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ピタウ先生、ありがとうございました
上智学院理事長、上智大学学長を歴任され、その後イエズス会日本管区長、
ローマに転任されてからはイエズス会総長最高顧問、グレゴリアン大学学長、
バチカン教育省局長、そして大司教に叙階されたヨゼフ・ピタウ先生が、
2014年12月26日、東京・石神井のロヨラハウスで逝去されました。
享年86歳でした。
　
私たちは、ピタウ先生に多くのことを教えていただきました。
学長時代、学生や教職員、大学のスタッフにもにこやかに声をかけ、
励まして下さったその姿を私たちは忘れません。
ピタウ先生によって、私たちは上智大学で学べたことに感謝し、
そしてそれを誇らしく思うようになりました。
　
すべて、ピタウ先生のおかげです。
私たちはこれからも、ピタウ先生のことを決して忘れることはありません。
ピタウ先生、ありがとうございました。



Sophians Now

　2004年、ヨゼフ・ピタウ先生は24年ぶりにバチカンから日
本に帰ってこられました。そして翌2005年10月に開催した

「ピタウ大司教の喜寿を祝う会」
をきっかけにピタウ先生の定期
講演をという声が寄せられ、「ピ
タウ先生が語る会」が月例ソフィ
ア会行事としてソフィアンズクラ
ブで始まりました。2006年1月の
ことです。それから、ピタウ先生
が帰天される2014年12月まで、
会は90回続きました。

　毎回お話のテーマがありましたが、先生の強調されたの
は「弱い立場の人や困っている人に手を差し伸べよ」でし
た。ピタウ先生がロヨラハウスへ移られてからは体調の波
がありましたが、集まった卒業生たちを前にすると次第に
元気になられ「上智大学万歳！」とピタウスマイルで一人一
人と握手して再会を喜ばれました。
　「ピタウ先生が語る会」は、ピタウ先生の精神を受け継い
で「ピタウ先生を語る会」（ソフィア会登録団体）に名称を
改め、活動を継続しています。
　その第一回を、2月14日にドナル・ドイル神父様をゲストス
ピーカーに開催しました。

　3月6日から10日まで開催された「長
崎の教会群とキリスト教関連遺産巡
り」と「長崎県・上智大学連携シンポ
ジウム」へのツアーには、卒業生、教
職員、学生など70名が参加しました。
浦上天主堂から始まった同ツアーは、
原爆の惨状、キリシタン弾圧に思いを
馳せながら、長崎と五島列島の多彩
な教会を巡礼するものでした。
　そのひとつ、仲知教会の彩り美し
いステンドグラスには聖書の物語が
表現されるとともに、教会修復時の大
司教や主任司祭、地元の漁師さんの
顔も組み込まれ、信仰が生活の一部
であることが伝わりました。9日朝には
国宝大浦天主堂で、髙祖敏明理事

長、山岡三治理事、ホアン・アイダルカトリックセンター長、ドナル・ドイルソフィア
会副会長など8人の司祭の共同司式によるミサが立てられ、世界平和と上智
大学のさらなる発展を祈念。ミサの終わりには上智大学校歌が力強く天主
堂に響きました。
　また、今年は大浦天主堂での信徒発見から150周年を迎え、盛大な祝賀
行事が行われる中、9日午後には長崎県と上智大学連携シンポジウム「長崎
のキリスト教 伝統と未来」が行われました。ツアーの参加者を含め、長崎をは
じめ全国から300名が出席。文学部史学科の川村信三教授、日本二十六聖
人記念館館長のルカ・デ・レンゾ神父、世界遺産候補事務局長の柿森和年
氏、長崎純心大学学長の片岡瑠美子シスターが、250年もの間カクレキリシタ
ンが、教会がなく神父がいない中で信仰を守ってきた理由を考察。現代の信

仰を顧みて未来へつなぐ研究を発表、
続くパネルディスカッションに聴衆は熱心
に聴き入りました。
　10日には長崎・外海地区を巡礼。遠
藤周作文学館や出津教会を訪ね、遠藤
周作の研究者でもある片山はるひ神学
部教授の解説を聴きながら、カクレキリシ
タンに心を寄せていた作家の創作の源
を探りました。

「ピタウ先生が語る会」から「ピタウ先生を語る会」へ「ピタウ先生が語る会」から「ピタウ先生を語る会」へ

　長崎県と上智大学連携のシンポジウムでは、日本におけるキリスト
教の歴史と上智大学のルーツを学ぶものでした。巡礼旅行で回った
長崎の、近い将来世界遺産に指定される教会の数々は、建築様式
の素晴らしさはもちろんのこと、弾圧の長い歴史とそれをめぐる人々
の祈りによって築かれたものなのです。
　1549年のフランシスコ・ザビエルのキリスト教伝来のあと、長崎は
「小ローマ」と呼ばれるほどキリスト教文化が栄えました。しかし、
1587年に豊臣秀吉による伴天連追放令が、そして1615年に江戸幕
府による禁教令が発布され、1644年に最後の神父が殉教した後キ
リシタン達は250年もの間、深く地下に潜ることを強いられました。
　幕末動乱期に鎖国から開国へと時代が移り、1859年長崎港や
横浜港が開港し外国人居留地ができました。大浦天主堂が建設さ
れ、献堂式が行なわれた1ヶ月後の1865年3月17日、大浦天主堂の
フランス人プティジャン神父を訪れた数人の日本人はキリスト教信仰
を告白。迫害の歴史の中で250年間潜伏しながら、もう存在しないと
思われていた日本の信徒の発見は「信徒発見の奇跡」として世界
中を驚かせることとなりました。今年は、その信徒発見から150年目に
当たります。
　しかし、その後も明治政府の禁教政策による激しい弾圧は1873
年の禁教令廃止まで続きました。それまで小さな子供から大人まで、
イエズス会神父も含めてどれだけの尊い命が天に召されたことか。
蒔かれた種は地中深く根を張り、そして信徒発見の奇跡から50年を
経て、その種のひとつは上智大学という芽となり花を咲かせて今日
に至ることになったのです。

信徒発見150年とは

ピタウ先生、ありがとうございました

国宝の大浦天主堂では
上智大学の先生方によ
るミサが行われ、開祭の
曲は上智大学校歌。歌
声が、天主堂に力強く響
きわたりました。

？？

国宝大浦天主堂に
響き渡る上智大学校歌

開催報告



No.177/ Spring / 2015

春季全国代議員会と会員大会のご案内春季全国代議員会と会員大会のご案内

注1) 「その他事業費」の一部であった「ＮＥＸＴ１００プロジェクト」を２０１５年度は分離したため、比較上２０１４年度も同様の
       表示としています。
注２) 「2015年度期首積立金」は、2014年実績（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。

1 事務局費
　 事務局費用

積立金
期首積立金
基金積立金
期末積立金

２０１４年度予算（円）項　　　目 ２０１５年度予算案（円）

16,800,000 12,950,000

【収入の部】

【経常支出の部】

2015年度予算案 自 2015年4月1日～至 2016年3月31日

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

56,300,000
1,100,000
5,000,000
3,400,000
4,000,000
2,600,000
20,000
600,000

73,020,000

58,000,000
100,000
5,000,000
3,400,000
4,000,000
2,200,000
20,000

1,600,000
74,320,000

2 事業費
　①広告費・ホームページ
　②ソフィアンズクラブ
　③未来募金
　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
　⑧NEXT100プロジェクト
　⑨その他事業費 (寄付講座、学生支援費、
　　　金ルビー銀銅祝、ゴルフ、クリスマス等)

　⑩ITインフラ支援
3 予備費
4 基金積立額
　　　　　　経常支出　計
当期収支（収入― 経常支出）

7,090,000
4,950,000
10,600,000
3,500,000
10,000

4,300,000
8,000,000
1,200,000

3,510,000

1,080,000
1,980,000
10,000,000
73,020,000

8,050,000
4,810,000
14,000,000
3,500,000
20,000

4,300,000
8,000,000
1,200,000

4,340,000

1,150,000
2,000,000
10,000,000
74,320,000

367,343,347
10,000,000
377,343,347

378,458,825
10,000,000
388,458,825

      2015年春季全国代議員会のご案内
日　時：2015年5月16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）

           2015年会員大会のご案内
日　時：2015年5月31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。

❻ 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の向上
◆代議員のWeb・メール利用の周知と利用率100％をめざす
◆代議員の専門委員への参画強化
　　　　　　　▼

メール利用率の改善 472名中273名（57.5%）

❼ 現役学生支援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）
◆学生との連携企画（ASF・ASC等）
◆就活支援企画
　　　　　　　▼

課外活動支援（800万円）の実行。学生に対する就活支援及び連携
強化

2015
年

　　　提出が予定される審議事項
①新規代議員の承認の件
②新規登録団体の承認の件（地域・各種ソフィア会）
③新規登録団体の承認の件（学部・学科同窓会）
④ソフィア会会則の一部改定について

❶ 上智学院・大学との連携強化
◆上智学院・大学行事への積極的な支援・参画
◆SOPHIA未来募金支援の具体化
◆ソフィア連携室との協力体制の確立
◆新ソフィアンズクラブ計画と上智大学教育研究及び奨学金支援目的
　のサポート会員制度の具体化
　　　　　　　▼

未来募金支援のためのソフィアングッズの企画・販売の実施、お
よび新ソフィアンズクラブ計画の具体化に向け実行委員会の活
動開始。

❷  新たな100年に向けてのソフィア会事業の取り組み
◆グローバルな同窓会組織への発展の検討
◆NEXT100プロジェクトの推進
◆女性・若い世代の参画する組織体制・事業の検討
　　　　　　　▼

NEXT100プロジェクトの10を超えるグループが、それぞれの
テーマで活動を展開。特に、メンター制度のグローバル展開に向
け着手。

❸ ソフィア会員との絆の強化
◆ソフィア会Webへの投稿の推進
◆月２回配信メールニュースの継続とメール会員の増加
◆ソフィア会Facebookの活用強化
◆会員参加企画の充実(ASF／ASC／ゴルフ大会等)
　　　　　　　▼

予定されたイベントの実施。メール会員数は３万５千を超え、上智
学院と共同で英文併記のメールニュースを発信開始。FaceBook
活用は5,941人。

❹ 地域・各種ソフィア会活動に対する連携・支援強化
◆学部・学科同窓会の支援強化
◆第６回地域ソフィア会全国大会（新潟大会）実施によるネットワーク強化
◆第２回アジア・ソフィア会（上海）の開催
◆新規の地域・各種ソフィア会設立の支援
◆海外メンター制度への支援
　　　　　　　▼

社会福祉学科同窓会の設立完了。上海におけるアジア・ソフィア
会および新潟における地域ソフィア会全国大会の実施。９団体
の地域・各種ソフィア会設立。

❺ ソフィア会の健全な発展に向けての財政基盤の強化
◆ソフィア会基金の年間1,000万円積立の継続
◆維持会費年間目標500万円の達成協力依頼と広報活動の強化
◆維持会費自動引き落とし利用者の増強
　　　　　　　▼

維持会費広報の改善に着手。納入者716名 324万(自動引落116名)

2014年度ソフィア会重点施策実施状況 （ソフィア会会則第30条にある事業報告を兼ねる）

結果

結果

結果

結果

結果

結果

結果

　　

⑤全国代議員会規程の制定
⑥役員選考委員会規程の制定
⑦その他

今年度の春季全国代議員会は5月16日（土）午後、四谷キャンパス10号館で開催されます。代議員の皆さまは、
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します。



Sophians Now

2015年度第７回地域ソフィア会全国大会は、下記の日程で「広島市」で開催されま
す。現在、ホストソフィア会を務めます広島西部ソフィア会を中心に、８つの地域ソ
フィア会にて準備を進めています。これまでの全国大会同様、大きな柱は①情報交
換会②大会③懇親会④エクスカーションと変わりませんが、それぞれの企画で広島
大会らしさを演出すべく検討しております。「えかったじゃろう、広島は」と言えるよう
な大会に向けて頑張っていますので、多くのソフィアンの参加を期待しております。
　　　　　　　                ホストソフィア会：広島西部ソフィア会会長　賀谷隆太郎

2015年度第７回地域ソフィア会全国大会は、広島で！
For Sophians,with Sophians in Hiroshima 2015

2015年度第７回地域ソフィア会全国大会は、広島で！

日時：10月3日（土） 13：00
             （受付開始12：00～）

場所：ホテルグランヴィア広島
             （広島駅新幹線口隣接）

10月4日（日）  エクスカーション

　地域ソフィア会になかなか同窓生が集まらない、どのような企画をした
らいいのだろう、予算が足りない・・・などなど、広島できっとその答えが見
つかります。特に地域ソフィア会の役員の皆様、是非多数ご参加下さい。

　セレモニーに始まる大会は、今回は記念講演とディスカッションの２本
立ててです。パネラーは、５名のヤングソフィアンが・・・、モデレーターもホ
ストソフィア会のメンバーが務め、座談会形式の有意義なディスカッション
にしたいと思っています。ご期待下さい。

懇親会は、参加者全員で盛り上がりたいと思います。きっと有意義なそし
て何より楽しい懇親会になるものと思います。会場は、広島駅新幹線口に
直結ですから、大変便利。お友達を誘って、またはご家族で多数ご参加
下さい。翌日は、２つのエクスカーションをご用意しました。②は、観光コー
スにはない、全国大会オリジナルの企画です。全てソフィアンが対応します。

主催：上智大学ソフィア会
ホストソフィア会：広島西部ソフィア会
パートナーソフィア会：広島東部ソフィア会
コ・ホストソフィア会：愛媛ソフィア会・岡山ソフィア会・香川ソフィア会
徳島ソフィア会・鳥取ソフィア会・山口県ソフィア会（五十音順）

   第１部    情報交換会
■本部の活動報告及び各地ソフィア会の活動状況の報告など
■活性化している地域ソフィア会の事例報告など

   第２部    大会
①セレモニー　②記念講演
③ディスカッション　
　―トーク＆トーク―
「ヤングソフィアン大いに語る！」～若者達の本音トーク～ (仮題 )

  第３部     懇親会
「楽しくなければ同窓会じゃあない！」をテーマに、
広島大会ならではのおもてなしを企画しております。
エクスカーション 10 月 4 日（日）
①定番！世界遺産「安芸の宮島」満喫コース
②瀬戸内の港町「くれ」満喫コースをご用意してお待ちしております。

　ソフィア会は、主に皆さまが在学時に納入いただいた「同窓会積立金
（終身会費）」と、任意で納めていただく「維持会費」により運営されていま
す。しかし、現在、ソフィア会収入のうち維持会費の割合はわずか数パー
セントに留まっています。
　一方、ソフィア会の会員数は増え続け、現在13万人に達しようとしてい
ます。これに伴い活動内容も多様化、そしてソフィア会から発信する情報
も拡大を続けています。ソフィア会Webサイトへの記事掲載数は2009年
には年間100本台だったものが、その後毎年ほぼ100本ずつ増加、現在
は年間600本程度に拡大しました。6年で約6倍に増えています。
　また、海外のソフィアンも増え、ソフィア会ではWebサイトなど、さまざまな
コミュニケーション活動のグローバル化を積極的に推進しています。すで
にソフィア会メールニュースも英文併記としました。
　このようにソフィア会活動が活発化する一方で、運営費の多くを占める
同窓会積立金は増加を期待できません。金額は長年据え置かれたままで、
納入いただいている現役学生の数が大きく増えているわけでもありませ
ん。つまり、ソフィア会の維持・発展のためには、維持会費の拡充が必要
になっているのです。

「維持会費」にご協力をお願いします
▶

　維持会費は、一口1,000円から何口でも納入できます。 このソフィアンズナ
ウに同封されている振込取扱票によって郵便振込（振込手数料はかかりま
せん）をしていただくほか、銀行振込、自動引落し（年払い制）も可能です。
銀行振込（振込手数料は自己負担）では、以下の3行が利用可能です。
　①三菱東京UFJ銀行　四谷支店（店番051）　普通0410321
　②三井住友銀行　　   麹町支店（店番218）　普通5139304　
　　口座名義：上智大学ソフィア会（ジヨウチダイガクソフイアカイ）
　③ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）店（店番019）　当座0336818
　　口座名義：上智大学ソフィア会維持会費
　　　　　　 （ジヨウチダイガクソフイアカイイジカイヒ）
　銀行振込の場合は、卒業年（西暦）と卒業学部の漢字の頭一文字を
カタカナで、お名前の前にご記入ください。
　また、継続的に納入していただける方は「自動引落し（年払い制）」を
ご利用ください。ソフィア会事務局にご連絡いただければ「預金口座振
替依頼書・自動振込利用申込書」を送付します。必要事項をご記入・ご
捺印の上、ソフィア会事務局宛てにご返送ください。
　また、同窓会、クラス、クラブ・サークルなど、団体での納入も受け付け
ています。これも、ご連絡はソフィア会事務局まで。

　
納
入
方
法

　学内で最も古い歴史を誇る文学部ドイツ文学科の同窓会が5月に発足します。近日中にソフィア会のホーム
ページに独文科同窓会の情報をアップし、FaceBookも開設するする予定です。独文科卒業生のみなさん、ぜ
ひアクセスしてください。
　独文科のOBOG国内外に約2,600人いるそうです。独文科卒業生の層の厚さ、活躍ぶりには目を見張るも
のがあります。同窓会を通して卒業生の出会いの場が広がり、旧友との再会だけでなく、先輩・後輩との新たな
出会いが生まれることは間違いありません。上智大学独文科で学んだ思い出を共有する仲間として、さらなる
１００周年を目指し、新たなネットワークを築いていきましょう。
　7月25日（土）には、上智大学ドイツ文学会と合わせ、初回の同窓会（懇親会）を開く予定です。卒業生のみ
なさん、ぜひ参加ください。連絡をお持ちしています。

ドイツ文学科
 同窓会が発足へ

ソフィア会事務局
Tel：03-3238-3041、Fax：03-3238-3028、Email：info@sophiakai.gr.jp
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　2014年12月14日、2号館学生食堂において、社会福祉学科同窓会設立記
念大会が開催されました。卒業生、退職教員、現職教員、来賓等200名近く
が参加した盛大かつ和やかな集まりとなりました。
　冒頭、奥田晃久会長（80文社）が設立経過を報告。社会福祉学科が「人
として生きる尊厳を学ぶ学科」であり、大学の建学の精神にも通じると述べた
うえで、卒業生がそれぞれ「世代や立ち位置を越えて、社会福祉学科らしい
特色を日常生活の中に引きつけよう」と呼びかけました。
　続いて社会福祉学科長の大塚晃教授（同窓会顧問）、来賓として山岡三
治上智学院総務担当理事、上原治也上智大学ソフィア会会長からの祝辞
があり、松本栄二名誉教授の発声により乾杯。
　歓談中には、退職・現職教員の挨拶、ゲストのコルネリア・エデコーフェンさ
ん（上智社会福祉専門学校並びに社会福祉学科の創設に貢献されたペト
ロ・ハイドリッヒ神父様の妹さんのお孫さん）の挨拶、卒業年代別の記念撮影
なども行われ、最後に参加者全員で校歌を歌い、5月31日（日）のオールソフィ
アンの集い（ASF）に開催予定の会員大会での再会を期し、散会しました。
　同窓会の設立及び記念大会の開催にあたりご支援・ご協力をいただいた
皆様には、心から感謝を申し上げます。
　問合せ先 ： shafuku-alumni@sophiakai.gr.jp（社会福祉学科同窓会）

　経済学部同窓会（経鷲会）では毎年ASF当日SJガーデンにてホームカミ
ング＆ワインセミナーを開催しています。今年も野菜ソムリエ＆江戸東京野菜
コンセルジュの上原恭子さん（76
経営）の美味しい野菜料理の試食
と、日本ソムリエ協会認定シニア・ワ
インアドヴァイザー上原隆一（76経
営、経鷲会会長）によるお料理との
マリアージュを考えたワインのテイ
スティングを行います。なかなか入
ることのできないSJガーデンです。
学部に関わらず参加できます。

　法学部同窓会（SLA）は、学部および学生支援金として会員に維持会費（1
万円）の納入をお願いしていますが、この資金をもとに3月の学位授与式と4月
の入学式において、法学部学生に対しオリジナル・グッズを配布しました。
　3月26日の学位授与式では、法学部卒業生（出席者約260名）に「オリジナ
ル・クリアーファイル」に「お祝いのチラシ」を添え、ひとりひとりに直接配布。また4
月1日の入学式でも新入生に対して「オリジナル・クラッチバッグ」を贈呈しました。
SLAは2014年2月に設立以来、SLAセミナーシリーズ「法と実務の最前線」

（すでに2回開催）や法学部ゴルフカップ、
またASFでの会員大会、新年交流会な
ど多彩な活動を展開してきました。今回
のオリジナル・グッズは大学・学生支援とし
ては初の試みとなりました。5月のASFで
は12号館502教室で会員大会・懇親会
を行います。ぜひ、ご参加ください。

学部・学科同窓会 ニュース
Activity news

　英文学科同窓会では6月14日（日）上智大学2号館学生食堂においてミルワード先生の卒寿をお祝いす
る会を開催致します。今年90歳になられる先生は、昨年末体調を崩されたもののお元気になられて、同窓
会主催の「英詩を語る集い」では昔と変わらないユーモアあふれる語り口はそのままに、情熱的な講義をな
さっています。
　この集いは英文学科同窓生限定の会ですが、先生のご希望で定期的に開催予定です。卒寿をお祝い
する会は、学科同窓生に限らず先生と親交のあった方々でお祝いをしたいと思います。詳細につきましては
ソフィア会Webサイトをご覧下さい。お問い合わせは英文学科同窓会（eibun-almni@sophiakai.gr.jp）まで。

　2014年12月6日、父路門フランソワ先
生の追悼行事が開催されました。
当日は、聖イグナチオ教会主聖堂にてハ
ビエル・ガラルダ先生の主司式で追悼ミサ、続いて9号館カフェにてしのぶ会
が行われました。しのぶ会ではフランス在住の父路門先生のご家族が先生
の幼少時からの写真と解説を送ってくださったものをスライドにして上映。さら
に、スカイプでフランスとつないでご家族、また元仏文教員のエスカリエ先生、
フォンビル先生と直接話すことができました。
　追悼文集の製作は順調に進行し、すでにお振込みいただいている方には
順次、発送いたします。また、5月31日のASFで開催する「仏文カフェ―フラン
ス文学科同窓会総会」（12号館401教室）でも販売します（1部1,000円）。
お問合せは、フランス文学科同窓会（futsubun-alumni@sophiakai.gr.jp）、
またはソフィア連携室（03-3238-3198）まで。

設立記念大会を開催しました

「ピーター・ミルワード先生 卒寿を祝う会」を開催します 

父路門フランソワ先生追悼行事と追悼
文集発行のお知らせ

卒業生、新入生にSLA独自の“贈り物”

ASFでは恒例のワインセミナーを

　聖母看護学科同窓会は5月17日（日）、上智大学目白聖母キャンパス2号館
（元聖母大学2号館）において会員大会と講演会を開催します。
　当日は「午前の部」において主日のミサ・追悼ミサ（10:00～11:00）、会員大
会（11:00～11:40）を、その後、田畑邦治先生、村本淳子先生、土蔵愛子先
生など卒業生の恩師数人とともに懇親会（昼食）「恩師・同期との楽しい語ら
いの時」を行います。
　続く午後の部は同2号館において「生かし生かされるケアの精神と実践」
をテーマに講演会（13:30～15:30）を開催します。講演会では田畑邦治氏（白
百合女子大学宗教科教授、「生と死を考える会」理事長）が「日本人の無常
観とケアの思想～源氏物語に学んだこと」を、村本淳子氏（元三重県立看護
大学学長・理事長）が「家族ケアの実際と課題を見つめて～看護者の立場・
家族の立場から」を語ります。
　会員の参加費（懇親会・講演会）は3,000円ですが、午後の講演会は一般
公開し、会費は1,000円です。一般の方は当日受付です。

5月17日、会員大会と講演会（一般公開）を
開催します 聖母看護学科同窓会

社会福祉学科同窓会

フランス文学科同窓会

法学部同窓会（SLA）

経済学部同窓会（経鷲会）

英文学科同窓会

写真は3月15日に開催された「英詩を語る集い」の様子
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　ソフィア会は2月19日（木）、2014年度
学生課外活動追加支援金80万円（1団
体10～20万円）を文科系7団体に贈りま
した。これにより、本年度の支援総額は前
回（平成26年7月）の720万円（文化系14
団体、体育会41団体に贈呈）と合わせ
800万円になりました。
　贈呈セレモニーは、大学関係者やソフィア会役員・常任委員が出席して
行われ、上原治也ソフィア会会長から贈呈目録が学生の一人ひとりに手渡
されました。これを受け、学生を代表してソフィア祭実行委員長の永島大崇
君から「ソフィア会から貴重なご支援をいただき大変光栄に思います。諸先
輩の心のこもったご支援に応えるよう今後も課外活動に取り組みますので
ご指導のほどよろしくお願いいたします」との謝辞がありました。
　今回受賞したのは、ソフィア祭実行委員会、わかたけサークル、上智聖歌
隊、上智大学国際法研究会、TFT SOPHIA（Table for Two）、上智
ローバース、Sophia Volunteer Networkの7団体です。

学生課外活動追加支援金を贈呈

NEXT100プロジェクトが「ソフィア・グローバル・ファミリー（SGF）」を推進
海外ソフィア会が卒業生、在校生の支援体制を構築へ

　ラオスとカンボジアの世界遺産を訪ね、ソフィア・ミッションを通して上智大
学建学の精神を再考する「第3回上智大学建学の精神を学ぶ旅―ラオス
とカンボジア」が8月6日（木）～12日（水）の7日間の日程で開催されます（旅
行代金：28万8,000円）。アンコール遺跡国際調査団長の石澤良昭教授
（元学長）が同行し、卒業生をはじめ学生、教職員、またその家族・友人が
参加できます。
　今回はシェムリアップに入る前に、ラオスの首都ビエンチャンの市内観光
およびラオス北部の世界遺産に登録されている古都ルアンパバーンで伝統
的な建造物、都会的建造物、植民地建造物が融合した景観を鑑賞します。
　なお、本ツアーでは毎年カンボジア・ソフィア会（会長エック・ブンタ氏'99院
前）の年次総会に出席し、上智大学で留学生として学び、母国で活躍する
カンボジア人ソフィアンとの交流も重要なミッションの一つとしています。
参加申込み・お問い合わせはソフィアWebサイトからお願いします。
http://www.sophiakai.gr.jp/news/news/2015/2015080601.html

　“100年後のソフィア会の姿を模索する”ソフィアNEXT100プロジェクトで
は現在10を超えるワーキンググループが活動していますが、新たに「ソフィ
ア・グローバル・ファミリー（SGF）」に取り組みます。
　これは、世界中で活動するソフィア会のネットワークを活用、長期滞在、留
学、転勤、移住などでそれぞれの地にはばたくソフィアンをサポートする仕組
みを構築するというものです。上智大学の理念である「Men and Women 
for Others, With Others」を実践する活動の一環といえます。
　ニューヨークソフィア会は、すでにこの活動を展開しています。2011年12
月に独自に「メンター制度」を発足、今までに9組のメンター/メンティーを“縁
組み”してきました。そのニューヨークソフィア会から、この取組みを「ぜひ、ソ
フィア会の活動、とりわけNEXT100プロジェクトの活動として世界に広げて
ほしい」との提案・要望があり、これを受ける形でソフィア会の承認を得て
NEXT100のワーキンググループとしてスタートするものです。
　まず、NEXT100プロジェクトでは世界各地のソフィア会と連絡を取り、協
力を得られるソフィア会をリストアップ、協力する各地ソフィア会は、規模、会

員数などの実情に即したそれぞれの仕組みを作ります。
　対象となるのは、ソフィア会員とその家族、現役学生などです。赴任、留
学などで見知らぬ海外に行かれる方には、現地のソフィアンがさまざまな形
で支援する仕組みが構築されます。現在、海外ソフィア会は42カ国63都市
で活動していますが、このワールドワイドのソフィアン・ネットワークが皆さまを
サポートすることになります。

　アジア太平洋・１５年戦争末期、
上智大学から学び舎を離れ戦場
に赴き再び帰ることのなかった多く
の先輩。戦後７０年、上智大学卒
業生有志が「上智大学戦没者追
悼の会」を結成「追悼ミサ」を行い
ます（主催：上智大学戦没者追悼

の会、共催：上智大学ソフィア会、マスコミ･ソフィア会、協力：上智学院）。
　発起人代表で八幡護皇隊艦爆特攻だった江副隆愛さん（４７文史）は「ただ特攻
出撃の選に漏れただけで生き長らえた７０年。やがて私は彼らと再会し『君たちが生
命を賭した日本は今…』と報告せねばなりません。後輩諸氏、ぜひ、今回の慰霊ミサに
参加して彼らの壮絶な死に思いを馳せ鎮魂の祈りをささげてください」と話しています。

　マスコミ・ソフィア会会報「コムソフィア」６８号の「戦後７０年
特集・学徒動員体験者の証言」は多くの方の関心を呼び、こ
れが起爆剤となり「追悼ミサ」が行われることになりました。東京
上空でアメリカ空軍Ｂ２９爆撃機に体当たり撃墜し戦死した河
野敬少尉も上智大学学生（昭和16年文哲入学）だったほか、
特攻隊員など戦没者も多くいます。そこで、ASFでは戦後70年
を機に当時の様子の写真展を開催します（会場：紀尾井坂ビ
ル１階１１５教室、11時～15時）。会場で学徒動員体験者の話
を聞き母校の歴史の一端を知ってく
ださい。写真：学徒動員で航空隊入
隊の中島重行さん（44専新）右端。
　なお、 毎年６月に開催している
「マスコミ・ソフィア会総会・コムソフィ
ア賞授賞式」は諸般の都合により、
今年の秋（10月ごろ）に延期します。

戦 後
70 年
「上智大学戦没者を追悼する会」発足
         6月14日に聖イグナチオオ教会で追悼ミサ

第3回上智大学建学の精神を学ぶ旅
　　　    ラオスとカンボジアのご案内

上原治也会長が贈呈目録を手渡す

メンター制度で先行したニューヨークソフィア会

　「上智大学戦没者追悼ミサ」
●日時／2015年6月14日（日）午後１時３０分～２時３０分●場所／聖イグナチオ教会マリ
ア聖堂、「偲ぶ会」（懇親会）午後２時３０分～４時　ヨゼフホール（聖イグナチオ教会内）
参加申込み、問い合わせはソフィア会事務局内「上智大学戦没者追悼の会」準備委員
会（代表／本多義人、６１経経・元ソフィア会会長）

　マスコミ･ソフィア会主催

「戦後70年、戦時下の上智」写真展開催



　森林保護活動ででた間伐材を利用した3万個の「エコ積み木」
を使って、皆さんと一緒に世界遺
産をつくります。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。
◆場所／未定
◆時間／11：00～15：00

10:00～16:00  @上智大学 四谷キャンパス(雨天決行)5/31日

３万個のエコ積み木

ingress 　上智大学構内をまわって、あらゆる謎を解き明かす謎解き企画
です。怪盗Σからの予告状…怪盗Σが
盗もうとしているものは？ その目的は？ 
お子さんから大人まで楽しめる企画で
す。ぜひご参加ください。
◆場所／3号館321教室
◆時間／12：30 受付開始
　　　　13：00 スタート

謎解き～怪盗Σの秘密～

　ゆる婚とは、上智大学 OB・OG のための気軽に参加できるゆる
い婚活企画です。カップル成立率も高く、
毎年大好評です。ASFという1年に1度の
特別な日に、男女年齢問わず交流を深め
てみませんか？ 詳しくはHP（http://www.
sophiakai.gr.jp/̃asf2015/）をご参照
下さい。（完全予約制）

　ソフィアンの大きな特徴の一つは“多様性”ではないでしょうか。それぞれの
フィールドで個性的に活躍するソフィアンの実に多いこと。今年のASFは、そ
んな魅力的なソフィアンとの「ああ、この人がソフィアンで良かった」という出会
いにつながればと思い、様々な企画をご用意しました。
　ASFは全てのソフィアンのホームカミングディです。ぜひ
今年も足をお運びいただき、上智大学の「今」を感じてみて
ください！
　　　　　　  2015年度ASF 実行委員長 金谷武明（95法法）

◆場所／3号館221教室、3号館223教室
◆時間／12：00～16：00

ゆる婚

　家庭ではできない「健康チェック」と介護準備の「高齢者体
験」。ソフィアンの専門職（看護師、保健師、介護士、ケアマネ
等）があなたの健康と介護をサポートします。明日から役立つ知識
が満載です。
◆場所／1号館103教室  ◆時間／10：00～16：00

プロによる健康チェックと高齢者体験
　NEXT100プロジェクトとは、ソフィアン同士がもっともっと”つな
がり””一緒に楽しみ””助け合って”いこうというプロジェクトです。10
グループ以上のグループのメンバーが活動紹介をしたり、来場の皆
さんと楽しく話しあったりしたいと思います。ぜひ、お気軽にお茶を飲
みに来てください。
◆場所／1号館205教室  ◆時間／10：00～15：00

　ingress（イングレス）とは、位置情報に基づいた多人数参加
型モバイルオンラインゲーム。世界中がゲームの舞台となってお
り、他のプレイヤーと交流してゲームを進めていくことができます！
本日、ASFオリジナルのミッションをご用意してます！
「The world around you is not 
what it seems」普段とは違う景
色が、見えてくるかもしれませんよ？
◆場所／上智大学全体
◆時間／10：00～16：00

ワーキンググループとの集い
NEXT100プロジェクト NEXT100プロジェクト

❷

❸

❶
❹

Made in Sophia ̶  あなたがソフィアンで良かった♡

おすすめ！
ASFには参加型の企画が盛りだくさん。
そんな、来た人誰でも楽しめる企画を

ピックアップしました。
は特におすすめのイベントです！
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見どころ
何が何でも見てほしい、話題の企画を紹介します。

「生きにくい世の中で生きていくには」
■晴佐久昌英神父講演会

■大橋未歩アナウンサー講演会

■SELDAA（英語学科同窓会）「吉田研作先生の特別講義」

ASFに安田菜津紀さんがご登壇
されます！ 詳しくはHPまで！
（http://www.sophiakai.gr.jp/
 ̃asf2015/）

　２０１３年の上智大学創立１００周年記念
ASFで初めて登壇、３－５２１教室が満席とな
った晴佐久昌英神父様。昨年も３００人以上
の聴衆が熱心に聴き入りました。今年は「変
化の大きい今の社会で、息苦しさ、生きにくさを
感じている私たちが、少しでも晴れやかに生きていくためにはどうしたら
よいか」を語っていただきます。心の病を抱えた人たちのためのミサや
クリスマス会を企画する晴佐久師からどんな言葉がいただけるか、期
待でいっぱいです！

　英語学科を中心に約4,000名の学生が受講したあの講義をも
う一度…
吉田研作先生の特別講義
『言語習得入門／INTRO. TO LANGUAGE ACQUISITION』

　この4月からスタートしたテレビ東京の朝の
情報番組「チャージ730！」の顔としてキャスタ
ーに抜擢された大橋アナ（2002年法法卒）が、
これまでの貴重な人生体験を語って下さいま
す。阪神淡路大震災での被災や一昨年患っ
た脳梗塞を乗り越え、明るく楽しく働く大橋さん
の過去現在未来の話を伺い、強く生きる大橋
未歩さんの人生に迫ります。

◆場所／3号館521教室  ◆時間／14：00～16：00

　　

◆場所／3号館123教室  ◆時間／11：00～12：30

◆場所／4号館184教室
◆時間／11：00～14：00（予定）

◆場所／メインストリート
◆時間／10：00～15：30

◆場所／屋外  
◆時間／
　10：00～16：00

◆場所／メインストリート
◆時間／10：00～16：00

◆場所／1号館104教室 ◆時間／10：30～16：00

◆場所／1号館105教室 ◆時間／10：30～16：30

講演会

　上智大学が誇る各種音楽団体、各
種ダンス団体等はもとより、OBOGも
負けずにパフォーマンスを披露。また今
回の目玉企画は、現在声優や歌手とし
て大活躍中の上智OG・上坂すみれさ
んのトークショーや駅メロディで有名な
作曲家であり、コムソフィア賞も受賞さ
れた塩塚博さん、OBで現役活動中の
幻のロックバンド・葡萄畑も登場。司会
は元東海ラジオの超人気 DJ・川島葵
さん。タイムテーブルはHP（http://
www.sophiakai.gr.jp/̃asf2015/）
でご確認下さい。
◆場所／メインストリート 十字路中央特設ステージ

（雨天の場合は9号館カフェテリアで開催）

野外ステージ

　魅力のつまった上智大学キャンパス内を
ご案内！ お子様向けに理科の実験を楽し
めるツアーもご用意しております。
　お気に入りのスポットを探す旅に出てみ
ませんか？ ここでしか手に入らないグッズも
あるのでお気軽にご参加ください!!　

学内ツアー

　ソフィアンズギャラリーは日頃の創作活
動の成果を試すチャンス！ 絵画・版画・陶
芸・彫刻・書……ぜひ、出品して芸術談義
に花を咲かせましょう！

ソフィアンズギャラリー

◆場所／1号館101教室 ◆時間／11：00～15：30

　金祝燦燦会はＡＳＦにお越しの方々が交
流の場として自由にご利用頂ける場所を提
供して飲み物や簡単なおつまみを用意して
おります。

金祝お休み処

◆場所／1号館202教室 ◆時間／11：00～15：00

説明会／第1回13:00～ 第2回14:00～
内　容／石澤先生から建学の精神を学ぶ
　　　　旅のご紹介（30分程度）　
ユーラシア旅行社による個別相談、参加申
し込み受付

石澤良昭先生と建学の
精神を学ぶ旅
̶ラオス カンボジア7日間̶

　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！

模擬店
（インターナショナルフードコート・IFC）

◆場所／
　1号館102教室
◆時間／
　12：00～15：00

　金祝を迎えた卒業生で構成する金祝燦
燦会は「留学生支援」を主要目的としてい
ますが、2012年から様々な企画をソフィア
会の支援のもとに展開、実施しております。
今年で４回目を迎える留学生の日本語によ
るスピーチを是非、聞いてみてください。
mail address:sansankai@sophiakai.gr.jp

留学生の
日本語スピーチコンテスト

◆場所／
　1号館106教室
◆時間／
　11：00～15：30

　今年で15周年となるキルトの会。お祝い
の気持ちを込めてテーマは"flowers"。たくさ
んの花々の中で、キルトの展示、カルトナー
ジュ講習会、布小物とお菓子のチャリティ
バザーをお楽しみください。
http://sophiansquilt.jimdo.com/
今年の寄付先は、学生団体「めぐこ」

The Sophians' Quilt Society

　ASF恒例のソフィアンによるフリーマー
ケット。是非、お立ち寄りください。

フリーマーケット
　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！

東北企画

◆場所／屋外  ◆時間／10：00～16：00

　２０１３年の東日本大震災の被災地沿岸
部に、津波からいのちを守る森の防潮堤を
築くために、震災瓦礫を埋めて盛り土を築き、
土地本来の木 を々植樹して森にしていくプ
ロジェクトの支援活動をしています。

ソフィア・森の長城プロジェクト会

◆場所／１０号館講堂（事前応募制）、
　　　　1号館201教室（どなたでも中継を
　　　　ご覧いただけます）
◆時間／14：00～19：00（仮）

　TEDとはTechnology, Entertainment,
Designが一体となって未来を形作るという
考えに由来したカンファレンスで、TEDxと
はTEDのIdeas WorthSpreadingの精神
を元に世界各地で発足しているコミュニテ
ィです。
　TEDxSophiaでは上智大学から素晴ら
しいアイディアを世界に発信します。
※ネット無料配信予定

TEDxSophia

◆場所／第一体育場 ◆時間／11：00～15：00

　子供向けのたくさんの遊具や自由なスペ
ースを用意しております。お子様連れの方
はご休憩も兼ねてお気軽にお立ち寄りくだ
さい。ちびっこ集まれ～～～～～～～！！！

キッズ エンターテインメント

　例年大盛況のあの企画から、
懐かしさが味わえるあの企画な
どちょっと立ち寄ってみたい注
目スポットを集めました。
　ASF開催前にいち早くチェッ
クしよう！

注目スポット！

　オールソフィアン寄席。大笑いに来てください！
　落語協会所属の入船亭扇治（本名児山智明（1986年文新卒）
さん及び昨年のASF2014で英語落語を初演された鹿鳴家英楽
（本名須藤達也（1981年外英卒））さん等による落語、他、奇術、更
なる大目玉も。
　可っ笑しい～満載。免疫アップに
どうぞ！ お見逃しなく～！ タイムテー
ブルはHP（http://www.sophiakai.
gr.jp/̃asf2015/）でご確認下さい。

オールソフィアン寄席
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◆場所／1号館203教室 ◆時間／13：00～15：00

　フィレンツェにルネサンスが生まれたのは
何故か。メディチ家カレッジ別荘。メディチ
家と芸術。
　米田潔弘氏（桐朋学園大学教授）を招
いてのトークイベントです。

NEXT100プロジェクト
「ルネサンスの都フィレンツェ
メディチ家とプラトン・アカデミー」

16

詳細はHP（http://www.sophiakai.gr.jp/̃asf2015/）でご確認下さい。
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何が何でも見てほしい、話題の企画を紹介します。

「生きにくい世の中で生きていくには」
■晴佐久昌英神父講演会

■大橋未歩アナウンサー講演会

■SELDAA（英語学科同窓会）「吉田研作先生の特別講義」

ASFに安田菜津紀さんがご登壇
されます！ 詳しくはHPまで！
（http://www.sophiakai.gr.jp/
 ̃asf2015/）

　２０１３年の上智大学創立１００周年記念
ASFで初めて登壇、３－５２１教室が満席とな
った晴佐久昌英神父様。昨年も３００人以上
の聴衆が熱心に聴き入りました。今年は「変
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クリスマス会を企画する晴佐久師からどんな言葉がいただけるか、期
待でいっぱいです！

　英語学科を中心に約4,000名の学生が受講したあの講義をも
う一度…
吉田研作先生の特別講義
『言語習得入門／INTRO. TO LANGUAGE ACQUISITION』

　この4月からスタートしたテレビ東京の朝の
情報番組「チャージ730！」の顔としてキャスタ
ーに抜擢された大橋アナ（2002年法法卒）が、
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めるツアーもご用意しております。
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ませんか？ ここでしか手に入らないグッズも
あるのでお気軽にご参加ください!!　
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　２０１３年の東日本大震災の被災地沿岸
部に、津波からいのちを守る森の防潮堤を
築くために、震災瓦礫を埋めて盛り土を築き、
土地本来の木 を々植樹して森にしていくプ
ロジェクトの支援活動をしています。

ソフィア・森の長城プロジェクト会

◆場所／１０号館講堂（事前応募制）、
　　　　1号館201教室（どなたでも中継を
　　　　ご覧いただけます）
◆時間／14：00～19：00（仮）

　TEDとはTechnology, Entertainment,
Designが一体となって未来を形作るという
考えに由来したカンファレンスで、TEDxと
はTEDのIdeas WorthSpreadingの精神
を元に世界各地で発足しているコミュニテ
ィです。
　TEDxSophiaでは上智大学から素晴ら
しいアイディアを世界に発信します。
※ネット無料配信予定

TEDxSophia

◆場所／第一体育場 ◆時間／11：00～15：00

　子供向けのたくさんの遊具や自由なスペ
ースを用意しております。お子様連れの方
はご休憩も兼ねてお気軽にお立ち寄りくだ
さい。ちびっこ集まれ～～～～～～～！！！

キッズ エンターテインメント

　例年大盛況のあの企画から、
懐かしさが味わえるあの企画な
どちょっと立ち寄ってみたい注
目スポットを集めました。
　ASF開催前にいち早くチェッ
クしよう！

注目スポット！

　オールソフィアン寄席。大笑いに来てください！
　落語協会所属の入船亭扇治（本名児山智明（1986年文新卒）
さん及び昨年のASF2014で英語落語を初演された鹿鳴家英楽
（本名須藤達也（1981年外英卒））さん等による落語、他、奇術、更
なる大目玉も。
　可っ笑しい～満載。免疫アップに
どうぞ！ お見逃しなく～！ タイムテー
ブルはHP（http://www.sophiakai.
gr.jp/̃asf2015/）でご確認下さい。

オールソフィアン寄席

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
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　ゆっくり座れる休憩コーナー。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。今年は、写真
部によるステキな写真
の展示もあります。
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◆場所／1号館203教室 ◆時間／13：00～15：00

　フィレンツェにルネサンスが生まれたのは
何故か。メディチ家カレッジ別荘。メディチ
家と芸術。
　米田潔弘氏（桐朋学園大学教授）を招
いてのトークイベントです。

NEXT100プロジェクト
「ルネサンスの都フィレンツェ
メディチ家とプラトン・アカデミー」

16

詳細はHP（http://www.sophiakai.gr.jp/̃asf2015/）でご確認下さい。
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◆場所／10号館地下1階
◆時間／10：00～17：00

　理工学部同窓会では、学科・クラス・講
座別集会、ＯＢ・ＯＧと学生の交流の場、
テーマ別グループ（つくるネットワーク、医
療情報システムなど）イベント、プレ金祝の
集いなどを開催します。
詳細は
http://www.sophiakai.jp/blog/rikou
gakubualumni/ へ

理系ソフィアンのつどい

◆場所／2号館5階教職員食堂
◆時間／13：00～15：00

　会費1000円のささやかな親睦会を催
し、会場で祝状をお配りします。ＡＳＦでは
お子様向けの企画も用意されております
ので、ぜひご家族でご参加ください。

銅祝（2000年卒）

　今年のＡＳＦは大阪市北区にある上智大学大阪サテライトキャンパスでも企画され
ています。ソフィア会地域組織「関西ソフィア会」は、幅広い世代が集う、とても気さく
な集まり。普段から勉強会や落語会など、定期的に様々な催しを実施していますが、そ
のシリーズの一つ「関西ソフィア会経済人倶楽部」がこの日に開かれます。
　様々な業種の方に取り組んでいる仕事の話を伺うこの企画、今回は卒業後わずか
５年で、特に縁のなかった大阪で独立して、高校生のキャリア支援を行なうＮＰＯ法人
を興して活躍する吉田優子さん（2009年教育学科卒）による発表です。将来を模索
する若いソフィアンの方は特に必聴！懇親会もありますのでどうぞ奮ってご参加ください。
◆時間／14：00～17：00　※要予約
詳しくはHP(http://sophiakai.gr.jp/̃asf2015/）をご覧ください。

「年に一度学生に戻れる日」
in上智大学大阪サテライトキャンパス！

◆場所／紀尾井坂ビル5階会議室
◆時間／13：00～15：00

　卒業から40年、銀祝から15年。旧交を
温め、元気に10年後の金祝に備えましょう。

ルビー祝（1975年卒）

◆場所／11号館地下1階ラウンジ
◆時間／12：30～14：00

　卒業50年を祝い「祝賀会」を開催します。
皆で再会を祝し乾杯しましょう! 奮ってご参
加ください（要申し込み、会費2,500円）。

金祝（1965年卒）

◆場所／2号館5階食堂
◆時間／13：00～15：00

　卒業25年を祝って、久しぶりに四谷で旧
交を温めませんか？一人でも多くの方のご
参加をお待ちしています。1986年入学、ま
たは1990年卒業のソフィアンが対象です。

銀祝（1990年卒）

　当企画は、就職活動まっただ中の4年
生はもちろん、これから就職活動を迎える
ものの不安を抱えた2・3年生も迎え、ざっく
ばらんに懇談する企画です。また、当企画
実施につき、ご参加いただく社会人の方を
大募集しております。ご興味のある方・ご
参加いただける方は、ソフィア会事業企画
委員会までご連絡下さい。

第６回OBOG交流会拡大版 in ASF

●金・ルビー・銀・銅祝式典
　◆場所／10号館講堂 
　◆時間／10:30～11:30
●ソフィア会会員大会
　◆場所／10号館講堂 
　◆時間11:30～12:00
●記念ミサ 
　◆場所／聖イグナチオ教会マリア聖堂 
　◆時間9:30～10:15

●記念写真撮影コーナー
●ソフィア商店(グッズ販売）＠メインス
　トリート

その他イベント

講演：「おいしさを生み出すサイエンス」
◆場所／12-301教室 ◆時間／10:00～12:20
10:30～11:20「最近のうま味研究とグロ
ーバルうま味コミュニケーション」
　味の素株式会社理事広報部 二宮くみ子氏
11:30～12:20「チョウザメ（キャビア）を日
本の食文化へ！」
　（株）フジキンライフサイエンス事業部
　准主査LS1グループリーダー 平岡潔氏
【展示】：「大学院領域研究成果の展示」
◆場所／12-302教室 ◆時間／10:00～15:00
【キッズコーナー】◆場所／12-203教室
【懇親会】◆場所／12-302教室 ◆時間／
　　　　  12:30～13:30 （参加無料）

産学技術交流会
22

23
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29

◆場所／SJ ガーデン ◆時間／10：00～15：30

　懐かしいソフィアにいらっしゃった機会
に是非、ガーデンに寄って見ませんか？
　ガーデンでは、恒例のワインセミナー
「お料理とワインのマリアージュ」以外に
「中南米研究会 ＆ Meg e os camaradas 
de Samba」によるサンバショーがあります。
　ご家族また友達と一緒に楽しい一時を
ガーデンでお過ごしください

SJガーデン
24

17

◆場所／3号館527A教室
◆時間／１３：００～１５：３０

　上智大学出身教員と教員志望学生の
集いを開催いたします。上智大学出身教
職関係者ネットワークづくり、及びそれを活
かした教職希望在学生支援を行います。

Teachers Sophian 2015
18

NEXT100プロジェクト

◆場所／1号館204教室
◆時間／13：00～15：30

　オリンピック、パラリンピックのボランテ
ィアとして参加しましょう！ 長野五輪はじめ
国際スポーツボランティア経験者による
ワークショップを行います。内容や選考、
業務など具体的なお話をします。

「Ｆeel the TOKYO 2020
from the past LEGACY 
of Volunteer」

19

◆場所／紀尾井阪ビル１階１１５教室
◆時間／１1：00～15：00
◆主催団体／マスコミ･ソフィア会

「戦後70年 戦時下の
上智、学徒動員」

20
写真展と体験者講演

ASF初
の

大阪開
催！
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グローバル化とは
　今いろいろな分野でグローバルということが言われていますが、グローバ
ルの本家はカトリックだと思います。1549年にフランシスコ・ザビエルが来日し
たのですが、知的水準がとても高いということで日本には学校を作る必要が
あるとローマに報告しました。そして約360年後、上智大学が作られた。カト
リック自体、とてもグローバルだといえるでしょう。
　経済のグローバル化、移民のグローバル化、これらには十分な用心が必
要です。外からの移民の流入によって国内に住んでいる人達の水準が下
がってしまうことが多々起きています。アフリカは、グローバル化によって独立
が相次ぎ、その後、国内外の対立で殺戮が続いています。注意深くゆっくり
と進めていくことが求められます。

神様とケンカしてはいけない
　日本ではカミサマはGODではない。イザナギ・イザナミの天地創造から神
話で成り立っている国です。日本のカミは基本的に日本人の先祖なので、八
百万の神を祀るのもよいとする国なのです。これは日本が島国ということもあ
りますが、そういう恵まれた環境にあったわけです。
　神道から始まりながら、インドで生まれた大乗仏教を受け入れ、弘法大師
が誕生したり天皇が東大寺を作られたりしています。今でも仏教関係の大
学が10校以上あります。キリスト教も受け入れた。こんな国は他にはありませ
ん。宗教戦争もない。フランスで革命後、政教分離が徹底されたときでも、靖
国神社の隣にフランス系修道会の学校が二つも建てられています。日本ほ
どグローバルな国はないわけです。
　例えばアメリカは移民文化の国ですが、それによって元々住んでいる人
達、インディアンなどの先住民は絶滅の危機に追いやられました。オーストラ
リアのアボリジニ、南アメリカのインディオなどもそうです。これはグローバル化
の持つ危険性です。日本人は日本列島の原住民なのです。

大学のグローバル化について
　大学のグローバル化や学生の国際交流では、違った国が違った文化を
持っていることを学び、それを日本文化を良くすることにつなげて欲しい。仏
教の伝来によって日本の文化は豊かになりました。明治以降の西洋文化は
日本の文明を高めました。グローバル化によって自国の文化・文明を発展さ
せること、これが本来の意味であると思います。同じ文化にするということで
はありません。

先生の母校でもある上智大学に望むことは何でしょうか
　私は昭和24年に上智大学に入学しました。山形県鶴岡市の出身で、高
校の進路指導の先生が東京の大学を視察に行って、上智だけが卑しくな

いと勧めたので進学したんです。卒業してからドイツ、イギリスの留学を経て、
上智の助手になり、それからずっと上智で教えました。
　私が留学した当時、ミュンヘン大学は学生数約1万人、ミュンスター大学
は約4000人でした。今、ミュンスターは学生数が4万人です。日本とアメリカの
影響で大学の数が増えました。近代化にあわせて教育の水平化も進んで
います。
　以前は上智に有名になって大きくなってほしいと願っていましたが、今は
あまり大きくなってほしくないなあというのが率直な感想です。
　私が学生の頃の数年前は、学長室で卒業式がありました。今のように受
験秀才の集まりではない。でも当時の少数の学生には三菱商事社長の諸
橋さんやJALの社長になった人もいた。先輩もあまりいなかった。だから私は、
デカルトがイエズス会の学校で学んでいるので、先輩だと考えることにしてい
ました。

先生と学生との絆
　何より先生と学生とのつながりが素晴らしかった。元学長の土橋八千太
先生はパリで数学と天文学を学び、上海の天文台の副所長を務め、上智で
は数学を教えていました。「ガリレオの主張は間違っている」というのが先生
の主張でした。私は一人で先生にお目にかかり話を伺って、私も天動説でも
かまわないと思います。ボッシュ先生、ロゲンドルフ先生、ロゲン先生などは本
当に素晴らしい先生達で、いつも知的ひらめきを与えてくれる存在でした。
　私が大学で教えていた頃も、まず先生同士のつながりが密でした。そし
て学生と先生とのつながりはもっと強かった。学生は先生の家によく遊びに
行きました。先生も断らない。奥様方は大変だったかもしれないけれど、そう
いう家族ぐるみのお付き合いがあったものです。大学紛争の頃は、私もよく
新宿の喫茶店でゼミを行ったことがありました。学校の近くにマンションを借
りて学生に提供した期間もあります。学生にとって必要なのは「たまり場」な
んです。
　５月に、よく寄稿する雑誌
「WiLL」を作っている出版
社WACが雑誌発行の10
周年を迎えるのを機に私の
半自叙伝の記念出版をして
くれるそうですが、そこには
私の学生時代に受けた授
業の内容や思い出などを
綴っています。

「グローバル化」ということについて
 先生のお考えをお聞かせください
ベストセラー「知的生活の方法」が上梓されてから40年。著者である渡部昇一上
智大学名誉教授も85歳を迎えられました。しかしそのパワーと熱い思いは変わ
ることはありません。昨年、上智大学が文部科学省のスーパーグローバル大学
（牽引型）に採択され、改めてグローバルという言葉が注目されていますが、これ
について「グローバルの本家はカトリック」、「日本ほどグローバルな国はない」と
指摘。英語学を中心とした古書の蒐集家としても知られている先生ですが、ご自
宅のその書籍に囲まれた圧倒的な知的生活空間でお話を聞きました。

Go Global Sophians ！ 上智大学名誉教授　渡部昇一先生インタビュー
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42か国63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。

サンフランシスコ ベイエリア ソフィア会 開催日
2014.09.28金子昌平（81理機）

　ICU卒業生との合同バーベキューパーティ
を開催しました。毎年9月に開催しており、今
年は4回目となります。年々参加者が増えて今
後が楽しみです。

ワシントンDC ソフィア会 開催日
2014.10.22早川俊行（96外独）

　市内のイタリアンレストランでソフィア会を開催。久しぶり
の会だったこともあって初めて参加のソフィアンも多く、新た
な交友を広める良い機会になりました。集まる機会をもっと
増やしたいとの声も出ており交流が活発化しそうです。

UAE ソフィア会 開催日
2014.11.05石田健太郎（90院前理応）

　第4回目のUAEソフィア会を開催いたしました。
恒例の会長宅の中国人メイドが料理した、日本人
の中ではアブダビ一おいしい中華と評判の中国家
庭料理を堪能しました。

台湾 ソフィア会 開催日
2014.11.28土井泰一（95法法）

　2014年最後の親睦会を台北市内の朝桂レストラ
ンに於いて開催。ソフィアンとそのご家族17名が親
好を深めました。台湾に在住のソフィアンの方で会員
登録されていない方、出張等で台湾に来られる機会
のあるソフィアンは是非ご連絡ください。連絡は 
sophia.taiwan@gmail.com 宛てにお願いします。

シンガポール ソフィア会 開催日
2014.12.04吉村淳（84理電）

　ペインバールVida Vinoを貸し切って、クリスマスパーティを開催しました。
シンガポール在住歴10年以上のベテランから数ヶ月前に来た方まで、年代も
1980年代卒から2010年代卒まで、駐在員・現地社員・企業家・主婦・学生な
ど様 な々ソフィアンが集い、様 な々話題が花咲きました。

サンパウロ ソフィア会 開催日
2014.12.23林未来（06外葡）

　2014年のサンパウロソフィア会は１月の新年会に始まり計4回懇親会を開
催することができ、多くの方に参加いただきました。クリスマスで賑わう12月23
日には、帰国者の送別会を兼ね忘年会を開催し、和やかな雰囲気で１年を
締めくくることができました。

アイルランド ソフィア会 開催日
2014.11.21ウォーカー美津枝（88外露）、藤田宏子（81文哲）、田中幸子（82外仏）

　10月に新規登録団体となって以来初めてのアイ
ルランドソフィア会をクリスマスのイルミネーションが輝
くダブリンのフィッツウィリアムホテルで開催しました。
アイルランド在住者、短期滞在者、上智の留学から
戻ったアイルランド人ソフィアン、ダブリンシティー大学
へ交換留学中のソフィアンら16名が集まりました。渥
美千尋大使（75経経）もご出席くださり、嬉しく賑や
かなお祝いの会となりました。

英国 ソフィア会 開催日
2014.11.22小島恵里奈（03外露）

　春の交流会、夏のバーベキューに続いて2014年の締め括りとしてロンドン
中心地の中華料理店に21名が集い、総会を開催しました。初めて参加され
た方から英国に永住されている方まで幅広いソフィアンが集い、2つの大きな
円卓を囲んで、新たな親好を深めることができました。

バンコク・ソフィア会 開催日
2014.11.22会長 田村優子（80文新）

　少々早いクリスマス会でしたが、1961年
から2013年卒の幅広い世代のソフィアンと
そのご家族25人が市内の健康料理店
「Saladee」に集まり楽しいひと時を過ごしま
した。バンコク在住の方、タイへ訪問される
方、タイ人ソフィアンの方、どなたでも参加可
能ですのでご連絡をお待ちしています。

モスクワ ソフィア会 開催日
2014.09.12会長 武田和憲（81外露）

　モスクワ市内グルジアレストランにて定例会を開催しま
した。モスクワで活躍するソフィアン20名が一同に会し、
政治・経済論議から生活情報や笑い話まで、グルジア料
理とワインを楽しみながら夜遅くまで交流を深めました。

ソフィア会海外

新規登録団体

●学部・学科同窓会の活動は別のページで紹介しています。
●母校創立100周年を機にソフィア会活動も活発になり、投稿記事が多くなってきま
した。これまで非登録団体の投稿記事は欄末に紹介してきましたが、今回はスペー
スの関係でソフィア会Webサイトでの紹介のみにさせていただきました。
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マドリード ソフィア会 開催日
2015.01.09金子理美（84外西）

　ピタウ先生ご逝去の一報を受け、先生と上智大学で親しかったセビリアに
お住まいのグティエレス先生がマドリードに来られた機会に先生を偲んで追
悼ミサを挙げていただきました。

トロント ソフィア会 開催日
2015.02.07大石正子（文新63）

　マイナス20度の風と雪の降るなか久方ぶりにトロントソフィア会のメンバー
があつまりポットラックディナーをいたしました。それぞれのお仕事の都合上全
員が集まれませんが、楽しい一夜でした。LA ソフィア会 開催日

2015.02.07原田起志夫（72文教）

　本年度最初のLAソフィア会懇
親会を会員の自宅で開きました。参
加者は少なかったのですがメン
バー手づくりの夕食を囲み皆で楽
しく最初の懇親会を楽しみました。

ソウル ソフィア会 開催日
2015.02.13大澤淳（05法法）

　ソウル市光化門のイタリアンレストラン「OKithen」にて新年会を開催しまし
た。8名の皆さんが参加されました。坂井会長が2月に帰任されることが発表
され、新たに又木会長が就任されました。新体制のもと、ソウルソフィア会をよ
り活性化させていきたいと考えております。

横須賀 ソフィア会 開催日
2014.09.27宇多寛爾（67外西）

　今年も横須賀立教会との合同懇親会を中華レストラン「雪園」にて開催し
ました。ソフィアギターアンサンブルのOBOGで結成されているSSGA(シニア
ソフィアギターアンサンブル)に出演を依頼し、素晴らしい演奏を聞かせてい
ただきました。これからも活発な合同懇親会にしていきたいと考えています。

函館 ソフィア会 開催日
2014.10.11会長 中村由紀夫（73法法）

　平成26年度定期総会を函館国際ホテルで開催。総勢17名の参加があり、
議題の承認のほか第6回地域ソフィア会全国大会（新潟）の模様が報告さ
れました。一昨年函館で開催された地域ソフィア会全国大会後も年に2回は
集まる機会を持っています。今回2名の新会員の参加があり、さらなる発展を
期待しています。

日野 ソフィア会 開催日
2014.10.18会長 田島勝彦（62経経）、副会長兼事務局担当 小杉由美子（78文史）、会計 大橋慶子（73文国）

　今回は新役員が承認され、今後の日野ソフィア会について話し合いがなさ
れました。今後も年2回、日野市の施設を利用し、茶話会形式の懇親会を続
けていきます。4名の初参加の方の新しい話にも花が咲き、楽しい時間を過
ごしました。

岡山 ソフィア会 開催日
2014.10.19会長 小川幸宏（05法国）

　岡山全日空ホテルにて岡山ソフィア会再結成
総会/ティーパーティー、懇親会（2次会）を開催
いたしました。設立総会/ティーパーティー、2次会
を含めて総勢62名のソフィアンが集まり、大学時
代の思い出や近況などを語り合い、楽しい時間
を過ごすことができました。来賓として上智大学よ
り杉村学術交流担当副学長、ソフィア会より槇原
組織委員長にお越しいただき大学の近況などを
お話しいただきました。

足利・佐野 ソフィア会 開催日
2014.11.09会長 吉澤慎太郎（72経営）

　佐野市にて第二回足利・佐野ソフィア会総会を開催。議案承認のあと、新た
に入会された中島貞夫氏（55経経）と浅川謙氏（77理機）が紹介されました。
総会終了後、前栃木県副知事佐藤順一氏（72外英、74修士課程修了）より、
今だから話せる貴重な体験談「私の危機管理体験」をお話しいただきました。

デュッセルドルフ ソフィア会 開催日
2015.01.24新井一郎（81外独）

　市内の人気和食店"キカク"に60名を超
えるソフィアンとそのご家族が集まり、食べ
放題飲み放題の楽しくにぎやかな新年会
を過ごしました。参加された現役留学生の
皆さんは間もなく帰国ですが、新たにドイツ
に留学する後輩たちともコンタクトをとり留
学生と卒業生の交流を発展させていきた
いと思います。

国内ソフィア会は、46都道府県に在り、81団体を数えます。ソフィア会国内

再結成団体
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関西 ソフィア会 開催日
2014.12.19吉田寛孝（94文国）

　43名が参加して恒例の忘年会を開催しました。詳しくは関西ソフィア会／ブログ記事を閲覧ください。
http://www.sophiakai.jp/blog/kansai/2014.html

広島西部 ソフィア会 開催日
2014.12.20賀谷隆太郎（75理化、77院前）

　今回は、2015年のソフィア会全国大会のキック
オフ会を兼ねて開催しました。この会のために、
ソフィア会本部やパートナー＆コ・ホストソフィア会
から10名もの幹部の皆様にご出席頂きました。こ
の会を以て、全国大会に向けての正式なスター
トとなります。当会としては久しぶりに校歌を斉唱
しました。

八戸 ソフィア会 開催日
2015.01.17金子恭子（97文社福）

　平成26年度の定例総会と交流会を八戸市内
のお食事処七味家さんで行いました。最初の20
分程度で定時総会を終え、その後交流会となり
ました。とっても風が冷たい日ではありましたが、岩
手ソフィア会の齋藤会長も駆けつけてくださり、隣
県ソフィア会と情報交換をしながら和やかな交流
会となりました。

新潟 ソフィア会 開催日
2015.01.31秦　徹（97経営）

　新潟東急インにて新年会を開催しました。新
たな参加者も増え、1949年から2005年までの幅
広い卒年のソフィアン28名が集いました。昨年の
全国大会当日のスライドショーを見ながら、当時
の苦労話や、お互いの仕事上の情報交換など、
多彩な話題に花が咲き、あっという間に閉会とな
りました。

文京 ソフィア会 開催日
2015.02.03辻政弘（84外英）

　長らく休眠状態だった文京ソフィア会を再び
活性化するため、新任の宮野正昭会長（75外
英）の呼びかけで、地元のインド料理店にて有志
の顔合せを行いました。今年のASFで文京ソ
フィア会の再開を祝う会合を開くべく、参加した
皆さんから多くの意見をいただきました。

八千代 ソフィア会 開催日
2014.11.16行方謹四郎（60経経）

　八千代台ユアハイムにて第6回定時総会
および懇親会を開催しました。学院から山岡
総務担当理事が出席くださり、大学の現状に
ついて報告してくださいました。各自の自己紹
介の後はいつもの通り仲尾さんとその仲間の
ギター演奏を楽しみ、和やかなひと時を過ご
しました。

北多摩 ソフィア会 開催日
2014.11.16幹事：久保忠伴（75理機）、鈴木、柴田、飯島、倉島

　多摩湖湖畔にある「菊水亭」6Fホー
ルにて第8回目の会合を開催しました。
この会合には15名のソフィアンが集い
親睦を深めました。今回は上智大学不
動産ソフィア会名誉会長大越武氏に
講演していただき、ソフィア会からは石
川副会長にも参加していただきました。

八王子 ソフィア会 開催日
2014.11.22御舩友香（05外西）

　セレオ八王子9階"パパミラノ"にて、懇親会を開催し、1957年卒から2009年
卒まで30名の幅広い層のソフィアンが集いました。なお、八王子ソフィア会で
は活動内容をFacebookにアップしております。ご興味のある方はぜひお気
軽にご覧ください。
　https://www.facebook.com/groups/279133565605085/

岩手 ソフィア会 開催日
2014.11.02竹内喜男（79法法）

　ホテルメトロポリタン盛岡にて、平成26年度総
会・記念講演会・懇親会を開催。ソフィア会から石
川副会長、山﨑事務局主事、八戸ソフィア会から
堀憲一会長のご出席をいただき、計30名のご参
加となりました。今年3月まで岩手県教育長を務
められた菅野洋樹さん（52法法）から記念講演を
いただきました。

愛媛 ソフィア会 開催日
2014.11.30

　恒例の忘年会をいよてつ会館にて開催しました。今回
は第７回地域ソフィア会全国大会が来年広島で開催が決
定したことで広島西部ソフィア会から4名が特別参加され
ました。愛媛に転居された方、これまで参加されたことがな
い方も是非、次回は「あんきに」お越し下さい。

秋田 ソフィア会 開催日
2014.12.06安東正直（82法法）

　約1年ぶりの秋田ソフィア会を開催しました。雪
模様の天候にもかかわらず、13名のソフィアンが
集合。楽しかった四谷での学生時代のことや今
の世相事情等を話題に時間も忘れて語り合いま
した。ソフィア会からお送りいただいた特製ワイン
や各種資料は会を盛り上げるツールになりました。
ありがとうございました。

松澤源（73外西）
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埼玉西部 ソフィア会 開催日
2015.02.07浅田将之（76経経）

　飯能市の名栗川沿いにある"割烹やまなか"に
て平成27年新春の宴を開催。27名の会員が出
席しました。五十嵐副会長（67理機）のご挨拶と
銘酒"天覧山"で乾杯し宴が始まり、地域ごとに出
席者の自己紹介で、話す方も聞く方も笑顔笑顔
のメンバー紹介となり大いに盛り上がりました。

鎌倉 ソフィア会 開催日
2015.02.07関栄介（82文英）

　由比ガ浜のギャラリー・カフェ、ジャックと豆
の木で新年会を開催しました。出席者は23人
で、東京や逗子など他の地域の方もお越しに
なり、和やかな歓談を楽しみました。皆様から
お話いただいた在学中の思い出はどれも印
象深いものでした。ソフィア会から送られたソ
フィアンのワインも好評でした。

ワンダーフォーゲル部OB会 開催日
2014.09.26-27津田富士雄（66経商）

　秋のOB山行を長野県菅平高原にて開催しました。OB・OG66名、ご家族
ご友人8名、現役15名を含め総勢89名の参加を頂き、年齢世代を超えた交
流を図ることができました。翌日は爽やかな秋晴れの下、花の百名山・根子岳
登山あるいは湿原散策と、秋の高原歩きを満喫しました。

ポルトガル語学科同窓会 開催日
2014.11.29創立50周年記念祝賀会実行委員会

　ホテルニューオータニにて、ポルトガル語学科創立50周年記念祝賀会を
開催しました。予想を超える同窓生の参加があり、懐かしい先生方や友人た
ちとの再会を喜び合いました。記念祝賀会の前に学科が主催した、創立50
周年記念シンポジウム「50年後へのメッセージ」も盛況で、多くの同窓生方に
もご参加いただきました。
　　お問合せ先 portugues@sophiakai.gr.jp
　　ブログ http://www.sophiakai.jp/blog/portugues

史学科同窓会 開催日
2014.11.29井野睦子（81文史）

　都立小金井公園にある江戸東
京たてもの園に集合して、晩秋の散
策を楽しみました。雨に洗われた紅
葉の見事な園内で、江戸時代から
昭和へとつかの間の時間旅行を堪
能することができました。見学会は
毎回歴史を楽しむ小旅行を企画し
ていますので、皆様のご参加をお待
ちしております。

ものづくりソフィア会 開催日
2014.11.29事務局 橘泰伺（97理機）

　四谷キャンパス内において「第2回ものづくりソ
フィア会」を開催しました。あいにく小雨の降る寒
空の下でしたが総勢27名の出席者により大変充
実した会合となりました。第1部では生悦住副会
長（85経経）による特別講演、第2部は懇親会で
文理、年代、職種を超え会員間の交流を深め、盛
況のうちに閉会しました。FaceBookにて「ものづく
りソフィア会」で検索下さい。

碁鷲会 開催日
2014.12.06事務局 古屋毅（57経商）

　恒例の年末囲碁大会を12月6日(土)麹町・ダイヤモンド囲碁サロンにて開
催しました。遠く八戸や名古屋から駆け付けたOBや、現役学生4名も参加し
て、総勢31名が一日碁盤を挟んで熱戦を繰り広げました。そして、大会終了
後は同じ場所で懇親会を開催し、お互いの交流を深めました。

アメリカンフットボール部OB/OG会（金鷲会） 開催日
2015.02.21会長 中川敏明（76法法）

　2015年度金鷲会総会を開催し、議事すべて
を全会一致で承認しました。昨年に引き続き現
役を全面支援し、1部復帰のための各種施策を
順次実施していきます。合わせて山本総監督
以下三浦監督・角田ヘッドコーチに現役指導を
一任し2015年度シーズンがスタートしました。総
会後、同日開催された父母会の皆さんと現役選
手・スタッフ全員が参加し懇親会を行いました。

サッカー愛好会イーグル 開催日
2014.12.20浅川石見（67外西）

　創立50周年を迎えたのを記念して、「スクワー
ル麹町」にて記念パーティーを開催しました。この
日に向けて実行委員会を発足させて、会員名簿
整備を中心に準備を整え、設立当初からのメン
バーも含めて広い範囲に招待状を出したこともあ
り、当日は現役も含めて参加者147名の盛大な集
まりになりました。

ソフィア会各種
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◆卒業おめでとう－ソフィア会の絆を大切にしてください
　桜がほころび始めた3月26日、2014年度の学部学位授与式が東京国
際フォーラムで行われ、2,390名の新たなソフィア会正会員が誕生しまし
た。この卒業生たちは、東日本大震災の影響により入学式を行ってもらえ
なかった世代。カトリックセンター長のホアン・アイダル神父様の祝福のあ
と、早下隆士学長は「卒業後も本学の教育精神を忘れず、これを実践す
る努力を続けて欲しい、失敗や挫折は自分の糧になることを信じて旅
立って欲しい」と挨拶しました。
　学位記の授与、髙祖敏明理事長の祝辞に続いて上原治也ソフィア会
会長は、「社会に出て、皆さんがソフィアから遠く離れたと感じた時には、

国内81か所、海外63カ所、場合に
よっては皆さんの職場にもあるソフィ
ア会にジョインして欲しい。そして皆
さんはまた在学生に勇気を与えて欲
しい。」と激励しました。
　最後に創立100周年記念事業の
一環として設立された学長奨励賞

の紹介があり、セパタクロー女子
日本代表の神学部神学科4年の
川又ゆうみさんと、2014ミス・イン
ターナショナル日本代表の外国
語学部フランス語学科4年の本
郷季来さんが表彰されました。

◆入学おめでとう－皆さんはソフィア会の準会員です
　一方、2015年度学部入学式は、花曇りの4月1日に同じく東京国際
フォーラムで行われて2,933名が入学し、ソフィア会の準会員となりました。
早下学長は「この大学には皆さんが学びたい全てのものがあります。こ
れから過ごす4年間が皆さんにとってこの上なく素晴らしい時であったこ
とになりますよう」と式辞。髙祖理事長は「皆さんの学生生活が先ず喜び
に満ち、精神的に充実して斬新的であり、より良い世界に貢献できるよう
自身を高めて欲しい」と新入生を激励しました。式後、新入生たちは四谷
キャンパスに戻り、学科別集会に臨みました。なお、大学院と助産学専攻
科の入学式は4月2日に10号館講堂で開催されました。

風間烈（65外仏）、宍戸周夫（71法法）、宮崎輝雄（72法法）、
鈴木真理子（82文仏）、平野由紀子（82文英）、山本修司（86文新）、
宮地信幸（91文新）、金谷春美（03外葡）

ソフィア会広報委員会

ソフィア会事務局事  務  局  便  り

訃  

報

2014年12月26日逝去　Joseph Pittau （ヨゼフ・ピタウ） 
　　　　　　             元上智学院理事長、元上智大学長、名誉教授
2015年  1月28日逝去　Francis Mathy （フランシス・マシー） 
　　　　　　             名誉教授（元文学部教授）
2015年  2月  5日逝去　平井沢子 元外国語学部准教授
2015年  3月30日逝去　John Clarkson （ジョン･クラークスン） 元神学部教授
2015年  4月  8日逝去　Andrade Gustavo（アンドラーデ・グスタボ）
       名誉教授（元外国語学部教授） 

　恒例となったOBOG交流会（主催：キャリアセンター、後援：ソフィア会、協
力：ネオソフィアン、智深館)は、2009年の第1回から数えて早くも6年目を迎え、
2014年度は例年の年2回開催から、2014年10月から2015年2月までの毎月
の５回開催となりました。
　この交流会は現役生向けに身近な社会人であるOBOGと直接対話する
ことで、就職活動に限らず自身のキャリアについて考えるきっかけを作ること
を主な目的としています。各回とも25分のセッション×3回＋フリーセッションと
いう形式でしたが、参加現役生からは「働く社会人のかっこよさを感じること
ができた」、「それぞれの方が仕事に対して情熱を持っていることを直接聞く
ことができてよかった」、「就活の中で
悩んでいることを考えるきっかけになっ
た」などの感想が寄せられています。
　この全5回合計で45名のOBOGの
みなさまにご協力いただき、300名以
上の現役生の参加がありました。今
後もぜひ継続して開催していきたいと
考えています。

2015年のソフィア会・大学のスケジュール

上智大学ソフィア会2015年春・秋全国代議員会開催日程（予定）
春季 5月16日（土）　　秋季 10月24日（土）

5月31日 （日）
　

9月  7日（月）
9月18日（金）
9月21日（月）
10月  3日（土）
11月  1日（日）
11月  2日（月）
12月  3日（木）
12月  4日（金）

金・ルビー・銀・銅祝式典、上智大学ソフィア会会員大会
オールソフィアンの集い2015　
第20回ソフィアンズカップゴルフ大会
9月期学位授与式
秋学期入学式
第7回地域ソフィア会全国大会（広島大会）（～10/4）
創立記念日
先哲祭
聖ザビエルの祝日
オールソフィアンのクリスマス

　2016年3月25日（金）学部・大学院学位授与式

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

2014年度学位授与式と2015年度入学式レポート

OBOG交流会、2014年度は5回開催

　ソフィア会は、第20回目を迎える今年
のソフィアンズカップゴルフを9月7日（月）、
狭山ゴルフ・クラブ（埼玉県入間市下
谷ヶ貫）で開催します。
　競技は、18ホールズストロークプレー
（新ペリア方式）で行い、プレー費は1万
8,500円（昼食費込み）。募集人員は120
名で、締め切りは6月末ですが先着順で
受け付け定員になり次第締め切ります。恒例のショートホールでのチャリティ
は、原則としてSOPHIA未来募金へ寄附します。
　詳細は、ソフィア会Webサイトの下記のページでご確認ください。
　http://www.sophiakai.gr.jp/news/event/2015/2015090701.html

2015ソフィアンズカップゴルフ大会

　ソフィア会事務局は3号館1階にあります。でも、2年後には竣工予定の「ソ
フィア･タワー（新6号館）」6階に移転することが決まっています。まだまだ準備
が整っていませんが、現在12号館1階にある「ソフィアンズクラブ」と隣り合せに
なる予定です。今は離れていて何かとご不便をおかけしていると思いますが、2
年後にはそれも解消されます。
　スタッフ一同それを楽しみに、毎日「明るく気兼ねのいらない」事務局を運営
しています。大学においでの際には是非お立ち寄りください。

訂正とお詫び
ソフィアンズナウNo.176（Autumn 2014）で台湾ソフィア会名誉
会長のお名前が間違っていました。ただしくは「黃教漳」様です。お詫び
して訂正いたします。

ご案内

学位授与式で祝辞を述べる上原会長

新入生代表からの言葉を聞く早下学長


