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慶應義塾ニューヨーク学院卒業生の皆さまへ

慶應義塾ニューヨーク学院は、グローバルな人材を育成し、慶應義塾大学ならびに世界をリードす
る大学に優秀な学生を送り出すことを目的として、30 年前に設立されました。ニューヨーク学院のバ
イリンガル・バイカルチャル教育の取組みは、国際化の時代に活躍できる人材の輩出というかたち
で、着実に成果が上がりつつあると感じています。
現在ニューヨーク学院では、これまでの教育を着実なものとしつつ一層の充実を図るため、新たな
教育カリキュラム Curriculum 2020 の提供に取り組んでいます。伝統ある慶應義塾の中で、我々は先導
者としての役割を果たす所存です。
ニューヨーク学院のさらなる発展を目指し、我々は同窓会と様々な連携をすることができればと考
えています。ニューヨーク学院は今年創立 30 周年を迎え、卒業生の数も約 2,800 人となりました。9 月
には Alumni ポータルを含む新しい Web サイトを開設する予定です。卒業生同士をつなぐ Alumni ポー
タルは、2021 年春を目途としてご利用いただけるようになります。同じ地域、企業、業種のみなら
ず、同じ趣味などを持つ卒業生が相互につながることで、卒業生の結束とニューヨーク学院との絆を
さらに深めていただくことを願っています。なお、同ポータルへのアクセス方法につきましては、皆
さまの同意を得て同窓会より提供されるメールアドレスに送付いたします。
ニューヨーク学院理事会及びニューヨーク学院は、卒業生の皆さまとの紐帯を強めるべく尽力して
まいります。同窓会のこれまでの貢献に感謝をしつつ、ニューヨーク学院の今後の発展・充実を共に
喜びながら歩んでいくことができれば嬉しく思います。

慶應義塾ニューヨーク学院理事長
國領 二郎
慶應義塾ニューヨーク学院長
ラルフ タウンゼント
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August, 2020
Dear Graduates,
Keio Academy of New York was established thirty years ago to prepare students for entry to Keio University
and other leading universities in the world, with the intention that they would become leading global citizens.
We believe our bilingual and bicultural program has been effective and is in evidence among our graduates.
Currently the School, in looking to the future, is focusing on a program of reform to improve the quality of
pastoral care of our students and our curriculum, which we have called Curriculum 2020. Among the Keio
network of schools we believe we are playing a leading role.
To help us take the School forward, we would like to collaborate with our Alumni Association. This year, we
celebrate our 30th anniversary. The number of our graduates will be more than 2,800. In September the
School intends to launch a new website that will eventually include an Alumni portal. We expect this to
come online in Spring 2021. We hope graduates will take advantage of this portal to create a lively network
of communication across locations, professions, hobbies and common interests. Such interaction will bond
graduates and strengthen their connection with the School. Instructions enabling you to register your email
address in order to have access to the portal will be sent by the School to your registered email address.
The Board of Trustees and the School’s management are keen to strengthen a personal bond with each
graduate. We truly appreciate the contribution the Alumni Association has made in the past, and we hope to
enjoy working together for our mutual success and prosperity in the future.
Sincerely,

Prof Jiro Kokuryo
Chairman

Dr Ralph Townsend
President

