に先駆けてチケッ
トをお求めいただけます。

1/20（日）

〜The Two
Men's Promise〜

2003年『二人の噺』で抱腹絶倒のやりとり
を演じた中井貴一と段田安則。実力派のおじ
様二人にヒロインとしてりょうを迎え、
パワーアッ
プした舞台が見れ
ること必至です。

場所 パルコ劇場
価格 全席指定7,000円
出演：中井貴一、段田安則、りょう
※未就学児入場不可

申込締切

ラ・マンチャの男

初演以来1086回
の上演を重ねる松本
幸四郎のライフワー
ク・ミュージカルが帰っ
てきます。見果てぬ
夢を追い求めるドン・
キホーテの遍歴は今
回も続きます。

日時
4月 6日（日）12:00
4月26日（土）12:00

日時
2月21日（木）19:00
2月22日（金）19:00
2月23日（土）14:00

1/31（木） MIDSUMMER

申込締切

CAROL

〜ガマ王子VSザリガニ魔人〜

2004年夏に、パルコ劇場と
全国7都市の観客を爆笑と号
泣で沸かせたあの舞台が帰っ
てくる。キャストも一新、演出
もあらたに、心の奥底をゆさ
ぶる物語があなたを包みます。

場所 帝国劇場
価格 S席12,500円
→慶應カード価格 11,800円
出演：松本幸四郎、松たか子、佐藤輝、
福井貴一、上條恒彦 他
1/31（木）
申込締切

先行発売

屋上庭園/動員挿話

小品ながら2005年に読売演劇大賞ほか数々
の賞に輝いた作品の再演。大正・昭和期の作家・
岸田國士による繊細な日本語あふれる珠玉の
名 作 を お 楽し
みください。

旬のおすすめ書籍
このたび慶應カードの独自協力店となったマガジンハウスは、
トレンド情報誌や雑誌だけではなく、ベストセラー小説を
はじめとした書籍も数多く出版しています。2007年後半に発行されたものの中から旬のおすすめ書籍をご紹介いたします。
親から子に伝える「食べる」知恵 ごはん力！

過ぎゆくもの

健康で、
優しく、
頭の良い子に育てたいなら、
勉強よりご
はんが大切。食生活ジャーナリストの岸朝子さんと、
ご長
男のお嫁さんでありクッキングプロデューサーの葛恵子さ
んが、
無理せず楽しく、
暮らしの中でできる
「食べる知恵」
そして「食育」について提案します。

10月14日、
大宮にオープンした「鉄道博物館」に山本容
子さんが巨大なステンドグラスを製作しました。それをきっ
かけに、
11人の作家による鉄道をテーマにした詩とエッ
セイを山本容子さんの絵で包み込む1冊ができました。

9月29日発行 定価：1,365円（税込）
著作/岸朝子・葛恵子

10月14日発行 定価：2,000円（税込）
絵/山本容子 文/浅田次郎、嵐山光三郎、池内紀、
池澤夏樹、江國香織、小川洋子、関川夏央、
谷川俊太郎、中沢新一、辻原登、湯川豊

７つのお金で一生困らない!

美か、さもなくば死を

我々の生活を取り巻く様々な「お金の問題」。年金と社保
庁の問題、
保険料の支払い問題、
年金分割の実施と熟
年離婚、
団塊世代の退職と退職金の有効利用問題、
株
や国債、
外貨預金などの金融資産の問題などについて
経済ジャーナリストの荻原博子さんが、
今起きている「お
金の問題」をわかりやすく解説し、
どんな選択が有効かを
ひも解いていきます。
10月25日発行 定価：1,365円(税込）
著作/荻原博子

人気女性誌『アンアン』での連載が11年目に突入し、
この
11月には500回を超えるエッセイ
「美女入門」。
ファッション、
恋愛、
ダイエット・
・
・と興味の尽きないネタが満載され、
今回
は著者自ら描き続けた10年分の絵をコンパクトにまとめた
コレクションを収録しています。

「きょうの猫村さん」
壁かけカレンダー 2008年
おなじみのほしよりこさんの人気シリーズ「きょうの猫村さ
ん」が壁かけ式のカレンダーになりました。2008年の1月
から12月まで、
ちょっとこぶりでシンプルなデザイン、
すべ
てオールカラーの描き下ろし。
「おまけシール」
もついて
います。
11月1日発行 定価：1,890円（税込）
絵/ほし よりこ

日時
4月3日（木）18：30
4月4日（金）18：30
4月6日（日）13：00
場所
価格

パルコ劇場
8,500円
→慶應カード価格 8,000円
作 ：後藤ひろひと 演出：G2
出演：吉田鋼太郎、内田朝陽、
新妻聖子、岡田浩暉 他
※未就学児入場不可
1/31（木）
申込締切

歌舞伎へのいざない
「芦屋道満大内鑑
−葛の葉−」
安倍保名内機屋の場
同 奥座敷の場

人間に命を救われ恩義を感じた白狐が美女に
変身し妻となる幻想的でロマン溢れる名作。
歌舞伎俳優によるご案内と無料のプログラム
つきで、歌舞伎鑑賞が初め
ての方でも気軽に楽しめま
す。

日時
3月1日（土）13:00
3月6日（木）19:00
場所 新国立劇場 小劇場
価格 全席指定 4,200円
出演：七瀬なつみ、神野三鈴、
小林隆、山路和弘 他
2/29（金）
申込締切

梅沢武生劇団・
梅沢富美男・
前川清特別公演

毎回ご好評をいただいている梅沢富美男・前川清
のコンビがまた登場。稀
代の迷コンビが舞台狭し
と大活躍する公演にご期
待下さい。

日時
3月4日（火）12:00
3月6日（木）15:00
3月8日（土）19:00

日時
6月28日（土）16:00
6月29日（日）11:00

場所 国立劇場
価格 一等席3,800円
→慶應カード価格 3,400円
出演：中村芝雀 他

場所 明治座
価格 一等席10,000円
→慶應カード価格 9,000円
出演：梅沢武生、梅沢富美男、前川清 他

$

11月22日発行 定価：1,050円（税込）
著作/林真理子

!

今回ご紹介の書籍・カレンダーは下記Webサイトのほか、
お近くの書店でもお買い求めいただけます。

http://www.keiocard.com/news0712/
詳細はP5をご覧ください。
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慶應カード独自協力店のご紹介
美術館

ポーラ美術館

インフォメーション

5

自然の光が降り注ぐガラス張りの建築空間の中で、心ゆくまで芸術作品を堪能できます。総

名様

数約9,500点のコレクションの中核は、19世紀フランス印象派やエコール・ド・パリなどの

2008年

1/6（日）
応募締切

慶應義塾大学出版会より

慶應カレンダー2008を5名様に

慶應義塾大学出版会より毎年ご好評いただいている慶應カレンダーを5名様に。慶應カレンダーは慶應
義塾所蔵の洋･和･漢の稀覯書を12カ月にあしらった、使いやすい大きさ(A3判)の壁掛けカレンダーです。
2008年は歌川広重の行書版「東海道五十三次之内・袋井」をはじめとした12点を掲載しております。

西洋絵画400点であり、
また日本の洋画、日本画、東洋陶磁、日本の近現代陶磁、
ガラス工芸、
化粧道具なども多数収蔵し、大変幅広いコレクションとなっております。他にも、ひめしゃらの
森を臨むおしゃれなカフェやレストランでのお食事も楽しめます。優れた作品と、美しい緑の

5

自然、そして光に満ち溢れた建築空間が織り成す美の世界をお楽しみ下さい。
優待内容

ご好評をいただいている慶應グッズをはじめ、旬の書籍や、
ご招待券と盛りだくさんな内容でお届けします。

読 者

NEW

名様

2008年

1/6（日）
応募締切

マガジンハウスより

人気の新刊書籍・カレンダーを5名様に

2007年後半発売の人気書籍・カレンダーをそれぞれ1名様にプレゼントいたします。
『過ぎゆくもの』
（山本容子・絵） 『美か、
さもなくば死を』
（林真理子・著） 『７つのお金で一生困らない!』
（荻原博子・著）
『親から子に伝える「食べる」知恵 ごはん力！』
（岸朝子、葛恵子・共著） 『「きょうの猫村さん」壁かけカレンダー 2008年』
（ほしよりこ・絵）

慶應カードの提示で入館料を割引
(会員本人を含め5名まで優待可)
大人
：1800円→1600円
大高校生：1300円→1100円
中小生 ： 700円→ 600円

ピエール・オーギュスト・ルノワール「レースの帽子の少女」1891年

※ご希望の賞品名もご記入ください。

5
組

2008年

1/6（日）
応募締切

ポーラ美術館より

ご招待券を5組10名様に

19世紀のフランス印象派やエコール・ド・パリの絵画を中心とした貴重なコレクションをじっくり鑑賞できるポーラ美術館のご招待券を5組10名
様にプレゼントいたします。

○所在地
〒250−0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285
Tel：0460−84−2111
http://www.polamuseum.or.jp/
開館時間
午前9時〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
年中無休
(展示替えのため臨時休館あり)

5

名様
美術館外観

2008年

1/6（日）
応募締切

慶應カード事務局より

講演会ブックレットとペンをセットにして5名様に

慶應義塾創立150年ブックレット『学問のすゝめ21』の 『Vol.01 よく学び よく遊び』
『Vol.02 これから
の地域社会とスポーツ』そして慶應義塾創立150年記念ロゴマーク入りボールペン（非売品）をセットにして
５名様にプレゼントいたします。慶應義塾は2008年にいよいよ創立150年を迎えます。いまだけの記念グッ
ズをぜひお手元に!! ※ボールペンの色はお選びいただけません。

慶應カード チケットプレゼント
書 籍

20

マガジンハウス NEW

組

2008年

1/10（木）
応募締切

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ

定期演奏会のチケットを20組40名様に

東京芸術劇場で開催される『第195回定期演奏会』チケットを20組（40名様）にプレゼントいたします。

常に時代のトレンドを先取りする雑誌を発行しているマガジンハウス。
トレンド情報誌だけではなく、

2008年3月16日（日） 昼公演
会場：東京芸術劇場 大ホール
指揮：大河内雅彦

生活に深く根ざした雑誌も数多く発行しており、誰もが一度は手に取ったことがあるのではないで
しょうか。このたび、マガジンハウスが慶應カードの独自協力店となりました。会員の皆様には送料

演奏予定曲目：ワーグナー／歌劇『さまよえるオランダ人』序曲
シューベルト／交響曲第８番『未完成』
ベルリオーズ／『幻想交響曲』

※応募方法：往復はがきにてご応募ください。往信用に住所、氏名、塾員番号、
カード会社名を、返信用には宛先住所、氏名をご記入のうえ、
お申込みください。お１人様１通の
みのご応募となります。
２通以上お申込みの場合無効となりますので、
ご注意ください。なお、
2008年1月15日前後の返信はがきの発送をもって発表に代えさせていただきます。

無料や特典などのついた定期購読をさらにお得にご利用いただけます。ロングセラー雑誌はもち
ろんのこと、
「クロワッサン プレミアム」など新創刊雑誌も対象になります。

20

対象雑誌
「クロワッサン プレミアム｣「カーサブルータス」
「ギンザ」
「ボアオ」
「ポパイ」
「ハナコウエスト」
「ウフ.」
「クウネル」
「クロワッサン」
「ハナコ」
「ターザン」
「ブルータス」

組

この専用申込用紙にてお申込みください。

優待内容

慶應カード会員専用申込書で対象雑誌の定期購読をお申込みいただくと、マガジンハウスオリジナルの図書カードをプレゼント。
（既に対象雑誌を購読中・お申込済の場合、書籍、ムック本のお申込は対象外となります。また、定期購読の特典は雑誌により異なります。あら
かじめご了承ください。）

申込用紙はこちらからダウンロードいただけます

http://www.magazine.co.jp/subscribe/keio.pdf

○お問い合わせ先
マガジンハウス読者サービスセンター
フリーダイヤル 0120−797−300（受付時間 午前10時〜午後7時 年末年始を除く）
http://www.magazine.co.jp/

2008年

3/31（月）
応募締切

慶應義塾体育会アメリカンフットボール部

アメリカンフットボール対校戦チケットを20組40名様に

2008年の春季を彩る試合のチケットを抽選で20組（40名様）にプレゼントいたします。
試合は、5月〜6月の土曜日、日曜日または祝祭日に開催予定です。 詳細は3月1日以降お電話で事務局までお問い合わせください。
※応募方法：往復はがきにてご応募ください。往信用に住所、氏名、塾員番号、
カード会社名を、返信用には宛先住所、氏名をご記入のうえ、
お申込みください。お１人様１通の
みのご応募となります。
２通以上お申込みの場合無効となりますので、
ご注意ください。なお、
2008年4月10日前後の返信はがきの発送をもって発表に代えさせていただきます。

応募方法：官製はがき（ワグネルコンサートチケット、アメリカンフットボールチケットは往復はがき）にてご応募ください。
必要記入事項：ご希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、塾員番号（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名
応募先：〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 慶應義塾（慶應学術事業会）
※ご応募の際には必ず係名をご記入ください。
慶應カード ワグネルコンサート チケット係／慶應カード アメリカンフットボール チケット係／慶應カード読者プレゼント係
※慶應カード読者プレゼントは、賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

慶應義塾大学出版会よりKEIO BOOK CLUBのおすすめ
最新情報をお届けする

慶應カードメールマガジン 配信登録 好評受付中!!

慶應カードメールマガジンは原則月2回の配信で慶應カードを便利にお使いいただくためのお得な情報をお知らせします。
メールマガジンのみの情報もお届けしています。登録・購読ともに無料ですので、ぜひご登録ください。

ご登録はこちらから
〈ご登録にあたって〉

慶應義塾塾員・教職員を対象とした会員制ウェブサイトKEIO BOOK CLUBが2008年1月25日、いよいよ
スタート！会員になると色々な特典のあるウェブ上ブック・クラブ。慶應カードをお持ちの方には、さらに特典
があります。詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.keio-up.co.jp/keiobookclub/

http://www.keiocard.com/mag/

「慶應カレンダー2008」

慶應カードWebサイトでは今回のようなサービス情報の他、
慶應カード独自協力店の検索、
ご優待チケットのご案内もし
ています。ぜひご利用ください。

※メールマガジンはパソコンのメールアドレスでご登録ください。またメールアドレスをお持ちでない方はご登録いただけません。

慶應カード事務局では、
ご提供いただく会員の皆様の個人情報の利用・保護につきまして、
プライバシーポリシーを制定し、Webサイト（http://www.keiocard.com/）にて公表しております。
メールマガジンにご登録の際は、
このプライバシーポリシーをご覧いただき、
ご了解のうえお申込ください。

"

2008年1月25日開始

#
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慶應カード独自協力店のご紹介
美術館

ポーラ美術館

インフォメーション

5

自然の光が降り注ぐガラス張りの建築空間の中で、心ゆくまで芸術作品を堪能できます。総

名様

数約9,500点のコレクションの中核は、19世紀フランス印象派やエコール・ド・パリなどの

2008年

1/6（日）
応募締切

慶應義塾大学出版会より

慶應カレンダー2008を5名様に

慶應義塾大学出版会より毎年ご好評いただいている慶應カレンダーを5名様に。慶應カレンダーは慶應
義塾所蔵の洋･和･漢の稀覯書を12カ月にあしらった、使いやすい大きさ(A3判)の壁掛けカレンダーです。
2008年は歌川広重の行書版「東海道五十三次之内・袋井」をはじめとした12点を掲載しております。

西洋絵画400点であり、
また日本の洋画、日本画、東洋陶磁、日本の近現代陶磁、
ガラス工芸、
化粧道具なども多数収蔵し、大変幅広いコレクションとなっております。他にも、ひめしゃらの
森を臨むおしゃれなカフェやレストランでのお食事も楽しめます。優れた作品と、美しい緑の

5

自然、そして光に満ち溢れた建築空間が織り成す美の世界をお楽しみ下さい。
優待内容

ご好評をいただいている慶應グッズをはじめ、旬の書籍や、
ご招待券と盛りだくさんな内容でお届けします。

読 者

NEW

名様

2008年

1/6（日）
応募締切

マガジンハウスより

人気の新刊書籍・カレンダーを5名様に

2007年後半発売の人気書籍・カレンダーをそれぞれ1名様にプレゼントいたします。
『過ぎゆくもの』
（山本容子・絵） 『美か、
さもなくば死を』
（林真理子・著） 『７つのお金で一生困らない!』
（荻原博子・著）
『親から子に伝える「食べる」知恵 ごはん力！』
（岸朝子、葛恵子・共著） 『「きょうの猫村さん」壁かけカレンダー 2008年』
（ほしよりこ・絵）

慶應カードの提示で入館料を割引
(会員本人を含め5名まで優待可)
大人
：1800円→1600円
大高校生：1300円→1100円
中小生 ： 700円→ 600円

ピエール・オーギュスト・ルノワール「レースの帽子の少女」1891年

※ご希望の賞品名もご記入ください。

5
組

2008年

1/6（日）
応募締切

ポーラ美術館より

ご招待券を5組10名様に

19世紀のフランス印象派やエコール・ド・パリの絵画を中心とした貴重なコレクションをじっくり鑑賞できるポーラ美術館のご招待券を5組10名
様にプレゼントいたします。

○所在地
〒250−0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285
Tel：0460−84−2111
http://www.polamuseum.or.jp/
開館時間
午前9時〜午後5時（入館は午後4時30分まで）
年中無休
(展示替えのため臨時休館あり)

5

名様
美術館外観

2008年

1/6（日）
応募締切

慶應カード事務局より

講演会ブックレットとペンをセットにして5名様に

慶應義塾創立150年ブックレット『学問のすゝめ21』の 『Vol.01 よく学び よく遊び』
『Vol.02 これから
の地域社会とスポーツ』そして慶應義塾創立150年記念ロゴマーク入りボールペン（非売品）をセットにして
５名様にプレゼントいたします。慶應義塾は2008年にいよいよ創立150年を迎えます。いまだけの記念グッ
ズをぜひお手元に!! ※ボールペンの色はお選びいただけません。

慶應カード チケットプレゼント
書 籍

20

マガジンハウス NEW

組

2008年

1/10（木）
応募締切

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ

定期演奏会のチケットを20組40名様に

東京芸術劇場で開催される『第195回定期演奏会』チケットを20組（40名様）にプレゼントいたします。

常に時代のトレンドを先取りする雑誌を発行しているマガジンハウス。
トレンド情報誌だけではなく、

2008年3月16日（日） 昼公演
会場：東京芸術劇場 大ホール
指揮：大河内雅彦

生活に深く根ざした雑誌も数多く発行しており、誰もが一度は手に取ったことがあるのではないで
しょうか。このたび、マガジンハウスが慶應カードの独自協力店となりました。会員の皆様には送料

演奏予定曲目：ワーグナー／歌劇『さまよえるオランダ人』序曲
シューベルト／交響曲第８番『未完成』
ベルリオーズ／『幻想交響曲』

※応募方法：往復はがきにてご応募ください。往信用に住所、氏名、塾員番号、
カード会社名を、返信用には宛先住所、氏名をご記入のうえ、
お申込みください。お１人様１通の
みのご応募となります。
２通以上お申込みの場合無効となりますので、
ご注意ください。なお、
2008年1月15日前後の返信はがきの発送をもって発表に代えさせていただきます。

無料や特典などのついた定期購読をさらにお得にご利用いただけます。ロングセラー雑誌はもち
ろんのこと、
「クロワッサン プレミアム」など新創刊雑誌も対象になります。

20

対象雑誌
「クロワッサン プレミアム｣「カーサブルータス」
「ギンザ」
「ボアオ」
「ポパイ」
「ハナコウエスト」
「ウフ.」
「クウネル」
「クロワッサン」
「ハナコ」
「ターザン」
「ブルータス」

組

この専用申込用紙にてお申込みください。

優待内容

慶應カード会員専用申込書で対象雑誌の定期購読をお申込みいただくと、マガジンハウスオリジナルの図書カードをプレゼント。
（既に対象雑誌を購読中・お申込済の場合、書籍、ムック本のお申込は対象外となります。また、定期購読の特典は雑誌により異なります。あら
かじめご了承ください。）

申込用紙はこちらからダウンロードいただけます

http://www.magazine.co.jp/subscribe/keio.pdf

○お問い合わせ先
マガジンハウス読者サービスセンター
フリーダイヤル 0120−797−300（受付時間 午前10時〜午後7時 年末年始を除く）
http://www.magazine.co.jp/

2008年

3/31（月）
応募締切

慶應義塾体育会アメリカンフットボール部

アメリカンフットボール対校戦チケットを20組40名様に

2008年の春季を彩る試合のチケットを抽選で20組（40名様）にプレゼントいたします。
試合は、5月〜6月の土曜日、日曜日または祝祭日に開催予定です。 詳細は3月1日以降お電話で事務局までお問い合わせください。
※応募方法：往復はがきにてご応募ください。往信用に住所、氏名、塾員番号、
カード会社名を、返信用には宛先住所、氏名をご記入のうえ、
お申込みください。お１人様１通の
みのご応募となります。
２通以上お申込みの場合無効となりますので、
ご注意ください。なお、
2008年4月10日前後の返信はがきの発送をもって発表に代えさせていただきます。

応募方法：官製はがき（ワグネルコンサートチケット、アメリカンフットボールチケットは往復はがき）にてご応募ください。
必要記入事項：ご希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、塾員番号（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名
応募先：〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 慶應義塾（慶應学術事業会）
※ご応募の際には必ず係名をご記入ください。
慶應カード ワグネルコンサート チケット係／慶應カード アメリカンフットボール チケット係／慶應カード読者プレゼント係
※慶應カード読者プレゼントは、賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

慶應義塾大学出版会よりKEIO BOOK CLUBのおすすめ
最新情報をお届けする

慶應カードメールマガジン 配信登録 好評受付中!!

慶應カードメールマガジンは原則月2回の配信で慶應カードを便利にお使いいただくためのお得な情報をお知らせします。
メールマガジンのみの情報もお届けしています。登録・購読ともに無料ですので、ぜひご登録ください。

ご登録はこちらから
〈ご登録にあたって〉

慶應義塾塾員・教職員を対象とした会員制ウェブサイトKEIO BOOK CLUBが2008年1月25日、いよいよ
スタート！会員になると色々な特典のあるウェブ上ブック・クラブ。慶應カードをお持ちの方には、さらに特典
があります。詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.keio-up.co.jp/keiobookclub/

http://www.keiocard.com/mag/

「慶應カレンダー2008」

慶應カードWebサイトでは今回のようなサービス情報の他、
慶應カード独自協力店の検索、
ご優待チケットのご案内もし
ています。ぜひご利用ください。

※メールマガジンはパソコンのメールアドレスでご登録ください。またメールアドレスをお持ちでない方はご登録いただけません。

慶應カード事務局では、
ご提供いただく会員の皆様の個人情報の利用・保護につきまして、
プライバシーポリシーを制定し、Webサイト（http://www.keiocard.com/）にて公表しております。
メールマガジンにご登録の際は、
このプライバシーポリシーをご覧いただき、
ご了解のうえお申込ください。

"

2008年1月25日開始

#

慶應カードv18̲P6

慶應カードv18̲P3

鑑賞ご優待チケット
パルコ主催公演
チケット取扱開始!
1/5（土）
申込締切

7Pの
7P
7Pの申込書も
の申込書
込書も
もしくは http://www.keiocard.com/shop/ から
らお申込いただけます
お申込いただけます

名門バレエ団18回目の来日公演はバルセロ
ナを舞台とする人気作品ドン・キホーテ。美貌
と実力を兼ね備えるソリスト
たちによる優雅でドラマティッ
クな舞台にご期待ください。

日時
1月25日（金）18:30
1月26日（土）14:00
場所 オーチャードホール
価格 S席15,000円
→慶應カード価格 13,000円
出演：レニングラード
国立歌劇場バレエ団
1/20（日） 倉本裕基

ピアノコンサート2008

日本のみならず、
韓国でも圧倒的人気を誇るイー
ジーリスニングの巨匠が久々のコンサートツアー
を 開 催 。優しいメロ
ディとユーモア溢れ
るトークのひと時を
お楽しみください。

日時＆場所
2月14日（木）19:00 サントリーホール
3月 5日（水）14:00 横浜みなとみらいホール
価格 S席6,000円
→慶應カード価格 5,500円
演奏予定曲目：
愛の記憶 韓国ドラマ「朱蒙」で使用
優しい想いは果てなく オリジナル曲
霧のレイク・ルイーズ
「冬のソナタ」で使用 ほか

1/31（木） ミュージカル
申込締切

フォービドゥン・シティ

欲望と陰謀が渦巻く清朝末期に
後宮の女官から皇太后となった
西太后の波乱の人生をディック・リー
の音楽が描き出し、
アジアの俳優
たちがテンポよく演じていきます。

日時
3月14日（金）19:00 3月26日（水）14:00
3月16日（日）12:00 3月29日（土）12:00
3月21日（金）19:00

販売中止

場所 東京国際フォーラム ホールC
価格 S席11,000円
→慶應カード価格 8,700円
シニアS席9,000円
→慶應カード価格 7,100円
（※60歳以上）

音楽：ディック・リー
原作･作詞：ステファン・クラーク
演出：スティーヴン・デクスター
出演：エマ・ヤン 他

http://www.keiocard.com/shop/

1/15（火） 二人の約束
申込締切

〜ムソルグスキー記念〜

「ドン・キホーテ」

申込締切

慶應カード会員の皆様に、舞台・お芝居などを優待価格
にてご案内いたします。先行発売のチケットもございま
すので、ぜひ、Webサイトもご確認ください。

ミュージカル、芝居、落語と幅広く人気があるパルコ
主催公演のチケット取り扱いを開始しました。慶應
カード会員の皆様には一般発売に先駆けてチケッ
トをお求めいただけます。

レニングラード
国立バレエ

1/20（日）

〜The Two
Men's Promise〜

2003年『二人の噺』で抱腹絶倒のやりとり
を演じた中井貴一と段田安則。実力派のおじ
様二人にヒロインとしてりょうを迎え、
パワーアッ
プした舞台が見れ
ること必至です。

場所 パルコ劇場
価格 全席指定7,000円
出演：中井貴一、段田安則、りょう
※未就学児入場不可

申込締切

申込締切

ラ・マンチャの男

初演以来1086回
の上演を重ねる松本
幸四郎のライフワー
ク・ミュージカルが帰っ
てきます。見果てぬ
夢を追い求めるドン・
キホーテの遍歴は今
回も続きます。

日時
4月 6日（日）12:00
4月26日（土）12:00

日時
2月21日（木）19:00
2月22日（金）19:00
2月23日（土）14:00

1/31（木） MIDSUMMER

旬のおすすめ書籍

CAROL

〜ガマ王子VSザリガニ魔人〜

2004年夏に、パルコ劇場と
全国7都市の観客を爆笑と号
泣で沸かせたあの舞台が帰っ
てくる。キャストも一新、演出
もあらたに、心の奥底をゆさ
ぶる物語があなたを包みます。

場所 帝国劇場
価格 S席12,500円
→慶應カード価格 11,800円
出演：松本幸四郎、松たか子、佐藤輝、
福井貴一、上條恒彦 他
1/31（木）
申込締切

先行発売

屋上庭園/動員挿話

小品ながら2005年に読売演劇大賞ほか数々
の賞に輝いた作品の再演。大正・昭和期の作家・
岸田國士による繊細な日本語あふれる珠玉の
名 作 を お 楽し
みください。

日時
4月3日（木）18：30
4月4日（金）18：30
4月6日（日）13：00
場所
価格

パルコ劇場
8,500円
→慶應カード価格 8,000円
作 ：後藤ひろひと 演出：G2
出演：吉田鋼太郎、内田朝陽、
新妻聖子、岡田浩暉 他
※未就学児入場不可
1/31（木）
申込締切

歌舞伎へのいざない
「芦屋道満大内鑑
−葛の葉−」
安倍保名内機屋の場
同 奥座敷の場

人間に命を救われ恩義を感じた白狐が美女に
変身し妻となる幻想的でロマン溢れる名作。
歌舞伎俳優によるご案内と無料のプログラム
つきで、歌舞伎鑑賞が初め
ての方でも気軽に楽しめま
す。

日時
3月1日（土）13:00
3月6日（木）19:00
場所 新国立劇場 小劇場
価格 全席指定 4,200円
出演：七瀬なつみ、神野三鈴、
小林隆、山路和弘 他
2/29（金）
申込締切

梅沢武生劇団・
梅沢富美男・
前川清特別公演

毎回ご好評をいただいている梅沢富美男・前川清
のコンビがまた登場。稀
代の迷コンビが舞台狭し
と大活躍する公演にご期
待下さい。

日時
3月4日（火）12:00
3月6日（木）15:00
3月8日（土）19:00

日時
6月28日（土）16:00
6月29日（日）11:00

場所 国立劇場
価格 一等席3,800円
→慶應カード価格 3,400円
出演：中村芝雀 他

場所 明治座
価格 一等席10,000円
→慶應カード価格 9,000円
出演：梅沢武生、梅沢富美男、前川清 他

$
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旅を愉しむ
さまざまな魅力にあふれるネパールを訪ねる

FAX:(03)3457-9633

北はチベットに隣接するヒマラヤ山脈、南はインドへとつながるタライ平野にはさまれた小さな国、
ネパールは30以上の民族が暮らす多民族国家です。
また、標高5000mを越える高地から亜熱帯
の低地まで、変化に富んだ自然は、世界でも有数の動植物の宝庫でもあります。
ネパール観光のハイライトとも言うべきヒマラヤ登山の強力なサポーターとして知られる人たちがシェルパ族で
す。高い身体能力と豊富な知識を持ち、自ら優秀な登山家としてヒマラヤ登頂に関する記録保持を輩出して
カラパタールからエベレストを望む
きた「シェルパ」は山岳ガイドを表す一般名称にもなっています。今回は東京とネパールの首都・カトマンズをベー
スにトレッキングコーディネーターとして活躍しているシェルパ・ラクパさんに、
シェルパさんの故郷であるソルクンブ地方の魅力とおすすめのトレッキングコース
についてお聞きしました。

シェルパさんの故郷であるソルクンブ地方について教えてください
ソルクンブ地方は、サガルマータ（エベレスト）のふもとの一帯のエリアです。飛行場があるルクラまではカトマンズより飛行機で40分くらいの距離
ですが、悪天候で飛行機が欠航すると車で丸1日、その後5〜6日かけて歩く距離にあります。数百年前にチベットからヒマラヤを越え移住してきたとい

慶應カード事務局行

本紙に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。

1

月

日

お申込される方についてご記入ください

ふりが な

氏

お申込日

TEL （

名

われるシェルパ族は日本人とどことなく顔つきも似ており、
ソルクンブ地方やエベレスト街道を旅すると、日本から遠く離れた場所であっても親近感を

様

感じていただけるのではないかと思います。今は、乾季で空気が澄み渡り、抜けるような青空と夜には満天の星空を楽しんでいただける、
トレッキングに

FAX（

）

）

E-mail

〒

はベストな季節です。
ご 住 所

日本国内ではトレッキングや登山が静かなブームを呼んでいます。
ネパールを訪れる日本人にはどのようなルートが人気ですか?
日本で登山やトレッキングというと、ひたすら山を登るようなイメージが強いように感じます。ネパールで

アパート・マンション名
事務局からご連絡する場合のご希望の連絡方法をご指定下さい。 □TEL

□FAX

□E-mail

のトレッキングは、山道を登っていくのではなく、村と村をつなぐ街道を歩くコースが多く、
さまざまな傾斜の
上りあるいは下りを繰り返しながら、徐々に高度を上げていくことになります。また、1日中歩いているわけで
はなく、歩行時間の短い日には、宿泊地周辺の散策やヒマラヤの名峰展望なども楽しめます。ネパールでは、
初心者の方でも気軽に楽しめる1〜2日のミニトレッキングから、
本格的な装備を必要とする上級者向けのピー
タンボチェからアマダブラムを望む

2

ご希望の公演名とご希望枚数をご記入ください

クハント・トレッキングまで目的や経験、滞在日数に応じて楽しめるさまざまなルートがあります。フェワ湖畔

公 演 名

公 演 日 時

慶應カード価格

のリゾート地で知られるポカラを基点にするアンナプルナ方面、そしてソルクンブ地方を歩くエベレスト街道が人気を二分するルートです。日本からは、

①

月

1週間から10日間程度のツアーも多数ありますが、近年は自分の体力、滞在時間、希望にあわせたルートのアレンジが可能な個人旅行で訪問される方

日

：

〜

円/枚
①

が増えています。

月

日

：

〜

月

日

：

月

日

：

〜

なら、ルクラより2−3日で行けるナムチェバザールはいかがでしょう。エベレスト方面のヒマラヤ登山の基点とも

月

言うべき集落で、周辺にも日帰りできる観光ポイントがありますし、 バザール の名前が表すとおり土曜日には、
チ

日

：

〜

400円

枚
②

円/枚

円
①ｘ②＋③

400円
③

枚

円
①ｘ②＋③

③

●1公演につき発送手数料として別途400円ご負担いただきます。

ベットや近隣の村から商品を売りにくる、ハートと呼ばれる市がたち、
またこのルートでもエベレストが望めるポイ

400円

枚

円/枚

円
①ｘ②＋③

③

②

①

400円

枚

円/枚

小計
①ｘ②＋③

③

②

①

に向かうトレッキング・ルートをさします。個人旅行なら体力や体調に合わせたアレンジが可能ですので、たとえば、山歩きは初心者の方や時間のない方

枚

円/枚

〜

世界の屋根・エベレストへと続くエベレスト街道をおすすめします。エベレスト街道とは、飛行場のあるルクラ（2886m）よりエベレスト（8848ｍ）

発送手数料
③

②

①

シェルパさんのお勧めのトレッキングコースを教えてください

枚数
②

円
①ｘ②＋③

400円

円

合 計

円

ントもあります。体力と時間の余裕があれば、その先のタンボチェというチベット仏教寺院のある村まで足をのば
していただきたいです。現地の言葉で母の首飾りという名の、美しいアマダブラム山を近く望み、天候によっては

3

エベレストも見えるかもしれません。標準的な登山装備は現地でレンタルも可能ですので、1日に5−6時間歩く
体力や登山経験がある方なら、
ゴーキョピーク（5360m）やカラパタール（5545m）までのトレッキングに挑戦

カード会社

するることも可能でしょう。また、夜の暗闇の中で満天の星空と、白く浮かび上がる山々との神秘的なコントラスト
や、エベレストやその周辺の山々から朝日が昇ってくる様子なども是非ご覧いただきたいものの一つです。

お支払いについて ※必ずご記入ならびに該当するものにチェックをお願いします

エベレスト登山の基点となるナムチェバザール

ネパールでのトレッキングでは、
エベレスト街道に限らず、
通過・宿泊する村の様子や文化を垣間見ることがで
き、
人々との交流ができることも大きな魅力だと思います。ただ山道を歩くのではなく、
エベレスト街道沿いのシェ

□JCB □三井住友 □UC □DC □UFJ □NICOS □OMC □DINERS

※1 カード番号

カード番号※1
月

カード有効期限※2

年 カード左下番号

（カード表記と同様にご記入ください）

ー

※3

※4 カードご名義
※3 カード左下番号

カードご名義※4

※2 有効期限

ルパの村々での心温まるふれあい、
行動をともにする頼れるガイドやポーターとの楽しい会話も皆さんのよい思
い出になることでしょう。チベット仏教を信仰するシェルパ族は外見だけではなく生活様式も日本人に似たところ
があり、
どこか懐かしい感覚になるかもしれませんし、
高地の村に暮らす人々の生活は、
とても興味深いのではな
いかと思います。また、
ネパール版餃子というべきモモやトゥクパという汁そばなどシェルパ料理には日本人の口
にもあいやすいメニューがありますので、
街道沿いのロッジなどでお試しいただきたいですね。
ラクパさんが11月にアレンジしたトレッキング風景

シェルパ・ラクパ 氏 プロフィール
ネパール、
ソルクンブ地方生まれ。兄たちの影
響により、10代からトレッキングガイドやコーディ
ネーターを経験。日本人の嗜好に合うきめ細や
かな手配には定評があり、
また、
ユーモアのある
会話と笑顔でリピーターも多い。
連絡先
sherpajngb@yahoo.com（日本語OK）

地元住民であるシェルパのガイドならではの、地図やガイドブックに載っていないポイントやルートの知識も
お役に立つかもしれません。ネパールに旅行されるなら、
トレッキングだけではなく、たとえばラフティングや珍
しい高山植物を見たい、中世を思わせる古都の街並みや、多数あるヒンズー教および仏教寺院を訪れたいなど、
プランニングの段階で興味のあること、ネパールで見たり体験したいことについてご希望をおっしゃっていただ
きたいですね。また、
トレッキングには興味・自信がないがエベレストは見たい、
という方はカトマンズから遊覧
飛行（マウンテンフライト）を利用することも可能です。いろいろな民族が共存するネパールではお祭りも多彩
で、
いろいろな文化を体験することもできますので多くの皆様においでいただきたいと思います。

■お問合せ先 慶應カード事務局（慶應学術事業会）Tel:(03)3453-3854 （月）〜（金）8：30〜17：00（11：30〜12：30は除く）
E-mail:info@keiocard.com URL: http://www.keiocard.com/

チケット関連注意事項
◆お申込は慶應カード会員の方に限らせていただきます。
◆先着順に受付し、満席になり次第締め切らせていただきます。チケットがお取りできない場合にのみ、Fax受信後5日以内にご指定の方法でご連絡いたします。
◆席番は主催者からの提供席を受付順に配席させていただきますのでご了承ください。
◆お申込後のキャンセル・変更はお受けできません。
◆チケットは公演日の約２週間前までの発送を予定しております。また、
いかなる事情（紛失・焼失・破損等）があってもチケットの再発行はいたしません。
◆チケット代金および発送手数料は、通常のカードご利用代金と同様に自動引落しとなります。お支払いは慶應カードでの一括払いのみとさせていただきます。お席を
確保した時点でお支払い請求をたて、
チケットご送付前にお支払いいただくことになる場合がありますのでご了承ください。なお、掲示価格には、消費税等が含まれて
おります。
◆ご提供いただきました個人情報はチケット代金の決済およびチケットの送付に利用いたします。また一部公演につきましてはサービスのご提供に必要な場合に限り主
催者およびチケット提供会社と共有することがございます。

%
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インフォメーション
慶應義塾創立150年記念講演会 学問のすゝめ21のご案内
21世紀の現代社会が抱える課題を中心に多彩なテーマでおくる、慶應義塾の教員と卒業生による講演会シリーズ「学問のすゝめ21」。
2007年8月から2008年夏まで、全国13ヵ所で好評展開中です。入場無料・事前申し込み制。どなたでもご参加いただけます。
静岡会場

講演テーマ「世界の中で日本の外交を考える」

阿川 尚之（慶應義塾大学 総合政策学部長）
「日米同盟と海上自衛隊の役割」
添谷 芳秀（慶應義塾大学 法学部教授）
「東アジア情勢と日本の近隣外交 ―自画像の揺れをどう正すか」
嶌 信彦（ジャーナリスト）
「世界の中のクール・ジャパン ―再成長のエンジンに」

CONTENTS

日程：2008年1月19日（土）
時間：12時30分開場／13時30分開演
場所：静岡市民文化会館中ホール
主催：慶應義塾
共催：静岡新聞社・静岡放送

稲蔭 正彦（慶應義塾大学 環境情報学部教授）
舘野 泉（ピアニスト）
蓑 豊（金沢21世紀美術館 特任館長）

お申し込み方法

1
2
3
4

■URL：http://www.keiocard.com/
読者プレゼント・チケットプレゼントのお知らせ
鑑賞ご優待チケット
インフォメーション

5
6〜7
8

慶應義塾は2008年に日本の近代総合学塾として初めて創立150年を迎えますが、2005年から10年にわ

日程：2008年2月2日（土）
時間：12時30分開場／13時30分開演
場所：中京大学文化市民会館プルニエホール
主催：慶應義塾
共催：中日新聞社

たって記念事業を行っています。その一環として、グローバル化が進み複雑かつ多様化した社会構造のなかで、
人材育成が急務であると考えられる2つの分野における新しい大学院が2008年4月、日吉キャンパスにて開
設されます。今回は新設される大学院システムデザイン・マネジメント研究科と大学院メディアデザイン研究科

下記いずれかの方法でお申し込みください。

webサイト→ 静岡会場：http://www.gakumon21.jp/shizuoka/
名古屋会場：http://www.gakumon21.jp/nagoya/

10月27日に京都で開催された講演会の様子

上記URLのお申し込みフォームからエントリーしてください。

ハガキ・FAX→①郵便番号・住所 ②氏名 ③電話番号をご記入のうえ、下記宛先まで送付してください。
（応募締切日必着）
静 岡 会 場： 〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-1 静岡新聞社・静岡放送事業局内「学問のすゝめ21」静岡事務局 FAX：054-284-9031
※お問い合わせ：TEL 054-284-8920（平日9時〜18時 ※除く12月27日〜1月6日） E-mail: sbs-jigyo@shizuokaonline.com
名古屋会場： 〒460-8511（住所不要）中日新聞社 文化事業部「学問のすゝめ21」係
FAX: 052-221-0739 ※お問い合わせ：TEL 052-201-3766（平日10時〜18時 ※除く12月28日〜1月6日）
応 募 締 切： 静岡会場 2008年1月9日（定員1,000名になり次第締切） 名古屋会場 2008年1月21日（応募者多数の場合は抽選）
お申し込みいただいた方には、聴講券（ハガキ）
を発送します。なお、抽選の場合、当選の発表は、聴講券（ハガキ）の発送をもってかえさせていた
だきます。※いただいた個人情報は、本講演会の運営のみに使用させていただきます。
今後の開催予定

慶應義塾大学大学院に2つの研究科を新設
旅を愉しむ
旬のおすすめ書籍、
カード会社からのご案内
慶應カード独自協力店のご紹介

慶應義塾大学大学院に2つの研究科を新設

講演テーマ「アートのある生活 ―感性をみがく―」

名古屋会場

■慶應義塾（株式会社慶應学術事業会） ■東京都港区三田2-15-45
■TEL：（03）3453-3854 ■FAX：（03）3457-9633 ■E-mail：info@keiocard.com

3月22日に鹿児島、3月30日に岡山で開催予定です。各地の講演者等詳細は、
講演会webサイト http://www.gakumon21.jp/ をご覧ください。

講演会内容を後日、上記のwebサイトにて動画配信しています。また、各会場ごとに創立150年ブックレット『学問のすゝめ21』を刊行し、講演会会場、
慶應義塾生協のほか、慶應義塾大学出版会のＷｅｂサイトで販売中です。 http://www.keio-up.co.jp/kup/gakumon/
※なお、
こちらの商品につきましては慶應カード優待割引はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。

について簡単にご紹介します。

慶應義塾大学大学院システムデザイン･マネジメント研究科
システムデザイン・マネジメント、その必要性と求められる人材
価値観の変遷やグローバル化が進む中で、私たちの身のまわりにある技術・社会システムは様々な綻びを見せ始めています。
それは、狭い範囲での部分的なシステムの最適化に起因しています。家電や自動車、あるいはロケット、それらの製造プロセス、
プラントの運用、サービス、流通、マーケティングなど，
複雑で高度なシステムを安心・安全で環境共生・社会協生なものにデザイ
ンする必要があります。企画〜廃棄までのライフサイクル全体を通じて、様々な突発的要因を予測しながら総合的に最適化を図
り、技術・社会システムをデザイン・マネジメントできる人材が求められています。
本研究科では、システム構築に必要な概念を獲得し、予算や納期などの制約のもとで、要求分析、要求仕様書作成、設計、部品調
達、製造、評価試験までの一連の流れを体得するための「デザインプロジェクト」を中心に据えた、メルティングポット（産官学・
異文化）での教育研究を展開します。この中でシステム思考を徹底的に習得し，
大規模・複雑化したシステムをデザイン・マネジ

慶應義塾維持会のご案内

メントすることができる「クリエイティブ・システムズ・デザイナ」と「イノベーティブ・プロジェクト・リーダー」の育成をめざします。
大学院生、学部新卒学生だけではなく、企業からの若手技術者、経験をつんだ中堅技術者を対象とし、理系・文系を問わず幅広

維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾の教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立された伝統ある組織です。会員の皆様か
らの醵出金およびその運用益は、塾生へ奨学金支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活動の充実のために幅広く有効に活用させていただい
ております。平成19年度からは「慶應義塾維持会奨学金」を新設し、維持会独自の奨学金として経済的に修学困難で成績優秀な塾生に対し、
奨学金を支給することとし、義塾の奨学金制度をより一層充実させることとしました。
カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者にふさわしい学塾として発展していくために、義塾との絆をさらに深めていただきたく、維
持会へのご加入をお待ちしています。なお、維持会にご入会いただきますと、義塾の機関誌「三田評論」を毎月号贈呈いたします。すでに維
持会員としてご協力いただいている皆様には、引き続きあたたかいご支援賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
お問合せ先

慶應義塾基金室 維持会担当 〒108-8345 港区三田2-15-45 TEL 03-5427-1545（平日9：00−17：00） FAX 03-5427-1546
Webサイト http://www.kikin.keio.ac.jp/ijikai.html E-mail：kikin-box@adst.keio.ac.jp

い学生・人材による教育を実現します。

システムデザイン・マネジメント研究科ホームページ

http://www.sdm.keio.ac.jp/

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
メディアデザイン、その必要性と求められる人材
生産性や効率に代わって「創造性」が経済的価値を生み出す創造社会が到来しようとしています。創造社会においては、デジタ

塾員センターより 住所・改姓名の変更届はお早めに

ル革命は人間の創造力を飛躍的に拡張させる可能性を持っています。しかし、
こうした社会にふさわしい産業を興し、それを担

登録内容が変更になった場合は以下の2箇所に届け出る必要があります。カードのご利用等にご不便が生じることもありますので、
お早めにお届けください。

う人材は圧倒的に不足しています。創造社会を支えるのは、デザイン、テクノロジ、マネジメント、ポリシーの４つの創造性であり、
デジタルメディア・コンテンツ分野においては、
これら４つの創造性を調和・統合し、創造活動を実践するのみならず、その成果の
価値化をプロデュースできる創造リーダーが求められています。本研究科では、
こうした人材を「メディア・イノベータ」と称し、
これからの領域を切り開く人材の育成を目指します。
本研究科では、カリキュラムの中心に 実学 として「リアルプロジェクト」を取り入れます。
「リアルプロジェクト」とは、メディア
デザイン分野において社会が直面している具体的な課題について、企業や行政等と産官学共同で行う研究プロジェクトです。こ
の「リアルプロジェクト」を通して、4つの創造性（デザイン、テクノロジ、マネジメント、ポリシー）の調和・統合とプロジェクト遂行

編

集

後

記

大変お待たせしました、慶應カードニュースをお届けします。今回は新しい研究科の開設など、
慶應義塾のますますの発展を予感させるニュースを中心にお伝えしました。また、創立150年
記念グッズなど読者プレゼントも多数ご用意し、皆様からのご応募をお待ちしております。今
後とも慶應カードをよろしくお願い申し上げます。それでは、次回の慶應カードニュースでお会
いしましょう。
（すがわら）

&
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に必要な５つの力（フィールド ワーク、戦略立案、発想術、試作、実行と検証）を実践的に身につけます。また、国際社会での活動
も考慮し、論文発表を英語で行うなどコミュニケーション能力の体得をめざすほか、国際性を考慮し、英語のみでも修了可能と
するカリキュラム体系となっています

メディアデザイン研究科ホームページ

http://www.kmd.keio.ac.jp/


