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イベントダイジェスト＆ご注意 ▶13:30-15:30

スペシャルライブステージ

一青窈

慶應義塾大学環境情報学部（SFC）卒業。

2002年、シングル「もらい泣き」でデ

ビュー。５枚目のシングル「ハナミズキ」、

初のベストアルバム「BESTYO」が大ヒッ

トを記録。映画や音楽劇で主演をつとめ

るほか、2013年には初の詩集を発売す

るなど歌手の枠にとらわれず活動の幅を

広げている。2014年8月にはドラマ主題

歌「他人の関係 feat.SOIL&“PIMP” 

SESSIONS」を発売。11月からは全国

ツアーも決定している。

ｍｉｗａ

音楽好きな父親の影響でいつも音楽が

身近にある環境で育つ。15歳から曲を

書くようになり、高校に入学するとギター

を習い始める。アルバイトで貯めたお金

で現在も使用しているギブソン(J-45)

を購入。高校時代にLIVE活動もスタート

させる。オリジナル曲を持ち、自ら下北沢

や渋谷周辺のライブハウスをブッキング

して弾き語りライブを始める。高校3年

冬からデビューに向けて本格的な楽曲制

作に入る。

日吉記念館1MAP

■イベントの見どころ
○ 日吉記念館の午後のメインステージは、一青 窈とｍｉｗａ。慶應ゆかりのアーティストに

よるライブをお楽しみください。

○ 「塾女トーク！」ショーは、檀ふみ、紺野美沙子のお二人によるトーク＆朗読です。

○ 今年初めて連合三田会大会へ本格参加する湘南藤沢キャンパス（ＳＦＣ）は、来往舎で

ライブ、トークショー、展示と盛りだくさんのイベントを繰り広げます。

○ 独立館では、１２５三田会（１９８4年卒）の５人の代議士に、同期の俳優・お天気キャス

ター石原良純が絡む「５代議士放談会」が行われます。

○ 『ラーメン二郎』創業者の山田拓美が遂に登壇、第４校舎Ｂ棟J21で開催。

○ このほか、プロランニングコーチ金哲彦のランニングクリニック、「ドラえもんショー」

「くまモン」等 ・々・・観たい、聞きたいイベントが目白押しです。

○ 幼稚舎バンド、マンドリンクラブのスペシャルコンサート、医学部講演会、健康相談、理

工学部講演会、ＯＢバンドのライブといった、連合三田会定番のイベントにもご期待く

ださい。

● 今年の連三田のテーマは『出会いこそ』。ご来場の皆様も、様々なイベントで素敵な出

会いを見つけてください。

　イベント鑑賞にあたってのご注意・お願い
・ 日吉記念館ライブステージは１階席優先入場券を配布します。

・ 優先券配布や入場に当たっては、イベントスタッフの指示に従ってください。

・ 日吉記念館メインステージは、撮影も録音も厳禁です。

・ 各イベントには、連合三田会大会の趣旨に賛同していただいた著名人が多数出演・参

加しています。撮影した写真・動画は、個人で楽しむだけに留めて下さい。営業利用は

無論のこと、動画共有サイト等への投稿もご遠慮願います。

　

・ 日吉記念館前で、11時より1階席優先入場券を配布する予定です。
・ 配布にあたり、大会券を確認させて頂きます。
・ 詳しくは、会場内の看板等でご確認ください。
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▶10:55-11:20 来往舎2MAP

▶12:00-13:10塾 女ト ー ク！
（トーク＆朗 読 ）

檀 ふみ

慶應義塾大学経済学部卒業。「連想ゲー
ム」のレギュラーを１５年間つとめ、名回
答者として親しまれる。国内で映画「男は
つらいよ・寅次郎純情詩集」「山桜」、ドラ
マ「日本の面影」「蔵」他、数多くの作品に
出演する一方で、イギリスやアメリカとの
共同制作ドラマやオーストラリアでの舞
台などにも出演。９４年には日本アカデ
ミー賞助演女優賞を受賞。エッセイも好
評で、「ああ言えばこう食う」はベストセ
ラーとなり第１５回講談社エッセイ賞を受
賞。今年６月から公開されている映画「春
を背負って」での演技も高く評価されて
いる。

紺野美沙子

慶應義塾大学文学部卒業。１９８０年の
ＮＨＫ連続テレビ小説「虹を織る」のヒロ
イン役で人気を博す。近年は、舞台『細
雪』『人生は、ガタゴト列車に乗って・・・』

『日本の面影』など、硬軟を問わず意欲
的に取り組む。１９９８年、国連開発計画
親善大使の任命を受け、国際協力の分
野でも活動中。２０１０年秋から、「紺野
美沙子の朗読座」を主宰。様々なジャン
ル のアートと朗 読を組 み 合 わせたパ
フォーマンスを定期的に続けている。
11月３日東北大学川内萩ホールにて上
演予定。

映画・舞台・ドラマからクイズ番組まで幅広く活躍しているお馴染みの二人が、日頃感じて
いること、被災地への思い、そして学生時代の思い出などを語り合います。また二人の朗
読もお楽しみいただけます。

創設から24年。社会の常識に挑戦し続けるＳＦＣ出身者有志が、母校の「これまで」と「これから」を語り
ます。
出演者：脊山麻理子、濱野智史、若新雄純、他ＳＦＣ出身者

（女優） （女優）

１階イベントテラス 特設ステージ

トークイベント①

「出身者有志が語る、ＳＦＣの過去・現在・未来」

ＳＦＣ発のパフォーマーが慶應連合三田会大会に集結！ アカペラ、箏、ヒップホップ、ダンスパフォーマ
ンスなど、多彩なステージを繰り広げます。
ＭＣ：池澤あやか（2014年環境卒）、宍戸裕行（2001年環境卒）

ライブ・イベント 「ＳＦＣパフォーマー in 連三田」

▶13:45～15:00

日本社会にはアイドルが足りない！ アイドルになり、あるいはアイドルをプロデュースするＳＦＣ出身者
が、領域横断的に語りつくします。
出演者：脊山麻理子、濱野智史、吉田豪、アイドルグループ”PIP”

トークイベント②

「アイドルになろう、つくろう̶̶SFC的アイドル論」

日吉記念館1MAP

脊山麻理子
フリーアナウンサー

（2004年環境卒）

濱野智史
社会学者

（2002年環境卒）

若新雄純
政策・メディア研究科特任
助教

（同研究科卒）

吉田豪
プロインタビュアー

アイドルグループ
“PIP”
（濱野プロデュース）

SFCアカペラシンガーズ
K.O.E.

（現役学生サークル）

JAQUWA／寂和
（1995年総合卒）

JINTANA
(Pan Pacific Playa)

（2002年環境卒） 

AUDIO
JAPONICA

（2001年環境卒）

SFC Dance Unit W+I&S
（現役＆卒業生）
flow2space

（2002年総合卒 他）

9:00～
[声楽]

［プログラム］
10:00～
[箏のボサノバ]

11:30～
[チルアウト／R&B]

13:10～
[雅楽／HIPHOP]

15:15～
[ダンス]
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理工学部７５年の歩み、そして未来へ
　今年、理工学部は創立７５年を迎え、創立１００年に向けて歩み始めま

した。慶應義塾に、是非、理工学部をとの願いは、福澤先生の在世当時か

らでした。１９３９年６月に藤原銀次郎氏により藤原工業大学が日吉に開

校、１９４４年に義塾へ寄附され工学部が発足、そして１９８１年に工学部

は理工学部に改組しました。

　理工学部の歴史・沿革を紹介するパネル・写真を展示します。また、理

工学部７５年の歩みと、今の学生たちが目指す２５年後（創立１００年）の

自分の姿を描いたＤＶＤを上映します。歩みを振り返って、先の発展を期

待し、学生たちを応援しましょう。

　理工学部同窓会特製ペンマーク入りＴシャツ、トレーナー上・下を配布

します。子供サイズあり。

　毎年好評をいただいている医学部による「健康相
談」。今年も内科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科がブー
スを出します！

【内科】
体に不調があってちょっと相談したい方、忙しくてあ
まり体に気を使っていないけれど何となく不安だと
いう方、お気軽にいらしてください。カラダメンテナ
ンスしませんか？

健康相談 カラダメンテナンス、しませんか？

【皮膚科】
お肌のトラブルはいろいろです。赤くなる、かゆくな
る、あれてしまう…どんなお肌のトラブルもご相談く
ださい！

【ボイスクリニック（耳鼻咽喉科）】
声のかすれが気になりませんか？
がんなどの怖い病気のサインである可能性があり
ます。今回、アニモ（富士通ベンチャー企業）の協力
により、音声障害（声枯れ）のスクリーニング技術の
一つである音響分析を使って声の健康チェックを行
います。お気軽にご相談ください。

【眼科】
老化を感じるのは「目」からという人が最も多いこと、
ご存知ですか？ 老眼は仕方ないとしても、「白内
障」、「緑内障」、「加齢黄斑変性」に代表される老化に
よる目の病気は、早めの発見、早めの対処がとても大
切です。今回は特別にOCTという特別な医療機器を
健康相談ブースに導入！ 自分では気付きにくい「緑
内障」、「加齢黄斑変性」も初期からチェックします！

ＳＦＣ卒業生は来往舎に集合！
集合写真撮影＆同窓会（16:00まで）

１３：３０

湘南藤沢キャンパス（ＳＦＣ）初参加イベント
展示＆ステージ「新しい？古い？ＳＦＣ！」

　藤沢の地に新たなキャンパスが創設されたのが１９９０年。その一期生が総合政策学部・環境
情報学部を卒業してから２０年の節目となる今年、連合三田会大会に初参加します！
　ＳＦＣを紹介する「展示」、ＳＦＣ出身者が繰り広げるトークとライブの「ステージ」で、皆さまをお
待ちしています。

 
「写真と映像で見るＳＦＣクロニクル
　　　　　　  ̶̶過去・現在・未来」
　1990年の開校から今年で24年。現在は３学部（総合
政策学部、環境情報学部、看護医療学部）、２大学院（政
策・メディア研究科、健康マネジメント研究科）、約6千人
が通うキャンパスも、創設時は校舎の約半分が建設中
で、学生は1年生しかいませんでした。
　SFCの創設時を中心に、写真と映像で紹介します。

「ＳＦＣ出身者によるトーク＆ライブ」
　ＳＦＣ出身者によるトーク＆ライブ。トークでは母校の挑
戦やアイドル論を語り合い、ライブではアカペラ、ヒップ
ホップ、ダンスなど、多彩なパフォーマンスを繰り広げま
す。ＳＦＣの「出会いの場」へようこそ！

※プログラムは１６ページ参照

ＳＦＣ正門

開校時はまだ工事中（1990）

▶11:00-11:30
伝統のカレッジソング

卒業生、ワグネルＯＢ合唱団の演奏
　伝統の慶早戦や入学、卒業、等の塾生活の節目で、慶應義塾には長く歌い継がれたカレッジソ
ングの名曲がたくさんあります。
　卒業後も歌い続けているワグネルソサイエティＯＢ合唱団が塾歌、若き血、慶應讃歌、丘の上
等をアカペラで演奏しますので是非お聞きください。
　これも新たな慶應との再会、是非一緒に口ずさんでください。

ステージ

ステージ

展示

▶10:00-14:00

イベントテラス 1F ギャラリー ▶9:00-16:00
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▶12:30-13:30（開場12:00）独立館7MAP 独立館7MAP ▶11:00-13:00

5代議士放談会
「出会いこそ」&「国会議員のぶっちゃけ」 我が国の医学・医療の現状と将来

―慶應医学百年、そして次の百年に向けてー
慶應義塾 常任理事、医学部整形外科教授　戸 山 芳 昭
　世界一の長寿国日本の課題のひとつは、国民がより健康で明るく生活できるための

「健康寿命」の延伸である。これまで慶應医学は常に日本の医療の中心的役割を演じ、
より高度な先進医療を提供し、最先端の基礎医学研究成果を発信してきた。今後は、医
学部創立百年時に竣工予定の新病院棟を中核に、医・看・薬が一体となり、基礎医学•予
防医学•臨床医学が融合した「世界に冠たる大学病院」を構築していく必要がある。  

iPS細胞と革新的脳科学による認知症克服への挑戦
慶應義塾大学大学院医学研究科委員長　岡 野 栄 之
　高齢化社会の大きな問題である認知症に対処すべく、アルツハイマー病患者由来の
iPS細胞を樹立し、病態の解析と治療薬の探索を行った。患者の皮膚線維芽細胞から
樹立した神経細胞は、疾患の早期診断に有効と考えられた。また、軽度認知障害の脳の
神経回路の変化を究明するため、サルのアルツハイマー病モデルを用いて、革新的ア
プローチを活用した先制医療開発に着手している。講演では、これまでの成果と今後
の展望について述べる。 

運動器再生医療の現状と展望 
慶應義塾大学医学部整形外科　中 村 雅 也
　「健康寿命の延伸」のために運動器の再生医療は、重要な役割を担うと期待されて
いるが、iPS細胞などの幹細胞学の進歩にともない、運動器の中で最も治療が困難な
脊髄の再生医療の実現も夢ではなくなってきた。今回は、我々が最も臨床応用に向け
力を注いでいる脊髄損傷再生医療の実現に向けた取り組みを紹介する。また、従来の
治療で、重篤な機能障害が残った脊椎脊髄疾患、有効な治療法がない中枢神経疾患な
どへの応用についても言及する。 

ここまできたー低侵襲がん治療の最前線
慶應義塾大学医学部外科　北 川 雄 光  
　がん罹患率は上昇しているが、早期発見や治療技術の進歩により、約7割のがん患
者は治癒している。「低侵襲治療」は癌治療においても注目されており、内視鏡手術、
放射線治療、がん薬物療法、画像技術の進歩により、不要な拡大手術は排除され、多く
の癌治療の負担は軽減している。近年の低侵襲がん治療におけるさまざまな先端技術
の現況とその将来展望について紹介する。 

●出演者（予定者） 

衆議院議員　伊藤達也　（元金融担当大臣　自由民主党）

衆議院議員　武正公一　（元財務副大臣　民主党）

衆議院議員　長島昭久　（元防衛副大臣　民主党）　　

衆議院議員　長妻　昭　（元厚生労働大臣　民主党）

衆議院議員　若宮健嗣　（前防衛大臣政務官　自由民主党）

　幹事年（125三田会）で、同期の5人の代議士と俳優・気象予報士の石原良純による放談会。

　卒30年をむかえた6人で、今年の大会テーマ「出会いこそ」について語ります。

　そして、連三田でしか聞けない「ぶっちゃけトーク」をお楽しみください。

Ｄ１０１教室 DB203教室 

伊藤達也
（125期 法律）

武正公一
（125期 政治）

長島昭久
（125期 法律）

長妻 昭
(125期 法律)

若宮健嗣
（125期 商）

● コーディネーター

 石原良純(125期 経済)

医学部講演会


