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大正２年、ヘルマン・ホフマン師、初代学長に就任。専門学校令
による上智大学を開校。哲学科、ドイツ文学科、商科を置く。
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●創立100周年記念事業募金 ･･･P3
　いよいよラストスパート！！
●東日本大震災復興支援に活躍するソフィアン･･･P4
●地域ソフィア会全国大会のご案内･･･P5
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●News & Information･･･P14-16

　　

今から４６３年前、天文18年に聖フランスシスコ・ザヴィエルが宣教のために来日。彼は日本人の資質を高く評価し、日本に大学をという
希望をローマへ書き送った。それから350年余を経てイエズス会は三人の神父を日本に派遣。そして、1913年4月、ついに彼の「夢と
志」が「上智大学」の開学として成就する。

CONTENTS

〈100年前史〉聖フランシスコ・ザヴィエルの夢と志から、上智大学の歴史が始まる

1908 （明治 41年）
日本に大学を設立するために
3人のイエズス会士来日 

1911（明治 44 年）
財団法人上智学院設立
上智という名は「聖マリアの連祷」の
なかにある Sedes Sapientiae 
（上智の座）から名づけられた
といわれる  

1912 （明治 45 年）
東京市麹町区紀尾井町に校地購入

表紙でさかのぼる上智大学の歩み
創立100年周年記念

その1
〈100年前史〉

２年、４回にわたって上智大学の歴史エピソードをご紹介していきます。

1913  創立
1914 （大正３年）校舎竣工

聖フランシスコ・ザヴィエル像（神戸市立博物館所蔵）
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　上智大学の創立100周年はいよいよカウントダウンに入りまし
た。ソフィア会では今年2012年を100周年前年祭と位置づけて
創立100周年記念事業の実行委員会もスタートさせ、さまざまな
企画を推進していきます。
　今年5月27日（日）の「オールソフィアンの集い」を皮切りに、10
月6日（土）の「地域ソフィア会全国大会（函館大会）」や12月7日
（金）の「オールソフィアンのクリスマス」など、創立100周年記念
祭に向けて創設されたソフィア会のイベントを実施していきます。
　皆様のご参加をお待ちしています。

　新キャンパスでは総合的教養教育と職業専
門教育を融合した看護教育における新たな上
智モデルを目指します。

聖イグナチオ教会／東京国際フォーラムでの
記念式典挙行

■ 目白聖母キャンパス1号館が完成

あらたな‘上智モデル’の
実現を目指す

　　

　
　

　祖師谷キャンパス

グローバル化推進を図るため国際交流の拠点となる国際交流会館（仮称）
を建設する。
国際交流会館として機能を継続させるとともに、留学生等を対象とする語
学教育や新たな新キャンパスとしての活用を検討する。

次の100年への飛翔

　Facebookの仕様変更にあわせ
て上智大学ソフィア会公式ページ
もデザインを一新しました。上智大
学と美しい土手の桜を背景に春の
装いとなりました。ページ内では四
季折々の話題や地域（国内・海
外）・各種ソフィア会のニュース、ソ
フィア会公式イベント等盛り沢山の
話題をソフィアンの皆様へお伝えし
ております。2011年1月のページ開

設より順調にファンを増やし、現在(2012年4月6日時点）では3,783人の方に
「いいね！」を押して頂いております。国内の大学OB会ページの中でも最も
多くの方に愛されているコミュニティへと成長しております。

　年代層は幅広く、
国内のみではなく世
界各国のソフィアン
にファンになってい
ただいております。
これからも皆様に愛されるページ運営を目指して参ります。まだご覧になら
れていない方は下記URL、または検索エンジンにて[上智大学ソフィア会
Facebook]と検索頂き、上智大学ソフィア会”Sophia University Alumni 
Association ”ページに『　　いいね！ 』をお願い致します。

　Facebookページ
http://www.facebook.com/SophiaUniversityAlumniAssociation
　ホームページ         http://www.sophiakai.gr.jp/

　　ページファン統計データ“Facebookインサイトより抜粋”

　上智大学は創立100周年記念事業として、新たな教育研究の展開を目指してさまざまな計画を実
行に移しつつあります。大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業（グローバル30）の構想のも
と留学生を受け入れるため祖師谷に国際交流会館（仮称）を設立し、大学のグローバル化推進の一
環で語学教育研究センター（仮称）も今年秋から開設します。
　また、国際社会に対応できる人材を養成するための教育プログラムの開発や、研究活動の国際的、
学際的な異分野融合型の研究や産官学連携の推進を目指し、新しい学部の開設などの準備が進
んでいます。これらの人材養成のプログラムの根底にあるのは、上智大学の建学の精神である「他者
のために、他者とともに生きる」です。この精神のもとに上智大学は今年から新キャンパスプランがス
タートしています。

新たな教育研究の展開（新しい学部の開設準備など）と
新キャンパスプランが2013年いよいよスタート
新たな教育研究の展開（新しい学部の開設準備など）と
新キャンパスプランが2013年いよいよスタート

世界中のソフィアンと交流しよう！
　上智大学ソフィア会公式Facebookページも春の装い

　四谷キャンパス

新たな学部構想の推進と大学機能のエクステンション施設などのリエゾン機
　　 能を含めた複合的施設を6号館・上智会館跡地に建設
 2　理工学部の教育研究環境の改善を図るため、3号館及び4号館等の大改修
　   の実施
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創立100周年記念式典の日程が決定！

年齢・性別

女性49％ 0.19％ 6.2％ 17％ 14％ 8.3％

男性51％ 0.11％ 3.9％ 12％ 15％ 13％ 7.0％

2.6％

国

2,708
402
52
46
41
37
32

日本
アメリカ合衆国
イギリス
香港
台湾
ドイツ
オーストラリア

702
93
73
71
71
53
42

Tokyo東京都
Tokyo世田谷区
Tokyo港区
Kanagawa横浜市
Kanagawa川崎市
Tokyo新宿区
香港

2,326
1,099
198
24
23
22
18

日本語
英語（米国）
英語（イギリス）
フランス語（フランス）
中国語（台湾）
ドイツ語
スペイン語

市区町村 言語

13-17 08-24 25-34 35-44 15-54 55+
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2013年11月1日（金）　

聖イグナチオ教会聖イグナチオ教会

東京国際フォーラム東京国際フォーラム

　市谷キャンパス

四谷キャンパスの新たな学部構想や施設の整備に当たり、四谷キャンパスの
過密さの解消を図る観点から、積極的に活用する。
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ASF実行委員会 2011年銀祝

ラグビー部OB会 学生寮OB会

創立100周年記念事業募金

卒業生の募金総額が7億4,560円に至る！
目標額10億5,000万円の達成にあと2年。
　2013年に迎える上智大学創立100周年記念事業募金に卒業生から多大なご
支援が届けられています。卒業生と地域・各種ソフィア会等団体からの寄付総額
は、東北大震災による被災学生就学継続支援募金4,550万円（3月31日現在）も
加わって、2012年3月末現在で7億4,560万円に至りました。ご協賛くださった卒業
生は、延べ11,780名、666団体に上ります。皆様のご協力に深く感謝申し上げます。
　2004年に始まった募金活動も残すところあと2年。目標額に対しあと3億円余と
なりました。引き続きのご協力をよろしくお願い致します。

募金活動でソフィアンの母校を支える機運が一段と高まる
　卒業生の皆さまには、100周年記念事業募金に個人、団体、企業オーナーな
どさまざまな立場でご協力をいただいています。卒業生の寄付額7億4,600万
円のうち約2億円が地域・各種ソフィア会など卒業生が構成する多種多様な
666団体によるものです。因みに累計で100万円以上を寄付下さった団体は次
の17団体です。
　ソフィア会、インマクラータ・マリア会、体育会ＯＢ会（柔道部、アメリカンフット
ボール部、アイスホッケー部、サッカー部、男子バレーボール部、バスケットボール
部）、学生寮OB会、経鷲会、1979年度卒業生有志、1980年度卒銀祝有志、
1981年度卒業生有志、2008銀祝有志、2009年銀祝有志、2010銀祝有志、
ニューヨークソフィア会。
　団体の寄付では構成員個人が寄付者としてカウントされませんが、実に多くの
卒業生から寄付が寄せられていることは特筆すべきことで、ソフィアンの母校を支
える機運の一段と高まりを感じます。

　2006年5月より開始した募金グッズ
の頒布も早６年目を迎え、いままでに
1,000万円を超える寄付を上智学院に
行いました。皆さまのご協力に感謝す
るとともに、今年中にソフィア会が持っ
ている在庫グッズ（校章キーリング・ソ
フィアンズタイ・携帯電話クリーナー・校
章カフスボタン）を一掃し、あと最低200
万円を寄付いたしたく、引き続きご協力をお願いいたします。
　今回「募金グッズ新カタログ」を同封いたしました。４つの新グッズ（名入れ革
ラゲッジタグ・名入れ革キーホルダー・ロゴ入りＰＣケース・ロゴ入りハンカチ２枚
組）が加わりました。また、贈り物に最適な校章ラッピングのHERSHEY’Sチョコ
レート12個Box入りも新登場です。パーティー用に校章入り日本酒の樽酒もご
用意できます。お中元・お歳暮に校章入りワインの化粧箱のし紙付発送もでき
ます。是非募金グッズラストスパートにご協力ください！！
　また、来年の１００周年記念グッズのアイディアを募集していますので、ソフィ
ア会事務局経由でご応募ください。

　維持会費制度は、卒業生が12万人を超え多様化するソフィア会活動を支える
新たな財源として、在学中に徴収される同窓会積立金に加えて2008年秋の全国
代議員会で導入されました。お陰さまでこの4年間で延べ2,947名の方々から総
額12,083,187円ものご協力をいただき深く感謝申し上げます。維持会費は同窓会
積立金と異なり、あくまで任意で納入いただくいわば寄付のようなもので、他大学
でも多くの同窓会で導入しています。
　ご協力いただいた維持会費は、広報誌「ソフィアンズナウ」の制作・発行、Ｗｅｂ
サイトの運営費の他、新設された地域・各種ソフィア会のための資金的援助、
オールソフィアンの集いの支援、学生に対する奨学金や課外活動支援金など、ソ
フィア会の活動の幅を広げる財源に充てられています。
　ソフィア会では、今後運営費の中で維持会費の割合を高める努力を行い、より
広範で積極的な活動を展開していきたいと考えていますので、引き続き維持会費
のご納入に会員皆さまのご協力をお願い致します。

【維持会費】
一口1,000円から何口でも納入できます。できましたら3口3,000円以上でお願いし
ます。
【納入方法】
納入方法には次の三方法があります。詳しくは同封の維持会費チラシ参照。
①郵便振込用紙／②自動引落し（年払制）／③銀行振込

ソフィア会維持会費納入状況（2012年3月31日現在）
年度  納入者数（人） 　　　入金額（円）

2008年度 　　 　　430  　　　1,713,500

2009年度 　　 　　915  　　　3,822,500

2010年度 　　 　　863  　　　3,374,767

2011年度 　　 　　739  　　　3,172,420

2008～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2011年度（累計）　　　2,947 　　　　　　　　12,083,187

ソフィア会維持会費（運営協力費）ご協力のお願い　－ これまでの実績報告とご協力者への感謝 －

インマクラータ・マリア会 さいたまソフィア会/埼玉西部ソフィア会

経鷲会 体育会OB会

いよいよラストスパート！！

募金グッズ頒布もラストスパートに入りました！
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被災学生就学継続支援募金カンパに感謝、
さらなるご支援を！
　ソフィア会は、大学と共に「東日本大震災による被災学生就学継続支援募金
制度」を立ち上げ皆様に募金へのご協力をお願いしました（前号掲載）。この被
災学生就学継続支援募金は学内外から大きな反響を呼び、寄せられた支援金
総額は2012年3月31日現在で9,880万円に達しました。
　卒業生からの支援金について、谷洋之上智大学生センター長からは、「学費
の減免や生活支援金の給付を行なった学生の父母の方々から、学長宛、あるい
は学生センター長宛に多くの感謝のお手紙をいただいています(写真)。今後とも
力強いバックアップをいただければ幸いです。」とのメッセージをいただきました。
ソフィア会では、今後も被災学生就学支援募金を続けてまいります。震災2年目を
迎える今年も皆様の温かいご支援をお願いする次第です。

■ご送金方法
・100周年記念事業募金用の振込用紙を使ってご送金下さい。
指定銀行および郵便局経由からは手数料無料です。
・寄付申込書備考欄に「被災学生支援のため」とご記入下さい。
・振込用紙をお持ちでない方は、お手数ですがソフィア会事務局
または上智大学募金室までお問合せ下さい。
■詳細は上智大学HPをご覧ください
http://sophia100.jp/15_news/index.html#11031601

■ 求められる被災者のグリーフケア

東日本大震災復興支援に　活躍するソフィアン東日本大震災復興支援に　活躍するソフィアン

　我謝京子さん（８７外西、ロイター社）
は、３月１１日に東日本大震災復興支援
のためフランス・パリ郊外ナンテ―ル市で
開催されたチャリティーイベント「明日の
為にPour demain」（主催：Association 
Franco-Japonaise ASUKA他、日本サ
イド企画コーディネイタ―内藤啓介氏・89

外英）に参加。そこでは、監督した映画「3.11ここに生きる　In the Moment」
が上映されました。これは大震災で被災した東北３県を歩き、女性の目で女
性の復興を追い続けた異色のドキュメンタリー・フイルム。上映後は我謝監
督を交えたディスカションも行われる一方、東北被災地で作られた民芸品な
どがチャリティーに出展されました。上映会とチャリティーには、フランスソフィ
ア会（菅　佳夫会長・63年外仏）がソフィアンだけでなく他大学同窓会やパリ
市民にも参加を呼び掛けました。
　

　一方国内では、カトリック教会東京教区（岡田武夫大司教・70文哲）が被災
地支援のため昨年開設した「カトリック東京ボランティアセンター」（責任者幸田
和生司教・85神神）は、「3.11南相馬一日巡礼」を開催しました。巡礼一向は、当
日被災地を巡り地震・津波・東電原発事故と三重の被害に遭った福島県南相
馬市海岸で祈りを捧げました（http://www.cwjpn.com/cwjpn/ ）。
　大西健丞氏（９１文新、NGO「ピースウィンズ・ジャパン」／公益社団法
人シビックフォース代表・第12回コムソフィア賞受賞）は、昨３月１１日震災発
生直後から被災地の最前線で復興支援活動の総指揮をとり、さらに産業
復興支援事業展開も開始しています（http://www.peace-winds.org、
http://www.civic-force.org/、 http://www.cumsophia.jp）。また藤田和
芳氏（７０法法、㈱大地を守る会社長・第７回コムソフィア賞受賞）他は、3月11日
に“デンキを消して、スローな夜を”の運動の一環として「100万人のキャンドルナ
イト」（事務局㈱大地を守る会）を呼びかけました。村尾憲治氏（７７経営）は、釜
石市でボランティア活動に参加。瓦礫撤去の他、流された家族写真整理作業

などに力を入れています（http://www.cumsophia.jp）。
　母校では、ボランティア・ビューローを通じ学内復興支援ボランティアを募集し
活動してきています。現地では瓦礫の撤去や海産物作業の手伝いなどを行っ
てきていますが、新たに文化財レスキューも加わっています。さらに一段と求め
られる被災者への「グリーフケア（非嘆ケア）は、グリーフケア研究所（高木慶子
所長・71院前神）が中心になり「東日本大震災追悼の集い－被災地に届け
私たちの思い」をはじめ被災地で被災者によりそった講演会が開催されて
います（http://www. sophia.ac.jp）。 
　　  （写真提供：上智大学学生局学生センター、広報課、フランスソフィア会）

多くの人々の祈りにもかかわらず、
今だに3,100余の方々が行方不明・・・
多くの人々の祈りにもかかわらず、
今だに3,100余の方々が行方不明・・・

犠牲になられた方々、今も苦しんでいる方々、
その人たちを助けている方々のために
毎日心からお祈りしています。
お互いに助け合いましょう　!　
　　　　　　          　元学長 ヨゼフ・ピタウ
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津波の海に祈る津波の海に祈る

［写真１］映画上映後市民と交流する我謝さん（中央）　［写真２］4月1日開催されたフランスソフィア会の東日
本大震災復興支援バザーポスター　［写真３］津波が襲った南相馬市の北泉海岸で、手作りの十字架を置い
て祈りを捧げる巡礼参加者（写真提供：カトリック新聞社）　［写真４］東北学院大学博物館を拠点に津波の被
害を受けた文化財の修復する学生　［写真５］カトリック釜石教会で「大震災1年を迎えて。今、最も必要なケ
ア」の講演をする高木グリーケア研究所長　［写真６］10号館講堂で行われた「東日本大震災追悼の集い」
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　多くの人は、次世代委員会について「そんな固い名前聞い
たことないなあ」「そんなイベント知らないなあ」って感じだと思
います。でも、この会に一度参加した人は、何度も出てくる楽しい
イベントを開催している組織です。参加しないなんて、損ですよ。
　今年は、6月9日（土）（ロックの日と勝手に命名してますが）、こ
の会を渋谷で開催しますので、ぜひ来て下さいね。どうやって
参加するかというと、URL叩くか、
QRを読み込んで、登録して下さい。
http://bit.ly/ubOVO7
　また、ここに登録すると、他の役
に立ったり、20代30代中心にリアル
な繋がりが持てるイベントの案内を
届きます。
　　　　　　　

新年賀詞交歓会。2012.01.24

◆第4回地域ソフィア会全国大会（ホスト：札幌ソフィア会）
日時：１０月６日（土）
会場：函館国際ホテル
次第:１２:００ 受付開始。引き続き、１５:００までソフィアンズファミリーの集い
　　 13:00～15:00 情報交換会
       15:30～18:00 本会（式典とパネルディスカッション）
       18:30～20:20 懇親会（マンドリンクラブ・ミニコンサート）
       ２０:３０～２２:３０ ２次会（函館山山頂あるいはホテル別室にて）
　   10月7日（日）　エクスカーション・デイ

地域ソフィア会全国大会のご案内

　第４回の今大会は、札幌ソフィア会がホスト役、函館、滝川、室蘭各ソフィア
会がコ・ホストとして協力し「いま、ソフィアのきずな」をテーマと定め、来年の母
校創立１００年に向けて、「きずな」を全面に掲げて参加を呼び掛けます。
その一つ目は家族です。出身校に関係なく、奥様、ご主人、お子様にもご一
緒にお越し頂けることに致しました。
　そして、あなたの上智時代の「きずな」を確かめ合う場を設定し、「ソフィ
アンズファミリーの集い」と名付けました。クラブ活動の仲間、クラスメート・同
学科出身の集い、地域女子会、上智会館にあった上智大学学生寮の寮
生の集い（元舎監長の喜田先生が札幌・藤女子大学長で本大会顧問）な
ど、声を掛け合って、あなたのソフィアでのきずなを函館で確かめ合おうで
はありませんか。ソフィアンズファミリーの集いの途中からは、同時進行の形
で、地域代表による大切な「情報交換会」が例年通り行われ、各地域のソ
フィア会の活動状況などを語り合います。その後は、全員参加の式典、引き
続き滝澤学長と歴代の学長、そして髙祖理事長によるパネルディスカッショ
ン（コーディネーターとして副会長の細川佳代子氏）と続きます。

　夜の部は、ソフィア・マンドリンクラブＯＢ
によるミニコンサートを楽しみながら北海
道料理を味わって頂く懇親会。２次会も
ミシュランで三つ星を獲得した函館山か
らの眺望、中でも最も素晴らしい夜景を
山頂のレストランで杯を交わしながら楽し
む案などを予定しています。翌日はエク
スカーション・デイです。以上の詳細は、７

月上旬頃にソフィア会ホームページ（http://www.sophiakai.gr.jp/）の
Pickup欄に掲出してご案内致します。
　すでに３月１７日に、和泉会長、石川副会長らご出席のもと、札幌・函館を
主に北海道各地在住の８０名を超えるソフィアンが参加して盛大なキックオ
フパーテイを挙行し、１０月６日の函館大会成功に向けて、本格的な準備に
入っています。
　皆様、一年で最も素晴らしい季節の函館で「ソフィアのきずな」を確かめ
合い、輝いていたあの時代を思い出してみませんか。
　　　　　　　　　　　　 第４回地域ソフィア会全国大会実行委員会

第4回

Wow! Neo Sophians’ Festival on Rock Day! 
次世代委員会

ソフィア会次世代委員会の企画するイベントに、
一度は参加したことありますか？

～6／9（土）、10・20・30代のソフィアンが集結～　ソフィア経済人倶楽部(Sophia 
Executives Club, SEC)は会員相
互の啓発、協力、親睦とともに、母
校の発展に貢献することを目的と
して、主に経済産業界で活躍して
いるソフィアンで組織された団体で
す。現在、ヒゲタ醤油㈱代表取締
役の濱口敏行氏（67経経）が会長
で、会員は約420名おります。
　会の活動は、講演会、母校との
産学連携の公開講座、新年賀詞交歓会、勉強会、東日本大震災の被災
学生支援募金活動、創立100周年記念事業募金活動、ワイナリーツアー、
ゴルフコンペと多岐にわたります。
　講演会では、各界の著名人に講演をいただきましたが、今後も上智大学、
ソフィア会と連携しながら、少なくとも年3回の講演会を開いて行く予定です。
　入会ご希望の方は、事務局長の池田賢吾氏（65経商）ikeda@sophia.jp
までご連絡ください。

ソフィア経済人倶楽部の活動紹介
ソフィア経済人倶楽部

10月6日（土） 函館国際ホテル

　今年の地域ソフィア会全国大会は、世界ＮＯ１の夜景、幕末のロマンを秘
める懐かしい街並みと訪れる人を癒す港の風景、そして豊かな海の幸があ
なたを待つ、北海道函館市で開催されることになりました。広大な北海道の
最も南、東日本大震災の被災地・東北地方から至近距離の函館に、ソフィア
ンの皆様、是非ご家族ご一緒にお越し下さい。

　石澤前学長　     カリー元学長

●コーディネーター
　細川佳代子氏

パネルディスカッション（コーディネーター、パネリスト）

髙祖理事長　       滝澤学長　

●パネリスト
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　　　 春季全国代議員会および会員大会のご案内2012
年

上智大学の100周年記念事業への積極的参画と募金協力強化
◉目標10億5000万円募金（現在約65.4％達成）に向けて銘板記載をテーマに個人・団
体募金の推進と募金協力の広報強化
◉被災者学生支援募金はじめ指定目的募金の推進
◉ソフィア会行事や地域・各種ソフィア会行事を通じて協力要請
◉募金グッズ/ショッピングアフリエイト/ASF、ASC等イベントを通じて裾野拡大
◉上智大学の2013.11創立100年記念式典の企画準備と卒業生の参画
◉大学及び教職員との連携企画の強化
◆募金実績７億４５６０万円（71％）／延べ１１，７８０名と６６６団体。いよいよラストスパ
ート
◆さまざまな分野で大学との緊密な協力関係確立

ソフィア会会員との絆の強化
◉各種講演会企画
◉特別名誉会員(ピタウ元学長/諸橋元ソフィア会会長)の語る会
◉ソフィア会Web/ソフィア会Facebook/ソフィア会SNS/上智大学SCS/月２回配信メ
ールニュースによる絆強化
◉諮問委員会に各界で活躍するソフィアンのアドバイザー
◉地域・各種ソフィア会へ協力の強化（地域・各種ソフィア会事務局への支援ツールスタート）
◉ASF/ASC/ゴルフ大会等企画
◆Web・メールニュース・Facebook・ナウによるコミュニケーションが強まる
◆さまざまなイベントが実施され、参加人数が大幅増

地域・各種ソフィア活動に対する連携・支援体制を強化
◉地域ソフィア会第3回全国大会実施によるネットワーク強化(10月22日山梨開催、ホス
ト山梨ソフィア会)および第４回大会への準備
◉地域・各種ソフィア会へ各種協力の強化（事務局への支援ツール）
◉各種ソフィア会との連携企画（講演会等）の推進
◉大学行事と連携しての支援強化
◆全国大会（山梨開催）の成功と２０１２年函館大会の実施準備
◆登録団体２３４団体（地域国内78、海外58、各種98）が活発な活動
◆各種ソフィア会の皆さんとの連携による講演会が実現

現役学生支援態勢強化と学生との連携企画の充実
◉就活や課外活動に対する支援態勢強化
◉継続的課外活動支援（予算８００万円計上）
◉創立100周年記念事業　ソフィアルネッサンス連続講演会等実施
◉学生との連携企画　ASF/ASC等
◆学生への継続的支援体制が確立される
◆被災学生緊急支援に合計１０００万円寄付

新しいソフィアンズクラブ設立にむけて推進体制強化
◉次期ソフィアンズクラブ設立に向けての企画
◉上智大学との連携と折衝
◆新しいソフィアンズクラブに向けて大学との協議開始　

ソフィア会の健全な発展に向けて維持会費（任意）の協力依頼を強化
◉年間３０００人６００万円をめざし協力依頼と広報活動の強化
◆４年間累計で２，９４７名１２０８万円（２０１１年度は７３９名３１７万円）

未来に向けてソフィア会基金として年間1000万円積み立てを継続してソフィア
会基盤を強化する
◉2011年度末積立基金4億4500万円目標
◆達成
　　　　

2011年度 ソフィア会重点施策実施状況

（注）　2012年期首積立金は、2011年実績（速報値）にもとずくもので、実績（確定値）では若干金額が変動します。

1 事務局費
　 事務局費用

当期収支 (収入 - 経常支出)

積立金
期首積立額　
基金積立額
期末積立額

2011予算（円）項　　　目 2012予算案（円）

14,090,000 14,140,000

【収入の部】

【経常支出の部】

2012年度予算案 自 2012年4月1日～至 2013年3月31日

◆緑文字は実施状況

1  同窓会積立金（終身会費）
2  入会金収入
3  維持会費（任意）
4  上智学院預け金利息
5  カード手数料
6  クラブ使用料収入
7  受取利息
8  その他収入
　　　　　　　収入　計 

54,800,000
100,000
5,000,000
4,400,000
4,000,000
2,600,000
20,000

1,100,000
72,020,000

54,800,000
900,000
6,000,000
4,400,000
4,000,000
2,600,000
20,000
600,000

73,320,000

2 事業費
　①広報費・ホームページ
　②ソフィアンズクラブ
　③創立100周年記念募金
　④ＡＳF運営費
　⑤ソフィアンズカード入会推進費　
　⑥地域・各種ソフィア会連携推進費
　⑦学生課外活動支援費
　⑧その他行事費 (寄付講座、特別講演会、
　　 金銀銅祝、ｺﾞﾙﾌ、ｸﾘｽﾏｽ　等）

　⑨ITインフラ支援
　⑩100周年企画準備費
3 予備費
4 基金積立額
　　　　　　経常支出　計

6,480,000
5,600,000
11,000,000
4,000,000
100,000
4,100,000
8,000,000
5,720,000

1,000,000

1,930,000
10,000,000
72,020,000

6,310,000
5,150,000
11,000,000
4,000,000
200,000
3,600,000
8,000,000
4,920,000

1,000,000
3,000,000
2,000,000
10,000,000
73,320,000

440,515,419
11,363,460
451,878,879

451,878,879
10,000,000
461,878,879

　上智大学創立100周年記念事業の一つとして2009年から始まったソフィア・ルネッサンス連続講演
会も4年目に入りました。昨年度は、大震災の影響などで日程が多少変則的でしたが、第16回は12月に
我謝京子氏（87外西）、第17回は1月に明石康氏、18回も1月に松浦晃一郎氏によって講演されました。
　2012年度は、昨年度と同じテーマ「国際社会への提言　私達にできること=国際的な社会貢献活
動とグローバルなキャリア形成=」で、国際社会で活躍する方を講師にお迎えいたします。2012年度の
第1回は、5月28日(月)に現職外務大臣の玄葉光一郎氏（87法法）の講演です。
　また、今年度からは、ソフィア・ルネッサンス連続講演会のもう一つの柱をスタートさせます。それ
はビジネス界、各界で国際的に活躍するソフィアンを講師に年3回開催する予定です。その第1回
として6月12日(火)にITビジネスで世界的に注目されているエリック・ツァイ氏（05比比）をお招きいた
します。ご期待ください。

　今年の春季全国代議員会は５月19日（土）に四谷キャンパス10号館講堂で開催されます。
代議員の皆さまにはご足労ですが、ソフィア会の最高議決機関へのご出席よろしくお願いし
ます。事情で出席ができない方は、別途お送りしましたご案内のハガキに記載の出欠欄の欠
席を○で囲んでご返送ください。その際、議長に一任する、一任しないも必ず選択してくださ
い。本来は議案一つ一つの賛否を皆さまに問うのがベストですが、2011年度決算報告や新
規登録団体の承認など代議員会直前に確定する議案が多いため、それもできません。もち
ろんソフィア会にとって最重要な議案は個別に皆さまの賛否を問いますが、その賛否を問う
判断は、全国代議員会に次ぐ議決機関である常任委員会で行うことになります。
　下記の議案が提出される予定です。
① 代議員の承認 ②東日本大震災被災学生への支援金 ③2011年度事業報告並びに決
算報告書案と2012年度予算案 ④代議員交通費補助について ⑤創立100周年記念事業
委員会の設置 ⑥地域・各種ソフィア会の新規登録 ⑦その他

　2012年春季全国代議員会のご案内
日　時：2012年5月19日（土）／14:30～16:30
場　所：上智大学10号館講堂
懇親会：17:00～（於2号館5階）

　2012年会員大会のご案内
日　時：2012年5月27日（日）／11:30～12:00
場　所：上智大学10号館講堂
「会員大会」はソフィアンであれば、どなたでも参加できます。

1
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ソフィア・ルネッサンス連続講演会　



57



87

70





1410



ルクセンブルグソフィア会 開催日：2012.10.14

ジャン‐クロード・オロリッシュ先生のルクセンブルク大司
教への叙階式に合わせて、約5年ぶりにソフィア会を開催
しました。　　　　　　　　　　　　 工藤武人(95外独)

1960年卒から現役学生まで老若男女が集いました。
初参加者も6名おり、年代層も広がりました。
石井直美(82理数) 連絡先：sophiasfbay@gmail.com

髙祖理事長他大学関係者をお迎えして、初のルクセンブ
ルグソフィア会を開催しました。

佐藤(ジャコラン)久美子(外比)

メキシコソフィア会 開催日：2011.09.11

日本人向け情報誌に親睦会開催案内を載せたところ、
新メンバーが増えました。

樋口道子 (09 外西 )

日本人にとって悲しく、忘れられない年の忘年会を開催。
初参加のソフィアンが5名ありました。

尾崎 信(72外西)

忘年会シーズンでしたが、初参加者から会員番号1番の
大先輩まで31名が総会に集まりました。
吉村 淳(84理電) 連絡先：singapore.sophiakai@sophiakai.gr.jp

世代を越えた素敵なソフィアンとの出会いを今後も大切
にしていきたいと感じさせる親睦会でした。 

西田浩次郎(88院前理機) 松浦久美子(06外葡)

会員のお住まいに付設されたパーティー会場をお借りして、
新年会兼シュラスコを行いました。
瀧川玲佳(09外葡) 連絡先：saopaulo.sophia@gmail.com

家族新年会を開催しました。少人数でしたがお互いの健康
と幸せを願い楽しいひとときをすごしました。

大石正子(63文新)

帰国する細谷会長を囲んで送別会を開催。後任の会長は
川端真砂子さんが快く引き受けてくださいました。

野口倫子(80法法)

酷寒のウイーンで新年会を開催。誰もアルコールを飲ま
ないのに、全員酔いました。

会長 山田哲夫(70経経)

新年会を開催しました。参加者から母校創立100周年記
念のご寄付をいただきました。
幹事代表 新井一郎(81外独) 連絡先：ichiro.arai@mtlo.de

ベルギーソフィア会 開催日：2011.10.15

開催日：2011.10.29 ミュンヘンソフィア会サンフランシスコベイエリアソフィア会 開催日：2011.11.26 LAソフィア会 開催日：2011.12.04

シンガポールソフィア会 開催日：2011.12.16 マドリッドソフィア会 開催日：2011.12.19 サンパウロソフィア会 開催日：2012.01.15

トロントソフィア会 開催日：2012.01.21 デュッセルドルフソフィア会 開催日：2012.01.28 オーストリアソフィア会 開催日：2012.02.10

転勤者・留学生などから時々皆さまの連絡先の問合せを受けます。ご投稿の際には公開して
も良い連絡先メールアドレスもお知らせください。役員交代もあると思いますので、個人の
メールよりも共有メールの方がベターと思います。また、写真をできるだけ大きく掲載するた
めに、記事は最小限にしています。HPには全文掲載していますのでご理解ください。

■海外ソフィア会
■国内ソフィア会
■各種ソフィア会・クラス会

ソフィアンの広場 ソフィアンの広場 
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第3回総会・懇親会を開催。懇親会では仲尾氏等がギター
を演奏してくれました。初参加者も6名ありました。

行方謹四郎(60経経)

八千代ソフィア会 開催日：2011.11.20

理工学部の武藤先生とソフィア会の石川組織委員長にも
ご参加いただき、第5回親睦会を開催しました。
代表 久保忠伴(75理機) 連絡先： kitatama@sohiakai.gr.jp

北多摩ソフィア会 開催日：2011.11.20

和泉ソフィア会会長、中村函館ソフィア会会長、小林札幌ソフィ
ア会副会長にもご参加いただき総会・懇親会を開催しました。 
長瀬真樹子（05外独） 連絡先： iwate.sophia@gmail.com

岩手ソフィア会 開催日：2011.11.26

開催日：2011.11.05

開催日：2011.11.12

12回目の「関西ソフィアンズ倶楽部」は、スピーカーに阪神タイ
ガースの国際スカウト兼投手担当通訳の永田俊紘さん(07比比)
を迎えて開催。　　　　　　　　　　    吉田寛孝(94文国)

関西ソフィア会 開催日：2012.01.27

新年会を開催。最近、ソフィア会ホームページを御覧に
なってから連絡くださる方が増えてきました。 
西村仁宏 (1987年 経営) 連絡先：m-s-nishimura@nifty.com
九州ソフィア会掲示板 http://ibbs.cybercity.ne.jp/ibbs.pl?user=ksophian

福岡ソフィア会 開催日：2012.01.28

上州武尊山麓に57年前の一期部員から現役まで70名の
ワンゲル仲間が集うOB会山行を実施しました。

勝間田俊介（65経経）

上智大学体育会
ワンダーフォーゲル部OB会 開催日：2011.10.22.23

5年ぶりにソフィアンズクラブでクラス会を開催しました。
幹事 竹内 浩(77外独)

72-53ドイツ語学科クラス会 開催日：2011.10.30

中野先生、Mathy神父様をお迎えして、なつかしく有意義
な時を過ごしました。

幹事代表 市川慶子(64文英)

EL39会

創部五十周年記念式典を挙行しました。演武会と祝賀会
の二部構成でいずれも盛況でした。

欅田陽介(02法法)

上智大学体育会合気道部OB会 開催日：2011.11.12

卒業45周年同期会をソフィアンズクラブで開催。50名
(うち女性は8名)の出席がありました。

押鐘篤子(66法法)

1966年卒業法学部同期会 開催日：2011.11.12

横浜でクラス会を開催。今回もまた思い出に残る一日
となりました。

大瀬玲子(65文独)

1965年独文科

年末恒例のオールソフィアンズ囲碁大会第12回大会を
麹町・ダイヤモンド囲碁サロンで開催しました。「白ゆり会」
から、４名の精鋭女子選手が参加、大活躍でした。

事務局：古屋 毅(57経商)

碁鷲会 開催日：2011.12.03

■海外ソフィア会　■国内ソフィア会　■各種ソフィア会・クラス会ソフィアンの広場 ソフィアンの広場 
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恒例の「師走会」を開催。36回目の今年の会は9名の参加
がありました。

関 和英(75法法)

71-35クラス 開催日：2011.12.10

カリー先生の叙勲を祝う会を有志で開催しました。本多
さん、剱持さん、鳥飼さん、菅家さん他懐かしいメンバー
が久しぶりに集いました。　　　　　 戸川宏一（63経商）

カリー先生の叙勲を祝う会 開催日：2011.12.21

OB会主催による二部昇格の祝勝会を開催。幅広い世代
のOB･OG40名と学生23名、総勢63名が集いました。

幹事長 草野芳彦(91経経)

開催日：2012.02.18

品川プリンスホテルで金鷲会の2012年度通常総会を開催。
総会に続いて開催された1部昇格祝賀会には約200名が
出席され盛会でした。 　　 　　 会長 中川敏明(76法法)

開催日：2012.02.11

ソフィア経済人倶楽部の2012年度賀詞交歓会がアーク
ヒルズクラブで盛大に開催されました。約124人のご参
加をいただきました。　　　　　　 伊達万壽夫(77経営)

ソフィア経済人倶楽部 開催日：2012.01.24

外仏1964卒7D34クラス会 開催日：2010.04.06

昭和39年卒者の10名が恒例の新年会を開き、楽しいひと
時を過ごしました。案内を入手希望の方はご一報ください。
長縄友明(64外英) 連絡先：tak-naganawa@ann.hi-ho.ne.jp

パリ在住の林朗也氏の来日を機に外仏D34クラス会を
開催しました。

大野 厚(64外仏)

関西ソフィア39会 開催日：2012.01.14

札幌には女性だけのソフィア会があり、年一回、会員が和
やかかつ刺激的なひと時を分かち合い、ネットワークを
築いています。 
幹事：大竹葉子（70文教）、高倉珠子（94経営）、渡邊典子（77文史）

札幌女子ソフィア会 開催日：2011.12.04

すみだトリフォニーホール大ホールで北村協一メモリア
ルコンサート＜MISSION＞関学・上智・同志社・立教OB
合唱団合同演奏会が開催され、盛況裡に終了しました。

小倉充朗(96文史)

上智大学グリークラブOB会 開催日：2012.01.15

「忘年の会」を催しました。今回も初参加の方が多数で
したが、直ぐに打ち解けて大盛況でした。

代表 宮崎輝雄(72法法)

SNSソフィア会 開催日：2011.12.16

「上智」・「日産」・「中南米」をキーワードに結ばれた15名
の仲間がソフィアンズクラブに集いました。この会も6年目
を迎えました。 　　　　　　　　　　北山次郎(66外西)

日産中南米ソフィア会 開催日：2011.12.02

9回目の親睦会を開催。年代、学部、お仕事の地域も様々
ですが、100名前後の会員数で続けています。
高山 雄一(76法法) 連絡先： azabu@sophiakai.gr.jp

麻布ソフィア会 開催日：2011.11.18

当会は、デュッセルドルフ・ソフィア会に所属し、その後
帰国されたメンバーの集いです。

小泉 究（75外英） 連絡先:koizumi@sophia.jp

デュッセルドルフ東京会 開催日：2011.11.30

上智大学体育会
アメリカンフットボール部OBOG会（金鷲会）

上智大学体育会
アイスホッケー部OB会
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体育会OB総会

　4月21日、恒例の体育会OB総会（加盟39競技団体）が髙祖理事長、滝
澤学長、増田副学長、谷学生センター長、田宮体育会会長はじめ関係教職
員と和泉ソフィア会会長を来賓としてお迎えし、100名を超える各部OB･OG
の参加の下に盛大に開催されました。
　総会では、昨年に続き東日本大震災の被災学生への就学継続支援金
が原田OB会長から髙祖理事長に贈られました。また、原田会長は挨拶で、
「被災地の復興の道筋が見えない状況下では、100名以上の被災学生へ
の息の長い支援が必要なため、体育会OB会は今後も向こう４年間支援を
実施してまいります。」と述べられ会場から大きな拍手が寄せられました。
　続いて、昨年活躍した団体と優秀選手にソフィアスポーツ大賞が贈られ、

今年で第53回を迎える上智大学・南
山大学総合対抗運動競技会（6月１
～3日上智で開催）での学生からの勝利宣言があり、参会者から盛んに激励
を受けていました。上南戦のこれまでの通算成績は上智の31勝16敗5引き分
けで大きく勝ち越しているものの一昨年、昨年と2連敗しており、上智大学が
創立100周年を迎える第54回大会に向けて選手諸君の奮起が期待されます。

上智大学体育会ＯＢ総会が開催される

　体育会と同時開催のオールソフィアンズ健康マラソン大会が、2012年12
月10日（土）、皇居周回コースで開催されました。今大会は第18回で、マラソ
ンの部20キロに3名、5キロの部に45名、ウォーキングの部5キロに24名と過去
最多の72名の参加を得て、全員が完走しました。マラソンの5キロの結果

は、個人の部で庄内菜穂子さんが女
性として初優勝。因みにベストタイム
は岩佐洋一さんの19分18秒で、団
体の部の優勝は陸上部OBチームで
した。
　表彰式の後は、大学に戻って恒例
の懇親会。大いに盛り上がりました。

第18回オールソフィアンズ
健康マラソン大会が開催される

マラソン

躍進する上智アスリート

アメリカンフットボール部、男子ラクロス部が
関東学生リーグ1部昇格の快挙！ 
　昨年の秋季リーグ戦では本学体育会競技団体の活躍が目立ちました。アメリ
カンフットボール部は、関東大学アメリカンフットボール秋季2部リーグで準優勝。
東海大との入替戦に勝利して13年ぶりに１部に復帰しました。
　男子ラクロス部は、関東学生ラクロス2部Ｂブロックで5戦全勝。明治学院大と
の入替戦を制して10年ぶりに1部に復帰しました。本学体育会に所属する競技
団体が関東学生リーグの頂点である１部リーグに進出したこの快挙は、上智体
育会活動に燦然たる輝きをもたらしたばかりではなく、上智大学100年の歴史の
一こまを綴るに値するものです。両部の晴れの舞台での活躍を応援します。

2011年度ソフィアスポーツ大賞贈呈！  第53回上南戦の勝利宣言！
東日本大震災の被災学生への就学継続支援（向こう４年間）を表明！ 

上智大学１００周年記念ツアー

　昨年、一昨年と行われた上智大学１００周年記念ツアーは、いよいよ最後のス
ペインへの旅となり、今年の3月5日から14日までの10日間、イエズス会の創始者
であるイグナチオ・ロヨラとフランシスコ・ザビエルにゆかりの地を中心に訪れました。
　ドイル師、増田副学長、サリ・アガスティン師、川中師、クー師と素晴らしい司祭

団をはじめ、学生、教職員、卒業生
の合計80人の参加がありました。
　スペイン最初の訪問地はバル
セロナでしたが、有名なサグラダ・
ファミリア(聖家族教会)では、日本
人の主任彫刻家である外尾悦郎
さんの分かりやすい解説もあり、ガ
ウディの真髄とその意志を受け継

いだ外尾さんの素晴らしい作品に魅了されました。その後は、イグナチオが
「霊操」を書き記したマンレサの教会、フランシスコ・ザビエルのハビエル城の教
会、イグナチオ・ロヨラが人生を神にささげることを決心したまさにその部屋でミ
サにあずかり、とても感銘を受けました。
　マドリッドでは、川端真砂子マドリッドソフィア会会長（68外西）、及び山田修
平バルセロナ・ソフィア会長(63外西)をはじめ、ソフィアン8名が加わり、総勢約90
名での「ソフィアの夕べ」を行いました。会でのクライマックスは、現地のソフィア
アンと一緒に東北大震災の犠牲者、被災者のために黙祷と祈りを捧げ、皆で
校歌斉唱ができたことです。またマドリッドでは、上智の姉妹校であるコミリアス
大学を訪問し若い学生たちとの交流を行いました。
　これまでのツアーの中で最も充実し、深い感銘が残り、素晴らしい上智の
ルーツを辿る旅でした。

上智大学のルーツを辿る最後のスペインへの旅”

復興を願うキャンドルサービス
　クルトゥルハイム聖堂での記念ミサ（山岡三治神父様主司式）の後、上智大学カトリック学生の会によるイルミネーショ
ン点灯式が8号館ピロティで行われました。上智のイルネーションの由来の説明等の後、メインストリートのツリーに一斉
に光が灯されると歓声と拍手が。参加者は復興への願いをこめたキャンドルを手に9号館ピロティへ向かいました。
被災学生への支援を呼びかけて
　午後7時からは9号館地下カフェテリアで東日本大震災の被災学生支援のためのチャリティーパーティがスタート。
「今年は東日本大震災があったので、被災学生への就学継続支援募金に協力してくれる9団体にのみ絞って出展
してもらいました」と第4回ASC実行委員長の辻政弘氏（84外英）。旧聖母大学同窓会のインマクラータ・マリア会によ
るクッキーや手作り小物の販売、カトリックセンターと学生団体による震災被災者支援バザー等、それぞれ工夫を凝ら
してブースを出展していました。募金箱や各ブースのチャリティ募金は総額で25万円となり、被災学生への就学継続
支援募金として寄付されました。

光と祈りでつなぐ絆 第4回  オールソフィアンのクリスマス（ＡＳＣ）

点灯されたイルミネーション点灯されたイルミネーション

歓喜の男子ラクロス部13年ぶりの1部昇格

  昨年12月8日、四谷キャンパスで行われた第4回ASC。東日本大震災被災地復興への祈りをこめて
「For others,with others」をテーマに開催。当日は約360名が集いました。
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　事務局は3号館1階（3-148Ａ室）にあり、12万人を超えるソフィアンの連絡セン
ターです。ソフィア会の目的は、母校への貢献と卒業生相互の親睦をはかること
です。ソフィアンの年代別の割合（2012年3月末現在）は、1960年代以前卒が
11.8％、1970年代卒が15.4％、1980年代卒が20.3％、1990年代卒が22.2％、2000
年以降卒が30.3％となっています。
　ソフィア会では、ホームページや「ソフィアンズナウ（年2回発行）」・「ソフィア会
メールニュース（月2回：アドレスを登録している約31,000名に向けて配信）」などさ
まざまなコミュニケーション手段で、最新の情報を皆様にお届けしています。また、
2011年1月からFacebookに上智大学ソフィア会の公式ホームページを立ち上げ
て運用を開始しており、多数の方が参加されています。
　ホームページには、各種イベントのお知らせやその報告、地域（国内・海外）・各
種ソフィア会の開催レポートなど多彩なメニューがそろっています。ソフィア会ホー
ムページを是非ご覧ください。　http://www.sophiakai.gr.jp/

ソフィア会事務局事  務  局  便  り

2012年1月7日逝去
2012年3月3日逝去
2012年3月7日逝去
2012年3月30日逝去
2012年4月2日逝去

２０１２年５月～２０１３年３月の大学・ソフィア会主要行事予定

訃  報

2011年11月3日受章 旭日中綬章 川口和子 外国語学部名誉教授叙  勲

5月19日（土）
5月27日（日）

 
9月  4日（火）
9月20日（木）
9月21日（金）
10月  6日（土）
10月20日（土）
11月  1日（木）
11月  2日（金）
12月  3日（月）
12月  7日（金）
2013年        
3月26日（火）

春季全国代議員会（午後）
金・銀・銅祝式典、上智大学ソフィア会会員大会
2012オールソフィアンの集い　
第17回ソフィアンズカップゴルフ大会（箱根）
９月期学位授与式
秋学期入学式
第４回地域ソフィア会全国大会（函館）
秋季全国代議員会（午後）
創立記念日（99周年記念日）
先哲祭
聖ザビエルの祝日
第5回オールソフィアンのクリスマス

学部・大学院学位授与式

　2013年に上智大学創立100周年を迎えるにあたり、ソフィア会ではソ
フィア会活動に顕著な貢献をされた会員に感謝を顕すための顕彰制
度を立ち上げ、候補者の選考を行っております。
　皆さまのまわりに顕彰に相応しい会員がいらっしゃると思いますので、
候補者を募りたくぜひご推薦ください。
　ご推薦にあたっては、下記項目を明記したソフィア会会長宛『推薦
状』（A4用紙・形式自由）を2012年9月末日までに、ソフィア会事務局（顕
彰委員会委員長）にお送りいただきますようお願いいたします。
　●顕彰候補者の氏名、卒業年、卒業学部学科
　●推薦者（連名可）の氏名、卒業年、卒業学部学科
　●その候補者を推薦する理由
なお、第1回顕彰は2013年秋に実施の予定です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平成24年3月15日
　　　　　　　   　　　　　　　   上智大学ソフィア会顕彰委員会  
　　　　　　　　　　　　　　　                  委員長  茂木敬司

顕彰候補者推薦のお願い
　『上智大学史資料集』第３集26-28頁の「校旗と校歌」によれば、「（専
門学校令の大学から大学令の）大学への昇格(1928年)とともに校歌を
作ろうという気運が生じ在学生の間から歌詞を募集することになった。応
募作品の中から、文学部哲学科３年の逸見貞男君のものが当選しリフレ
インの部分は宇多五郎教授が加筆され、土橋八千太師(第３代学長)が
全体を校閲修正されたという。作曲はドイツ留学から帰られたばかりの山
本直忠氏(1973-2002年TVやラジオで大活躍された作曲家山本直純氏
の父親で東京高等音楽
専門学校＜現・国立音楽
大学＞で教鞭をとり、新
交響楽団＜現・NHK交
響楽団＞の指揮者も務
めた）に依頼し、新校舎(1
号館)落成式(1932年6月
14日)で校旗とともに披露
された」とのことです。

今年は校旗・校歌誕生80周年です！

　2011年度に活躍した下記の課外
活動団体（8団体）あるいは個人（2
名）に対し、4年次生は学位授与式に
て、在学生は入学式にて、滝澤学長
より「学長奨励賞」が授与されました。

　課外活動団体（8団体）　
1. Sophia Flying Turkeys
　「第34回鳥人間コンテスト選手権大会　滑空機部門　優勝」
2. Sophia Racing
　「第9回学生フォーミュラ大会　優勝」
3. ソフィアフライングディスクチーム　“フリークス”男子
　「第22回全日本学生アルティメット選手権大会　優勝」
4. 上智大学サッカー愛好会EAGLE（1部昇格）
5. 上智大学体育会アメリカンフットボール部（1部昇格）
6. 上智大学体育会男子ラクロス部（1部昇格）
7. 上智大学体育会女子グランドホッケー部（1部昇格）
8. 上智大学体育会洋弓部女子（1部昇格）
　個人(2名)
1. 外国語学部英語学科　2年次生 小林亮一朗　E.S.S.所属
　「第31回全国学生英語弁論大会J.U.E.L.Cup (全日本学生英語弁論
大会）3位入賞」
2. 外国語学部英語学科　4年次生 吉田操佳
　「THE WALL STREET JOURNAL ASIA主催　Future Leadership 
　Program, English   Speech Competition　優勝」

2011年度・学長奨励賞の授与

　上智大学ソフィア会の最高意思決定機関は全国代議員会であり，代
議員はその構成メンバーです。現在定員610名中457名の代議員が就
任しておりますが，地域ソフィア会及び各種ソフィア会の割当枠を除いて
特別枠などに若干の欠員があります。
　このため、ソフィア会活動をより活性化すべく、志が高く，明朗で行動
力のある方を代議員候補者として募集することとし、3月19日付けでソ
フィア会のホームページに案内文を掲載するとともに3月23日に配信され
るソフィア会メールニュースにてもご案内しました。
　推薦された代議員候補者については、推薦書面をもとに役員選考委
員会で検討のうえ，常任委員会を経由して5月19日（土）に開催予定の
春季全国代議員会で代議員として承認される手続きになっております
こと、ご報告・ご連絡いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     平成24年4月12日
　　　　   　　　　　　　　上智大学ソフィア会役員選考委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   委員長　中島貞夫

代議員候補者の推薦についてのお知らせ

ソフィア会掲示板ソフィア会掲示板

和田秀男
飯塚重男
羽鳥富美雄
山本 透
土屋吉正

理工学部名誉教授
法学部名誉教授
外国語学部名誉教授
元文学部特遇教授
元神学部特遇教授

8団体、2個人を選出

歓喜の男子ラクロス部

1号館落成式にて校旗・校歌の披露



　下記の要領で実施いたします。今回は昨
年の参加者より再挑戦したいとの意見が多
数あり、同じ「箱根カントリー」で開催します。残
暑の季節ですが、リゾート地での清 し々いゴル
フが期待できます。奮ってご参加ください。賞
品のご協賛を歓迎します。ご提供いただける
方はソフィア会事務局までお申し出ください。
●日時／2012年9月4日（火） ●場所／箱根カントリー倶楽部
（〒250-0631神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245／TEL0460－84－8571）
●募集人員／先着120名 ●費用／プレー費18,000円（概算・昼食費
別） ●参加費／4,000円（パーティー費・賞品代等） ●申込受付／4月1日よ
りソフィア会のＨＰからエントリーできます。締切は6月末ですが、先着120名で
締め切りを予定していますのでご注意ください。
　　　　　　　　　　　　  ソフィアンズカップゴルフ大会実行委員会

第17回ソフィアンズカップゴルフ大会開催決定

　2011年11月、ニューヨークソフィア会に「メンター制度」が発足しました。
目的は、ニューヨークソファア会々員の有志が「メンター」となって、留学、転
勤、移住等で初めてニューヨークに来られた母校の学生や卒業生の新生
活のスタートを支援することです。
　具体的には、
① メンティーを希望するソフィアンは、事前にあるいはニューヨーク到着後に、
　 info@newyorksophiakai.com宛に氏名・卒年学部・学科等の基本的な
　 ことから専門分野、課外活動、趣味等本人のプロファイルや実際にどのよ
　  うな支援を望んでいるかなどの情報を送る。
② メンター委員（後述）は１．の情報を受けると、主に同年代の会員から最適
　  と思われるメンター候補（複数も有り）を選んで紹介する。
③ その後は、メンター・メンティー間で自由に交信･交流し、必要に応じてメン
　  ター委員、他の会員が支援する。特に報告義務はない。

　当会々員全員がメンター予備
軍ですが、実際に制度を運用す
るのは9名いるメンター委員（卒
業年次は60年代から00年代まで）です。会員の在米年数は36年から3年、
専門分野はビジネス、教育、国際機関、更には緩和ケアの専門家にまで及び、
課外活動・趣味にいたっては大変幅広い顔ぶれです。メンター委員自身が自
らメンターとなることもあり、発足以来現在まですでに三組が誕生しました。
　留学、転勤のケースの他にも、転勤の夫と共に幼児を抱えて移って来たソ
フィアンが、慣れないアメリカ生活や子育てに悩めば、同じ経験をもつ先輩ソフィ
アンが心の支えになることが出来ますし、身障児の親にも同じことが言えます。
　言うまでもなく、この制度は日本・海外から当地に来られるソフィアンの
ニュースを受けてはじめて動き出すもので、日本・海外でのこの制度の周知
徹底が唯一・最大の鍵となります。
　また、上智大学のグローバルメンター制度とも連携を保ちながら進めた
いと考えています。皆さまの絶え間ないご支援をお願い致します。
　　　　              メンター委員　コーディネーター　篠崎 晃（60外西）

　桜のつぼみがようやくほころび始めた4月2日(月)、東京国際フォーラムで
2012年度学部入学式が行われました。今年は父兄の参列が多く、予想を
上回る来場者でした。
　カトリックセンター長サリ神父様による祝福の後、滝澤学長が式辞。「本学
の教育理念は、第一に“Men and Women for Others,with Others”  他
者や人類を思いやる広い視野を持った人材育成、第二に幅広い教養と専
門分野を融合した学習、第三に国際性。グローバル化対応能力育成です。
皆さんもSophia―最上の叡智を身につけてください」との挨拶。続いて新入
生を代表し、金原京子さん（総合人間科学部心理学科）が入学の言葉を
述べました。
　他方、大学院入学式は翌3日に四谷キャンパスの10号館講堂で行われま
した。

　2011年度の学部学位授与式が3
月26日(月)に有楽町の東京国際
フォーラムで行われました。今年の
学部卒業生は2,379名。
　カトリックセンター長のサリ神父様
による祝福の後、滝澤学長が式辞。
「皆さんに期待したいことは2つ。第
一に夢と希望を持って果敢に挑戦

していくこと、第二に常に広い視野をもってください」との挨拶の後、各学
部の代表者に学位記が授与されました。つづいて髙祖理事長が祝辞で、
ユニークな国際貢献活動を行う卒業生の事例を紹介。また和泉ソフィア
会会長は「卒業生には学科別集会で一人一人に学位記と生涯メールア
ドレス、ソフィアンズナウ号外が配られます。生涯メールアドレス等でソフィア
会と固い絆で結ばれるように期待します」と祝辞。卒業生を代表して林祐
希さん（理工学部機能創造理工学科）が謝辞を述べました。学長奨励賞
の授与も併せて行われました。一方、大学院の修了者509人への学位授
与式は四谷キャンパスの10号館講堂で行われました。ソフィアンズクラブも
オープンハウスにして新しいソフィアンを歓迎しました。

キャンパスの正門前で記念撮影をする新入生たち

2,800人が新ソフィアンに
生涯メールアドレスで固い絆を

学部・大学院合わせて3,400人を超える入学者
地球規模の視野を持つ人材に

学部入学式で挨拶する新入生代表

四谷キャンパスで四谷キャンパスで

卒業生の皆さま　　　　　　　　　ようこそソフィア会へ　　　　　　　　　　新入生の皆さま

課外活動支援

　ソフィア会は、昨年10月に続き2011年度学生課外活動追加支援金を３団体１
個人に贈りました。追加支援金額は80万円で、前回、文化系11団体、体育会37団
体に贈った720万円と合わせ2011年度支援総額は800万円になります。
　追加支援対象団体は、ホフマンホール運営協議会、ＳＤＳ（Sophia Debating 
Society）、マラソン大会実行委員会とセパタクロー
の世界選手権大会（2011年９月バンコクで開催のキ
ングス・カップ）に日本代表として出場し銀メダルを獲
得した川又ゆうみさん（神学部3年）に贈呈しました。
　贈呈セレモニーは、１月19日（木）に開催されたソ
フィア会常任委員会終了後、髙祖理事長、滝澤学
長はじめ大学関係者にご出席いただいて行われ、
和泉会長から各団体の代表者と川又さんに贈呈目
録が手渡されました。

学生課外活動団体に追加支援金を贈呈

ニューヨークソフィア会
www.newyorksophiakai.com
　　メンター制度が発足
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