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新学長
聞く

に

早下隆士 学長

早下 隆士

（はやした・たかし）
1958年3月6日生まれ、
宮崎県出身（満55歳）
専門は分析化学

▶この度は、学長就任おめでとうございます。
ありがとうございます。
重責ですが、
おかげさまで充実した毎日を過ごしております。
新
たな100年を迎えて大学が積極的に進める改革の中心は、
男女共同参画の推進とグ
ローバル人材の育成と考えています。
昨日の入学式では、
何のために上智大学に入っ
たのかを忘れないこと、
将来は社会を牽引するリーダーとなるべきことを自覚すること。
同
時に、
本学の建学精神を具現して真のソフィアン、
すなわち社会と共感でき、
他者の痛み
を理解できる良きサマリア人となるよう努力して欲しい旨、
新入生に伝えたところです。

▶ご専門は「分析化学」と伺いました。

はい、
分析化学の中でも、
分子認識化学、
超分子化学を専門にしています。
生体内の
生理活性物質や病原性の細菌を、
その場で検出できる新技術の開発を行っています。

▶長年お過ごしになった国立大学と比較して上智大は如何ですか？

上智大学は多くの伸びしろを持っており、将来日本で一番魅力的な大学となる可
能性が大いにあります。
いくつかの他大学にも在職した経験から、
このことを強く感じ
ます。
キャンパスが都心にあり、様々な教育プログラムがそろっており、女性も活躍でき
る環境が整っています。
さらに、本学は父母（後援会）や卒業生（ソフィア会）
との関
係が密接で、
また教職員と学生の距離も近いことが特徴です。学生は、
文系も理系も、
国際教養学部生も留学生も、一つのキャンパスで過ごしますので、様々な分野の友
達を作れる環境にあり、総合的な人間力を養うことができます。研究と人間教育は、
いわば車の両輪でなければなりません。

理 事 長 メッセージ

新たな
１００年へ
向けて
髙祖 理事長

上智大学はこの1年間、
「叡智（ソフィア）が世界をつなぐ」
をテーマに創立100周年を祝い、11月1日の記念のミサと式典
をはじめ、海外、国内の各地で様々な記念事業を行ってきま
した。
その締めくくりがソフィア会と協働での桜の記念植樹で
あったのも、
うれしいことでした。
また、記念事業募金は36億
円を超え、
その3割は卒業生の皆さまのご厚志です。
こうした
物心両面にわたる温かなご協力とご支援に心より感謝を申
し上げます。
昨年7月、上智学院は次の100年の発展を導く中長期の
将来構想「グランド・レイアウト2.0」を公表しました。
「建学の
理念と教育精神の現代的具現化」、
「教育・研究の高度化・
グローバル化とネットワーク化」など7つの重点目標のもと、
「総合グローバル学部開設」、
「学部学科等奨学金の設置・
拡充」
と
「グローバルチャレンジ支援（海外留学支援）」、
「キ
ャリア形成支援」の体制整備、
さらに「ソフィアタワーの建設」、
「3、4、8、9号館のリニューアル工事」などを進めます。一方、
新たな「SOPHIA未来募金」を設置し、事業展開の基盤を
強化します。
今後ともご支援、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

▶ソフィア会に期待することは？

100周年記念の年に示された結束と、大学への暖かいサポートを引き続きお願い
致します。

副学長紹介
川中仁 学生総務担当副学長
２０１３年に創立百周年を迎えた上智大学は、今年度、次の百年の最
初の一歩を歩み始めました。
このような歴史的に節目にあたる時期に、学
務担当副学長の藤村先生と学術交流担当副学長の杉村先生とともに、
学生総務担当副学長として新学長の早下先生を補佐する役割を担うこ
とになり、
責任の重大さに身が引き締まる思いです。
「生副（なまふく）」
と呼ばれる学生総務
担当副学長は、
学事以外の大学のありとあらゆることがらが担当分野となりますが、
直面す
る一つひとつの課題に誠実に取り組んでゆきたいと考えています。
杉村美紀 学術交流担当副学長
上智大学は、
国際化やグローバル化が注目される前から国際的な視野
と多様性を受け入れる幅広い視野を持った教育を希求してきました。
それ
は大学が本来担うべき役割、すなわち国内外の様々な人材が多様な活
動を通じて交流し合い、知の創造を生み出すアカデミック・プラットフォーム
です。
その歴史と伝統を受け継ぎ、上智だからこそできる教育と研究交流活動を、
キャンパ
スに集う学生、
教員、
職員の皆さん、
そして海外にも拡がるソフィア・ファミリーの皆さんのネッ
トワークを礎にして、
国内外の教育関係機関と連携しながら育んでいきたいと考えています。
藤村正之 学務担当副学長
グローバル化と少子化によって社会環境が流動化する中で、
それらに
どう対応していくのかが大学の大きな課題となっています。上智100年の
伝統の中で、
何を堅持し何を変化させていくことが必要なのか。
その問い
への答えを求めて、各学部・研究科の専門性と上智ならではの学内外の
連携力が相乗効果をしめし、
教育・研究両面での確実な歩みをしめせるよう取り組んでいき
たいと思います。社会のリーダーとして活躍するソフィアンを世に送り出すべく、学習環境の
整備に尽力させていただきます。
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Sophians Now

上智学院のソフィア会
担当部署が変わりました
上智学院の組織再編により、
４月１日からソフィア会担当部
署は新設の総務局 ソフィア連携室となりました。再編の目的
は、卒業生、後援会、近隣等さまざまな上智大学のステーク
ホルダーとの関係強化をはかるとともに、SOPHIA未来募金
の担当部署として従来の学院改革推進室の一部分掌と財
務局募金室グループの機能がソフィア連携室に移管されま
した。
なお、
これに伴い学院改革推進室は経営企画グルー
プとなり、財務局募金室グループは廃止されました。

「総合グローバル学部」誕生
本学で９番目の学部である
「総合グローバル学部」がこの
４月に誕生しました。学科は「総合グローバル学科」で１学部
１学科体制で、学部長には寺田勇文教授（前外国語学部教
授）が就任されました。
ニューヨークソフィア会の植木安弘前
会長（７６外露）
もこの学部の教授に就任すべくすでに国連
報道部を辞して帰国されました。
総合グローバル学部の学生たちは、
それぞれが独立した
学問分野である
「国際関係論」
と
「地域研究」を並行して学
び、
グローバルとローカルの双方向視点を養うことができます。
学部卒業生たちには、将来国際的公共知識人として、国際
ビジネス、国際機関、国際協力の場で活躍できる人材に育っ
てほしいという本学の願いが込められています。
なお初年度
の今年は１８８人の新入生を迎え入れました。

2014
年

春季全国代議員会と会員大会のご案内

今年度の春季全国代議員会は5月17日
（土）
の午後に四谷キャンパス10号館講堂で開
催されます。代議員の皆さまにはお手数ですが、
ソフィア会の最高議決機関である全国代
議員会へのご出席をお願いいたします。
提出が予定される審議事項
①新規登録団体（地域・各種ソフィア会）
について
②推薦会員について
③2013年度事業報告と決算報告案および監査報告並びに2014年度事業計画と予算案に
ついて
④ソフィア会会則条文の一部改定について
⑤ソフィア会における公務と経費負担・補助規定の一部改定について
⑥次期ソフィア会役員
（会長・副会長・監事・代議員）
の承認について
⑦その他

2013年度 ソフィア会重点施策実施状況
1 上智大学の創立100周年記念事業募金目標達成
（目標10億5000万円募金（現在約84％）達成に向けて）
○新ソフィアンズクラブ建設決定に伴う、
1億円寄付
○ 新ソフィアンズクラブ設立 を機に上智大学の教育研究および
奨学金支援目的のサポート会員制度スタート
○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

▼

結果 目標金額(11億9,970万/114％）学院全体の募金総額の33.1％。
2 上智大学創立100周年記念ソフィア会記念行事の実施と次の100年へ向けての始動
○ASF記念祭/拡大全国大会/祝賀会/音楽祭/スポーツイベントの実施
○校歌2部合唱の普及/次の100年に向けての企画
○2009年からの実施の創立100周年企画ソフィア・ルネッサンス連続講演会の最終章

▼

結果 目標達成（計画されたすべての行事が成功裏に完了）。
3 最高議決機関としての全国代議員会の役割強化と参加率向上策
○代議員のWeb・メール利用の周知と利用率100％をめざす
○次期ソフィア会2014年度役員
（会長・副会長・監事・代議員）選考の準備

▼

2014年春季全国代議員会のご案内
日 時：2014年5月17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階学生食堂）

2014年会員大会のご案内
日 時：2013年5月25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。

2014年度予算案
項

▼

結果 顕彰制度の実施と予定されたイベントは実施。
FACEBOOKは5,581人。
5 地域・各種ソフィア会活動に対する連携・支援体制を強化
○学部学科同窓会の設立に関して大学と協同して積極的支援
○地域ソフィア会第5回全国大会（拡大東京大会）実施によるネットワーク・絆強化
○第一回アジア・ソフィア会開催（香港・マカオ）
○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）
○大学行事と連携しての支援強化

▼

結果

理工学部・法学部・国際教養学部はじめ7つの学部学科同窓会の設立完了。
拡大東京大会・アジアソフィア会はじめ地域・各種ソフィア会との連携実現。

6 現役学生支援態勢強化と学生との連携企画の充実
○継続的課外活動支援（予算８００万円計上）
○就活支援企画を各種ソフィア会の協力のもと大学と連携して実施
○学生との連携企画 ASF/ASC等
結果

▼

課外活動支援（800万円）はじめ学生との連携が実現。

7 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1500人5００万円をめざし協力依頼と広報活動の強化
○自動引き落とし利用者の増強
結果

653名

▼

280万（自動引落120名）。今後の課題。

目

2013予算（円） 2014予算案（円）

【収入の部】
1 同窓会積立金
（終身会費）

54,800,000

56,300,000

2 入会金収入

1,100,000

1,100,000

3 維持会費
（任意）
収入

5,000,000

5,000,000

4 上智学院預け金利息

4,400,000

3,400,000

5 カード手数料

4,000,000

4,000,000

6 クラブ使用料収入

2,600,000

2,600,000

7 受取利息

20,000

20,000

600,000

600,000

72,520,000

73,020,000

13,140,000

16,800,000

①広告費・ホームページ

8,130,000

7,090,000

②ソフィアンズクラブ

5,350,000

4,950,000

11,000,000

10,600,000

4,000,000

3,500,000

8 その他収入
収入

計

【経常支出の部】
1 事務局費
事務局費用
2 事業費

③創立100周年記念募金
④ＡＳF運営費

10,000

10,000

⑥地域・各種ソフィア会連携推進費

4,000,000

4,200,000

⑦学生課外活動支援費

8,000,000

8,000,000

⑧その他事業費

5,740,000

4,710,000

⑤ソフィアンズカード入会推進費

(寄付講座、
学生支援費、

金銀銅祝、
ゴルフ、
クリスマス、
NEXT100プロジェクト等)

1,000,000

⑨ITインフラ支援
⑩100周年企画準備費
3 予備費

1,000,000

11,450,000

0

700,000

2,160,000

0

10,000,000

72,520,000

73,020,000

期首積立金

460,653,017

365,450,000

基金積立金

0

10,000,000

4 基金積立額
経常支出

結果 次期役員選考の準備は完了。利用状況は代議員475名中252名53.0％。
4 ソフィア会会員との絆の強化と顕彰
○ソフィア会Webへの投稿の推進（地域・各種ソフィア会への呼びかけ）
○月２回配信メールニュースによる絆強化とメール会員増強計画
○ソフィア会FACEBOOKのいいね1万人計画
○ASF/ASC/ゴルフ大会等企画
○ソフィア会活動に永年尽力された方の顕彰

自 2014年4月1日〜至 2015年3月31日

計

積立金

当期積立金取崩し

100,000,000

期末積立金

360,653,017

375,450,000

注1) 2014年度期首積立金は、2013年度実績（速報値）に基づくもので、実績（確定値）では若干金額が変動します。

創立100周年記念事業終了の
お知らせと御礼
昨年4月23日、柔道家の山下泰裕氏の感動的な講演を
もってはじまったソフィア会主催による母校創立100周年記
念事業の数々は、去る3月27日に行われた真田濠の土手の桜
の老大木から採取して育てた苗木の植樹式をもって無事滞
りなく終了いたしました。1年間の長期に亘って展開された
数々の祝祭イベントに共催・後援くださった上智学院の関係
者の皆さま、イベントの裏方で汗をかいてくださった方々、出
演者の皆さまそして何よりもそれぞれの行事にご参加くだ
さった多くの会員の皆さまご一同に厚く御礼申し上げます。
皆さまの母校への思いは今後NEXT100プロジェクトと1
号館のメンストに面した植え込みのなかに植えられた土手
の桜の2世、
「ひびき」、
「かおる」、
「いぶき」に引き継がれ
ることになります。今後とも母校への応援をよろしくお願申
し上げます。
（上智大学創立100周年記念ソフィア会事業実行委員会）
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創立100周年記念事業募金

卒業生の募金総額が１１億9,970万円に達する!!
篤志家、他

2004年に始まった100周年記念事業募金活動に皆さまから寄せられた寄付金は、
目標額の10億
261（7.2％）
5,000万円を超えて、3月31日現在11億9,970万円に達しました。
この金額は、全体の募金総額の33.1%を
占め、企業からの寄付金12億9,177万円(同35.7％)に迫る大きな貢献となっています。
ご協力くださったソ SJ・イエズス会
フィアンは延べ15,529人、地域・各種ソフィア会をはじめ各グループ等の団体数は累計で1,117団体にの 369（10.2％）
ぼります。
また、10万円以上(法人は50万円以上)をご寄付下さった団体・法人・個人のお名前が2号館ロ
合計
ビーの銘板に刻まれた件数は4,450件(内個人は3,750人)になりました。
卒業生による100周年募金活動は「1号館の煉瓦1枚1万円募金」で始まりました。細川佳代子さん
（66
3,623
文英）提唱の「僕のルール私の理由」は募金に対する多くのソフィアンの指針となりました。
さらに「恩師の
企業
1,292（35.7％）
名前を銘板に」、
「学生の課外活動支援に」、
「東日本大震災被災学生の就学支援に」などの呼びかけ
に地域・各種ソフィア会や研究室・ゼミほか多くのグループの会員の皆さまからご協力いただきました。長
期間の募金活動に応えてくださった皆さまの志に心からの敬意と感謝を表します。
ありがとうございました。

今後の母校の募金事業体制について

父母（大学）
305（8.4％）
父母（短大）
8（0.2％）

卒業生（大学）
1,199（33.1％）
卒業生
（短大・社専）
23（0.6％）
教職員 165（4.5％）

ＳＯＰＨＩＡ未来募金 ▶▶▶ 目標は年2億円

創立以来の100年間、上智大学の評価が高まったのは卒業生の皆さま
の社会での活躍に負うところが大きいわけですが、
その背景には、
ご存じの
通り遠く海外から来て身を挺して日本の若者たちの教育に当たってくれた
神父さま方の存在と資金的援助を惜しまなかった海外のカトリック教団や信
者さんたちの善意がありました。
母校は昨年グランド・レイアウト２．
０を策定して、次の100年に向けての構
想をまとめましたが、率直に申し上げて、
その実現には卒業生の物心両面

の援助を必要とします。
そしてこの援助は創立100年を経て大人になった私
たちの務めでもあります。
大学は4月1日にグローバル人材の育成、
キャンパス整備計画等の資金に
充当するため、
「ＳＯＰＨＩＡ未来募金」を立ち上げましたが、
ソフィア会も全
面的にこれに協力していく所存です。皆さまのご理解とご協力をお願いい
たします。

ソフィア会活動を
支える維持会費納入にご参加ください

100周年記念募金グッズの販売終わる
長い間の皆さまのご協力に感謝いたします

ソフィア会維持会費

ソフィア会の運営費の主たる財源は、在学中に徴収される同窓会積立
金ですが、
ソフィア会会員が12万人を超えて多様化するソフィア会活動を
支える新たな財源が必要であるため、2008年秋の全国代議員会で維持会
費制度が導入されました。
この維持会費は、任意で納入いただく寄付の一
種ですが、他大学でも多くの同窓会が導入し、同窓会運営費の10％以上
（ソフィア会は約4％）
を占める大学もあります。
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、
オールソフィアンの集いの支援や学生に対する奨学
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。
納入額は、一口1,000円から何口でも結構ですが、3口3,000円以上でお
願いできましたらありがたく思います。
納入方法には、
①郵便振込 ②銀行振込 ③自動引落し
（年払制）
の３方
法があります。年2回発行のソフィアンズナウに同封される
「維持会費（運営
協力費）協力のお願い」
をご参照下さい。

金額の多寡にかかわらず1人でも多くのソフィアンに母校創立100周年記
念事業募金に参加していただきたいとの思いから、
2006年5月に募金グッズ
の販売がスタートしましたが、
創立100周年事業最終日である2014年3月31日
に最終寄付1,015,845円を槇原募金委員長から滝澤正前学長にお渡しし、
7
年11か月の長期に亘る活動を終了いたしました。今までに50種類以上のグッ
ズを制作・販売し、
累計で13,015,845円を母校に寄付することができました。
グッズの制作とWeb販売に中心的な役割を果たしてくださった㈱スキルマ
ン、
スタッフ全員が常に100周年ロゴバッジを身に着けて販売に当たってくだ
さった丸善上智大学店さん、およ
びこの事業の企画とフォローを継
続してくださった師岡募金グッズ小
委員会委員長をはじめグッズ委員
の皆さん、そして何よりもこれらの
グッズを購入しご愛顧くださったソ
フィアンの皆さまに感謝いたします。

第６回地域ソフィア会全国大会

全国大会（新潟大会）
のご案内
今年で第6回目となる地域ソフィア会全国大会は、以
下の要領にて新潟で開催されることとなり、準備が進ん
でいます。
●日時／2014年9月27日
（土）
〜28日
（日）
●場所／ホテルオークラ新潟
（新潟市）
●プログラム／①情報交換会（NEXT100プロジェクト）②パネルディスカッション
③懇親会 ④２次会 ⑤エクスカーション（28日）
従来、
「情報交換会」
は地域ソフィア会の代表者による情報交換の場でしたが、
新潟
大会では昨年同様に、
国内外の地域ソフィア会の代表、
各種ソフィア会の代表、
代議員
にも参加していただき、
昨年発表されたソフィア会NEXT100宣言の実現の具体策を論
じ、
それを皆で共有することを目指します。
新たな100年のスタートを切った母校に貢献す
るとともにソフィアンの絆を強めるための貴重な意見交換の場となることを期待しています。
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第2回アジア・ソフィア会について
昨年、大学創立100周年記念事業の一環として日本と近隣の
アジア各地のソフィア会の相互理解、連携、親睦を深めることを
目的として香港ソフィア会の主催で開催された「第1回アジア・ソ
フィア会」に続き、
今年もアジア・ソフィア会が開催予定です。
主
日

催：上海ソフィア会（上智大学ソフィア会後援）
時：11月7日（金）〜9日（日）

第1回大会には、9カ国から76名のソフィアンの参加がありまし
た。今年の大会にも理事長、学長の参加が予定されており、懇
親会・情報交換会、上海主教座聖堂でのミサ、上海市内観光等
が予定されています。
また、
西湖や蘇州のオプショナルツアーも検
討されています。詳細が決定次第メールニュースやホームペー
ジ等でご案内いたします。

学部・学科同窓会

Activity report

理工学部同窓会

国際教養学部

活発に同窓会活動を開始しました

同窓会がいよいよ発足！

2014 年秋学期スタートの全学共通科目
「つくるⅠ」に協力！
創立100周年を機に発足した理工学部同窓会は、
2014年秋学期スタート
の全学共通科目「つくるⅠ」の新設にあたって、理工学部の要請に応じても
のつくりの現場で活躍する理工学部の卒業生12名を講師として推薦し協
力しています。
この科目は、学生が卒業後、社会人として十分な対応ができるよう、
キャリ
ア形成教育、高度教養教育（1年生から4年生までの一貫教養教育）
の充
実を図る一環で、新しい全学共通科目として、2014年度秋学期から
「つくる
Ⅰ」
を、2016年秋学期には、
その発展形としての「つくるII」
を開講することに
なったものです。
このような形での学部同窓会と大学との協力関係は、今後
の学部学科同窓会の一つのあり方となるものです。
また、
「医療情報システム研究会」
を昨年8月にスタートさせ、
NEXT100プ
ロジェクトの一環として「百年後の健康・医療・介護とICTの活用」
というワー
クショップを開催するなど活発な活動がはじまっています。
さらに今後、大学院生のグローバル育成奨励、学部生の英語研修支援
のための奨学金を提供、就職活動の支援
などの学部への支援や、ハードウェアから
ソフトウェアまで幅広いものつくりにかか
わっている卒業生の交流のためのプラット
フォーム、
「つくるネットワーク」の立ち上げを
行う予定です。

経済学部同窓会（経鷲会）

国際教養学部同窓会役員
（前列中央右 木暮会長）

国際教養学部では、その前身である
比較文化学部、外国語学部比較文化
学科、外国語学部日本語・日本文化学科、
そしてさらにその母体となった旧国際部
（1949年創立）
にまで遡った同窓会組織
（Sophia University International Alumni Association（SIAA））
が
設立されます。
本学部・学科は、昭和24年（1949年）
に開学以降、現在に至るまで、約
10,000名の卒業生および30カ国以上の国からの留学生を擁しています。
こ
の学部・学科は、英語での一貫教育ということをはじめ、上智の中でもいささ
か特殊な性格を持ち、卒業生の進路も非常に幅広く、多くの方が日本のみ
ならず世界各地で活躍されています。
そのように世界中に散らばっている卒
業生同士の交流を容易にし、
また現役の学生の就学サポートを充実させて
いくことを目指します。
役員体制は、林道郎学部長（代表顧問）
として会長に木暮知之氏（91比
文）
、
副会長にJeﬀrey Char（87外比）
、
Chander Mehra（79国際部）
が就
任。
また発起人は、
カリー元学長、
岡田前学部長はじめ安藤優子さん
（93比
比）
、西田ひかるさん
（94比比）
や早見優さん
（91比日）
、
川平慈英さん
（87外
比）
ら約100名です。SIAA設立総会および懇親会を下記の日程で開催い
たしますのでご参集ください。
①日時／5月25日(日) 15:15〜18:00 ②場所／上智大学11号館地下1階ラウンジ
③連絡先／下記メールアドレスまでメールで問い合わせください
ﬂa-alumni@sophiakai.gr.jp

法学部同窓会

学生への研究奨励金や奨学基金に貢献！

多彩な人材でソフィア会の活動基盤を作ります！

経済学部同窓会である経鷲会は、
本
年で発足25年となる学部同窓会の草
分けです。
ゴルフ、
ワイン講座等の親睦
プログラム、毎年総会時の学部長講和
や役職教授をお招きしての懇親食事会
等は学部との連携を強め、
とりわけ会員
2013 年度研究奨励金の寄付贈呈式
の寄付から生み出され、成績優秀者と
ボランティア活動などへの取り組みを評価された学生に与えられる
「経鷲会
研究奨励金」
と
「経済学部・経鷲会奨学基金」は、経済学部の教育理念で
ある
「広い視野と先見性を持ち、国際的な場で活躍するリーダーとなる人材
の育成」に大きな貢献を果たし、
給付対象者の学生にとっても研究の励みに
なることはもとより、就活の際履歴書に記載できるメリットもあり同窓会の存在
意義を高め、
学部との密接な関係強化に最大の役割を果たしております。

法学部同窓会の設立は2013年12月。年が改まった今年2014年2月15日に、
理事長、
学長、
ソフィア会長、
そして学部卒の大先輩である細川護煕元総理
を招き、
2号館国際会議場で設立総会を開催、
その活動をスタートしました。
現在、法学部は法律学科、国際関係法学科、地球環境法学科の3学科
を擁し、学部卒業生は1万5,000人以上に上ります。
そして、法曹界はもとより
各種の行政機関や実業界・産業界、
さらには文化・芸術の分野でも多彩な
人材を輩出し、
母校の将来をけん引する大きな力に成長しました。
法学部同窓会はこうしたパワーを結集し、会員相互の親睦と大学の発展
のために多 彩な活 動を展 開 。
今年のASFでは13時から11号
館511教室で会員大会と懇親
会を開催します。参加費無料
です。
この場で皆様にお会い
できることを楽しみにしています。

心理学科

同窓会発足のお知らせ

5月25日のASFにおいて、
心理学科同窓会の設立総会が行われます。
昨年、上智大学創立100周年の大祝宴時に「心理学科同窓会」をリス
タートしようと呼びかけ数名の卒業生と心理学科教員とで「心理学科同窓
会リスタート実行会」が発足して準備をしてきました。心理学科も教育学科
を前身に1976年4月に心理学科が開設し、
まもなく40周年を迎えます。
これを
機に、心理学科および大学院心理学専攻の卒業生2000余名と教職員（退
職教員含む）
で構成する
「心理学科同窓会」
を公式に発足させる運びとな
りました。
つきましては下記日程で総会を開催しますので多くの皆さんのご参加を
お待ちしています。
①日時／５月２５日
（日）13時〜14時 ②場所／上智大学１２号館−４０１室
③連絡先／下記のアドレスまでメールで問い合わせください。
psychol-alumni@sophiakai.gr.jp

2014.2.15

設立総会懇親会

英文学科 同窓会の設立！
100年の歴史をもつ英文学科の同窓会が発足しました
上智大学の創立から101年目を新たなスタートして、英文学科同窓会を
発足いたします。大学100年の中でも古い歴史をもつ英文学科は、昭和10
年に故刈田元司名誉教授がご卒業されて以降、現在では約5600名の卒
業生を擁します。会長には巽孝之（78卒）
、
副会長には江澤健二（60卒）
、
細
川佳代子（66卒）、
ウィリアム・カリー名誉教授の諸氏の他2名、役員10名、発
起人58名の体制で、
卒業生同士のつながりを深め、
恩師や教職員との交流
を通して広く母校の英文学科に貢献できる憩いの場を作っていく予定です。
5月のオールソフィアンの集いにおいて会員大会を開催いたします。
ふるっ
てご参集ください。
①日時／5月25日
（日）17時〜18時 会員大会・懇親会 ②場所／上智大学
2号館509教室・510教室 ③会費／3000円 ④連絡先／お問い合わせ
は右記メールにてお願いします。 eibun-alumni@sophiakai.gr.jp
No.175/ Spring / 2014
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地域・各種ソフィア会
ニューヨークソフィア会

N.Y.ソフィア会設立50周年記念総会と祝賀会
3月9日、
ニューヨークソフィア会の設立50周年記念の総会と祝賀会が
マンハッタンの会員制クラブで開催され、
ソフィアン約60名と他校からの
招待客約20名の計約80名が集いました。
総会では、先ず大学から参加された曄道佳明学務担当副学長から
アフリカの大学と新たな提携を結んだことなど、国際化を一段と進めてい
る母校の現状報告がありました。
また、髙祖上智学院理事長および和泉
ソフィア会会長からのビデオレターによる祝辞も披露されました。続いて
役員の選出が行われ、新会長に我謝京子さん
（87外西）
が選出されまし
た。
なお、6年間前会長を務められた植木安弘さん
（76外露）
は国連を去
り、4月からすでに母校の教員に就任されています。
総会の後は祝賀会
に移り、招待客とともに
ビデオ上映、
クイズ、
ラッ
フルなどを楽しみながら
賑やかなひと時を過ご
しました。

ソフィア
ミッション

「創立100周年記念演奏会」が
盛大に開催される
去る１２月８日、
サントリーホールにて創立１００周年記念演奏会が盛大に
開催されました。
出演の管弦楽団・合唱団は、管弦楽部、吹奏楽研究会、
グ
リークラブ、女声合唱団、
アマデウスコール、聖歌隊など大学の音楽団体の
OB・OG、現役の学生、一般参加で組織された総勢500名という陣容。 約
2年前から準備を進め、5カ月の特訓を経て、汐澤安彦氏、金山隆夫氏の指
揮のもとに見事な演奏を披露しました。
校歌、
「 大学祝典序曲」
に始まり、
スペクタクルな
「ローマの松」、宗教
曲の「アヴェ・ヴェルム・コルプス」
「テ･デウム」
と続き、
フィナーレは新
井満氏訳詩、河野土洋氏編曲の
「千の風になって」。1600名を超える
聴衆が、
ご臨席くださった皇太子さ
まとともに演奏を楽しみました。
Sophians Now

ソフィア経済人倶楽部

2014年新年賀詞交歓会が行われました
ソフィア経済人倶楽部の2014年賀詞交換会が1月21日にアークヒルズクラ
ブで開催されました。
当日は滝澤前学長他20名の来賓をはじめ約120名の
参加者を得て母校の次の100年へのスタートに相応しい交歓会になりました。
「経済人倶楽部の会員数を1000人くらいにしたい。今年は ダイバーシ
ティー をメインテーマに活動したい」
との濱口会長のご挨拶に続いて、滝澤
前学長、
山岡理事、和泉ソフィア会会長からは100周年記念事業や募金活
動が成功裏に終わったことへの謝辞が述べられました。
早下新学長は中締めのご挨拶の中で
「将来、
日本で一番魅力的な大学
は上智大学といわれる可能性は大いにある」
とのうれしいご挨拶と激励が
ありました。
ソフィア経 済 人 倶 楽 部は
2009年に経鷲会が母体となっ
て立ち上げた比較的新しい
各種ソフィア会の一つで経済
人の会としてソフィア会を支え
ています。会員は経済学部出
身者に限らず、経済産業界で
活躍しているソフィアンに広く
開かれています。

アンコール・ワット西参道第2工区の
修復始まる。この夏記念ツアーも。

アジア人材養成研究センターが、1996年から取り組んでい
る世界遺産アンコール・ワットの西参道の保存修復事業が昨年二回目の
ODAに採択され、
これを受けて第2工区の修復工事が本年スタートします。
プロジェクトの基本方針は
「カンボジア人による、
カンボジアのための、
カン
ボジアの遺跡保存修復」
で、約500年前に建設された当時と同じ工法でやる
予定ですので、完成には5年を要する息の
長いプロジェクトとなります。
どうぞ皆さまの
応援をお願いします。
この夏にはアセアン5カ国の専門家たち
を集めて現場でカリキュラムを組み立てて
実施する
「上智モデル」
を発表し、
アンコー
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ル遺跡における国際協力を実
施します。
この期間中にはまた
遺跡めぐりと修復工事現場視
察の再度のツアーも予定され
ていますので、皆さまのご参加
と応援をお願いします。
なお、上記センター長の石
澤先生と同郷で、
とかち帯広ソフィア会幹事会員の浅野祐一氏（67経商）
か
らはこれを記念してシュムリアップのセンターに調査のためのピックアップトラッ
ク一台が寄贈されました。浅野さんは2001年にはワゴン車を、2003年にはク
レーン車を寄贈されており、今回で3台目の寄贈です。

真田濠の土手の桜再生プロジェクト

土手の桜のクローン苗ソメイヨシノの
植樹式が行われました
真田濠の土手の桜並木は1959年の秋
に、当時空手部の主将だった佐竹章夫さ
ん
（60外英）
とその仲間の皆さんが植えた
のが始まりですが、昨年2月2日に佐竹氏
立会いの下にこの老大木から穂木が採
取されました。
切り接ぎをした苗木は人の背丈ほどに
育ち、
まさに土手の桜の花がほころび始めた3月27日、佐竹氏にも
立ち会っていただいて盛大に植樹式が行われました。場所は1
号館のメンストに面した植え込みの中、3本の苗木はそれぞれ、
ひびき、
かおる、
いぶきと名付けられました。皆さまどうぞ土手
の桜の２世の成長を見守ってください。

5/25

日

10 :00〜16 : 00
@上智大学 四谷キャンパス(雨天決行)

特 別 講 演 会

石倉洋子氏（71外英）講演会

藤崎一郎氏講演会

共催：ネオソフィアン

共催：経鷲会・ソフィア経済人倶楽部

◆時間／12：00〜13：30
◆場所／12号館102教室

◆時間／14 : 30〜16 :00
◆場所／12号館202教室

「ダボスの経験をソフィアで」
日本では、英語で世界の課題を私た
ちが議論したり、解決案を考える場が少
ないのが現状です。
そこで世界を舞台に
堂々と議論し、行動を起こす「個人」
を増やすために、私が始めた
のが「ダボスの経験を東京で」
というシリーズです。今回はＡＳＦと
いう場で、
「ダボスの経験をソフィアで」
という大がかりなイベントを
企画しています。是非ご参加ください。
〈proﬁle〉
ダボス会議のGlobal Agenda Council Education & Skillsの
メンバー。専門は、経営戦略、競争力、
グローバル人材。

村上憲郎氏講演会
共催：ネオソフィアン
◆時間／14：30〜16：00
◆場所／12号館102教室

「グローバル人材になるために」
グローバル人材として世界で生き抜くための原理原則は、国内
で必要とされる原理原則と大きく変わりません。講演では、
グロー
バル化の３つの段階、
つまり、
インターナショナル化、
マルティナシ
ョナル化、
トランスナショナル化の各段階を概説した上で、
その共
通の原理原則を確認するとともに、各段階ごとに新たに必要とさ
れる基本的なポイントを詳説します。
〈proﬁle〉村上憲郎事務所代表。前グーグル日本法人名誉会長、元グー
グル米国本社副社長兼日本法人社長。

「藤崎一郎大使に聞こう！話そう！
世界情勢の裏を読め」
藤崎一郎先生は駐米大使を退官した直後の2013年1月に上
智大学の国際戦略顧問、特別招聘教授に就任しました。この
たび、
サンデル教授ならぬ藤崎教授の自由闊達な講演会を開催
します。お話し頂いた後のトークセッションでは、
アメリカ的リラック
スムードの中で質疑応答。
「日米関係はきしんでいるのか」
「 国際
社会で活躍する人に求められるものは何か」
「大使公邸での生活
は」
といったここだけの話を伺います。

晴佐久昌英神父講演会
◆時間／14：00〜15：20講演会
15：20〜16：00親睦会
◆場所／3号館521教室

「教皇フランシスコ」
2013年3月にイエズス会士として初
めてローマ教皇に就任したフランシスコ
教皇。飾らない人柄と弱者へ向ける慈
しみの眼差しで、世界的な支持を得、米Time誌恒例の今年の人
（2013）
に選ばれました。カトリック教会の長上としてのフランシ
スコ教皇を日本の神父はどう感じるのか、思い切り語っていただき
ます。
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ASFでは楽しい企画が盛りだくさんです！ぜひ足をお運びください！
上智紀尾井坂ビル

東門
SJハウス
SJガーデン
2号館

11号館

北門
12号館

10号館講堂

9号館

8号館

※グループ集会一覧表はウェブ
サイトでご確認下さい。
※雨天時は開催場所が変更に
なりますのでご注意ください。

4号館

3号館

体育館

1号館

メンスト

聖イグナチオ教会

メイン
ステージ

カフェテリア

実行委員長からヒトコト
次の100年に向けて
の最初の一歩をともに！
是非とも当日は母校ま
で足をお運びください!
2014年度ASF実行委員長
金谷武明
（９５法法）

正門

メインストリート

上南戦記念
Tシャツ販売

ダンスパフォーマンス

◆時間／10 :00〜16：00

◆メインステージ ◆時間／13:50〜

今年のステージパフォーマンスには
上智大学が誇る有名ダンスサークルが登場します。
レベルの高い
パフォーマンス
をどうぞお見逃
しなく
！

◆時間／10 : 00〜15 :30

懐かしいソフィアにいらした機会に是
非ガーデンにも寄ってみませんか？今年
は、Meg e os camaradas de Samba
によるサンバショー及び恒例のワインセミ
ナーの企画を用意してお待ちしています！

◆時間／10 :00〜15 :30

メインストリートでは、留学生・現役学生や卒業
生たちによる、国際色豊かなソフィアらしい模擬
店が多数出店します。お待ちしています！

キッズ エンターテインメント

◆場所／体育館1階第一体育場・8号館ピロティ
◆時間／11: 00〜15 :00

こけ玉作り、実験コーナーからフェイ
スペインティングまで！小さいお子さまか
ら小学生まで安心してご参加いただけ
ます。
（こけ玉は一つにつき500円の参
加費をいただきます。数量限定ですの
でお早めに！）

ソフィア・森の長城プロジェクト
「森の長城プロジェクト」
（ 細川護熙理事長、元首相、63法法）
は、
被災した東北3県300ｋｍの海岸に、
カシ、
シイ、
タブなど地元の頑丈な
木を植え、大津波に堪える防潮林を造る10年掛りの壮大なプロジェク
トです。苗一口500円の国民運動です。皆様のご支援をお待ちしてお
ります。

メインステージ（雨天時は9号館地下カフェテリア）
◆時間／11:00〜16 :00

Sophians Now

東北企画 ◆時間／10:00〜15:30
東北復興支援として、東北の物産を
提供する屋台を出します。震災を乗り越
えた東北のお酒や食べ物を楽しむことで、
東北を応援しましょう
！

学内ツアー

◆時間／10:00〜15:00（最終便）◆場所／メインストリート受付テント

Special guest

西山喜久恵さん
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鷲のマーク入りの上智大学グッズ
など販売しております。

SJガーデン

インターナショナルフードコート

上智大学が誇る各種音楽団体、各種ダンス団
体等の日頃の鍛錬の成果を披露いたします。
また、
目玉企画として女子アナウンサー・西山喜久恵さ
んのトークショーや、恒例となったカリー元学長の
弾き語りも。
タイムテーブルはWebでご確認下さい。

ソフィア商店

◆時間／11: 00〜16: 00

上智大学のキャンパスには、様々な魅力がいっぱい！在校生と交流し
ながら、
そんな魅力を再発見してみませんか？ 同窓会などグループでの
ご予約も承っております。

１号館

留学生の日本語スピーチコンテスト
◆1-101教室 ◆時間／13 : 00〜15 :00

Rakugo in English (英語落語)
◆1-101教室 ◆時間／11:00〜12 :00

鹿鳴家英楽（かなりや・えいらく
【本名:須藤達也（８１外英）】）
さんが
ASFで英語落語を初演されます。日本特有の話芸である落語を英語で
演じるとどうなるのか？是非、英語落語の世界をお楽しみください。

助産師と一緒にパパ・ママ体験／健康チェック

金祝 お休処 ◆1-102教室 ◆時間／11: 00〜15 :30
金祝燦燦会は、ASFにお越しの方々が自由に、交流の場としてご利
用いただけるよう簡単な飲物とつまみなども用意しております。

ソフィアンズギャラリー

◆1-105教室 ◆時間／11：00〜15：30

ソフィアンズギャラリーは、
日ごろの創作活動の成果を試すチャンス！
絵画・版画・陶芸・彫刻・書……芸術作品と自負されるなら出品の分野
は問いません。ぜひ出品して芸術談義に花を咲かせましょう。

バザーストリート

「留学生支援」が主要目的である金祝燦燦会は、2012年より目的
に沿った企画をソフィア会の支援の下に種々展開し、実施しております。
留学生の堪能な日本語スピーチに耳を傾けてください。
mail address : sansankai@sophiakai.gr.jp

◆1-103教室 ◆時間／10：00〜15：00

助産師と一緒に赤ちゃんのお風呂入
れや妊婦体験をしてみませんか？どなた
でも大歓迎です！血圧測定コーナーも準
備しています。現役看護師・保健師・助
産師が皆様のお越しをお待ちしています。

The Sophians' Quilt Society
◆1-106教室◆時間／11：00〜15：30

美しいキルトの中で癒されたい方、
是非、
こちらへ。キルトの展示、手作
り小物・お菓子のチャリテイバザー＆
よこた圭子氏によるカルトナージュ講
習会を行います。
http://sophiansquilt.jimdo.com/
今年の寄付先は、学生団体の「めぐこ」。

フリーマーケット
◆1‐202〜205教室
◆時間／10 :00〜15 :30

現役学生や卒業生たちによる、
バザー店があります。懐かしい1号
館校舎2階教室をバザーストリート
へと変身！皆様の来場をお待ちして
います！

ASFメイド喫茶

◆1- 201教室 ◆時間／10 :30〜15: 30

バザーストリートで疲れたら、
こちらのASFメイド喫茶へ。その他に、
ち
ょっとしたサプライズ企画を用意していますので、楽しみにしてください。

キャリアイベント

共催：ネオソフィアン
◆1-104教室 ◆時間／11:00〜16 :00

《卒業生との関わりを通して自分の将来を考え始めよう-》
各業界で活躍されている社会人とパネルディスカッション、課題解決
型ワークショップや座談会を行います！ ぜひ、
それぞれのコンテンツを通
して、就職活動に関すること、
将来のこと、何でも相 談して
みましょう。

ブックカフェ

◆1- 206教室
◆時間／10 : 00〜16 :00

ゆっくり座って休憩していただけま
す。
ソフィアンが書いた本を読みなが
ら、飲み物とお菓子をどうぞ。

浴衣着付け体験コーナー

◆1- 202教室 ◆時間／11: 00〜15 :30

着付けコーナーでは、夏に向けて浴衣の着付け体験ができます。
是非、
お立ち寄りください。

3号館
ゆる婚

約
Web予

◆3-221教室 ◆時間／13：00〜16：00

上智大学のOB・OG限定
の婚活・交流イベント「ゆるこ
ん」。思い出のキャンパスで、
ぜひ新たな交流の輪をゆるー
く広げて、参加者のみなさん同
士、楽しく交流しましょう
！

英語学科同窓会特別講演会

◆3 -123教室 ◆時間／11: 00〜12 :30

『なぜ上智からベストセラー作家が多数生まれるのか？
英語力は、日本語文章力の突破口！』
経営コンサルタント神田昌典氏
（８７外英）
による講演。
どなたでもいらしてください！

お子様向け
STP（サマーティーチングプログラム）英語特別授業
◆3 -124教室 ◆時間／12 :15〜13 :00
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2号館

ＮＥＸＴ１００プロジェクト

●孫崎享氏×大久保正雄氏（８３院前哲）
「グローバル時代を生きる人類の
知恵 国家戦略」対談＆講演会
◆2‐508教室
◆時間／14:00〜16 :00

●Future Session

共催：上智大学フューチャーセンタープロジェクト、
ソフィア・ウーマンネットワーク

「みんなでアイディアを出し合う
ソフィアンの第３の居場所づくり」
◆2-509教室 ◆時間／12:00〜16:00

●『3.11福島を忘れない』
私たちは、3年余り経って人々の記憶か
らともすれば風化してしまいがちな東日本
大震災、特に原子力発電所の壊滅的崩
壊の被害を受けた人々への支援を継続す
るためにこのグループを立ちあげました。
被災地の人々の声を集めたドキュメンタ
リーの上映会を企画しています。
◆12-201教室 ◆時間／15:30〜17:00

ITベンチャー企業、㈱U-NOTEを起
業した小出悠人氏（13外独中退）
に
今後の展望を語っていただきます。

◆2-510教室 ◆時間／13：00〜14：30

１０号館講堂

４号館

金・ルビー・銀・銅祝式典
1964年、1989年、1999
年卒業の皆様には母校からラ
テン語の祝状が贈られます。

3万個のエコ積み木であそぼう

ソフィア会
会員大会

◆時間／10:30〜11：30

◆4-183教室 ◆時間／11:00〜15:00

3万個の「エコ積み木」
を使って、皆さ
んと一緒に上智大学のクルトゥルハイムや大学が遺跡修復を支援
する世界遺産アンコールワットをつくります。小さなお子さんから大人
まで楽しめますので、
ぜひお立ち寄りください。

◆時間／11：30〜12：00

神父カフェ ◆4 -184教室 ◆時間／11: 00〜13 :30

◆場所／聖イグナチオ教会マリア聖堂
◆時間／9：30〜10：15

記念ミサ

カトリック大学である上智とつながりの深い神父様をお招きしてい
ます。神父様との出会い、懐かしい恩師との再会の場所。

産学技術交流会

クラウドサービスを使ったデバイスアプリ開発セッション
およびデバイスとクラウドサービスと楽器との共演による演奏

「将来のエネルギーシステムの構築」
【講演】12- 402教室／10：30〜12：20
【展示】
「大学院領域研究成果の展示」
12-302教室／10：00〜15：00
【キッズコーナー】12 -301教室／10 : 00〜15 :00
【懇親会】12- 302教室／12：30〜13：30（参加無料）

◆9 - 249教室 ◆時間／10 :00〜15 : 00

超高速な Microsoft Azure 東京・大阪データ
センターを使ったデバイス・楽器等との連携アプリ
開発方法を、
日本マイクロソフト鈴木章太郎氏（８
９法法）
とCloudlive 株式会社代表 橋本圭一氏
（00外露）
からご紹介します。

学部・学科同窓会設立総会・懇親会
①法学部
②心理学科
③英文学科
④国際教養学部
⑤フランス文学科

11-511教室／13 : 00〜15：00
12 -401教室／10 : 00〜15 :00
2- 509教室／17 :00〜
11号館地下１Fラウンジ／15:00〜18:00
3 -321教室／10 :00〜16 :00

金祝（1964年卒）

銀祝（1989年卒）

卒業50年を祝って、
「50年
目の乾 杯 」の会を開 催します。
再会を祝して乾杯しましょう！参
加自由です。奮ってご参加くだ
さい。
（会費1,000円当日払い）

卒業25年の今年、久しぶり
に四谷で旧交を温めませんか？
1985年入学、
または1989年
卒業のソフィアンが対象です。

◆場所／11号館地下１Fラウンジ
◆時間／12：15〜12：45
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Sophians Now

◆場所／2号館5F学食
◆時間／13：00〜15：00

上智大学短期大学部ホームカミング
2013年12月27日に帰天された短期大学初代学長バリー先生
のお別れの会とホームカミングを行います。
追悼ミサ◆場所／2号館カトリックセンター ◆時間／11：00〜
追悼集会＆ホームカミング
◆場所／4 -185教室 ◆時間／12：00〜14：00

銅祝（1999年卒）

ルビー祝誕生
（1974年卒）

会費1,000円のささやかな親
卒業40年をお祝いす
睦会を催し、会場で祝状をお配
る会を行います。今後、
りします。ASFではお子様向け
ソフィア会HPにご注目く
の企画も用意されておりますの
ださい。
で、
ぜひご家族でご参加ください。
◆場所／2号館5F教職員食堂
◆時間／13：00〜15：00

◆場所／7号館特別会議室
◆時間／13：00〜15：00

今期も沢山の投稿をありがとうございました。誌面のスペースの制約から投稿記事全てをご紹
介できませんが、少しでも多く紹介すべく、記事は目一杯短縮させていただきました。ホームページ
には全て掲載されていますので、
どうぞご海容ください。なお、写真ですが、
できれば今後は集合写
真の他に貴ソフィア会の雰囲気が伝わるスナップ写真とか土地の名所・風物などの紹介写
真なども1枚お送りください。ナウにはそのうち1枚を適宜紹介させていただきたく思います。
徳島ソフィア会さんには次回は上智連の阿波踊りのスナップ写真をお待ちします。写真の
サイズはいずれも500KB-1MBでお願いします。

英国 フソフィア会
■開催日：2013.11.02

41か国62の都市にソフィア会があり、
折々集まって親睦を深めています。

海 外 ソフィア会

吉田 忍
（97外葡）

メキシコ料理店で「晩秋のメヒコ交流会」
を催
し２４名が集いました。
サバティカルで来英しておら
れる教員も参加くださり、
また、
パートナー・ご家族
同伴も可として海外ならではの交流会となりました。

ミュンヘン ソフィア会
■開催日：2013.11.24 シシカ小木曽かほる
（72文社）

１1月末は当ソフィア会の時季です。11月初め
に里帰りして創立100周年記念式典に参加しまし
たので、皆さんにその様子を伝えました。皆さん
大変に感動し、
また配布した校歌を憶えているこ
とにも感激でした。

マドリッド ソフィア会
■開催日：2014.01.22
ソフィア会の存在する都市

〈ヨーロッパ地域ソフィア会〉

デュッセルドルフ
■開催日：2014.01.18

ソフィア会
新井一郎
（81外独）

■開催日：2014.03.07

菅 佳夫
（63外仏）

恒例の春のフランス・ソフィア会を開催。常連の
年長組の皆さんの代わりに、若い女性のソフィア
ンが増え、
またドゴール空港から会場に直行され
た2名のソフィアンもおり、
24名が集いました。

サンパウロ ソフィア会

〈南北アメリカ地域ソフィア会〉

■開催日：2013.11.09

トロント ソフィア会
大石正子
（63文新）

11月初旬、
大石家に、
久方ぶりでトロントソフィアンズが集まり
ました。母校100周年に乾杯し、
思い出話しに花が咲きました。

LA

スペインを離れるメンバー2名の歓送をかねて、
最近オープンした市内の和食レストランで今年の
初会合を開きました。11月に四谷で開催された
「創立100周年記念式典」に出席された川端会
長より報告がありました。

フランス ソフィア会

市内の日本料理店"キカク"で行われた母校創
立101年目の新年会には常連、新人、久しぶりの
方に加えて留学生9名の合計48名の多世代の
参加があり、食べ放題、飲み放題でとても楽しい
ひと時を過ごしました。

■開催日：2013.11初

加藤辰也
（84経営）

鈴木裕之
（83外葡）

サンパウロでも母校創立100周年を盛大に祝うべく、幹事一同、入念に準
備し、
市内のブラジル料理レストランCapim Santoの庭園を貸し切ってソフィ
ア会を開催。
また、
1月25日には会員のお宅をお借りして新年会を催しました。

ソフィア会

■開催日：2013.12.28

原田起志夫
（72文教）

年末に会員宅をお借りして忘年会を開催しました。今年開
催される第30回南カリフォルニアの大学対抗ゴルフ(27大学参
加)トーナメントは当会が幹事です。頑張ります！

サンチャゴ
■開催日：2014.01.20

ソフィア会
朝山晃行
（96外葡）

星川会長の送別会及び新ソフィアンの歓迎会を兼ねて、
市内
の料理店で新年会を開催しました。
このところ送別会続きの当
会ですが、
久々に3名のソフィアンを迎え入れることができました。
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〈アジア地域ソフィア会〉

ジャカルタ ソフィア会
■開催日：2013.07.06

上海

坂倉久義
（77経営）

■開催日：2013.09.15

会長 浅野英俊(89外英)／事務局長 朱 蕾
（93院前外国）

東京の大祝宴に合わせて、老若男女14人が
参加し、創立100周年記念ソフィア会を開催しま
した。当ソフィア会には、69年卒から現役留学生
まで、69人の登録があり、年に数回の食事会の
他、大学対抗ゴルフへの参加、今後は女子会の
開催も検討しています。

ソフィア会
吉村 淳
（84理電）

マレーシア・スターヒルゴルフクラブにて２７校の
参加のもとに行われた第17回シンガポール全日本
大学ゴルフ対抗戦で、
当ソフィア会ゴルフ部が見
事通算2度目の優勝。
「何であんなチームに負けた
んだ」
とのお褒めの言葉をたくさんいただきました。

UAE
■開催日：2013.11.27

■開催日：2013.11.16

■開催日：2013.11.01

ドタキャンあり、新会員の出席ありで盛り上がり
ました。会場は、
ソフィアンOBが経営するMiele
ショールーム＆レストランでイタリアン料理を楽しみ
ながらの会合でした。

シンガポール

バンコク ソフィア会

ソフィア会

香港

会長 田村優子
（80文新）

バンコク・ソフィア会は年2回、6月末と11月末に
食事会、そして、
ゴルフ会を年数回行っていま
す。
バンコクへお越しの方があれば、ぜひご連絡
くださいませ。 sophiabangkok@yahoo.co.jp

ソウル
■開催日：2014.02.26

ソフィア会
大澤 淳
（05法法）

間もなく帰国する人２名、初参加者２名を含め
て16名が集い、
盛り上がりました。

ソフィア会

■開催日：2014.03.02

会長 阿阪 修
（70外葡）

有志で山歩きイベントを開催しました。香港島の東部にあるDragon's Back(龍背)と呼ばれるコース
は標高300メートル弱、行程10キロ弱の中級者レベルのトレール・コースですが左右に景色が開けて、開
放感のあるコースです。

ソフィア会
代表 伊藤 悌
（82外西）

10月の全国代議員会で登録団体として承認さ
れたのを記念して、佐藤新会長のお宅をお借り
し、
第１回UAEソフィア会を開催しました。
今後は、
アブダビのみならず、
ドバイを始めとする他の首長
国におられるソフィアンも仲間に加え、発展させて
行きたいと思います。入会ご希望の方はぜひご連
絡ください。

札幌女子
■開催日：2013.09.07

国 内 ソフィア会

ソフィア会の存在する
都道府県

国内ソフィア会は、44都道府県に
在り、81団体を数えます。

徳島

ソフィア会
菊田昭子
（92外西）

札幌近郊在住の女子ソフィアンが中心になり、
第1回札幌女子ソフィア会を開催しました。初代
会長には、田畑朋子氏が就任いたしました。東
京や旭川からもご参加いただき、19人が交流を
深めました。

ソフィア会

■開催日：2013.08.24

鵜川康宏
（06法地）

徳島ソフィア会の設立記念総会及び懇親会を徳島グ
ランヴィリオホテルで開催しました。
ソフィア会から石川副
会長のほか香川ソフィア会、関西ソフィア会からも参加く
ださり盛り上がりました。上智連を結成し阿波踊りに出場
することを当面の目標にしてがんばります。
また、1月4日に
は新年ボーリング大会を開催しました。

熊本
■開催日：2013.09.21

ソフィア会
小森田司朗
（76法法）

熊本在住OB・OGによる
『第19回東都大学リー
グ親睦ゴルフコンペ』が開催され、11大学から68
名が参加しました。
ソフィアンは６名が参加。個人
では優勝、3位、4位と3名が入賞したのですが、
団体戦は0.4打差で惜しくも優勝を逃しました。
12

Sophians Now

広島東部
■開催日：2013.10.27

ソフィア会
小林久男
（67経経）

開催地を福山市から三原市へ移し、
瀬戸内海
の多島美を眺める大パノラマが楽しめる
「みはらし
温泉」で第7回広島東部ソフィア会を開催しまし
た。
ソフィア会石川副会長にもご出席いただき、
イン
マクラータ
・マリア会からの初参加者もありました。

八王子

ソフィア会／日野 ソフィア会

■開催日：2013.11.09 八王子ソフィア会会長 栗原定義（94法国）

八王子駅前東急スクエア"スカイラウンジ・クレ
ア"で、
八王子ソフィア会・日野ソフィア会の合同懇
親会を開催しました。八王子ソフィア会は14回目、
日野ソフィア会は12回目の集まりとなりました。

山口県

関西

ソフィア会

■開催日：2013.09.28

宮川英之
（94経営）

■開催日：2013.10.25

山口市内のホテルで山口県ソフィア会を開催。25名の参加があり、
親交
を深めました。
当日は同窓生でピアニストの山口サヤカさん
（96外仏）
にピア
ノ演奏をお願いしました。新会長に竹山信夫さんが、
新幹事長に宮川が選
任されました。

ソフィア会
長友伸吾
（７４文独）
／吉田寛孝
（94文国）

関西ソフィア会では上智大学大阪サテライトキャンパスにて、松居友氏
（75文独）
による講演会、
「ミンダナオ子ども図書館のいま」を開催しまし
た。驚きと感動のお話で
した。皆さまぜひ関西ソ
フィア会のブログサイトを
覗いてみてください。
ま
た、恒例の忘年会は12月
20日に北浜のコッタコッタ
で開催しました。

宮崎

ソフィア会

■開催日：2013.11.09

河野宏司
（93経営）

念願であった年2回の開催を実施することができました。
本県出身の早下
新学長にあやかり、
宮崎ソフィア会もさらなる飛躍を目指していきたいと思います。

足利・佐野
■開催日：2013.11.10

八千代

ソフィア会

石川ソフィア会副会長にもお越しいただき、
あ
しかがフラワーパークで第１回足利・佐野ソフィア
会総会を行いました。総会終了後はゲストスピー
カーの齋藤大介さん(７２経経)に東日本大震災被
災者支援の感動的なお話をうかがいました。

愛媛

ソフィア会

■開催日：2013.12.07

会長 松澤 源
（73外西）

恒例の忘年会を開催しました。
ソフィア会から
石川副会長に参加いただき100周年記念行事
等についてのお話を伺いました。 昭和30年代か
ら今年度卒業したばかりのフレッシュソフィアンも
ジョイントして賑やかな懇親会となりました。

石川

ソフィア会

■開催日：2014.01.25

太田敏明
（81法法）

新年会を開催しました。
ソフィア会のホーム
ページや現役の女子学生の参加があったり、総
勢25名の賑やかな会となりました。

富山

■開催日：2013.11.17

会長 吉澤慎太郎
（72経営）

ソフィア会

■開催日：2014.02.01

吉田直樹
（92法法）

「十々八」(富山市桜木町)にて、
新年会を開催し
ました。
今回は東京や石川など遠方からも参加い
ただき、
楽しいひと時を過ごすことができました。 富
山ソフィア会は毎年2回懇親会を開催しています。
ご案内を希望される方は、
下記に連絡ください。
toyamasophiakai@sophiakai.gr.jp

北多摩

ソフィア会

幹事 久保 忠伴
（77理院機）
、鈴木、清水、柴田、倉島

第5回目の総会・懇親会を行いました。会員全
員の自己紹介を兼ねたスピーチは圧巻で、理工
系ソフィアンによる原発の功罪論から日本のこれ
からのエネルギー問題、
さらに産業立国論、
はた
また上智にはどうしても医学部(病院)が必要とい
う論議など談論風発。質疑応答もあり、年代差を
越えて又異業種間交流的な懇親会となり時の経
つのを忘れました。

岩手
■開催日：2103.12.07

ソフィア会

■開催日：2013.11.17

会長 行方謹四郎
（60経経）

清瀬市にある
「清瀬けやきホール」
にて第7回目
の会合を開催。
今回は事務局からの活動状況の
報告の後、
オエノンホールディングス㈱の長井幸夫
氏(68法法)に講演をお願いし、
成長するための理
念の重要性についてお話して頂きました。
当会は、
北多摩地区に限らず参加できます。
お問合せ等
は右記まで。
kitatama@sophiakai.gr.jp

広島西部

ソフィア会

メトロポリタン盛岡で平成25年度岩手ソフィア
会総会・懇親会（「100周年を祝うソフィアンの集
いin岩手」）
を開催しました。
ソフィア会より石川副
会長、
津久井主事にご出席いただき、
昨年に引き
続き八戸ソフィア会から堀憲一会長が駆けつけて
くださり総勢29名で母校の100周年を祝いました。

大磯

ソフィア会

■開催日：2013.12.14 会長 賀谷隆太郎（75理化・77院前理応）

竹内喜男
（79法法）

X'mas Partyを開催致しました。鳥取から駆け
つけて下さったソフィアンもおり一同感激でした。
会の中程、母校創立100周年のセレモニーに出
席した事務局長から報告があり、
また30分ほどビ
デオも流し、
しばし母校に思いを馳せました。
連絡用 http://www.sanyokure.com/home/ss/

ソフィア会

■開催日：2014.02.08

発起人代表 富山 昇
（71経経）

母校上智大学の創立100周年を機に、以前か
らの夢であった地元大磯で「大磯ソフィア会」を、
昨年10月に発起人5名で立ち上げました。設立を
記念して、
設立総会と懇親会を、
「こみゅにていー・
パテイオ海鈴」で行いました。当日は、45年振りの
豪雪で、
あわや中止かと思いましたが、35名の参
加予定の中、大雪にもめげず11名の勇士にお集
まりいただき当日参加の大磯在住石川旺教授の
おっしゃった通り、
「記念すべき日」
となりました。

その他、
スペースの関係でご紹介できませんが、
以下の団体から投稿をいただきました。
ソフィア会ホームページ(HP)の掲載月日を記しましたので、
HPにて該当の記事を閲覧ください。
開催月日

HP掲載月日

71-35クラス会

2013.12.07

2013.12.13

橡子会(栃本一三郎教授ゼミ生の会)

2014.01.18

2014.03.26

2014.03.12

関西ソフィア会39会

2014.01.12

2014.01.24

2013.10.18

2013.10.29

福岡ソフィア会

2014.01.25

2014.02.18

体育会ハンドボール部OB会

2013.11.09

2013.11.26

ポルトガル学科同窓会

2014.02.02

2014.02.11

台湾ソフィア会

2013.11.30

2013.12.05

埼玉西部ソフィア会

2014.02.16

2014.03.06

麻布ソフィア会

2013.11.29

2013.12.10

体育会アメリカンフットボール部OB/OG会

2014.02.22

2014.02.25

碁鷲会

2013.12.07

2013.12.18

日本生命ソフィア会

2014.02.26

2014.03.14

団

体

名

開催月日

HP掲載月日

英語学科50/51クラス会

2013.09.06

2014.01.16

41経の会

2013.09.16-17、10.16

2013.10.28、10.31

昭和41年法学部入学同窓会

2013.10.12

ボッシュタウンの会

団

体

名
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ソフィア会のメディア紹介

ホームページ、メールニュース、Facebook

ソフィア会 ではコミュニケ ーションの 迅 速 性を考 慮して 、数 年 前 からメー ル ニュース、
Facebookの利用を開始し、特にホームページについては、事務量軽減、経費節減も目ざして講
演会、
ソフィアンズカップなどのイベントの申込みエントリーや春秋の全国代議員会への出欠の
連絡などにホームページからの申込み・連絡（Webエントリー）
を始めました。
これにより、
ハガキやFAXでの受付作業が節減されてすでに一定の効果は上げており、
例えば
現在480名を数えるソフィア会代議員の皆さまの約半数が全国代議員会への出
欠をWebエントリーで回答してくださっています。広くソフィアンの皆さまにも一
層のホームページのご利用をいただきたくご理解とご努力をお願いいたします。
このページではソフィアンズナウ、つまり年に2回発行される紙媒体以外のソ
フィア会のメディア
（コミュニケーション手段）
をご紹介します。

■ソフィア会Webサイト
情報伝達容量の大きさと簡便性と迅速性と経済性と…。
ソフィア会と会員
の間のコミュニケーション・ツールとして、
もはやソフィアンズナウ以上に重要と
なったのがソフィア会のWebサイト
（http://www.sophiakai.gr.jp/）
です。
現在、
ソフィア会ではWebサイトで以下のサービスを提供しています。
●ソフィア会会員の住所変更の届出による登録
●ソフィア会の会則、組織、登録団体の名称、個人情報保護方針他の情
報開示
●ソフィアンズナウ、
ハンドブック、
メールニュースのバックナンバーの保存と閲覧
●ASF、ASC、春秋の全国代議員会、地域ソフィア会全国大などの開催
案内と報告
●学部・学科同窓会、地域・各種ソフィア会からの投稿記事の紹介

●全国代議員会やソフィア会が主催・共催する講演会、
ソフィアンズカップ
ゴルフ大会などの参加申込み
（Webエントリー）
●登録団体へのソフィア会サーバーの無償利用サービス提供
（ソフィア会ホームページから登録団体
●登録団体のWebサイトとのリンク
のWebサイトが閲覧できます）
●ネットショッピング
（「一粒の種Dream
Makers」経由でネットショッピングし
ていただくとアフィリエイト
（成功報
酬）が大学への募金として還元され
ます。
●その他
一粒の種ページ▶

■メールニュース

■上智大学ソフィア会Facebook(公式ページ)

逐次情報が提供されるホームページと年2回発行されるソフィアンズナ
ウの中間に位置する情報伝達手段にメールニュースがあります。
ソフィア会にメールアドレスを登録されている会員の皆さまに、お伝えした
いことを簡潔にまとめて、原則として月２回配信しています。配信先は
35,000人を超えました。配信をご希望の方はソフィア会Webサイト、
トップ
ページの住所変更バナーから申し込めます。
Webサイトは訪れていただかないとコミュニケーションができないのに対
し、
メールニュースはソフィア会からタイムリーに情報を受け取れるという特
徴があります。
そのため、
ソフィア会の最新ニュースを迅速に知ることがで
き、添付されているURLから該当ニュースのページに飛んで、詳細をWeb
サイトで閲覧することができます。
また、
ソフィア会は大学と連携して生涯アドレス
（xxx@sophia.jp）
の導
入を進めており、今後はすべての会員の方々に電子メールの形で情報を
お伝えできる基盤が整備されつつありますので、
メールニュースの役割が
さらに増すと思われます。

Webサイト、
トップページの右欄にソフィア会Facebookの入口があります。
そこで「いいね」
を押していただくと、
ソフィア会からの新着情報が転送され
るようになります。2014年4月現在で約5,580名の方がソフィア会Facebook
に参加されています。
また同時期に開設された上智大学の公式Facebook
ページに「いいね」
を押していただけば大学の情報が閲覧できますので、
こ
ちらも登録してください。
（4月現在で約10,820人が参加しています）

ハンドブック改訂版できる
ハンドブックを２年ぶりに改訂しました。創立
100周年記念号（2013-2014）として、創立１００
周年記念の主な行事も振り返りました。
経費の関係で、新卒者と全国代議員会に出席
される代議員の皆さま以外にお届けできません
が、ソフィア会ホーム―ページにデジタルブックで掲載しましたので、
ホームページの「ソフィア会発行物」のソフィア会ハンドブックをクリッ
クして閲覧してみてください。
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事 務 局 便 り ソフィア会事務局
ソフィア会事務局の扉には こちらからお入りください。
ノック不要です と張り
紙されています。扉は閉じていても、
ソフィア会のマインドは開いています、
という
意味です。
でも、
中に入ると写真の通り、
スタッフの笑顔と書類の山です。
ご不便
をおかけしますがしばらく我慢してください。
（津久井博次／79法法）

創立
100周年記念

上智のルーツを辿る最後の旅が終わる！

フランシスコ教皇との謁見も

2010年に第１回の上智のルーツを辿る旅がスタートして５回目の今回は
上智大学の100周年記念行事の最後を飾る旅でしたが、
ドイル神父さま、
サリ神父さまを始め教職員と卒業生約30人が3月13日東京を発ち、23日無
事東京に戻りました。
ローマに到着した翌日と翌々日に
上智大学とグレゴリアン大学共催の
シンポジウムを聴講。テーマは「過
去から未来へ、アジアにおけるカト
リックの使命：上智大学の貢献」で、
プレゼンテーターを務められた髙祖

理事長、石澤元学長ら先生
方や現 役学 生代 表ら別グ
ループの3 0人とともに参加
しました。
その後アッシジ、ローマ市
内（ジェズ教会を含む）、バ
チカンを巡礼し、3月19日にはフランシスコ教皇との一般謁見に参列した
後ポルトガルに向かい、フランシスコ・ザビエルがインドや日本への航海に
旅立ったリスボンの港や聖ジェロニモス教会、ポルトガルの聖地であるファ
ティマにも巡礼し、100周年記念上智のルーツを辿る旅を締めくくりました。

1974年ご卒業のソフィアンへ 「ルビー祝」が誕生しました！
まだほとんどの方のお耳に入っていないと思いますが、上智大学は
本年から、金･銀･銅祝に加え卒業40周年を祝う
「ルビー祝」を設けま
した。今年は1974年卒が対象です。式典及び祝賀会は下記の通り、
5月25日
（日）
に金･銀･銅祝と同時に行われます。
●式典／10：30〜11:30 ●ソフィア会会員大会：11:30〜12:00
以上 10号館講堂（中継会場L号館911・912）
●祝賀会／13:00〜15:00 7号館14階特別会議室

創立100周年記念スポーツイベント

オールソフィアンズ健康マラソン
冬晴れの皇居周回コースに健脚を競う！

ソフィア・ルネッサンス

連続講演会の最終章
上智大学創立100周年記念事業として2009
年5月に始まったソフィア・ルネッサンス連続講
演会は、12月に創立10 0周年を記念する聖歌
「神様のシンフォニー」を作詞作曲した新井満
氏、1月にソフィア・ミッションとしてアンコール・ワット修復に情熱的に活躍
されている石澤良昭先生が最終回を締めくくって無事終了いたしました。
また2012年から始まった新シリーズの「国際社会で活躍するソフィア
ン」も第5回（3月15日）は上智らしい企画で多くの学生やボランティア・グ
ループが参加し活発な交流会になりました。この5年間にご協力いただい
た講師の皆さまに感謝申し上げます。

ピタウ先生が語る会
現在、上石神井のロヨラハウスで生活
されているピタウ先生は今年10月に86歳
になられますが、毎月第1土曜日には「ピ
タウ先生が語る会」で卒業生と親しく交
流されています。2006年1月から開催さ
れている「ピタウ先生が語る会」も今年5
月に第85回を迎えます。

訃 報

2013年12月14日（土）、恒例の第20回健康マラソン大会が冬晴れの皇
居周回コースで開催されました。 100周年記念大会を100名以上の参加
者で を合言葉に取り組んだ今大会でしたが、117名（マラソンの部79名、
ウォーキングの部38名）の参加者があり、スタート地点の桜田門は180名の
学生も加わって上智関係者で大賑わいとなりました。マラソン５キロの参
加者は、女子学生の声援に励まされ
全員が無事完走。表彰式の後は、大
学に戻って恒例の懇親会。若いＯＢ・
ＯＧ・現役や競技委員がお互いの健
脚ぶりや現役時代の話題などで大い
に盛り上がり、100周年イベントに相応
しい大会となりました。

準備期間が短いため、準備不足
で至らないことも多々あると思いま
すが、金祝までは長い道のりだな
と思われていた1974年卒業の皆
さま、是非5月25日のオールソフィアンズデイに四谷のキャンパスに集まり
ましょう。詳しくは別途ご案内申し上げます。

2013年12月 8日逝去

吉山

2013年12月 9日逝去

巽

登

2013年12月24日逝去

本間英世

元外国語学部名誉教授

2013年12月27日逝去

Gerard Barry

元外国語学部名誉教授

豊彦

元神学部特別契約教授
文学部名誉教授

２０１4年５月〜２０１5年３月の大学・ソフィア会主要行事予定
上智大学ソフィア会2014年春・秋全国代議員会開催日程（予定）
春季 5月17日
（土）

秋季 10月19日
（土）

2014〜15年のソフィア会・大学のスケジュール
5月25日
（日） 金・銀・銅祝式典、上智大学ソフィア会会員大会
2014オールソフィアンの集い
9月 8日
（月） 第19回ソフィアンズカップゴルフ大会
9月19日
（金） ９月期学位授与式
9月22日
（月） 秋学期入学式
9月27日
（土） 第6回地域ソフィア会全国大会（新潟大会）
（〜9/28）
11月 1日
（土） 創立記念日
11月 2日
（日） 先哲祭
12月 3日
（月） 聖ザビエルの祝日
12月 5日
（金） オールソフィアンのクリスマス
2015年
3月26日
（木） 学部・大学院学位授与式
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第6回オールソフィアンのクリスマス（ＡＳＣ）
100周年を灯すイルミネーション
さる12月6日、第6回ASCが四谷キャンパスで行われました。午後5時半、
聖イグナチオ教会マリア聖堂で髙祖理事長主司式による記念ミサがスター
ト。創立100周年を迎え神の恵みに感謝し、滝澤前学長等から記念誌等が
奉納されました。
ミサの後はメインストリートでカトリック学生の会によるイルミ
ネーション点灯式。
カウントダウンの後、創立100周年を祝う
「100」の文字と
共に鮮やかに光が灯されました。

15団体のブースで賑わう

卒業おめでとう

サクロファミリーが熱演

ようこそソフィア会へ

新たな100年を担う新ソフィアンの誕生

謝辞を述べる卒業生代表

卒業生を迎え華やぐソフィアンズクラブ

2013年度の学位授与式が3月27日に東京国際フォーラムで行われまし
た。学部卒業生は2,098人。滝澤学長の式辞、学位記の授与の後、髙祖理
事長が祝辞。和泉ソフィア会会長も祝辞とソフィア会への歓迎のメッセージ
を贈りました。
卒業生代表による謝辞の後、
学長賞の授与が行われました。創立100周
年記念事業の一環として2009年に設けられた学生表彰制度ですが、
本年
は「断線しないケーブル」
を発明して文部科学省、特許庁等共催の「平成
24年度パテントコンテスト」で入賞した理工学部機能創造理工学科4年生
の城崎健君および100周年記念期間中に「上智浴衣デー」ほか14の記念
事業の企画運営を行った「上智大学100周年学生委員会」
を代表して総
合人間科学部社会学科3年生久原啓君が学長賞を授与されました。
式後四谷キャンパスで学科・専攻別集会が開かれ、
ソフィア会からはソ
フィアンズナウ号外とハンドブック100周年記念号が新卒者に贈られました。
大学院修了者466人への学位授与式は同日午後、四谷キャンパス10号館
講堂で行われました。
また、聖母大学の学位記・修了証書授与ならびに閉学式は一足早く3月7
日に目白キャンパスで行われ、
57人が卒業されました。

ソフィアンズカップゴルフ大会のご案内
恒例のソフィアンズカップゴルフ大会が下
記の要領で実施されます。
第19回大会の
今回の開催ゴルフ場は大利根カントリーク
ラブです。
ソフィア会HPからのウェブエント
リーの受付もすでに始まり、
先着120名にて
締め切りとなるとのことです。
皆さまお誘い
合わせの上ご参加ください。
●日時／2014年9月8日
（月）●場所／大利根カントリークラブ
（〒306-0633茨城県坂東市出島10／TEL0297-35-1344URL: http://www.ohtone.co.jp/）
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午後7時から9号
館 地 下カフェテリア
でパーティがスタート。
ソフィアン、在 校 生 、
教職員、近隣の方々
が集い、
クリスマスを
祝いました。
「今年はウェブで400名近い申し込みがあり、混乱なく運営でき
るよう苦心しました」
と第6回ASC実行委員長の宍戸周夫氏（71法法）。会
場では"for Others, with Others"な活動をしている15団体がブースを展
開。展示やバザー、募金活動等趣向を凝らしていました。上智大学の公式
キャラクター、
ソフィアン君もフィリピン台風被災者救援募金を呼びかけ。
ス
テージでは、
ゴスペルグループや応援団が熱演を披露し、
クリスマスソング
や校歌の合唱でフィナーレとなりました。

入学おめでとう ようこそソフィアファミリーへ

SOPHIA(叡智)で世界をつなぐ人に
新たな100年の始まりに総合グローバル学部を新設したこの春。2014年
度学部入学式が4月9日に東京国際フォーラムで行われ、2,767人が入学し
ました。早下新学長が「将来リーダーになるべき皆さんには他者のために
他者とともに生きる精神が必要」
と式辞。髙祖理事長は昨年度の100周年
記念事業や大学創立の原点を紹介しながら
「21世紀の上智のミッションは
『叡智が世界をつなぐ』。世界をつなぐ人に育っていただきたい」
と祝辞を
述べました。学長奨励賞の授与も併せて行われました。大学院の入学式
は2日に四谷キャンパス10号館講堂で開催されました。
入学の言葉を述べる新入生代表

課外活動の勧誘で賑わうキャンパス

在校生、新入生はソフィア会準会員として活動

準会員登録
に参加できます。
ソフィア会ホームページからぜ
のお願い
ひ準会員登録をお願いします。

課外活動支援

2013年度学生課外活動追加支援金を贈呈！
ソフィア会は1月29日
（水）、2013年度学生課外活動追加支援金90万円
を5団体と3人の学生に贈りました。
これにより、本年度の支援総額は前回
（平成25年7月）
の710万円（文化系13団体、体育会40団体に贈呈）
と合わ
せ800万円になりました。今回の対象団体・個人は、東日本大震災復興支援
ボランティア活動団体、上南戦実行委員会、nexnectネクスネクト、
ドンキ
ホーテ、
TFT SOPHIAと、
小森谷翔平（国際教養学部３年・第10回アジア
マジック大会3位入賞、瀬戸口琴葉（外国語学部イスパニア語学科1年・第
22回日本フラメンコ新人公演選考会奨励賞受賞）
、兼子莉李那（国際教養
学部3年・第65回日米学生会議日本
側代表）。学生を代表して東日本大震
災復興支援ボランティア活動団体代
表の大木萌さんと日米学生会議で日
本側代表メンバーとして活躍された
兼子莉李那さんから謝辞があり、参
会者から称賛の拍手が送られました。

