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ご卒業おめでとうございます

上智大学より学位授与式後の学科・専攻別集会で付与された、
あなたの生涯メールアドレスです

ソフィア会はあなたとの絆を生涯大切にします

上智大学ソフィア会・SOPHIA UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION

ようこそソフィア会へ

Congratulations!

ソフィアンズ ナウ 号外 2013

保存版 @sophia. jp



ソフィア会へようこそ
　今年は、私どもの母校（Alma Mater）・上智大学が創立100周年を迎えます。その大変
記念すべき年に卒業される皆様おめでとうございます。
　そしてソフィア会へようこそ！
　今日から皆様は、ソフィア会の新会員になります。ソフィア会は、会員相互の親睦と母校の
発展に寄与することを目的として12万人を超える会員で構成されています。そのネットワーク
は、国内だけでなく海外の地域ソフィア会、学部学科や課外活動団体のOB･OG会、職種を横断するソフィアンの集まりなど242
の登録団体などで構成されおり、他大学に見られないユニークな活動を展開しています。
　今年は母校の創立100周年を迎え、ソフィア会は大学と共に国内外で祝賀行事を計画しています。新会員の皆様は、身近な
ソフィア会に参加して諸先輩たちと交流を深めてください。
　ソフィア会は、皆様との絆を大切にして、生涯メールアドレスを通じてメールニュースやFacebook等で大学や卒業生の
動向を定期的にお伝えしていきます。卒業時に付与された生涯アドレス@sophia.jpを有効に活用してください。
　また母校に来る機会があれば、同窓生の憩いの場であるソフィアンズ・クラブに是非お立ち寄りください。そして生涯学習を
サポートするソフィア・コミュニティ・カレッジもご活用ください。
　新会員の皆様が、次の１００年に向けての上智大学およびソフィア会と固い絆で繋がっていくことを願っています。

ソフィア会会長　和 泉　法 夫
The President of  Sophia University Alumni Association

Izumi Norio

● 少なくとも、年に2回は
　 大学にお帰りください
5月最後の日曜日の「オールソフィアンの集い
（All Sophians' Festival）」と
12月の「オールソフィアンのクリスマス
（All Sophians' Christmas）」はホームカミングディ。
この日は大学に帰り、昔の仲間と旧交を
温め合いましょう。

上智大学は生涯の学び舎です
上智大学は社会人向け生涯学習に力を入れています。
上智大学公開講座（ソフィア・コミュニティ・カレッジ）や
ソフィア会の連続講演会など、卒業しても生涯学べます。

2013年
卒業

5月最後の日曜日の
「オールソフィアンの集い」

地域ソフィア会の一つ群馬ソフィア会

金・銀・銅祝の式典

母校（アルマ・マーテル）創立100年を祝し、

アルマ・マーテル

20XX年
地域・各種

ソフィア会で活動

2013年5月26日（日）
ホームカミングディ

2063年
卒業50年目● 金祝

20XX年
学ぶ

2028年
卒業15年目● 銅祝

2038年
卒業25年目● 銀祝卒業後15年が「銅祝」、

25年が「銀祝」、50年が「金祝」。
学長からそれぞれに「祝状」が授与されます。
祝状には「世の光、地の塩となられますように」と
ラテン語で書かれています。

ソフィア会と共に
卒業しても、ソフィア会はいつもいっしょです。私たちはいつまでも、上智大学で学んだという固い絆で結ばれています。

ソフィア会へようこそ
上智大学の卒業生は、特別な入会手続きなどをせずに、
そのままソフィア会会員となります。

卒業後のソフィアンとの交流
卒業後のソフィアンの輪も広がっています。国内はもとより
世界各地に、地域ソフィア会が作られてソフィアンが交流しています。
学部・学科別の同窓会やクラブのOB・OG会、あるいは職種別の
団体など多くの各種ソフィア会も登録されています。



国内・海外に拡がるソフィア会のネットワーク
　ソフィア会には、地域（国内・海外）ソフィア会と各種ソフィア会が所属し、現在242団体を数えます。ソフィア会は、これら地域･各種
ソフィア会の活動を支援し、地域内や地域を横断したソフィアンの連携をサポートし、その活動をソフィア会のホームページやメール
ニュース、会報「ソフィアンズナウ」でお知らせいしています。
地域（国内・海外）ソフィア会の連絡先は、ホームページ( http：//www.sophiakai.gr.jp/)に載っていますのでご参照ください。

県　名 ソフィア会名

北海道 札幌ソフィア会
　　　　　　函館ソフィア会
　　　　　　滝川ソフィア会
青森県 八戸ソフィア会
　　　　　　弘前ソフィア会
秋田県 秋田ソフィア会
　　　　　　大館北秋ソフィア会
岩手県 岩手ソフィア会
宮城県 宮城ソフィア会
山形県 山形ソフィア会
　　　　　　庄内ソフィア会
福島県 郡山ソフィア会
　　　　　　会津ソフィア会
　　　　　　いわきソフィア会
栃木県 栃木ソフィア会
　　　　　　宇都宮ソフィア会
　　　　　　足利・佐野ソフィア会
群馬県 群馬ソフィア会
茨城県 茨城ソフィア会
　　　　　　つくばソフィア会
東京都 八王子ソフィア会
　　　　　　板橋ソフィア会
　　　　　　新宿ソフィア会
　　　　　　文京ソフィア会
　　　　　　立川ソフィア会
　　　　　　日野ソフィア会
　　　　　　北多摩ソフィア会
　　　　　　調布狛江ソフィア会
神奈川県 逗葉ソフィア会
　　　　　　横浜金沢区ソフィア会
　　　　　　鎌倉ソフィア会
　　　　　　藤沢ソフィア会
　　　　　　湘南中央ソフィア会
　　　　　　小田原ソフィア会
　　　　　　厚木・愛甲ソフィア会
　　　　　　横須賀ソフィア会
埼玉県 さいたまソフィア会
　　　　　　埼玉西部ソフィア会

●地域（海外）ソフィア会網 ●地域（国内）ソフィア会網

千葉県 四街道・佐倉ソフィア会
　　　　　　八千代ソフィア会
　　　　　　千葉ソフィア会
　　　　　　浦安/行徳ソフィア会
山梨県 山梨ソフィア会
長野県 諏訪ソフィア会
　　　　　　アルプスソフィア会
　　　　　　千曲川ソフィア会
　　　　　　南信州ソフィア会
新潟県 新潟ソフィア会
富山県 富山ソフィア会
石川県 石川ソフィア会
岐阜県 岐阜ソフィア会
静岡県 静岡県ソフィア会
愛知県 岡崎ソフィア会
　　　　　　名古屋ソフィア会
三重県　 三重ソフィア会
滋賀県 滋賀ソフィア会
和歌山県 和歌山ソフィア会(休会中）
大阪府 関西ソフィア会
奈良県 奈良ソフィア会
鳥取県 鳥取ソフィア会
　　　　　　山陰ソフィア会
岡山県 岡山ソフィア会
広島県 びんごソフィア会
　　　　　　広島西部ソフィア会
山口県 山口県ソフィア会
香川県 香川ソフィア会
愛媛県 松山ソフィア会
高知県 高知ソフィア会
福岡県 北九州ソフィア会
　　　　　　福岡ソフィア会
佐賀県 佐賀ソフィア会
長崎県 長崎ソフィア会
熊本県 熊本ソフィア会
大分県 大分ソフィア会
宮崎県 宮崎ソフィア会
鹿児島県 鹿児島ソフィア会
沖縄県 沖縄ソフィア会

※北米 　
Canada バンクーバーソフィア会
　　　　　　トロントソフィア会
U.S.A. アトランタソフィア会
　　　　　　サンフランシスコベイエリアソフィア会
　　　　　　シアトルソフィア会
　　　　　　シカゴソフィア会
　　　　　　シャーロッツビルソフィア会
　　　　　　デトロイトソフィア会
　　　　　　ニューヨークソフィア会
　　　　　　ハワイソフィア会
　　　　　　フロリダソフィア会
　　　　　　ルイビルソフィア会
　　　　　　LAソフィア会
　　　　　　ロチェスターソフィア会
　　　　　　ワシントンDCソフィア会
Mexico メキシコソフィア会

※中南米 　
Argentina ブエノスアイレスソフィア会
Brazil サンパウロソフィア会
Chile サンチアゴソフィア会
Colombia ボゴタソフィア会
Ecuador エクアドルソフィア会
Panama パナマソフィア会
Peru リマソフィア会
Venezuela ベネズエラソフィア会

※欧州 　
Austria オーストリアソフィア会
Belgium ベルギーソフィア会
France フランスソフィア会
Germany デュッセルドルフソフィア会
　　　　　　フランクフルトソフィア会
　　　　　　ハンブルグソフィア会
　　　　　　ミュンヘンソフィア会
Holland アムステルダムソフィア会
Italy ミラノソフィア会
　　　　　　ローマソフィア会
Luxembourg ルクセンブルグソフィア会
Norway ノルウェイソフィア会
Poland ポーランドソフィア会
Portugal リスボンソフィア会
Russia モスクワソフィア会
Spain マドリッドソフィア会
　　　　　　バルセロナソフィア会
Switzerland スイスソフィア会
U.K. 英国ソフィア会
Ukraine キエフソフィア会

※アジア・オセアニア
Australia シドニーソフィア会
India インドソフィア会
Indonesia ジャカルタソフィア会
New Zealand ニュージーランドソフィア会
Malaysia マレーシアソフィア会
Singapore シンガポールソフィア会
Thailand バンコックソフィア会
Uzbekistan タシケントソフィア会
Vietnam ベトナムソフィア会
韓国 大韓民国ソフィア会
　　　　　　ソウルソフィア会
中国 香港ソフィア会
　　　　　　北京ソフィア会
　　　　　　上海ソフィア会
台湾 台湾ソフィア会

※中近東･アフリカ
Turkey  イスタンブールソフィア会

●地域（国内・海外）ソフィア会
　国内ソフィア会は、42都道府県に在り77団体を数えます。地域ソフィア会は、
2009年から年に一回全国大会を開催してソフィアンの結束を図っています。
今秋の第5回大会は、10月19日（土）に東京で開催されます。
　一方、海外ソフィア会は39カ国60都市で、ソフィアンが集まり親睦を深めて
います。勤務や留学で海外に出るのは期待とともに不安も多いものですが、
ニューヨークソフィア会では、特にソフィアンのためにメンター制度を設けて
相談に乗ってくれています。

■各種ソフィア会
　各種ソフィア会には、職種別（「マスコミ・ソフィア会」など）や
学部･学科別（「経鷲会」経済学部同窓会、「SELDAA」英語学科
同窓会）など）、さらに「ネオソフィアン」（20～30代若手ソフィアン
集結）や「体育・文化系OB/OG会」など、それぞれ活発な活動を
行っています。

シンガポールソフィア会

函館での第4回地域ソフィア会全国大会
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（12号館特別会議室）
　　ソフィアンズクラブ 入口

■電話番号案内
Tel 03-3238-3111
■学事センター
Tel 03-3238-3519（卒業証明書・成績証明書）
■キャリアセンター
Tel 03-3238-3581
■SJハウス
Tel 03-3238-5111

■ソフィア会事務局
　ソフィア会事務局は、3号館1階にあり、会運営のため
の事務を行っています。21世紀のソフィア会にふさわし
い事務局づくりに取り組んでいます。
（Tel 03-3238-3041 Fax 03-3238-3028
E-mail: jimukyoku@sophiakai.gr.jp）

学内主要連絡先・大学施設案内

ソフィアンズクラブを利用しよう

http://www.sophiakai.gr.jp/
       フィア会では、ホームページ（以下HP略）やメールニュースを通じて最新情報を会員
     の皆様にお届けしています。HPは、ソフィア会のFacebookページやTwitterのウェ
ブにも連動しています。各自の生涯アドレス@sophia.jpを利用して、これからの人生の変
化をタテにヨコに絆を深めて下さい。住所やEメールアドレスなどの変更は、HPのタイトル
バーにある「住所変更」ボタンから更新出来ます。

ソ

多彩な情報―群を抜くアクセス数
　HPには、各種のイベントのお知らせやその報告、世界各地・各種ソフィア会のHPや関係レポートを
はじめ「ソフィアンの広場」「ソフィアンのボランティア」さらに求人案内など多彩な情報が掲載され
ています。「記事掲載申込み」は、タイトルバーのボタンから入力できます。写真や動画の添付も可能で
すが、掲載の可否は事務局が責任をもって行います。吟味された記事は、「ソフィア会Facebookページ」
にも転載され、そのタイトルがTwitterに流れます。ソフィア会HPへのアクセス数は、Facebookのファン
ページランキングによると多くの大学や同窓会の中で群を抜いています。

「ソフィアンズナウ」の閲覧
　ソフィア会会報誌「ソフィアンズナウ」は、春と秋に開催されるソフィア会全国代議員会に合わせて、
約8万部が発刊され会員方に届けられています。この「ソフィアンズナウ」のアーカイブがHPにあり、デジ
タルブックでの閲覧も出来ます。

一粒の種（Dream Makers）で買物
　HPには、ネットショッピングが出来るコ―ナ―（名称：一粒の種）もあります。書籍、日常品、オークシ
ョン、旅行関係だけでなく日経新聞電子版に申し込むとアフィリエイト（手数料報酬）が母校への募金に
なります。

ソフィア会のウェブ（Web）で絆を深めよう

●加入申込は、ソフィア会HPで　http://www.sophiakai.gr.jp/card/index.html
※三井住友カードWeb請求書利用で年会費は750円と少額の負担です。三井住友カード以外に、UCカードにも加入できます。

「ソフィアンズカード」は、上智大学卒業生（と就職内定者）・教職員のみ
がもつことができるクレジットカードです。ご利用額の0.5％（三井住友
カードの場合)が、手数料としてカード会社からソフィア会に支払われ
ソフィア会はこの収入の全てを現役の学生支援に活用しています。
（ソフィア会は、2012年に課外活動支援に800万円、東日本大震災被災学生支援に280万円を母校に寄付しました）

ソフィアンズカードを利用しよう

■図書館
Tel 03-3238-3507（レファレンスカウンター）
Tel 03-3238-3510（貸出カウンター、「館友会員」手続き）
資料の閲覧についてはレファ
レンスカウンターで一日利用
券を発行します。また、「館友
会員」の手続きをすると貸し
出しサービスも含めて利用で
きます。申込み方法など詳細
はホームページをご参照くだ
さい。

■公開学習センター
パンフレットはTel 03-3238-3552へ請求してください。
無料でお送りします。卒業生は1割引き、銅祝以降は3割
引き、銀祝以降は5割引き、金祝以降は無料で、講座（ソフィ
ア・コミュニティ・カレッジ）を受講できます。

■プール
Tel 03-3238-3169　　
卒業生は「プール使用許可証」（申し込み制）で、入場、遊泳
することができます（1回200円、回数券あり）。
利用時間（利用できる日時は直接お確かめください。）
月～金　12:00～15:00  17:00～18:50
　　土　12:00～14:00

　ソフィアンズクラブは、会員のコミュニケーションの
拠点として各種会合や結婚披露宴などに利用されて
います。場所は四ッ谷駅麹町口に近い上智大学北門脇
の12号館1階で、午前11時から午後9時半まで利用で
きます。無線LANを完備し、パソコンを持参すれば打
ち合わせもスムーズにできます。
（Tel 03-3238-3075 Fax 03-3238-3076　
E-mail: club@sophiakai.gr.jp）

メールニュースを楽しむ
　ソフィア会では、メールニュースを月2回、約3万人のソフィアン（生涯メールアドレスおよび登録済メー
ルアドレス）に送信しています。メールニュースには、ソフィア会の公式行事の日程や報告、地域・各種
ソフィア会のニュースをはじめ講演会・講座の案内さらに大学関連のニュースや事務局からのお知らせが
あります。メールニュースを受信し、HPの「ソフィア会の発行物」で遡って確認して、楽しむソフィアンが
増えています。

卒業記念にソフィアグッズを
　HPから上智大学校章入り記念グッズや100周年記念事業ロゴマーク
入りグッズを購入できます。これらの購入で上智大学創立100周年募金
寄付（頒布価格の約10～50％）に参画することができます。

卒業したら「いいね！」でつながろう
フェイスブックのアカウントを持っている人は、
検索欄に「上智大学ソフィア会」と入力してみてください。
すぐに見つかります。

卒業したら「いいね！」でつながろう
フェイスブックのアカウントを持っている人は、
検索欄に「上智大学ソフィア会」と入力してみてください。
すぐに見つかります。
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