
《特集II》創立25周年記念事業関連イベントレポート
ゴルフコンペ（日米）

創立25周年記念イベントとして、2016
年にはゴルフコンペを3回開催しまし
た。日本では6月25日及び10月22日、
米国では2016年11月20日に開催され
ました。保護者、卒業生、発起人、塾員、
関連企業の方々、及びそのご家族、ご
友人などにも参加いただきました。その
他、賞品やホールスポンサーシップ等で

もご協賛いただきました。各ゴルフコンペの終了後のレセプションでは、学院長の
挨拶とアワードセレモニーを行いました。

シンポジウム・懇親会
2016年7月30日に、慶應義塾大学三田キャンパス、東館ホールにて、創立25周
年記念事業シンポジウム及び懇親会が開催されました。
「グローバル人材教育と今後のニューヨーク学院の取り組み」について、永山 治氏
（中外製薬株式会社代表取締役会長、慶應義塾大学評議員、創立25周年記念事

業発起人の会会長）、河添 健氏（総合政策学部長）を初め、河野学院長、スティー
ブン・レーン教諭と24期卒業生である日比 友紀子君もパネリストとして登壇し、
非常に有意義なイベントとなりました。

御礼の会
2016年12月1日に、東京アメリカンク
ラブ（港区・東京）にて、創立25周年記
念事業募金にご寄付いただいた方々対
象の「御礼の会」が開催され、およそ
120名の方にご参加いただきました。
河野学院長の、記念事業募金活動報告
のプレゼンテーションから始まりまし
た。続いて、第5代学院長・現在顧問で
あられる迫村先生にご挨拶と乾杯のご
発声をいただき、和やかな歓談が続き
ました。最後に、慶應義塾大学常任理
事、学院理事長である國領先生のご挨
拶で締めくくられました。
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《 特集 I 》創立25周年記念事業募金活動報告
2014年4月10日にキックオフされた創立25周年記念事業募金活動は、2016
年12月31日をもって、終了となりました。皆様から格別のご協力をいただき、お
陰さまで目標金額を超えることができました。多大なるご厚志を賜り、心から
御礼申し上げます。
今日まで将来のグローバルリーダーとなる人材を育成すべく、「バイリンガル・
バイカルチュラル教育」のもとに、多様な文化を体験する機会を通じて教育を
実践してきました。いただいたご寄付は、創立25周年記念事業に活用させてい
ただき、学院生により有意義な学院生活を提供するよう努めます。
2017年におきましては、米国の私立学校の多くの例を見るまでもなく、より優
れた教育環境の整備のために、基金（Endowment）を設立することを目標と
して、年次募金活動を続ける予定でおります。また、卒業生との繋がりを強化す
るために、同窓会と共催のイベントを増やしてまいります。
今後とも、慶應義塾ニューヨーク学院の発展のため、皆様からのご支援ご協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

Top Stories I: 25th Anniversary Fundraising Campaign 
Final Report
Keio Academy of New York’s 25th Anniversary Fundraising Campaign, 

which began on April 10, 2014, has officially come to an end as of December 

31, 2016. We extend our sincerest appreciation for your generous dona-

tions, which exceeded our goal of 3 million dollars.

With your support, the 25th Anniversary Projects will surely be a great 

success and help the Academy to provide the best bilingual, bicultural 

education possible to prepare our students to become leaders of an inter-

national society.

Starting 2017, we will be continuing our Annual Giving campaign which 

aims to establish an endowment, and are making efforts to increase 

Alumni Association events.  

We humbly ask for your continued support.

募金状況 Fundraising Report

米国 USA 
在校生保護者  199 donations  $779,176.75
Current Parents  
その他 (塾員・サポーター) 179 donations $758,403.55
Others (Keio Univ. Alumni, Supporters)    
企業 87 donations $83,609.00
Corporations     

 合計　TOTAL $1,621,189.30

日本 JAPAN

在校生保護者  105 donations ¥74,469,460
Current Parents    
その他 (塾員・サポーター) 124 donations ¥58,652,460
Others (Keio Univ. Alumni, Supporters)    
企業 30 donations ¥51,200,000
Corporations    

 合計　TOTAL ¥184,321,920

日米合計 USA JAPAN TOTAL:  $3,198,342.71
2016年12月30日付為替レートによる見積もり

Estimate using December 30, 2016 exchange rate

募金目標 金額 Goal:  $3,000,000        
2016年12月31日現在　As of December 31, 2016
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Top Stories II: 25th Anniversary Events Report 

Golf Tournaments (US and Japan)
The Academy held three golf tournaments in 2016 for the 25th Anniversary 

Projects. Two were held in Japan on June 25 and October 22. The third was 

held in New Jersey on November 20th. Supporters, parents, alumni, and busi-

ness relations as well as their friends and family joined the events to show 

their support. Generous sup-

port was also received in the 

form of sponsorships and 

prizes. Both events included 

a reception following play, 

where the headmaster gave a 

speech and participants were 

able to enjoy a meal together 

while prizes were given out.

Symposium and Reception
A symposium and reception for the 25th Anniversary Projects were held on 

July 30, 2016 at the Keio University Mita Campus.

Topics of discussion were the education of global leaders and Keio Academy 

of New York’s future initiatives. Panelists were Mr. Osamu Nagayama 

(Chairman and CEO of Chugai Pharmaceutical Co. Ltd, President of the 

Promoter’s Association), Headmaster Fumihiko Kono, Dean Takeshi Kawazoe 

of the Keio University Faculty 

of Policy Management, Keio 

Academy of New York’s Dr. 

Stephen Lane (Chair of the 

Art & Music and Foreign 

Language Departments), and 

Keio Academy of New York 

alumna Ms. Yukiko Hibi.

Oreinokai Appreciation Dinner
On December 2nd, 2016, Keio Academy of New York invited donors to an 

“oreinokai” (appreciation dinner) at the Tokyo American Club to express its 

appreciation for their support of the 25th Anniversary Projects. 120 guests 

attended.

Headmaster Kono first delivered a presentation to inform donors regarding 

the progress of the various projects and to provide a report on the fundrais-

ing campaign. Following the presentation, former headmaster and advisor 

Prof. Sumio Sakomura extended his greetings and offered a toast in cel-

ebration. The event’s guests 

then enjoyed a pleasant time 

mingling with each other. 

To close the evening, Keio 

University Vice President and 

Keio Academy of New York 

Board Chairperson Prof. Jiro 

Kokuryo offered his remarks.

《特集III》創立25周年記念事業委員会の活動進捗状況
１．真の国際的リーダーの育成のための英語教育の強化およびカリキュラム改革

米国にある本学院であるからこそ可能な、特色ある英語教育の強化とその実
践のため、定期的なカリキュラムの検証・改訂と教職員の職能開発・育成との
連動（セメスター制、単位制、選択科目など）のプロジェクトを検討しています。

Office of Institutional Advancement/Office of 
Communications and Public Relations
25th Anniversary Projects
3 College Road, Purchase, NY 10577
http://www.keio.edu/giving/25th-anniversary-projects
Phone: (914) 694-4825 |  Email: Event25@keio.edu

また、高大・高高連携、教職員研修そしてパブリックスピーキングの学院長
ビジョンプロジェクトも進めています。

２．ステューデントセンター（仮称）の建設
ステューデントセンター（仮称）の建設に関して、昨年の8月に工事が始まり、
現在のところ、ほぼスケジュール通り工事が進んでおります。写真の通り、ベー
ジュ色の姿を見せつつあります。

３．キャンパスのＩＣＴ環境の拡充とデジタルメディアの整備 
完了

４．国際リーダー人材育成募金（仮称）の創設 
完了

５．卒業生がキャンパスに集うホームカミング・イベントの開催
2015年9月26, 27日

６．創立25周年記念式典の挙行 
2015年11月21日

７．創立25周年記念誌の編纂 
完了　

Top Stories III: Updates from the 25th Anniversary 
Projects Committees
1. Academic reform to improve our curriculum in enhancing English levels 

and nurturing and educating global leaders
In order to provide a unique education that is possible only because 
of the Academy’s location in New York, a number of concepts such as 
regular review of the curriculum, improved teaching methods, community 
outreach, and other practical reforms are under consideration. In addition, 
the Headmaster’s Vision Projects for university-high school collaboration, 
professional development, and public speaking have been continuing 
smoothly.

2. Construction of a Student Center (tentative name)
Construction began in August 2016 and is so far moving according to 
schedule. A beige exterior matching the other buildings on campus has 
been erected, and work on the interior facilities has begun.

3. Establishment of an ICT network and maintenance of a digital media system
Complete

4. Establishment of an education fund for creating global leaders  (tentative 
name)
Complete

5. Homecoming events
Conducted on September 26 and 27, 2015

6. Events and commemorations honoring the 25th anniversary
Conducted on November 21st, 2015

7. Publication of the 25th Anniversary Booklet
Complete


