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慶應義塾三田キャンパス 建築プロムナードーー建築特別公開日
Keio university Mita Campus Architecture Open Day

あなたが、日々を過ごす建築について、考えてみたことがありますか？
毎日その脇を歩く家々、通学に使う駅、通っている学校
ーーまずは、ちょっと立ち止まって眺めてみてはどうでしょうか？

慶應義塾大学三田キャンパスには重要文化財に指定されている建築があることを知っ
ていますか？見たことがありますか？授業を受けている教室の中には戦前からの時を
重ねているものがあるのを知っていますか？勉強をし、本を借りている図書館の設計
者を知っていますか̶̶ ？
通常は公開していない演説館・旧ノグチ・ルームの公開を含め、三田キャンパスの建
築を紹介する機会を設けます。　※ 学外の方も建築見学をすることができます。

主催：慶應義塾大学アート・センター、「都市のカルチュラル・ナラティヴ」プロジェクト実行委員会　共催：港区（令
和元年度港区文化プログラム連携事業）　 助成：平成 31年度 文化庁 博物館を中核とした文化クラスター形成事業

公開建築物　Architecture you can see
演説館 Public Speaking Hall　内部も見学できます
旧ノグチ・ルーム Ex Noguchi Room　内部も見学できます
塾監局 Jukukan-kyoku　外観のみ
旧図書館 Old Library　外観および一部内観（調整中）
第一校舎 1st School Building　外観および一部教室
図書館 Library　外観のみ
大学院棟 Graduate School Building　外観のみ

建築プロムナードの楽しみかた
1. 三田キャンパスの配布場所で、「建築マップ」を入手

2. マップを片手に建築散策
公開対象となっている建築物を自由に見学してください。
授業などの関係で、外観のみ見学となっている建築物があります。
また、日取りによって、見学範囲が異なることがあります。
マップに掲載されている諸注意を一読の上、見学をお楽しみください。
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2019 年10月3日［木］・5日［土］   10:00～17:00
慶應義塾大学 三田キャンパス   申込み不要・参加無料
October 3rd and 5th 2019, 10:00 - 17:00, Keio University [Mita]
Everyone welcome / No reservation necessary / Free participation

Have you ever thought of architecture around you?
You see lots of architecture everyday. Houses on your way, crowded stations and your 
school…. How about taking a little time to view them?
Keio University has architecture which are designated as Important Cultural Property. 
Have you ever seen them? Do you know that some buildings are built before the war? Or, 
do you know who designed the library where you always study or borrow books?
We plan this ‘Architecture Open Day’ to introduce the architecture at Mita campus, 
including Enzetsu-kan (Public Speaking Hall, 1875)  and Old Noguchi Room (Shin 
Banraisha, 1951/2005) which are usually not opened to the public.

建築ガイドツアー　10月3日（木）・5日（土）10:30‒12:00
アート・センター学芸員の解説付きで学内の建築を巡ります。お申込はウェブサイトから！
参加無料・定員 20 名（各日）・要事前申込（9.21まで／応募多数の場合抽選）

国際文化会館と3人の建築家たち　10月3日（木）14:00‒17:00　国際文化会館
参加無料・定員30 名・要事前申込（9.17まで）。詳細はウェブサイトをご覧ください。
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Thurs. Sat.

慶應義塾大学（三田）

ArchitecTalk!　10/5 Time: tba. Details are announced on the website
Talk on architecture by Jorge Almazan (Faculty of Science and Technology)



都市のカルチュラル・ナラティブ

地域文化資源ディスカバリー
̶地域文化を再発見する講座

東京 2020 公認プログラム

ARTEFACT 03

「ARTEFACT」は、都市のカルチュラル・ナラティヴプロジェクトのプロジェクト・
マガジンです。「学術研究」と「文化観光」の接続を目指して、イベントのレポート、
地域の文化資源紹介、文化資源の現代的活用などに関する記事を掲載しています。
ARTEFACT 01（特集：増上寺／都市のカルチュラル・ナラティヴ）、ARTEFACT 
02 （特集：インターンシップ）は、アート・センターで頒布しています。ご希望のか
たはお問い合せください。

1. カルナラ・コレッジ

2019年8月23日（金）、10月11日（金）、11月29日（金）、2020年1月24日（金）

2.  建築プロムナード「慶應義塾大学×国際文化会館」

2019 年 10月 3日（木）　国際文化会館
2019 年 10月 3日（木）・5日（土）　慶應義塾大学三田キャンパス

3. 地域寺院再発見講座

2019 年 11月　港区内寺院

4. 東京湾を再発見する　「江戸前シンポジウム」

2019 年 12月 8日（日）　東京海洋大学

2019 年度のプログラム（予定）

各イベントの詳細はウェブサイト等で随時お知らせいたします。

対象

どなたでもご参加いただけます
日時

2019 年 10月 3日（木）・5日（土）10:00-17:00
場所

慶應義塾大学三田キャンパス（港区三田 2-15-45）
定員・費用

無料・ガイドツアー各回 20名（応募多数の場合は抽選）
お申込み方法

ガイドツアーにご参加希望の方は 9 月 21 日（土）までにお申し
込みフォームからお申し込みください。公開建築物の見学には、事
前申込みは必要ありません。

慶應義塾大学アート・センター（担当：本間・篠）

Tel. 03-5427-1621 Fax. 03-5427-1620
〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45
メール：cunary@art-c.keio.ac.jp
ウェブ：http://art-c.keio.ac.jp/-/artefact お申込みフォーム

# お問合せ

港区文化プログラム連携事業

Architecture you can see
Enzetsu-kan (1875; Public Speaking Hall): Outside and inside
Old Noguchi Room (1951;Shin Banraisha): Outside and inside
 Yoshiro Taniguchi and Isamu Noguchi
Jukukankyoku (1926): Outside only / Sone Chujo Architectural O�ice
Old Library (1912): Outside and Inside (part of)
 Sone Chujo Architectural O�ice
The First School building (1937): Outside and some rooms
 Sone Chujo Architectural O�ice
Library (1981): Outside only / Fumihiko Maki
Graduated school (1985): Outside only / Fumihiko Maki

Information in English is available on our website

カルナラ！ドキュメンタリー映像「港画」 
オンライン公開中
Documentary films by CulNarra!
available online


