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湘南藤沢キャンパス
25周年記念式典・第24回秋祭開催
今年湘南藤沢キャンパス（ SFC ）は開設25周年を
迎えました。画一的な教育システムから脱却し、
多様で複雑な社会に対してテクノロジー、サイエ
ンス、デザイン、ポリシーを連関させながら問題
解決をはかることを目的にSFCが日本で初めて導
ました。総合政策学部・環境情報学部からスター
トし、1992年には湘南藤沢中・高等部、1994年に
は大学院政策・メディア研究科を、さらに2001年

記念式典の様子

入した教育制度は他の大学にも大きな影響を与え

には看護医療学部、2005年には健康マネジメント
研究科を設置し、多くの人材を世に送り出してき
ました。
EAST街区での上棟式

10月10日には、25周年記念式典とイベント、秋
祭が開催されました。シータ館で行われた式典で
は、映像でSFCの25年の歩みを振り返ると共に、現
在進行している未来創造塾の建設予定地である
EAST街区を中継で結びました。慶應カードニュー
スVol.32でご紹介した「未来創造塾」は、SFCの全て
の学生が留学生や世界の研究者と寝食をともにし
ながら学ぶことのできる滞在型教育・研究施設で

当日は、藤沢市と取り組むプラス・テン体操を

す。計画は段階的に進行しており、2015年度は研

紹介する健康シンポジウムや、起業家として最前

究棟や宿泊棟が入るEAST街区を対象に、学生も設

線で活躍する卒業生による記念シンポジウム「 SFC

計や建築に参加する
「SBC（Student Build Campus）
」

の起業家たち」、「地域スポーツ大交流会」など様々

プランが進行しています。式典では、このSBCも紹

なイベントも開催され、子どもから大人まで多く

介され、式典後には上棟式が挙行されました。

の人々で賑わいました。

SFC25周年記念ウェブサイト 》 http://www.sfc.keio.ac.jp/sfc25/

あ、奇祭。
「あ、奇祭。
」をテーマにした秋祭は、10月10日と11日の2日間にわ
たって開催され、
「秋祭でしか出来ない奇跡の学園祭」をコンセプト
に多くの模擬店が並び、子供向けのものづくりやオーケストラ演奏
など幅広い年代で楽しめる企画も多くあり、「ビリギャル」小林さや
かさんのトークショーや、ゴスペラーズ北山陽一さんのライブなど
も盛り上がりました。夜はキャンドルが揺らめき、連日の花火が秋
の夜空に大輪の花を咲かせ、秋祭を華やかに彩りました。

秋祭ウェブサイト
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http://akimatsuri.sfc.keio.ac.jp/

キャンドルナイト

大学部開設125年記念式典・

講演会を開催

大学部は、1890（明治23 ）
年1月に文学・理財・法
律の3科を設置し発足しました。学部開設時には、

清家学長の式辞

当時のハーバード大学エリオット総長の推薦によ
り、各科の主任教師として文学科にはリスカム、理
財科にはドロッパース、法律科にウィグモアの3人
の外国人教師が迎えられました。
10月24日（土）には三田演説館にて大学部開設125
年記念式典・講演会が開催されました。清家篤塾長
は式辞で、大学部開設までの経緯やハーバード大学

講演会

と慶應義塾大学との関わりなどについて述べました。
続く講演会では、都倉武之福澤研究センター准
教授が「福澤における『多事争論』と『官民調和』の相

教授の「 Learning from Europe in the 21st Century 」
は英語の講演で、20世紀以降のヨーロッパ社会や

克」と題し、
『時事新報』の記事を紹介しながら、大

経済について語り、慶應義塾への提言も行いました。

学部が開設された明治23年の福澤諭吉の言動や行

活発な質疑応答の後、参加者全員での塾歌斉唱で

動について語りました。続いて嘉治佐保子経済学部

記念式典と講演会を締めくくりました。

慶應義塾大学文学部創設125周年記念展示を開催中です。詳細はP14をご覧下さい。

慶應義塾ニューヨーク学院（高等部）創立25周年
1990年に米国ニューヨーク州ウェストチェスター

第二部の応援指導

郡パーチェスに設立された慶應義塾ニューヨーク学
院（高等部）が、創立25周年を迎えました。創立時か
ら福澤諭吉の精神を守り、
「バイリンガル・バイカル
チュラル教育」の理念のもとに、多様な文化を体験す
る機会を提供して他に類を見ない教育を実践してき
ました。25周年を機に創立の原点に戻り、自ら考え
行動、発信できる真の国際リーダー育成のため、英
語教育の強化に伴うカリキュラム改革を推進してい
きます。また慶應義塾の国際教育研究拠点としての
機能を拡充するため、講堂等を備えた「ステューデン
ト・センター（仮称）
」
の建設を予定しています。
11月21日には天候に恵まれたなか、創立25周年記念
式典が挙行されました。来賓、生徒、保護者、教職
員合わせて約800人が出席しました。第一部では河野

河野学院長の式辞

学院長の式辞、清家慶應義塾長、國領学院理事長の
祝辞などに続いて生徒会長のスピーチがありました。
第二部は慶應義塾大学應援指導部５名による応援指導
があり、チアリーダー、男子リーダーとして学院生徒
７名も参加し、会場は大いに盛り上がりました。最後
は「若き血」ほか応援歌を全員で合唱し、エールで締
めくくりました。

授業風景
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ギフトにも最適な公式グッズをご利用下さい
慶應義塾では図書館旧館やステンドグラス、慶早戦応援風景などのポストカードセットから食品まで幅広い公式グッズ
を展開しています。今回はこの時期に活躍しそうなストール・マフラーやギフトにも最適の商品をご紹介します。なお、
公式グッズの売上は奨学基金に充当され、塾生に還元されます。お支払に慶應カードをご利用いただけばカード会社か
らの還元金の一部が奨学基金の充実等に活用され、更なるご支援につながります。

フランス製
オリジナルストール
フレンチタータン

フランス製
オリジナルストール
イングランドタータン

フェイスタオル
BRB ３本セット

青をベースにしたフレンチタータンチェック。
フランス古来の職人技を受け継ぐ匠に慶應
カラー（BRB）の慶應義塾オリジナルチェッ
ク柄を特注。フランスの伝統的な機械で織
り上げた世界で唯一のデザインです。ストー
ルとしてはもちろん、自宅やオフィスに、ひ
ざ掛けとしてもお使いいただける大判サイズ
です。カシミヤタッチのフランス独自の乾式
アクリルを使用しており、鮮やかな色合いと、
あたたかく滑らかな肌触りが特徴です。

好評のオリジナルストールに赤をベース
にしたイングランドタータンチェックが
登場。フレンチタータン同様に、フラン
ス古来の職人技を受け継ぐ匠に慶應カラ
ー（ BRB ）のオリジナルチェック柄を特
注しました。
●素材：フランス産乾式アクリル100％
●サイズ：約160㎝（＋フリンジ約8㎝×2）
×約63㎝
●価格：¥5,000（税込)

国産タオルブランドのホットマンとの共同
開 発 商 品 で す。 ペ ン マ ー ク 刺 繍 とKEIO
UNIVERSITYの型押し入りのタオルを3本セ
ットで三色旗の形に箱詰めしギフトセット
にいたしました。ペンマークのワンポイン
ト刺繍をあしらい、大変シンプルで使いや
すいデザインになっております。お祝い、
お土産、催事などの記念品にも最適です。
●素材：綿100% 日本製
●サイズ・色：31㎝×84㎝、ネイビー2枚、レッド1枚
●価格：¥4,000（税込）

●素材：フランス産
乾式アクリル100％
●サイズ：約160㎝
（＋フリンジ約8㎝×2）
×約63㎝
●価格：¥5,000（税込)

英国製 応援マフラー

山食カレー

本場英国そのままの雰囲気！ 1850年にマ
ンチェスターに創立され、160年以上にわ
たりブレザー・スカーフ・帽子などを供給
し て い るTie & Scarf Companyの 製 品 は、
その品質の高さから現在マンチェスターユ
ナイテッド他、多くのプレミアリーグやア
ルゼンチン、ドイツ、フランス、ブラジル
他、強豪ナショナルチームのフットボール
スカーフとして採用されています。このフ
ァクトリーにて、日本の大学としては初と
なる本格的なオリジナルクラブマフラーを
製作しました。

三田キャンパス
「山食」
のカレー。この懐
かしの味をご家庭で味わっていただける
ようレトルト版をご用意いたしました。
※220g×3箱のセット販売のみとなります。
●価格：¥1,200（税込）

●素材：アクリル100%
●サイズ：約190×1500㎜
（フリンジ部分込）
●価格：¥4,800（税込）

慶應カード特典
コミュニケーション・プラザ（日吉キャンパス協生館2階）
または、社会・地域連携室（三田キャンパス北館2階）
にて、
慶應公式グッズをお買い上げの際、慶應カードをご提示
いただいた方に粗品をプレゼントいたします。
※インターネットでのご購入時は対象外となります。
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ルピシア
慶應オリジナルティーセット
世界のお茶専門店
「ルピシア」
とのコラボレ
ーション商品。アッサムとセイロンをブレ
ンドし、福澤諭吉が好んだミルクにも良く
合うコクのある深い味わいの
「 The Taste of
History 」
、爽やかなベルガモットで香りづ
けした紅茶に、慶應BRBカラーをイメージ
し た 花 び ら を 散 り ば め た「 The Taste of
Future 」
。慶應義塾をイメージした2種類
のオリジナルブレンドのセットで、ギフト
にも最適です。
●The Taste of History（アッサム
ブレンド）、The Taste of Future
（アールグレーブレンド）
●各1缶8袋入、
賞味期限：2017年2月
●価格：¥2,500（税込）

慶應義塾公式グッズオンラインストアの
お支払にも慶應カードをご利用いただけます
（特典は適用外となります）

http://keiogoods.jp/

PARTNER SHOP

慶應カードの趣旨にご賛同いただいた協力店をご紹介いたします。

勉強カフェ
専門店

「勉強カフェ」は、勉強仲間と繋がりながら、一緒に目標達成
をめざすフォースプレイス（第四の場所）です。都心を中心に
アクセスの便利な8か所で展開しており、時間を気にせず思う

溝の口スタジオ

存分勉強することができます。空間の提供だけではなく、目
標を達成するための様々なプログラムで勉強をサポートするほ
か、無料で参加できるセミナーや勉強仲間との出会いも多数
ご用意しています。繋がりから生まれる、多様な学びと出会
いをお楽しみ下さい。

青山スタジオ

■勉強カフェ 渋谷北参道スタジオ
［住所］
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-7第12FMGビル3F
［電話］
03-6459-2776
［営業時間］平日10：00〜23：00
（最終受付22：00）／土曜日9：00〜22：00
（最終
受付21：00）
／日曜日・祝日9：00〜20：00
（最終受付19：00）
■勉強カフェ 秋葉原スタジオ
［住所］
東京都千代田区外神田6-14-1日興ビル2F
［電話］
03-6803-2839
［営業時間］平日9：00〜23：00
（最終受付22：00）／土曜日9：00〜21：00
（最終受
付20：00）
／日曜日・祝日9：00〜20：00
（最終受付19：00）
■勉強カフェ 青山スタジオ
［住所］
東京都港区南青山3-1-34-101ピーコックストア青山店内2F
［電話］
03-6434-5316
［営業時間］平日10：00〜22：30
（最終受付21：30）／土曜日11：00〜22：30
（最終
受付21：30）
／日曜日・祝日11：00〜20：30
（最終受付19：30）
■勉強カフェ 池袋スタジオ
［住所］
東京都豊島区南池袋2-19-4南池袋ビル2F
［電話］
03-6914-1259
［営業時間］平日10：00〜23：00
（最終受付22：00）／土曜日10：00〜22：00
（最終
受付21：00／日曜日・祝日10：00〜21：00
（最終受付20：00）
■勉強カフェ 新宿スタジオ
［住所］
東京都渋谷区代々木2-14-1新宿松本ビル6F
［電話］
03-6276-1090
［営業時間］平日7：00〜23：00
（最終受付22：00）※有人受付対応時間12：00
〜23：00。平日7：00〜12：00のあいだは該当プランの会員さまの
みご利用いただけます。／土曜日10：00〜22：00
（最終受付21：
00）
／日曜日・祝日10：00〜21：00
（最終受付20：00）

■勉強カフェ 田町スタジオ
［住所］東京都港区芝浦3-15-6島倉田町ビル6F
［電話］03-6435-4981
［営業時間］平日7：00〜23：00
（最終受付22：00）／土曜日10：00〜21：00
（最終
受付20：00）／日曜日・祝日10：00〜20：00
（最終受付19：00）
■勉強カフェ 溝の口スタジオ
［住所］神奈川県川崎市高津区溝口1-1-30溝の口ブロックス2F
［電話］044-866-2333
［営業時間］平日10：00〜23：00
（最終受付22：00）／土曜日10：00〜22：00
（最終
受付21：00）／日曜日・祝日10：00〜20：00
（最終受付19：00）
■勉強カフェ 横浜関内スタジオ
［住所］神奈川県横浜市中区尾上町3-35横浜第一有楽ビルB1F
［電話］045-263-6541
［営業時間］平日10：00〜23：00
（最終受付22：00）／土曜日10：00〜22：00
（最終
受付21：00／日曜日・祝日10：00〜20：00
（最終受付19：00）
［URL］http：//benkyo-cafe.net/
［休業日
（共通）］年末年始
（他に年に2回程度不定休あり）

慶應カード特典
（共通）
■ 入会金50％ OFF
（10,000円→5,000円）
（税抜）
※他の割引との併用は不可

酒晴 歌舞伎町店
練馬で人気の日本酒バルが新宿駅徒歩４分の場所にオープン！人気の獺祭から、十四

飲食

代・鍋島など全国から厳選した季節限定酒や入手困難な希少酒も含め約50種の日本
酒をご用意しております。擂りたての本わさびでいただく旬の鮮魚刺身、卓上の鍋で
ご自分で揚げアツアツを楽しめる当店自慢の天串、日本の食文化の蕎麦を現代風に
アレンジした創作蕎麦をはじめご様々な創作和食をご提供しております。リーズナブ
ルな宴会コースや女子会プランもご用意しておりますので是非ご利用下さい。
［住所］
東京都新宿区歌舞伎町1-17-5 和田久ビル2F
［電話］
03-5273-8270
［営業時間］月〜土・祝前日ディナー 18：00〜翌5：00
（L.O.4：00）
日・祝日 ディナー 17：00〜24：00
（L.O.23：00）
［定休日］
年中無休
［URL］
http://www.boucila.jp/brand/sakabaru-kabukicho/

慶應カード特典
①ご注文時の慶應カード提示で獺祭、飛露喜、14代、田酒のどれかを１杯サービス
②ご宴会特典
４名様以上でスパークリングワイン１本、または、プレミアム日本酒２合サービス
ご予約時に慶應カード会員であることをお伝えください。
※サービス併用不可
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温泉に行こう

北海道・東北編

１

日本には3,000を超える温泉地があります。古事記や日本書紀など最古の文

２

書類にも記述がみられ、はるか昔から我々の生活に根付いてきた温泉。温
泉は含まれる成分により11の泉質に分類されますが、源泉により成分の含有
率が異なるほか複数の成分も含んでいる場合もあり、バラエティが豊かです。
また、我が国は環太平洋火山帯に属し、世界有数の火山国であることから「温
泉」と聞くと「火山」を想像する方が多いのではないかと思いますが、火山性

1 定山渓

温泉のほかに、地中に閉じ込められた雨水もしくは海水が自然地熱等により

2 登別

3 鳴子

温められた非火山性の温泉もあります。最近ではその魅力が知られ、入浴習

4 蔵王

慣の異なる外国人にも人気が出てきました。編集部では、温泉を再発見して

5 デコ平

いただくべく、複数回にわたり独自協力店と温泉についてご紹介します。

３
４
５

登別温泉
アイヌ語の「ヌプルペッ＝白く濁った川・色の濃い川」が語源
といわれ、アイヌの人々にも薬湯として使われていたようです。
1857年より道路を開削、その後、温泉宿が建てられ現在の
温泉地の基礎となりました。一帯では、日本では最も一般
的な塩化物泉をはじめ、複数種の温泉が湧いています。
泉質：塩化物泉、硫黄泉、硫酸塩泉、含アルミニウム泉、含鉄泉、
炭酸水素塩泉、放射能泉

ホテルゆもと登別
［慶應カード特典］
会員専用webページ（http://
kae.me/GRANVISTA）から特
別宿泊プラン等のベストプラ
イス予約が出来ます。
ま た は、 基 本 宿 泊 料 金 の
10％割引（ＧＷ、夏休み、年末年始を除く）
＊ご予約時、会員である旨お申し出ください。
＊会員専用ページからの予約を含む、他の割引商品との併用はできません。

［一言PR］地獄谷、熊牧場等の見所いっぱいの登別温泉の入
り口に位置。効能の異なる3種類の源泉掛け流し大浴場と北
海道産の食材をメインにしたお食事が自慢です。
※こちらでは硫黄泉、塩化物泉、酸性鉄泉、混合泉（酸性鉄泉＋食塩泉）を
楽しむことができます。

http://www.yumoto-noboribetu.com/

定山渓温泉
1866年、修験僧・美泉定山がアイヌの人々の案内で泉源を
訪れました。その後 幾多の困難を乗り越え温泉の礎を築い
た定山の功績から「定山渓」と命名されました。ワイナリー
や乗馬施設、動物園もあり、幅広い年代で楽しめるのも魅
力の一つです。
泉質：塩化物泉

章月グランドホテル
［慶應カード特典］
会員専用webページ（http://
kae.me/GRANVISTA）から特
別宿泊プラン等のベストプラ
イス予約が出来ます。
ま た は、 基 本 宿 泊 料 金 の
10％割引（ＧＷ、夏休み、年末年始を除く）
＊ご予約時、会員である旨お申し出ください。
＊会員専用ページからの予約を含む、他の割引商品との併用はできません。

［一言PR］支笏洞爺国立公園内に位置し全室から定山渓を堪
能。四季折々の料理と源泉かけ流しの露天風呂。宿泊者は
約20種類もの蜂蜜を楽しめる「蜂蜜バイキング」が無料です。
http://www.shogetsugrand.com/
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鳴子温泉

蔵王温泉

837年に、鳥谷ヶ森（鳴子火山）の大爆発で熱湯が噴出した
といわれ、複数種の温泉が湧いています。源義経が平泉へ
落ちのびる途中に訪れ、松尾芭蕉が「おくのほそ道」で出羽
街道中山越えを選んだことから、義経や芭蕉にちなんだ名
所旧跡や古道も数多く残されています。

開湯は1900年前という日本屈指の古湯。日本武尊の東征の
際、従軍した吉備多賀由が発見したそうです。江戸時代には
蔵王権現への西側登山口として賑わい、大正以降もウィンタ
ースポーツやトレッキングも楽しめる観光地として発展してき
ました。

泉質：単純温泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、硫酸塩泉、鉄泉、
硫黄泉、酸性泉

泉質：硫黄泉

ゆさや旅館

おおみや旅館

［慶應カード特典］
宿泊料金10％割引
［一言PR］創業380年の日本
旅館。温泉街の中にあり入
浴前後の散策のほか、館内
では「名湯うなぎ湯」
「情緒の滝の湯」
「露天風呂茜の湯」を
お楽しみいただけます。
※こちらでは硫黄泉を楽しむことができます。

http://www.yusaya.co.jp/

温泉豆知識
日本では、温泉法により「地中から湧出する際の温度が25℃
以上、もしくは25℃未満であっても指定されている19種類の
物質のうちいずれかひとつ以上を含んでいる」という条件を
満たせば、温泉になります。大分県にある「寒の地獄」は13
－14℃の冷たい＂温泉＂です。

裏磐梯デコ平温泉
春から秋はトレッキングや散策、冬はスキー客で賑わいます。
標高約1,040ｍという高さと澄んだ空気のもと、満天の星を
眺めながら湯浴みを楽しめるのも大きな魅力です。
泉質：単純温泉

ホテルグランデコ
［慶應カード特典］
専用Webサイト（Webコーポ
レートカスタマー）でのサー
ビスがご利用いただけます。
（法人会員番号：301500764
パスワード：301500764）
［一言PR］11月下旬からGWま
で超ロングシーズン楽しめるスノーリゾート。ホテルはゲレン
デサイドにあり移動も楽々。初滑り＆ど真中キャンペーン実
施中です♪
http://www.grandeco.com/hotel_resort/
※泉質は掲示用新泉質名（単純温泉、二酸化炭素泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、
硫酸塩泉、含鉄泉、含アルミニウム泉、含銅鉄泉、硫黄泉、酸性泉、放射
能泉）にて掲載しました。※2015年11月20日現在の情報です。

［慶應カード特典］
基本宿泊料金10％割引。売
店で3,000円（税別）以上お
買い上げの方にオリジナルグ
ッズプレゼント。
［一言PR］石垣より湧き出で、湯の花が舞う乳白色の温泉。
全館木造、畳敷きの優しい温もりでお出迎え。寛げるラウン
ジ、地産地消のお食事で心を癒やすひとときをご提供。
http://www.oomiyaryokan.jp/

蔵王四季のホテル
［慶應カード特典］
基本宿泊料金10％割引。売
店で3,000円（税別）以上お
買い上げの方にオリジナルグ
ッズプレゼント。
［一言PR］木もれ陽に憩うお
しゃれなホテル。乳白色のい
おう泉・離れ湯百八歩から蔵王の絶景をお楽しみください。
湖の一周散策が人気のほか、冬は徒歩3分でゲレンデです。
http://www.zao-shikinohotel.jp/

蔵王国際ホテル
［慶應カード特典］
基本宿泊料金10％割引。売
店で3,000円（税別）以上お
買い上げの方にオリジナルグ
ッズプレゼント。
［一言PR］天井が高くダイナミックな総木造りの八右衛門の
湯をはじめ、露天、足湯、貸切風呂を完備。乳白色のかけ
流し天然温泉と蔵王の大自然をお楽しみください。
http://www.zao-kokusaihotel.jp/

蔵王・和歌の宿 わかまつや
［慶應カード特典］
宿泊料5％割引
［一言PR］日本有数のビッグ
ゲレンデ
「蔵王温泉スキー場」
12月5日オープン！18tもの蔵
王・目透き石のくり抜き風呂
など館内の温泉は全て源泉
100％かけ流しです。
http://www.wakamatuya.co.jp/
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海外在住塾員のレポート等をご紹介いたします。

お お うえの 北 京 便り

の頭上に一本の草が生えていました。一人のアニメ
マニアが自作した小さなヘアピンをネット上に公開

中国
「萌え文化」事情

したところ、ネット上で大いに称賛されました。そ
の後、このヘアピンを思い切って大量生産した者が
アニメ祭の会場で販売を始めたところ、マニアの間
で流行していったということです。
大上：なるほど！ 13億の市場、インターネットの
口コミというのはものすごい影響力ですね！一本の
＂草＂ということは、元々は＂草＂に限定したものだっ
たのですか。
陳：そうですね、元々は一本の草のヘアピンだった
のですが、多くの者がビジネスチャンスだと思い、
同商品を大量に生産し始め、今や花やキノコ、イチ
ゴ、小さなキャラクターなど多くの種類の商品が出
回るようになりました。
大上：それにしても、まさかこの「動く植物」が大ブ
レイクするとは…。1個いくらくらいするのでしょ
うか。

最

近北京で街を歩いていると、草や花から小さ

陳：値段交渉にもよりますが、1個大体5元で販売

なキノコやイチゴ、更には小さなキャラク

されています。報道によると、杭州にある無名のネッ

ターまで、様々なタイプのプラスチックのヘアピン

トショップが、この流行のヘアピンを売り出して、

を頭上に付けた老若男女を数多くみかけます。また、

1ヶ月で97万個も売り上げたとのことです。今の中

これは俳優・タレントから猫や犬などのペットにま

国では「萌え文化」が重要であり、人々の生活に「萌」

で広がっており、今や中国全土で大ブレイク！今回

が必要になってきているのでしょう。

は日本語の日刊電子新聞
「速読中国」
の編集長である

大上：塵も積もれば山となる、1ヶ月で97万個販売

陳言さんに、中国を一世風靡している頭上のきらめ

とは！ 1個５元であっても、短期間での経済効果が

きアイテム
「豆芽花」
について、お聞きしました。

著しいですね。先ほど「萌え文化」とおっしゃいまし
たが、中国にも「萌え文化」が存在するということで

大上：最近よく見かける頭上のヘアピン、一体何が

すか？

発端となって突然ブレイクしたのでしょう。

陳：そうなのです。「萌」の概念は元々80年代の日

陳：原因を特定するのは難しいですが、比較的信頼

本で生まれたもので、社会心理学の観点から言えば、

性の高い要因の一つとして、去年の中国国際アニメ

社会の巨大な圧力の下で表れる反応の一種で、現実

祭が挙げられます。あるアニメで萌えキャラの多く

の圧力や不安を緩和する手段だと言われています。
さらには、萌えをアピールすることはある種の「た
めらい」であり、なんの悩みも無かった子ども時代
に戻りたいという願望の現れだと言われています。
現在社会のプレッシャーやストレスの影響もあるの
か、多くの人々が「萌」を求めているようです。
大上：
「萌」の表現方法は様々なのですね。しかし、
大人や大学生も路上でこのヘアピンを付けていると
いうことには驚きです。「萌え文化」に対する社会の
反応はどうなのでしょう。
陳：実際のところ、街中にあふれる「萌え国民」に対

年代を問わずに人気となっている
「豆芽花」
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する批判も多くあります。「バカの集団」として嘲笑

されることもあります。しかし、こうした批判や中

良いのかもしれません。

傷をものともせず流行は拡大しています。今では、

大上：なるほど。日本の「萌え文化」が中国でも評価

自分の個性を表現したいと願っている人が多く、特

されているのは嬉しいですね。

に若い世代では他人の目を気にしない人が増えてき

陳：そう思います。日本の「萌え文化」は今や世界中

ました。この流行のトレンドが現代中国の社会文化

で人々の「隠れ場」として浸透しており、中国社会に

の多様性や自由度をある程度表現していると言って

も着実に溶け込んでいます。
大上：貴重なお話をありがとうございました。

速読中国
日本語と中国語に堪能な陳言氏が編集長を務める。メディアが報道する中国の悲観的な
イメージにより多数の日本企業がビジネスチャンスを失っている現状を覆すため、取得24
時間以内のニュースソースを元に記事を作成し、毎日（平日）配信。現在、通常購読料月
額1200元を900元で購読できるプロモーションを行っている（日本円での支払い可能）。
また、2週間の無料試読も受付中。
購読申込先：陳言 chenyan@seapush.com

筆者 おおうえともこ プロフィール
慶應義塾大学法学部卒業。在学中に第１回交換留学生として姉妹校の上海復旦大学で１年を過ごす。卒
業後は複数の外資系企業で海外勤務を経験し、中国在住歴は1995年より通算19年にわたる。現在は李
嘉誠財団が中国初の私立ビジネススクールとして設立した長江商学院のマーケティングマネージャー
（日本担当）
を務める。長江商学院▶http://jp.ckgsb.edu.cn/

慶應義塾維持会の活動をさまざまなメディアでご紹介しています。ぜひご覧ください。
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今回ご応募
いただけるチケット

応 募方法
必要記入
事項

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
（3月）にご招待
3月に開催される定期演奏会に抽選で
20組40名様をご招待いたします。
第217回定期演奏会

父母

お申込の方の
ご住所
お名前

①ご希望の
観戦チケット名
②〒ご住所
③お名前
④電話番号
⑤塾 員番号
（カード券面左下
の番号9桁）
⑥カード会社名

返信のおもて
応募先

慶應義塾体育会アメリカンフットボール部
慶早戦にご招待
5月〜6月の土曜日または日曜日に開催予定の試
合に抽選で20組40名様をご招待いたします。試
合日時・場所の詳細は3月1日以降に、Webサイト
かお電話でご確認ください。

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

返信

20組
40名様

2016年3月12日(土)14:00開演
（13:20開場）
会場：サントリーホール
指揮:大河内雅彦
曲名：ワーグナー/序曲
「ファウスト」
スメタナ/連作交響詩
「わが祖国」
より
「ボヘミアの森と草原から」
マーラー/交響曲第1番 ニ長調「巨人」

往復はがきにてご応募ください。

父母

応募締切
・
当選発表

往信のうら

〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
慶應義塾三田キャンパス内
慶應義塾（慶應学術事業会） 慶應カード読者プレゼント
ワグネル・ソサィエティー係／アメリカンフットボール係
●ワグネル・ソサィエティー
2016年2月1日
（月）
（必着）

2月6日頃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。

●アメリカンフットボール
2016年3月1日
（火）
〜3月31日
（木）
（必着）

20組
40名様

4月10日頃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。

●宛名の間違いが増えております。お確かめのうえご応募ください。
●お１人様１通のみのご応募ごなります。２通以上お申込の場合は無効と
なりますのでご注意ください。

合格力5倍！「置くとパス（オクトパス）」合格祈願グッズセット
慶應義塾ともつながりの深い宮城県南三陸町に住
んでいるゆるキャラ「オクトパス君」
。机に「置く
と(試験に)パス」するということで、これまでに約
8万個を売り上げた人気合格祈願グッズです。現
在、限定数の合格祈願グッズセットを好評発売中！
「ゆめ多幸鎮オクトパス君
（赤）「
」５を書く定規」
「オ
クトパス君マグネット
（赤）」
「八幡神社お守り」
「貫

通石」
の詰め合わせです。お守りは工房近くにあり、
約400年の歴史ある入谷八幡神社で合格祈願の
ご祈祷を受け、
「貫通石」は三陸道トンネル工事
の貫通点で採れたもので“初志貫徹”
“難関突破”
の象徴とされています。オクトパス君曰く「Pass
Pass Happy セットで合格力5倍でチュー！」
。
南三陸復興タコの会

URL http://ms-octopus.jp/

オクトパス君

慶應カード（塾生
［学生］
）会員の皆様へ
来春卒業予定の皆様…
これまでのご利用ありがとうございました。
引き続き
「慶應カード」
をご利用下さい！
来春ご卒業予定の皆様はご卒業に伴い、いったん「慶應カード（塾生［学生］
）
」のご利用は終了となります。ご卒業後は、引き
続き塾員用の「慶應カード」がご利用いただけます。各ご契約カード会社より順次、ご卒業後の進路についてお尋ねするお手
紙を差し上げます。必ずご開封いただき、書類の返送またはお届けをお願いいたします。大学院等にご進学される方でいらっ
しゃっても、慶應カードは塾員・教職員用となりますので、お手続きの際はご注意ください。

ご卒業後のカードの変更点
● カード会社の年会費が必要となります。
● 海外旅行傷害保険の内容が変更となるカードがございます。
● ご申請によりキャッシングが可能となります。
● 塾員の皆様専用の慶應カード独自特典がございます。
※慶應義塾図書館への「塾員入館証」を無料で発行いたします。
※三田キャンパスの社中交歡萬來舍の入館証としてご利用いただけます。
※野球・ラグビー・アメフトの早慶戦やコンサートへのご招待がございます。

10

KEIO CARD NEWS vol.36

是非ご卒業後も
慶應カードを
ご活用
いただければ
幸いです。

ペンマークのある風景／表紙写真
「将来の夢」
表紙写真の撮影は平日に行われたので、校内には学生がたくさんいました。小教室を覗いてみると、講義
をされている先生と、熱心に耳を傾ける学生が見えました。
「講義中ですね」
と独り言のように口にすると、
案内をしてくださった職員が「実は、薬学部は講義がとても少ないんです」
と仰いました。気になったので
「どういうことですか？」と聞いてみると、
「薬学部は、薬剤師という
“職人”を育てるところなんです。だ
から、講義よりも実習が圧倒的に多いのです」というご回答をいただきました。なるほど。わたしは法学
部法律学科の出身ですが、そこを卒業した人がみんな法律家になるわけではありません。一般企業に就職
する人もいれば、自分のようにカメラマンになる人もいます。しかし、薬学部を卒業された方は、ほとん
どが「薬剤師」になるわけです。これはすごいことです。将来のさまざまな可能性を視野に入れながら学生
生活を送ることができるのは良いことです。わたしは、法学部在学中、法律以外の勉強もしました。それ
が今の引き出しの多さにつながっていることは確かです。だけど、小さい頃から
“職人”
に憧れているわた
しのような人間には、薬剤師という職人を育てる、ある意味専門学校のような薬学部が向いていたのかも
しれないな、とふと思いました。
撮影：大村祐里子

1983年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒。アーティストやコスプレなど様々なジャンルの撮影を行い、
雑誌や書籍などに作品を提供。雑誌『写ガール』にて「読書感想写真」連載中。漫画『東京シャッターガール』では
作中に実名で登場。◆ ブログ「シャッターガール」 http://shutter-girl.jp/

薬学部・薬学研究科

2008年、薬科大学として77年にわたり教育研究を行い、優れた成果を挙げてきた共立薬科
大学と慶應義塾が合併して生まれた薬学部・薬学研究科。
「薬学部」では科学の基盤をもった、
人に優しい薬剤師の育成を目標とした6年制の薬学科と、創薬、臨床開発、環境・生命科学
など幅広い分野における卓越した科学者の育成を目標とした4年制の薬科学科、
「薬学研究科」
では6年制の薬学科卒業後、より高い臨床研究能力をもった人材となるための薬学専攻と、4
年制の薬科学科卒業後、より高い専門性をもって研究能力を培う薬科学専攻が設置されてい
ます。学生は東京都港区の芝共立キャンパスと埼玉県浦和市の浦和共立キャンパスで日々勉
学に励んでいます。なお、今回の撮影は芝共立キャンパスで行いました。左の画像は芝共立
キャンパスの屋上から臨む東京タワーです。
http://www.pha.keio.ac.jp/index.html

ご存知ですか?

高橋誠一郎と浮世絵
高橋誠一郎は第二次世界大戦で負傷した小泉信三塾長に代わって慶應
義塾塾長代理として義塾復興の難局にあたった人物です。わが国の重商主
義経済学研究の第一人者であると同時に、江戸時代の浮世絵の、国内有
数の個人コレクターでもありました。
日本浮世絵協会（現・国際浮世絵学会）会長を務め、浮世絵の研究を活
発に進める傍ら、近世期、おもに庶民によって愛玩された浮世絵に深い愛
情を注ぎ、多数の版画や絵画を積極的に収集しました。浮世絵の開祖・菱
川師宣に端を発するその膨大なコレクションは、鈴木春信・喜多川歌麿・東
洲斎写楽・葛飾北斎・歌川広重ら浮世絵の代名詞ともいうべき巨匠たちの

高橋誠一郎

数々、さらには明治の小林清親・月岡芳年に至るまでを網羅し、コレクショ

明治17年、新潟に生まれる。明治31年慶應義塾普
通科へ入学。明治41年、大学部政治科を卒業し、
以来七十有余年にわたって三田の講義を続け、慶
應義塾における経済学研究の礎を築いた。太平洋
戦争が終局を迎えてからは、戦災で負傷した小泉
信三塾長に代わって慶應義塾塾長代理として塾務
を統括し、義塾復興の難局にあたった。その後、
第一次吉田内閣の文部大臣に就任し、教育基本法、
学校教育法の制定など教育制度の刷新に尽力した
ほか、日本芸術院院長、東京国立博物館館長など
教育・文化領域における要職を歴任し、昭和54年
には文化勲章を受章した。昭和57年2月9日逝去。

ン単体で浮世絵の歴史を通覧することのできる稀有な内容となっています。
昭和57年、高橋の逝去に伴い、春画などの一部を除くコレクションの主
要な作品の大半が、ご遺族から母校である慶應義塾に譲られ、およそ1500
点が慶應義塾図書館で保管されています。2009年には「夢と追憶の江戸─
高橋誠一郎浮世絵コレクション名品展─」として厳選された305点を公開し
ました。今回は「高橋誠一郎浮世絵コレクション名品展」で展示された全作
品を網羅した図録を５名様にプレゼント。詳細は16ページをご覧下さい。
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TICKET

鑑賞ご優待チケット

慶應カード会員の皆様に、お芝居、ミュージカル、歌舞伎などの公演をご紹介させていただきます。

国内外の著名アーティストのライヴやイベント、ミュージカルなど
幅広い分野のエンターテイメントをお楽しみ下さい。
今回ご紹介できなかった最新の公演情報は、Web・携帯サイトやメールマガジンでもご紹介しています。
Web・携帯サイトのみでご紹介している公演やメールマガジン読者限定の公演ご招待・ご優待情報もご案内
是非Webサイト・メールマガジンをご活用ください。
しておりますので、
・表示の価格には消費税
（８％）が含まれます。
オンラインショップトップページ

メールマガジンの配信登録

http://keiocard.com/shop/

塾員会員の方 ▶ http://www.keiocard.com/mag/

携帯サイト

塾生
（学生）
会員の方 ▶

http://www.keiocard.com/
左のQRコードからもアクセスできます。
外出先等でご活用ください。

1／11

（月・祝）
締切

一、おばこ 二、渡辺えり愛唱歌

泣いて笑って、笑って泣いて—。故郷山形、想
うは家族。芸者花子の人情喜劇!芝居の後には、
渡辺えりの歌とトークで楽しい時間をお過ごし
下さい。

日時：2月10日（水）
15：00／2月14日（日）11：00
2月18日（木）
11：00／2月20日（土）15：00
会場：三越劇場
価格：全席指定 9,000円▶6,800円
出演：渡辺えり、藤田朋子、鷲尾真知子、若林豪
ほか
12／17
（木）
締切

新春浅草歌舞伎

初春は浅草へ！浅草寺への初詣も兼ねて、気軽
に歌舞伎を楽しみませんか？「華やいだ雰囲
気の浅草」と歌舞伎界の明日を似合う花形俳
優による「熱気溢れる歌舞伎」の両方が楽しめ
る‘一粒で二度美味しい’公演です！
！

日時：1月18日（月）
11：00／1月22日（金）15：00
1月23日（土）
11：00／1月24日（日）15：00
会場：浅草公会堂
価格：1等席 9,000円▶7,650円
出演：尾上松也、坂東巳之助、坂東新悟、中村米吉、
中村隼人、中村国生、中村錦之助 ほか
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1／28
（木）
締切

http://www.keiocard.com/smag/

・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。
・ご登録にあたっては、Webサイトでご案内しているプライバシーポリシーをご確認の上、お申し込み
ください。

明治座

おトラさん

住み込みお手伝いの
おトラさんは、そそっ
かしいが明るく朗ら
かでご近所でも人気
者。そんなおトラさ
んが起こす大騒動を
描きます。

日時：2月27日（土）15：30
2月28日（日）11：00
会場：明治座
価格：S席 12,000円▶10,200円
出演：梅沢富美男、石野真子、篠田三郎、山本陽子
ほか
※5歳以下入場不可
12／23 国立能楽堂
（水・祝）
締切

第25回能楽若手研究会東京公演・若手能

三輪明神の織り成す神話の世界（能「三輪」）
と
一人の鵜飼に纏わる殺生の因果（能「鵜飼」）
を国立能楽堂の養成研修修了生を中心とした
配役でお届けします。

日時：２月６日（土）13：00
会場：国立能楽堂
価格：正面席 3,100円▶3,000円
演目・出演：能「三輪（みわ）」谷本健吾（観世流）
狂言「節分（せつぶん）」大藏基誠（大蔵流）
能「鵜飼（うかい）
」本田布由樹（金春流）
※各客席に字幕表示システムをご用意。

1／28
（木）
締切

国立劇場

3月新派公演

歌舞伎の花形—中
村獅童・市川月乃助
を迎えて、日本人の
心を情感豊かに描く
〈新派〉国立劇場15
年ぶりの上演!!

日時：3月 4 日（金）
12：00／3月12日（土）
12：00
3月16日（水）
12：00／3月21日（月・祝）
12：00
会場：国立劇場大劇場
価格：1等A席 9,500円▶8,100円
出演：
「遊女夕霧」波乃久里子、市川月乃助 ほか
「寺田屋のお登勢」水谷八重子、英太郎、中村
獅童 ほか
12／13 国立文楽劇場
（日）
締切

初春文楽公演

初 春 文 楽 公 演 は、2部
構 成で お 届 けします。
客席天井にはにらみ鯛
や大凧を飾り、ロビー
には鏡餅や餅花のほか、
お茶席を設置。新年の
華やかな雰囲気をお楽
しみいただけます。
日時：１月22日（金）第１部・第２部
１月23日（土）第１部・第２部
１月24日（日）第１部・第２部
第１部 11：00／第２部 16：00
会場：国立文楽公演（大阪）
価格：1等 6,000円▶5,100円
演目：第１部「新版歌祭文」
八代豊竹嶋大夫引退披露狂言「関取千両幟」
「釣女」
第２部「国性爺合戦」
出演：豊竹嶋大夫、豊竹咲大夫、鶴澤寛治、鶴澤清
治、吉田簑助、吉田文雀 ほか（予定）

今回ご紹介できなかった最新の公演情報は、Web・携帯サイトやメールマガジンでもご紹介しています。Web・携帯サイトのみでご紹介してい
る公演やメールマガジン読者限定の公演ご招待・ご優待情報もご案内しておりますので、是非Webサイト・メールマガジンをご活用ください。
2／7

（日）
締切

シルク・ドゥ・ソレイユ
ダイハツ トーテム東京公演

数億年を旅するサー
カス・エンターテイ
ンメントそれがトー
テム！
！
＂人類の進化＂をテ
ーマにした、壮大な
物語。

Photos: OSA Images, Matt Beard
Costumes: Kym Barrett ⓒ 2010,
2014 Cirque du Soleil

日時：◎3月11日（金）
19：00／4月 1 日（金）19：00
●3月23日（水）
16：30／4月 4 日（月）12：30
○3月26日（土）
16：30／3月27日（日）11：30
会場：お台場ビッグトップ
価格：◎SS席12,500円▶10,550円
●SS席12,500円▶9,900円
○SS席13,500円▶12,800円
※演出機材により、舞台の一部が見づらい席がご
ざいます。
2／8

（月）
締切

ミュージカル

ジキル&ハイド

ミュージカル界に新たな歴史を刻んだ『ジキ
ル&ハイド』。
最強のキャストで、待望の再演!!

日時：3月 9 日（水）
13：30／3月13日（日）13：30
3月19日（土）
18：30
会場：東京国際フォーラム ホールC
価格：S席 13,000円▶11,000円
出演：石丸幹二、濱田めぐみ、笹本玲奈 ほか
3／10
（木）
締切

サンリオピューロランド会員
限定優待パスポート

雨の日でも楽しく遊べるピューロランド。優待
パスポートを賢く利用してめいっぱい遊んでく
ださい。

©'08,'15 SANRIO/SEGA TOYS S・S/TX・JLPC
©'15 SANRIO APPROVAL No.P0711305

価格：大人（18才以上）3,800円▶3,300円
小人（3〜17才）2,700円▶2,500円
※春・夏・冬休みなどサンリオピューロランドが
定める学校休日及び特定日に関しましては、通
常、休日料金となりますが、慶應カード会員限
定優待パスポートは、平日・土日祝日問わず、ご
利用いただけます。
※3月31日（木）
まで有効です。
※2才以下は無料です。

1／31
（日）
締切

新国立劇場

新国立劇場オペラ
「サロメ」

妖艶に舞ったサ
ロメが求めたも
のは……。 官能
と倒錯の衝撃作!
難役中の難役に
挑む充実の歌手
陣 に 加え、今 回
はダン・エッティンガーがタクトを取ります。
ご期待ください。

日時：3月6日（日）14：00／3月9日（水）19：00
会場：新国立劇場オペラパレス
価格：S席 21,600円▶20,520円
出演：カミッラ・ニールント、クリスティアン・フ
ランツ、グリア・グリムスレイ ほか
※未就学児童入場不可
1／6

（水）
締切

シアタークリエ

ピアフ

最愛の人を失った時も—病に身体と心を蝕ま
れた時も—「愛」と叫んだ、ピアフの激烈な人
生。

日時：２月９日（火）19：00／２月29日（月）14：00
会場：シアタークリエ
価格：全席指定 11,000円▶9,900円
出演：大竹しのぶ、梅沢昌代、彩輝なお ほか
＊未就学児童入場不可
3／2

（水）
締切

PARIS オートクチュール
—世界に一つだけの服

19世紀後半パリで誕生したデ
ザイナー主導で仕立てる高級
注文服、オートクチュール。シ
ャネル、ディオール、サンロー
ラン、ジヴァンシィらが生み出
した時代を映し出す美しいシ
ルエットと、刺繍、羽根細工、
コサージュなど世界最高峰の
職人の手仕事をご紹介します。
黄色のドレス：クリスチャン・ラクロワ イヴニング・アンサン
ブル《クー・ド・ルーリ》 1991年秋冬 ガリエラ宮パリ市立
モード美術館蔵 ©Katerina Jebb @ mfilomeno.com
ピンクのドレス：バレンシアガ イヴニング・ドレス 1951年
秋冬 ガリエラ宮パリ市立モード美術館蔵
Photograph:©Katerina Jebb @ mfilomeno.com

日時：3月4日（金）〜5月22日（日）10：00〜18：00
（祝日を除く金曜日は20：00まで。入館は
閉館の30分前まで）
休館日：毎週月曜（祝日と５月２日、
５月16日は開館）
会場：三菱一号館美術館
価格：一般（前売）1,500円▶1,450円

2／4

（木）
締切

ライ王のテラス

三 島由紀 夫、最 後
の戯曲
あの伝説の舞台が
遂に甦る!

日時：	3月 5 日（土）17：30／3月9日（水）
18：30
3月12日（土）12：30
会場：赤坂ACTシアター
価格：S席 9,800円▶8,300円
作： 三島由紀夫
演出：宮本亜門
出演：鈴木亮平、倉科カナ、中村中、吉沢亮、
大野いと、神保悟志、鳳蘭 ほか
1／24
（日）
締切

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）
暗闇体験

DIDは、真っ暗闇のエンターテイ
メント。参加者は完全に光を遮
断した空間の中へ、何人かとグ
ループを組んで入り、暗闇のエ
キスパートであるアテンド（視覚
障害者）のサポートのもと、様々
なシーンを体験します。その過
程で視覚以外の様々な感覚の可
能性と心地よさに気付き、そして
コミュニケーションの大切さ、人
の温かさを思い出します。
会場：東京・外苑前会場
渋谷駅神宮前2-8-2 B1
（最寄駅：東京メトロ銀座線・外苑前）
価格：1名 5,000円▶4,300円
※慶應カード事務局にお申込後、事務局よりご予約チ
ケットを送付いたします。チケットの到着後、2月15
日（月）
までに会員様ご本人よりお電話にて、ダイア
ログ・イン・ザ・ダーク事務局にご予約いただきます。
手続方法詳細は慶應カード事務局より送付する資料
もしくはWebサイトにてご確認下さい。満席の場合、
ご希望に添えない場合がります。

2／19
（金）
締切

リバプール国立美術館所蔵

英国の夢 ラファエル前派展

ロセッティ、ミレイなどラファエル前派を中心
に約60数点を紹介。
「英国の夢」
をキーワードに
「英国らしさ」を浮き彫りにします。

ジョン･ウィリアム･ウォーターハウス
《デカメロン》1916年 油彩・カンヴァス
ⓒCourtesy National Museums Liverpool, Lady Lever Art Gallery

日時：12月22日（火）
〜3月6日（日）
10：00〜19：00（金・土は
21：00まで。入館は閉館の30分前まで）
休館日：1月1日（金・祝）
、1月25日（月）
会場：Bunkamura ザ・ミュージアム
価格：一般（前売）
1,300円▶1,170円
大学・高校生（前売）
800円▶720円
中学・小学生（前売）
500円▶450円
※障害者手帳のご提示で割引料金あり。
（当日会場窓口にて直
接お求めください）
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メールマガジンの配信登録

塾員会員の方 ▶ http://www.keiocard.com/mag/

塾生
（学生）
会員の方 ▶ http://www.keiocard.com/smag/

・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。・ご登録にあたっては、Webサイトでご案内しているプライバシーポリシーをご確認の上、お申し込みください。

12／14
（月）
締切

世界まるごとクラシック2016
～笑う門には福来たる～

1／5

（火）
締切

モスクワ国立交響楽団

TVでおなじみ、青島広志
の世界一たのしくわかり
やすいクラシック!

70年以上の歴史と伝統に
培われたロシア最高峰の
オーケストラが来日!

日時：1月11日（月・祝）11：00／15：00
会場：東京国際フォーラムホールA
価格：◇全席指定5,500円▶5,000円
出演：青島広志（指揮・お話）
演奏：シアター オーケストラ トーキョー
曲目：まるごと版「モーツァルト・メドレー」
（モー
ツァルト／青島広志編曲）
映画「スター・ウォーズ」より＂メイン・タイ
トル＂
（Ｊ．ウィリアムズ）ほか
※曲目は変更の場合があります。
※4歳以上入場可能

日時&会場：
◎2月6日（土）14：00
（東京オペラシティコンサートホール）
●2月8日（月）19：00（オリンパスホール八王子）
◎2月21日（日）14：00（横浜みなとみらいホール）
価格：◎S席14,000円▶12,000円
●S席13,000円▶11,000円
指揮：パヴェル・コーガン
ピアノ：ダニール・ハリトーノフ
曲目：チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番、
交響曲第5番(2/6)、第6番「悲愴」(2/8・2/21)
ほか
※曲目は変更の場合があります。
※未就学児童入場不可

1／24
（日）
締切

2／4

東京フィル

2月オーチャード定期演奏会

世界的指揮者チョン・ミョンフンが得意のマー
ラー「交響曲第５番」をひっさげ登場。映画な
どでもよく取り上げられる感動的なメロディー
は必聴です。前半のモーツァルト「ピアノ協奏
曲第23番」
ではピアノ独奏と指揮の両方をマエ
ストロが務めます。

（木）
締切

2／29
（月）
締切

tvkコミュニケーションズ

ディズニーライブ!「ミッキーのミュージックパーティー!!」

ミッキー、ミニー、ドナル
ド、グーフィーがなんと
バンドを結成！アラジン、
リトルマーメイド、トイ・
ストーリーの仲間たちも
登場してパーティーは大
盛り上がり！
ミッキーたちと一緒に歌
って踊って遊べるパーテ
ィーにみんなおいでよ！

ⓒDisney,ⓒDisney/Pixar

日時：4月9日（土）
10：00／4月9日（土）13：00
4月9日（土）
16：00／4月10日（日）10：00
4月10日（日）
13：00／4月10日（日）16：00
会場：神奈川県民ホール 大ホール
価格：S席（10時・13時開演公演）5,200円▶4,900円
S席（16時公演）
5,200円▶4,500円
A席（全公演）
3,800円▶3,000円
※2歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで無
料。但しお席の必要な方は有料。

14

KEIO CARD NEWS vol.36

（日）
締切

「くるみ割り人形」

1892年、帝政ロシア時
代に初演した伝統のワ
ガノワ・バレエ・アカデ
ミー ! 世界初演の歴史
を誇る＂ワガノワのくる
み＂が遂にやってくる!!

東京フィル

3月オーチャード定期演奏会

テレビでもお馴染みの指揮者・佐渡裕が選ん
だのはロック・ナンバー、キース・エマーソン作
『タルカス』のオーケストラ・アレンジとこの上
なく美しいラフマニノフの交響曲第2番の組み
合わせ。
「攻め」のプログラムは必聴です。

ⓒYuji_Hori

ⓒK.Miura

日時：2月28日（日）
15：00
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：S席 10,000円▶9,000円
指揮・ピアノ：チョン・ミョンフン
曲目：モーツァルト／ピアノ協奏曲第23番、
マーラー／交響曲第5番
※やむを得ない事情により、出演者・曲目などが変更
となる場合がございます。予めご了承ください。
※未就学児童入場不可

12／20 ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー

日時：3月6日（日）15：00
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：S席 10,000円▶9,000円
指揮：佐渡裕
曲目：アダムズ／議長は踊る、エマーソン（吉松隆
編）／タルカス、ラフマニノフ／交響曲第2番
※やむを得ない事情により、出演者・曲目などが変
更となる場合がございます。予めご了承ください。
※未就学児童入場不可

日時：1月22日（金）19：00／1月23日（土）
14：00
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：S席13,000円▶11,700円
指揮：ワレリー・オフシャニコフ
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽
団
※5歳未満入場不可
12／24 読売日本交響楽団
（木）
締切

チャイコフスキー
〈悲愴〉

日本のクラシック音楽界を牽引する下野竜也がチャ
イコフスキーの最高傑作《悲愴》を指揮。感動のラ
ストまで一瞬たりとも隙のない重厚な響きで下野
×読響の真骨頂を発揮する。開演前には、アナウ
ンサーの中井美穂さんが、指揮者とのトークで作品
の聴きどころを分かりやすくご案内します。

ⓒ読響
（撮影＝青野聡）

ⓒ読響

日時：1月29日（金）
20：00 ※19：30〜解説あり
会場：文京シビックホール
価格：S席 5,100円▶2,200円
指揮：下野竜也
管弦楽：読売日本交響楽団
曲目：チャイコフスキー、交響曲第6番「悲愴」
※都合により曲目・出演者等が一部変更される場合が
あります。
※未就学児童入場不可

慶應義塾大学文学部創設125周年記念展示
「モノがたる文学部  
資料にみる人文学研究」

「師弟のことば  
西脇順三郎と井筒俊彦」

ことばや思考といった形のないものの探
求を使命とする文学部ですが、実際の研
究は、資料や書籍、機材など、多様な
「モノ」
にささえられています。国宝や重要文化財
に指定された資料をはじめ、貴重書や機
材など、文学部の活動に関わってきたさ
まざまな
「モノ」をとおして、
「モノ」の価値
を生み出す文学部の研究を紹介します。

最初期より言語それ自体の研究を重視した
文学部では、戦前から
「言語学概論」の授業
を設置し、多くの専攻がこれを必修科目と
していました。この科目を長らく担当してい
たのが、ノーベル文学賞候補にも挙がった
学匠詩人・西脇順三郎と、その弟子にして
東洋哲学の大家でもあった井筒俊彦です。
当展示では、二人の手稿や蔵書を通じて、
ことばと向き合った師弟の姿を描きます。

会場／慶應義塾図書館展示室
会期・時間／12月18日
（金）まで。
9：00〜18：20（土のみ16：
50まで、日祝閉館、最終日
のみ17時閉室）、入場無料

詳細はこちらから

会場／慶應義塾大学アート・スペース
会期・時間／12月18日（金）まで。
10：00〜17：00
（土日祝閉館）、入場無料

http://125.flet.keio.ac.jp/event/27

▲ FAXの送信面にご注意ください。 チケット申込書

FAX：
（03）3457-9633

慶應カード事務局行

下記の注意事項をご確認いただき、本紙に必要事項をご記入の上、お申込ください。

1.お申込される方についてご 記 入ください
ふりがな

お申込日

TEL （

ご氏名

様

）

年

FAX （

月

日

）

E-mail

〒
ご住所
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

□TEL

□FAX

□E-mail

2 .ご希望の 公 演 名とご 希望枚 数をご 記 入ください
公演名

公演日時

慶應カード価格

月

日

：

〜

月

日

：

〜

月

日

：

〜

①



枚

円／枚

①



円／枚

①



円／枚

②



②



②



数
枚
枚
枚

発送手数料
③
③
③

450円
450円
450円

＊一公演につき発送手数料として別途450円ご負担いただきます。

合

計

期間

枚

数

小
①×②＋③
①×②＋③
①×②＋③

計



円



円



円
円

3.ご希望枚 数をご 記 入ください
イベント名

慶應カード価格
①大人3,800円

サンリオピューロランド
会員限定優待パスポート

2016年3月31日
（木）
まで有効

→ 3,300円／枚
①小人2,700円

→ 2,500円／枚
① 一般（前売）1,300円

→ 1,170円／枚
リバプール国立美術館所蔵
英国の夢 ラファエル前派展

12月22日
（火）〜 2016年3月6日
（日）

①大学・高校生（前売）800円

→

720円／枚

→

450円／枚

①中学・小学生（前売）500円

① 一般（前売）1,500円
PARIS オートクチュール
（金）
〜5月22日
（日）
2016年3月4日
—世界に一つだけの服—
①共通：5,000円
ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）
2月15日
（月）までに予約
暗闇体験

→ 1,450円／枚
→ 4,300円／名

＊一回のお申込につき発送手数料として別途200円ご負担いただきます。 ③発送手数料

②



枚

②



枚

②



枚

②



枚

②



枚

②



枚

②



名

200円
合

小

計

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円
上記+200円

計

円

4.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
□JCB
□三井住友
□UC
□MUFG
（旧UFJ）
□NICOS

カード会社
カード番号

□DC
□OMC

カードの見 方

□AMEX

塾生カード

※1

カード有効期限 ※2

月

年（カード表記と同様にご記入ください）

カード左下番号 ※3
カード名義

塾員・教職員カード／父母・祖父母カード

※1 カード番号
※2 有効期限
※4 カード名義
※3 カード左下番号

※4

お問い合わせ先

（金）8：30〜17：00
（11：30〜12：30は除く）
慶應カード事務局
（慶應学術事業会） TEL／03-3453-3854（月）〜
E-mail／info@keiocard.com URL／http://keiocard.com/ 冬期休業／2015年12月26日
（土）〜2016年1月5日
（火）

チケットの 販 売に関するご注 意事 項 〜必ずご 確 認 下さい〜
■お申込は慶應カード会員の方
（本人会員・家族会員）に限らせていただきます。
■ FAXでお申込いただいた方には、受信後５日以内に受信確認の連絡をさせていただ
きます。万一、受信確認の連絡がなかった場合にはお申込受付をしていない可能性
がありますので、必ず慶應カード事務局までご連絡ください。なお、冬期休業中の
受付分は2016年1月6日
（水）以降のご連絡となります。予めご了承ください。
■先 着順に受付し、予定数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
できない場合は、FAX受信確認の際にお申込者宛にご連絡いたします。
■席番は主催者提供席を受付順に配布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・変更はいかなる場合でもお受けできません。
■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・消失・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き落と
しとなります。お支払いはご本人様の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
いただくことになりますのでご了承ください。なお、提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ご利
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元と共有する事がございます。
■ダイアログ・イン・ザ・ダークのチケットは2月15日
（月）までにご予約いただいて有効
となります。開催テーマと日時をWebサイトでご確認のうえ、ご自身にてご予約くだ
さい。なお、未使用チケットの払い戻しはいたしません。
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INFORMATION

全ての会員の皆様が対象です。

読者プレゼント

応 募方法

5名様

高橋誠一郎浮世絵コレクション名品展図録
P11でご紹介した「高橋誠一郎浮世絵コレクション名品展」の図録を5名様にプレ
ゼント。菱川師宣をはじめ、鈴木春信・喜多川歌麿・東洲斎写楽・葛飾北斎・歌川
広重ら浮世絵の代名詞ともいうべき巨匠たちの作品の数々を網羅しています。

有機無農薬中国茶

1名様

自社農園栽培の茶葉をはじめ、
中国各地の有機無農薬中国茶
を扱う『馨華』より玉瀾を使っ
た中国茶（4,000円相当）を1
名様にプレゼント。
（提供：有限会社馨華様)

A 各地区の学生部学事担当または塾員センター

塾員カードをお持ちの方

●当選の発表は、商品の発送をもって代えさせていただ
きます。
●ご応募いただいた方には、プレゼント提供元より各種情
報をお送りする場合がございます。

お問い合せ先

（維持会担当）
慶應義塾 基金室
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
電話：03-5427-1545
FAX：03-5427-1546
URL：http://www.kikin.keio.ac.jp/ijikai/
E-mail：kikin-box@adst.keio.ac.jp

登録内容が変更になった場合は以下A・B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。

B 各カード発行会社インフォメーションセンター

各地区の学生部学事担当
にお届けください

慶應義塾塾員センター
にお届けください

塾員
（卒業生）
ホームページ http://www2.jukuin.keio.ac.jp/index.html
上記ページをご参照の上、氏名
（漢字、フリガナ）
、卒業年、学部、生年月日、変更事項を次の
①〜④いずれかの方法により慶應義塾塾員センター宛に必ず塾員ご本人がお届けください。
①メールフォーム ②慶應オンライン ③FAX 03-5427-1546
④郵送 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 慶應義塾塾員センター

UCカード UCコミュニケーションセンター

東  京 03-6893-8200

三井住友カード FOR YOUデスク

0570-004-980

大  阪 06-7709-8555

JCBインフォメーションセンター

東  京 0422-76-1700

大  阪 06-6941-1700

OMCカード セディナ アンサーセンター

東  京 03-5638-3211

大  阪 06-6339-4074

DCカードコールセンター

東  京 03-3770-1177

大  阪 06-6533-6633

MUFGカード・プラチナ・
アメリカン・エキスプレス・カードデスク

0120-773-711 または 03-5489-3351

NICOSコールセンター

東日本 03-5940-1100

MUFGカードコールセンター

0570-050535

西日本 06-6616-0770

慶應カードでは、会員の皆様への特典の一つにカードの提示で会員特典

▪お問い合せ先

慶應カードニュース
Vol.36

が受けられる「慶應カード協力店」制度がございます。慶應カード事務局

株式会社 慶應学術事業会 慶應カード事務局 協力店担当
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
慶應義塾三田キャンパス内
FAX : 03-3457-9633 E-mail : info@keiocard.com

2015年12月発行
発行人／平尾 保弘
編集／慶應カード事務局

慶應カード協力店募集中

では、現在会員の皆様により多くの場所で便利にご利用いただくために
「慶應カード協力店」
としてご協力いただけるお店を募集しております。
ご関心がございましたら、右記事務局までご連絡いただければ幸いです。

編 集
後 記
16

応募締切
2016年１月31日
（日）
（必着）

県・654名を採用いたしました。
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願い申し
上げます。なお、維持会にご入会いただき
ますと、義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載
号からご加入期間贈呈いたします。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を賜りた
く、よろしくお願い申し上げます。

住所・改姓名の変更届はお早めに

上記以外の


〒108-8345
東京都港区三田2-15-45
慶應義塾三田キャンパス内
慶應義塾
（慶應学術事業会）
慶應カード読者プレゼント係

●維持会費のクレジットカード決済が可能です。

慶應義塾塾員センター・慶應カード事務局より

塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

5名様

宮城県の「慶應義塾 南三陸の森」
から出た間伐材のスギを活用した
「特製マルチスタンド」を5名様に
プレゼント。タブレットやスマホ、
名刺、ペンなどお好きなものをま
とめて置いておいて頂けます。

慶應義塾維持会のご案内

塾生カード または

必要記入事項
 希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、
ご
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

慶應カード特製 ペンマーク入り
マルチスタンド（非売品）

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、塾生への奨学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
く活用させていただいております。平成
19年度には「慶應義塾維持会奨学金」を新
設し、地方出身者を優先採用とした維持会
独自の奨学金として、成績優秀な塾生に対
し支給することとし、これまでに47都道府

官製はがきにてご応募ください。

お手紙・FAXでお待ちいたしております。

お待たせしました。慶應カードニュースVol.36をお届けいたします。湘南藤沢キャンパスとニューヨーク
学院が25周年という節目を迎えており、本誌をお読みになって感慨を新たにしている読者もいらっしゃる
ことでしょう。来年20周年を迎える慶應カードは慶應義塾に貢献できるように、事務局一同サービス内容
の拡充に努める所存です。今後とも、より一層のご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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