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変わりゆく四谷キャンパス
母校ではソフィアタワーが建設中です
　　　　　　　　　　　         関連記事２P

四ツ谷駅前から見た建設中のソフィアタワー（2016年3月撮影）

新ソフィアンズクラブのイメージパース

　今、上智大学四谷キャンパスでは新6号館、通称ソフィア
タワーが今年末の竣工を目指して建設されています。
　完成すれば、地上17階、高さ77メートルの新たな上智大学
のランドマークが出現。四谷キャンパスには1932年竣工の
1号館から、実に80年以上にわたって上智の歴史を見てきた
学び舎が揃うことになります。
　そして、このタワー6階にはソフィア会の新たな拠点として
新ソフィアンズクラブも開設され、ソフィア会の新たな時代の
活動を支えます。

特集
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●地上17階建てのタワーが出現
　上智学院がソフィアタワーの建設に着手したのは2014年。
　同年11月4日に新棟建設の起工式を行い、2年後の2016年12月末の
竣工を目指して建設に取りかかりました。
　このソフィアタワーには、上智大学の特徴でもある言語教育を担う「言
語教育研究センター」と学部横断的なグローバル教育を展開する「グ
ローバル教育センター」の両センターが設置され、上智大学のグローバ
ル教育推進機能が集約されることになります。同時に、800人規模の
ホールも併設されます。
　ソフィアタワーにはもちろん最新の設備が集約されますが、一方で上
智の歴史を踏まえた工夫もほどこされているようです。学院によると、低
層階は1号館や聖イグナチオ教会（カトリック麹町教会）と同じテラコッタ
を壁や床に用い、地域の町並みと一体化したキャンパス環境を創出。ま
た、1階のエントランスホールには大学の歴史や周辺地域の歴史と文化
を展示するスペース、そして麹町大通り（国道20号線）沿いにはくつろぎ
の空間を設けるなど、地域との繋がりを意識した四谷の新たなランド
マークとする予定です。
　さらに、このソフィアタワーの7階以上の高層部は、四ツ谷駅前という
立地の良さを生かしてオフィスビルも併設されます。大学は、その収益金
を海外からの留学生や遠方出身の学生への支援を目的とした奨学金と
して活用するほか、教育研究環境の整備の財源とする計画です。 
　現在建設中の写真を見てもお分かりのように、このソフィアタワーは既
存の2号館（右）、7号館（中央）と並ぶ3棟の高層建物となり、四ツ谷駅
側から見ると新しい上智大学のスカイラインを形成することになります。

●上智会館に代わる“東洋一”のランドマークに？
　ソフィアタワーが建設されているのは、かつて上智会館があった場所
です。男子学生寮と学生食堂などを備えた上智会館が建設されたのは
1956年12月。会館1階の学生食堂は当時学内ただひとつの学生食堂
で、昼休みには多くの学生で混雑したものでした。当時のことを覚えてい

る卒業生も多いはずです。
　上智会館には学生寮もありました。昭和30年代半ばまでは男子学生
しかいなかった上智大学には“かまぼこハウス”といわれた学生寮（通称
ボッシュ・タウン）がありました。しかし年々入寮希望者が増え、新たな学
生寮建設は悲願となっていたのです。
　「上智大学50年史」によるとその願いをかなえたのは一人のアメリカ
人篤志家で、「その契約書を受け取ったボッシュ師は、飛び上がって喜
び、会う人ごとにその契約書を見せて、喜びを分かちあった」ようです。
そして、50年史は上智会館の概要を次のように伝えています。
　「地下1階、地上5階で会館と学生寮が併設されている。1階には400
人を一堂に会させることができる大食堂がある。会館の2階には聖三木
図書館、3階には聖堂、5階にはオーケストラ練習用の音楽室などがあり、
地下にはさまざまな娯楽設備が設けられ、その他日常の必要を満たす
設備にぬかりはない。東洋一と自賛したとしても、それほど的はずれでは
なかったろう」
　しかしその東洋一の上智会館も半世紀以上を経て老朽化も進み、ま
た麹町大通りの店舗、住宅の買収も進んだことから、大学はソフィアタ
ワーの建設を進めることになったものです。これも、上智大学の大きな時
代の流れといえるでしょう。

●ソフィア会事務局とソフィアンズクラブを集約
　実はこのソフィアンズタワーには、現在学内に分散しているソフィア会
事務局とソフィアンズクラブという2つのソフィア会活動拠点が集約され
て設置されることが決まっています。場所は17階建てソフィアタワーの6
階で、メインストリートを望む絶好の場所といえます。
　この新ソフィアンズクラブ全体の面積は440㎡となり、現在の事務局と
ソフィアンズクラブの3倍以上の広さが確保されます。中にはソフィア会事
務局が移転するほか、収容人数150名のサロン、3つの会議室（収容人
数合計100名）などが設けられ、メインストリートを望むテラスには植栽も
あり、だれでもがゆったりと過ごせる空間が用意されます。
　この新ソフィアンズクラブをどのような形で運営するのか。ソフィア会は
昨年からそのためのキーコンセプトを検討しており、それを「すべてのソ
フィアンの母港－All Sophians’ Home Port」とすることを確認してい
ます。つまり、“母校”の中に私たちの“母港”を作ろうということです。
　ソフィア会の各種登録団体の活動拠点であると同時に、もちろんこう
した組織に所属しない卒業生も気軽に訪れられる、オープンで、だれも
が自分のホームであることを感じられる場所にしたいとソフィア会は考え
ています。
　こうした目的を明確にしながらソフィア会は現在、新ソフィアンズクラブ
の内装や設備、また資料やデータベース、アーカイブなどのソフト面も整
え、この場で継続的にイベントや新企画を実施していく計画です。
　このすべての卒業生の母港は、いよいよ2017年4月に開港します。

◀3月14日には大学、イエズス会関係者によって
  上棟式（祝別式）が行われました（撮影・上智学院）

変わりゆく四谷キャンパス

母校ではソフィアタワーが建設中です母校ではソフィアタワーが建設中です

新ソフィアンズクラブ会議室のイメージパース

かつてこの場所にあった上智会館
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2016年 春季全国代議員会と
会員大会のご案内

　提出が予想される審議事項
　１．新規代議員承認の件
　２．新規登録団体承認の件 (地域・各種ソフィア会)
　３．新規登録団体承認の件（学部・学科同窓会）
　４．新ソフィアンズクラブ予算承認の件
　５．2015年度事業報告・決算報告及び監査報告の件
    　   2016年度事業計画案・予算案承認の件
　６．その他

　ソフィア会の秋のビッグイベントとして完全に定着した地域ソフィア会全
国大会。今年は第8回目を迎え、宮城ソフィア会がホスト、東北各県のソフィ
ア会がコホストとなり9月24日（土）、25日（日）の両日仙台市で開催されます。
現在、詳細を詰めている段階ですが、24日午後には仙台市の江陽グランド
ホテルで例年通り大会および懇親会などを開催する予定です。
　また翌 25日はエクスカーションとして、宮城ソフィア会は①日本三景の松

島方面、②山寺方面（松尾芭蕉が「静けさ
や　岩にしみいる　蝉の声」の一句を詠ん
だ所）を企画しています。
　地域ソフィア会全国大会は 2009 年に北
九州市で開催されたのを皮切りに、大阪市、
甲府市、函館市、そして2013 年の大学創
立 100 周年記念大会を東京で開催。その
後新潟市、そして昨年の広島市と、日本各
地のソフィア会が趣向を凝らして開催して
きました。東北で開催されるのは今回が初
めてですが、仙台では東日本大震災から
完全に復興された姿も実感できるはずです。

●第1回 九州大会＜開催地：北九州市＞ ホスト：北九州ソフィア会　参加者：100名
　日時：2009年11月7日（土）　13：00～

●第2回 関西大会＜開催地：大阪市＞     ホスト：関西ソフィア会　参加者：190名
　日時：2010年11月6日（土） 13：00～

●第3回 山梨大会＜開催地：甲府市＞     ホスト：山梨ソフィア会　参加者：210名
　日時：2011年10月22日（土） 13：00～　／10月23日（日）エクスカーション

●第4回 函館大会＜開催地：函館市＞    ホスト：札幌ソフィア会　参加者：226名
　日時：2012年10月6日（土） 13：00～　／10月7日（日）エクスカーション

●第5回 東京大会（大学創立100周年記念拡大大会）
　ホスト：上智大学ソフィア会　参加者：450名
　日時：2013年10月19日（土） 14：10～　／10月20日（日）エクスカーション

●第6回 新潟大会＜開催地：新潟市＞    ホスト：新潟ソフィア会　参加者：185名
　日時：2014年9月27日（土） 13：30～　／9月28日（日）エクスカーション

●第7回 広島大会＜開催地：広島市＞  ホスト：広島西部ソフィア会　参加者：232名
　日時：2015年10月3日（土） 13：00～　／10月4日（日）エクスカーション

今年の第8回地域ソフィア会
全国大会は仙台市で開催

　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13万人を超えました。これに
伴い活動内容も多様化、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。
　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。その取り組みの
一環として2015年からはソフィア会メールニュースも英文併記としています。
　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（ジョウチダイガクソフィアカイ）
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（ジョウチダイガクソフィアカイイジカイヒ）

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（Tel：03-3238-3041、Fax：03-3238-3028、
Email：info@sophiakai.gr.jp）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。
　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、ソフィア会事務局までご連絡ください。

地域ソフィア会全国大会の足跡

納
入
方
法

「維持会費」にご協力をお願いします「維持会費」にご協力をお願いします

日　時：2016年5月21日（土）　14:30～16:30
場　所：上智大学10号館講堂
懇親会：17:00～　2号館5階学生食堂

2016年春季
全国代議員会の

ご案内

日　時：5月29日（日）11:30～12:00
場　所：上智大学10号館講堂
会員大会は、ソフィア会員であればどなたでも参加できます。

2016年
会員大会の
ご案内

今年度の春季全国代議員会は、5月21日（土）14:30から学内
10号館講堂で開催します。代議員のみなさまは、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 Now4

Event＆Report

「ドナル・ドイル先生の顕彰記念祝賀会」には約200人が参加
　上智大学名誉教授で上智大学ソフィア会副会長でもあるドナル・ドイ
ル先生は昨年12月3日、アイルランドのマイケル・ヒギンズ大統領から海
外で活躍するアイルランド人として大統領顕彰を受章されました。それを
お祝いするとともに、先生の司祭叙階50周年、さらには50年以上の長き
にわたり日本のため、上智大学のために多大な貢献をしてこられたことを
感謝して、去る1月27日（水）午後6時半から、スクワール麹町3階「錦華の
間」において「ドナル・ドイル先生の顕彰記念祝賀会」が行われました。
　ドイル先生のお祝いの会は10月17日にも上智大学をはじめ、先生が
教鞭をとった広島学院、栄光学園の教え子などが開催しています。今回
は上智大学関係者やソフィア会会員、広島学院・栄光学園・上智大学の
教え子、アイルランド研究旅行参加者、学生など約200名が参加して行
われたものです。
　当日は、前駐米大使の藤崎一郎上智大学国際関係研究所代表、さらに

独立行政法人国際協力機構元理事長の緒
方貞子上智大学名誉教授が来賓としてあい
さつ。その後、早下学長の祝辞代読、杉村美
紀上智大学学術交流担当副学長の来賓祝
辞に続き、前駐アイルランド大使の渥美千
尋氏（1975経経）が乾杯の発声をしました。
　会場のテーブルには、ドイル先生の祝賀
会に相応しくローマ教皇庁御用達ワイン

「VINO DE MISA」も置かれ、終始和やかな雰囲気。途中、上智大学グ
リークラブの現役学生も駆けつけ、ヨーロッパの伝統的な学生歌である
「ガウデアームス」と代表的なアイルランド民謡の「ロンドンデリーの歌」
を合唱、会に色を添えました。
　次いで、ドイル先生の今日までを紹介するスライドが映写され、その後
ドイルが「どうして日本にいらしたのですか？とよく聞かれます。私の答え
は決まっています。あなたに会うためです」などと語り、「さきほどグリー
がアイルランドの歌を歌ってくれたので、私も」と、ダブリン市民の愛唱
歌Molly Maloneを歌われました。
　会はその後歓談、そして上原治也ソフィア会会長の中締めあいさつ、グ
リークラブのリードによる上智大学校歌斉唱、参加者全員での記念写真
で午後8時半すぎにはお開きとなりました。

学生課外活動支援で追加支援金を贈呈
　ソフィア会は2月18日、2015年度学生課外活動追加支援金30万円
（1団体10万円）を文科系3団体に贈りました。これにより、本年度の支
援は文科系25団体に300万円、体育会41団体に500万円で総額は800
万円となりました。
　今回の受賞団体は次のとおりです。
①SPH mellmuse／アイドルパフォーマンスサークル。全国40大学が出場
し、アイドルコピーダンスユニットの日本一を決定するUNIDOL 
SUMMER 2014年全国大会で優勝、2015年度大会では準優勝を果たし
た。学内では、留学生向け新入生歓迎会でのパフォーマンスなど大学の
国際交流行事にも積極的に関わり大学の国際化・活性化に貢献している。 
②音楽協議会（所属10団体）／音楽協議会に所属する10団体による合

同コンサート「第40回上智大学音楽祭」
を2015年10月11日練馬文化センター大
ホールで開催。長年目標に掲げてきた
｢目標集客数1000名｣を今回初めて達成
した。大学のイメージ向上に貢献。 
③ソフィアボランティアネットワーク／
上智大学公認のボランティアサークル。東日本大震災の風化防止と、学
生への防災啓蒙を目的とした各種イベントを企画し、2015年10月に四谷
キャンパスで｢防災WEEK｣を実施した。震災時に役立つ情報や、3.11当
時の情報を掲載した記事を連日配信するなど、普段防災について考える
ことの少ない学生に防災を考えてもらうきっかけを作った。

　ソフィア会は、8回目となる「オールソフィアンのクリスマス2015
（ASC2015）」を2015年12月4日に開催しました。
　例年通り、聖イグナチオ教会での記念ミサ、メインストリートでのイル
ミネーション点灯式、そして9号館地下カフェテリアまでのキャンドルサー
ビスが厳粛におこなわれ、クライマックスのパーティはアットホームな感
じの集まりになりました。
　上智大学フラサークル「Hau'oli（ハウオリ）」によるダンスパフォーマン
ス、メキシコ人留学生ポリオさんのピアノソロ、そして上智大学ハンドベ
ルクワイアによる音楽演奏がパーティを盛上げてくれました。
　さらに、パーティに参加した人たちへのお楽しみ企画として、ミス＆ミ
スターソフィアおよびサンタさんとのじゃんけん大会があり、勝者には
ちょっとしたプレゼントを差し上げました。今回、ステージパフォーマンス

をしてくれた学生サーク
ルは今回が初めての出演
のため、ちょっと違う感じ
のパーティでした。また、
例年のようにたくさん出
展されたブースも来場者
に楽しんでいただきました。
　パーティには昨年と引き続き、多くの留学生たちも参加、上智らしいイ
ンターナショナルな感じの集まりになりました。

第22回オールソフィアンズ
健康マラソン大会を開催

　体育会OB会は第22回オールソフィアンズ健康マラソン大会を
2015年12月13日（日）、小雨降る皇居で開催。マラソンの部42名、
ウォーキングの部18名の合計60名が参加し、全員が完走、完歩しま
した。男性1位は鳥海一仁さん、女性1位は庄内菜穂子さんで、団体1
位はあるこう会OB会でした。

体育会
OB会

多数の留学生も参加したASC2015
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第25回コムソフィア賞受賞者を決定
マスコミ･ソフィア会では、社会の片隅でキラリと光るソフィアンを選考し、
コムソフィア賞を授与してきましたが、今回第25回を迎え次の方々を受賞
者に決定しました（順不同）。
●植木千可子さん（1983院前外国／早稲田大学大学院教授）
世界的視野に立った抑止論による著書は、今後の日本の針路を考える
上で貴重であると評価されました。
●孔 健さん（1996院後文新／日中関係評論家、週刊チャイニーズドラゴン主幹）
日中関係評論家として多くの著作活動を通じて日中対話への貢献。今後
の日中対話にとってきわめて貴重なジャーナリストとして評価されました。
●石川えりさん（1999法国／NPO法人難民支援協会代表理事）
長年日本における難民問題解決に努力を重ね、日本初の難民認定関
連法案改正に貢献。全世界的に拡大した難民問題は日本にとっても大
きな課題であり、今後の活動への期待が大きく評価されました。
今回は25回という節目であることから、授賞式ならびに受賞者の記念講
演会、懇親会を5月に行われる「オールソフィアンの集い2016」会場にて行
うことになりました。

　学生の就職活動においては、それぞれ興味ある企業で実際に働いて
いる先輩を訪ね、実際の仕事内容や企業の雰囲気などを知ることはきわ
めて重要なステップだといわています。
　そこで上智大学でも、ソフィア会が協力し「OBOG交流会」（キャリアセ
ンター主催）を実施しており、すでに7年目を迎えました。昨年度も、2015
年12月5日（土）、そして2016年2月20日（土）と2回のOBOG交流会を開催。
それぞれ10名の卒業生に対して、1回目は約50名、2回目は約100名の学
生が参加しました。
　約3時間のセッションでした
が、お互い有意義なイベントと
なったようです。ソフィア会の窓
口となっているソフィア会事業
企画委員会キャリア支援委員会
は、今後もこの交流会を継続し
ていく計画で、活動に関心のあ
る卒業生を募集しています。

 法学部同窓会のセミナーシリーズ
「法と実務の最前線」

好評
です！

マスコミ・ソフィア会

7年目を迎えた「OBOG交流会」
学生の就職活動を支援

　法学部同窓会は「シリーズ　法と実務の最前線」と題したセミナーシリー
ズ企画を2014年7月に開始、現在まで6回のセミナーを実施してきました。
　民間企業や官庁などで法実務にたずさわっている法学部同窓生や学
問研究を行っている法学部の教員を講師に迎え、その時々のタイムリー
な話題を取り上げ、昨今の立法事情や行政運営、判例動向など踏まえて
解説・検討を加えるものです。毎回、2号館13階の法学部大会議室で開
催しており、参加費は無料。法学部に限らず上智大学および大学院の卒

業生、学生、教職員が参加できます。
　テーマは専門性の高いものですが、ソフィアンが“法と実務の最前
線”に接することのできる絶好の機会です。また、毎回講演会終了後に
は講師も含めて懇親会を開催しており、法律の専門家も多数参加しま
す。ちょっとした法律相談も可能ですので、ぜひご参加ください。セミ
ナー開催については、毎回ソフィア会Webサイトやメールニュースでお知
らせしています。

第4回／2015年7月22日（水）
テーマ：「『違憲』法案の国会審議とその結末は？」
講　師：高見勝利上智大学法科大学院教授
安保法制関連法案は、砂川事件最高裁判決まで持ち出す政府当
局の必死の弁明にもかかわらず、憲法9条の限界をはみ出すもの
であることは明白。瀕死の９条について考察。

第5回／2015年11月25日（水）
テーマ：「TPPを読む ̶国際経済ルールの視点から」
講　師：川瀬剛志上智大学法学部教授
このほど、TPP（環太平洋パートナーシップ）協定が大筋合意に達
し、世界のGDPの４割を占める巨大経済圏の誕生に大きな一歩
を踏み出した。しかし報道ではコメをはじめ農産物や自動車の関
税といった市場アクセスに関心が偏り、全体像は理解されていな
い。国際経済法の見地から地域経済統合としてのTPPの正しい
全体像を明らかにし、その意義と今後について考える。

第6回／2016年3月5日（土）
テーマ：「家族の多様化と法」
講　師：羽生香織上智大学法学部准教授
民法750条は、『夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は
妻の氏を称する』と定め、2015年12月16日最高裁判所大法廷は、
民法750条を合憲と判断した。これは法が家族の多様化といかに
向き合うのかを問う重要な判断であり、民法の家族に関する基本
的枠組において、今回の最高裁大法廷判決がどのように位置づ
けられるのか、今後の法における家族のあり方について考察。

第1回／2014年7月24日
テーマ：「福島原発事故と安全規制改革－原発と電気料金の行方」
講　師：古城誠上智大学法学部教授
原発の運転停止をもたらした福島原発事故後、新しい規制体制のもと
で運転再開条件が検討された。一方、大飯原発訴訟では、裁判所は最
高裁伊方原発訴訟判決と異なり、原発の再開差し止めの判決を下して
いる。そこでセミナーでは、原子力規制委員会のもとでの安全規制の
改善とこれによって期待される効果、大飯原発訴訟判決の特徴とその
長短、さらには、電気料金と原発との関係についても検討。

第2回／2015年1月13日
テーマ：「従業員の発明は誰のものか？」
講　師：駒田泰土上智大学法学部教授
中村修二教授が、青色LED発明の業績を評価されノーベル物理学賞
を受賞。その中村教授が口をきわめて批判しているのが、職務上された
発明を会社に帰属させる方向で現在おこなわれているわが国の特許法
改正の動き（現行法上は発明者従業員に帰属する）である。中村教授は、
一体何に「怒っている」のか。その批判にもかかわらず、法改正にはそれ
相応の意義があるのか。セミナーでは、近年の職務発明をめぐる活発な
法的議論の背景を、不正競争防止法なども視野に入れ解説・検討。

第3回／2015年4月22日
テーマ： 「国際化時代における家族の子をめぐる紛争とハーグ条約」
講　師：大谷美紀子弁護士（87法国卒）
グローバル化する世界の中で家族の国際化も進み、こうした「国際的な家
族」において結婚生活の破綻など、監護紛争が増えている。子どもが他の
国に連れ去られた場合などの事態に対応するため、子どもの元の居住国
に迅速に返還することを義務付けたハーグ条約があるが、セミナーでは
ハーグ条約の背景にある問題やその実態、今後の展望などについて紹介。

● 

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
セ
ミ
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ー
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要 

●

● 
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INFORMATION

　昭和21年から上智大学英文学科で教鞭を
執られ、昭和48年には上智短期大学創設に
ご尽力後、双方で英文学を教えてこられた巽
豊彦名誉教授が亡くなられて2年半が経とうと
しています。そこで、先生の生誕百年記念遺
稿集が出版されるのを機に、９月25日（日）にシ
ンポジウムを開催致します。テーマは「英文学
の紳士像」、「上智大学とカトリシズム」など。
　詳細については英文学科同窓会ブログサ
イトまたはフェイスブックでお知らせします。お問い合わせは英文学科同窓会
（eibun-alumini@sophia.gr,jp)までお願い致します。

巽豊彦上智大学名誉教授の
生誕百年記念シンポジウムを
開催します

オリンピック・パラリンピック支援特別委員会が
情報会員の登録を募集しています

　ポルトガル語学科同窓会は
2015年度、6月総会をはじめ、11月
に卒業生によるミニ講演会と懇親
会、1月にブラジル料理と、3回ほど
の集会を持ちました。また、新年度
早々には元ポルトガル語学科教授
で、「現代日葡辞典」（小学館）を
編集されたコエリョ先生の「司祭叙階50周年記念ミサ及びお祝いの会」を
聖イグナチオ教会ポルトガル語ミサグループとお祝いしました。
　これまでの同窓会の活動履歴及び今後の予定については、同窓会ブログ
（http://www.sophiakai.jp/blog/portugues/）に掲載しています。ぜひ、
ブログをご覧ください。

　ソフィア会は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と
連携協定を締結した上智大学の事業を支援し、社会貢献・会員交流
事業としてオリ・パラ支援活動を促進するために「オリンピック・パラリン
ピック支援特別委員会」を設立しました。
　この委員会では、スポーツ庁が支援を決定した「ラグビーワールドカッ
プ2019」と「関西ワールドマスターズゲームズ2021」についても、地域ソ
フィア会などに支援を呼びかけ、地域への貢献と共に、地域ソフィア会
の活性化をはかることも視野に入れて活動を進めていく予定です。
　具体的には、①支援人材育成（卒業生・学生）としての講演会・ボラ
ンティア講座などの開催、②ボランティアなど支援人材バンクの設置と運
営、③関連情報広報による気運醸成―メールマガジン、ホームページ、
SNSなどの活用と海外ソフィア会（英国・ロシア・ブラジル・韓国など）・

地域ソフィア会への広報活動依頼、④地域活性―地域ソフィア会によ
る発展途上国などの事前合宿支援やラグビーワールドカップ2019開催
地全国12か所での支援活動（開催地での支援活動への参画、1校1国
運動などの国際交流事業支援など）、関西広域で開催されるワールド
マスターズゲームズ2021関西大会の支援活動などを考えています。
　すでに3月31日には上智大学と共催で、交換留学提携校英国East 
Anglia大学のDr. Roger Bainesによるスポーツ通訳講演会を開催、
満員の会場の約半数は卒業生でした。
　今後、この委員会の活動に関する情報の送付を希望される方は、卒
年、学科名、氏名、メールアドレスをoly.para@sophiakai.gr.jp に登録し
てください。

　フランス文学科は、今年創立50周年を迎えます。そこで、10月1日（土）午
後、クルトゥルハイム聖堂にて感謝ミサ、続いて10号館講堂にて記念式典と
シンポジウム、さらに2号館学生食堂にて祝賀会を開催します。
　感謝ミサはハビエル・ガラルダ神父の司式で、学科創立にご尽力された
ジャック・ベジノ先生、父路門フランソワ先生をはじめ、フランス文学科関係
の皆さまへ感謝を捧げたいと思います。
　また、シンポジウムはフランス文学科の吉村和明教授がコーディネーター
をつとめ、清岡智比古氏（８２年卒、明治大学教授）、寺田寅彦氏（９０年卒、
東京大学教授）、吉川順子氏（００年卒、京都工芸繊維大学准教授）が登
壇される予定です。当日は、恩師の先生方もお招きいたします。

　さらに５月２９日（日）のオール
ソフィアンの集いでは、今年も
「仏文カフェ」を開催いたします。

●同窓会ブログサイト開設
のお知らせ。ソフィア会web
ページ学部学科同窓会フラン
ス文学科にリンクを貼りました。

フランス文学科創立50周年
記念行事を決定しました

ポルトガル語学科同窓会の活動に
注目してください

募集中

　上智大学とソフィア会、ソフィア経済人倶楽部が共催し、法学部同
窓会と経済学部同窓会（経鷲会）が後援して、上智大学法学部卒
業の女性キャリアであり日本郵便唯一の女性執行役員である浅見
加奈子さんの講演会を5月19日（木）に開催します。会場は学内2号
館17階の国際会議場で、18：00～19：30に講演を、その後2号館5階
教職員食堂において19：30～20：30まで懇親会を行います。
　浅見さんは1988年に上智大学法学部を卒業。その後国家公務員
上級試験を経て、旧郵政省に入省。現在は、民営化された日本郵便
株式会社において最年少の女性執行役員として郵便事業における
各種企画制作に携わっています。
　講演会では、2万4,000以上の郵便局と約20万人の従業員を擁す
る日本郵便株式会社の唯一の女性執行役員である浅見さんに「民
営化と上場を経た郵政事業の今」について解説していただきます。
卒業生はもちろん、特に公務員を目指す現役学生は、在学中に官僚
になる道を選択した理由や、最難関のひとつである国家公務員の試
験対策、また任官後の多くの経験を聞くことができる絶好の機会です。

上智卒女性キャリア、
浅見加奈子さんの
講演会を5月19日に
開催します

コエリョ先生のお祝いの会

巽豊彦先生

2015年の仏文カフェ
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Sophians’ Chemistry
～メンストから世界が見えたなら～

5/29 日

10:00～16:00  
上智大学 四谷キャンパス

■基調講演会
エンターテインメント、経済、国際社会など、幅広い分野の第一線で活躍する
ソフィアンの活躍を叡智として、ソフィア会13万人+現役2万人=15万人に
つなげていきます。
◇12：00～13：30　「面白さの発見、伝え方の発明」
    川村元気さん（映画プロデューサー・小説家）
◇14：00～15：30　「事業構造の変革に対応する。IT革命（IoT、人工知能 etc.）、建設業変革、マーケティング4.0」
　江端浩人さん（株式会社アイ・エム・ジェイ CMO、事業構想大学院大学教授）
　若山圭介さん（双栄基礎工業株式会社代表取締役）

（雨天決行）

ソフィア会の公式行事「オールソフィアンの集い（ASF）」。
今年のテーマは「Sophians’Chemistry～メンストから世界が見えたなら～」。
卒業後活躍するソフィアンや在校生の出会いを通じて、今まで触れることのなかった
分野に触れる刺激や、コンフォートゾーンを越えたチャレンジへのきっかけとなるような
企画をご用意しています。ソフィアンの作家の作品や対談が楽しみなブックカフェ
「下北沢 B&B」出張企画、映画プロデューサー・小説家の川村元気さんの思考を探る
トークショー、大人気のゆる婚、TEDxSophiaUなど、学びと遊びの好奇心を満たす
コンテンツ。5月29日をお楽しみに。          　　　　　  委員長　寺脇加恵（00法法）

講演会 12号館
201教室

川村元気さん

3号館
521教室

■トークイベント「美女図鑑」
SNSなどでも話題の上智大学美女図鑑のトーク・イベントを開催します。
大学生活や大学時代取り組んでいること、将来の夢などをお伺いします！
上智大学の"今"に触れる貴重な機会ですので、ぜひお越しください！
ゲスト（予定）：反後花美さん、徳岡良子さん、調整中（乞うご期待！）
司会：金谷武明（95法法／ネオソフィアン代表）※撮影会等の予定はございません。
時間／15：00～16：00

12号館
202教室

2号館
401教室

■晴佐久昌英神父講演会
カトリック界のスーパースター、ソフィアンの晴佐久昌英神父が
今年もASFに登壇 ! 今年1月にローマ教皇フランシスコによって福者に認定
された高山右近を通して、「信じて生きる」ことについて熱く語っていただきます。
時間／14：00～16：00 

ASF2016公式サイト
http://www.sophiakai.gr.jp/̃asf2016/

■コムソフィア賞受賞記念 講演とシンポジュウム

「今、ソフィアンが語る『今日の戦争と平和』」
時間／13：00～15：00
 （15：00から2号館402教室で懇親会※懇親会のみ有料です）
植木千可子さん（早稲田大学大学院教授 : 安全保障）
孔健さん（日中関係評論家）
石川えりさん（難民支援協会代表理事）

定員100人

植木千可子さん 孔健さん孔健さん 石川えりさん
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正門 ソフィア通り

北門

東門

体育館・プール体育館・プール
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館
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館

9号館9号館

7号館7号館

食堂（地下）食堂（地下）

10号館10号館

中央図書館・総合研究棟（L号館）中央図書館・総合研究棟（L号館） 11号館11号館

12号館12号館

聖イグナチオ教会聖イグナチオ教会

上
智
紀
尾
井
坂
ビ
ル

上
智
紀
尾
井
坂
ビ
ル

S.J.ハウスS.J.ハウス

クルトゥルハイムクルトゥルハイム

クルップ・ホールクルップ・ホールマシン・ホールマシン・ホール

ホフマン・ホール
保険センター
ホフマン・ホール
保険センター

8号館

←至　四ッ谷駅

麹町
大通
り

（新
宿通
り）

麹町
大通
り

（新
宿通
り）

守衛所

守
衛
所

守
衛
所

四谷キャンパス

 

■東北企画
東日本大震災の被災地沿岸部に「森の防潮堤」
を築く、「ソフィア・森の長城プロジェクト」の支援活動、
カリタス大船渡ベースの活動紹介と大船渡の名産品
を販売します。

■学内ツアー
上智大学のキャンパスを
久しぶりに歩いてみませんか？
現役生のガイドとともに学内を巡る
ことで、“今”の上智を知ることので
きるツアーです。
参加者にはプレゼントも……？

■上智生のためのコネクションカフェ
現役ソフィアンと、各界
で活躍するOB・OGソ
フィアンとの交流の場。
キャリアに関するお話

を通じて、キャリアに対す
る考えを深めましょう。
時間／11：00～15：30

■ソフィア雀荘
老若男女問わず、さまざまな世代のソフィアン
と、麻雀を通じて交流しましょう！久しぶりにあの楽しさ・
緊張感を味わいませんか。

■キッズ向け企画
ASF には、小さいお子様がお楽しみいただける企画も盛りだくさん！
お子様と一緒にぜひいらしてください。
●キッズエンターテインメント

●エコルーム（無料エコ工作体験）
　身近な廃材を再利用してサシェやスタンプを作る体験型ワーク
　ショップを行います！小さいお子様から大人の方まで誰にでも簡単に無料で参加していただけます。

●秋葉原プログラミング教室・特別無料体験キャンプ
今年から中学生の必修科目にもなったパソコンによるプログラミング授業。今の時代のミリオネアは全員
プログラマーだと言われています。こうした「教養としてのプログラミング教育」を我がソフィアンが立ち
上げました。その名も「秋葉原プログラミング教室」「パソコンを使って9分でゲームアプリが作れるように

なる驚異の勉強法」。ASFで特別無料体験キャンプを実施します。大富豪になりたいキッズ集まれ！！
参加には事前に申し込みが必要です。詳細はASF2016公式サイトでご確認ください。

■TEDxSophiaU
TEDとは、「Ideas worth spreading」を理念
とし、世界規模で講演を主催している団体です。たった

18分で、あなたに驚きと感動を
お届けします。お申込方法・詳細
はASF2016公式サイトでご確
認ください。

■ゆる婚
今年で5回目となる「ゆる婚」
は、上智大学のOB・OG限定の婚活
企画です。応募開始日は5月9日。
参加費はお一人様1,000円です。
お申し込み方法等、詳細はASF2016
公式サイトへ！

紀尾井坂
ビル5階

10号館
講堂

1号館
402教室

メイン
ストリート

7号館
特別会議室

メイン
ストリート

第一
体育場

1号館
202教室

▶

12号館
203教室
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■SJ ガーデン
ふだんは一般に開放されていないため、現役時代
には一度も入らずに卒業された方も多いことでしょう。
ASFの日にぜひお寄りください。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」を企画してい
ます。楽しいひとときをガーデンで過ごしませんか？
時間／10：00～15：30

■メイド喫茶
「お帰りなさいませ。ご主人様♡」
上智でしか会えないソフィアン美女がメイドに
なって、貴方の元へお料理やお洒落なカクテル
をお届けします！そんなメイド達とゲームも
出来ちゃうかも…気になる方はぜひぜひお立ち
寄りください！メイド一同心よりご来店お待ち
しております♡

SJ
ガーデン

1号館
201教室

■模擬店 IFC インターナショナルフードコート
IFC（インターナショナルフードコート）では
今年もたくさんの模擬店が出店されます！
ネパール料理やブラジル料理など、ソフィア
らしく国際色豊かな食べ物や飲み物を提供
します。もちろんビールなどのアルコール類
の用意もございますよ。食を通してメンスト
から世界を見てみましょう！！！

■下北沢「B＆B」上智大学店
下北沢で大人気のブックカフェ「B&B」がASFに出店！
博報堂ケトル代表・本屋大賞の設立メンバーの一人でもある
嶋浩一郎さんとソトコト編集長指出一正さんの同級生対談や、
今野敏さん、川村元気さん、久美沙織さん、須賀しのぶさん
によるトークショーを実施！（座席は5/10より予約開始予定）
上智出身作家の書籍やビールをご用意しています。詳しくは
ASFもしくはB&Bの公式サイトをご覧下さい。あなたも素敵な
本に出会ってみませんか?もちろんビールを片手に！

■ソフィア商店
鷲のマーク入りソフィアグッズやASF
オリジナルグッズなどを数量限定で販売します！
メインストリートで赤い看板を見つけたら、ぜひお立
ち寄りください。

■Sophians’ Bar
お祭りの合間にお寛ぎ頂けるバーをご用意しました。
ソフィアンの仲間とお誘い合わせの上、ぜひお越し下さい。

メイン
ストリート

1号館
206教室

■ソ実模擬店
今年もソフィア祭実行委員会がASFのTシャツを着て、
模擬店を出店します！皆さまをお待ちしております♪

■Café Timor Leste
東南アジアの小さな島国、
東ティモール民主共和国のフェアト
レード・コーヒーショップです。東ティ
モールのコーヒーや、チョコバナナマ
フィンなど軽食をご用意して待って
ます！東ティモールの民芸品の販売
や、東ティモールの魅力を知ってもら
う観光案内、NGO主催のコーヒー生

産者の暮らしを知るスタディーツアーの紹介を行っています。

メイン
ストリート
2号館前

■ソフィアンズギャラリー
同窓生のためのギャラリーです。あなたも絵画、陶芸、
写真など自作品を展示してみませんか。美研の現役生・OBが運営
を手伝っています。　時間／10：00～16：00

■フリーマーケット
ASF 恒例のソフィアンによるフリーマーケット。
ぜひ、お立ち寄りください。
時間／10：30～15：30

1号館
104教室

メイン
ストリート

■The Sophians’Quilt Society
キルトの展示と手作り布小物＆
お菓子のチャリテイ販売、カルトナージュ
講習会を行います。針と糸で紡いだ美しい
布の世界、‘スローな時間’の中で癒されて
みませんか？寄付先は学生団体「めぐこ」。
http://sophiansquilt.jimdo.com/
時間／11：00～15：30

1号館
106教室

メイン
ストリート

メイン
ストリート

10:00　オープン 
11:00～11:45　嶋氏VS指出氏　同級生対談　 
14:00～14:45　川村元気氏トークショー　 
15:00～15:45　今野氏･久美氏･須賀氏　作家対談　
16:00　クローズ

1号館
105教室

今野敏さん 久美沙織さん 須賀しのぶさん
「写真提供：文藝春秋」

http://bookandbeer.com/
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藤岡みなみ さん 川島葵 さん 高市佳明 さん

■ソフィア文化芸術ネットワーク
島薗進氏講演会『死生学 日本人の死生観を考える』 宗教学者、
東京大学大学院名誉教授。死生学（Thanatology）とは何か。死生学の根本
にある問いは「死を迎える人の心の痛みにどう応えるべきか」。死ぬときに
悔いのない生き方は何か。魂とは何か。生老病死とは何か。病院の医師や
看護師に死生学を教える授業がある。   
時間／14：00～16：00

1号館
204教室

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
豪華パフォーマンスを披露。司会は元東海ラジオの超人気DJ・川島葵さん。
ゲストは現在多方面で活躍されている上智OG・藤岡みなみさんです。
上智OB・高市佳明アナにもご出演頂き、NHK総合（北海道）の人気地域情報
番組「穴場ハンター」を四ツ谷バージョンでお届けします！
さらに毎年恒例のカリー元学長の弾き語りも必見です。最後は応援団チア
リーディング部のメンバーと校歌を熱唱してソフィアカラーに染まってみ
てはいかがでしょうか。タイムテーブルはASF公式サイトをご覧下さい。

STAGE

■SNS連動企画　【ASFを写そう#ただいま上智】
キャンペーン対象のアイテム（写真撮影スポットの装飾や、ASFグルメ、ワークショップの作品
などなど、多数予定しています☆）をカメラでパシャリ！ASFの思い出写真を、ハッシュタグ
「#ただいま上智」をつけてツイートすると、豪華プレゼントが抽選で当たります。『えっ、ツイッター、
やってない……』という方も、ご安心下さい！ソフィア商店内にあるブースにお越しいただいて、
撮った写真を見せるだけでも、嬉し楽しい参加賞をプレゼント致します！！！
（詳細はASF2016公式サイトをご覧ください♪）

STAGE

メインストリート中央 
特設ステージ

（雨天時は9号館カフェテリア）
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■ボランティアWG
～赤ちゃん先生が妊婦さんの悩みを解決します!～

妊婦さんに、赤ちゃんを持つ先輩ママが情報を提供します。
子育てについて悩んでいる新人ママのほかに、パパも参加OK！
対象者／プレママ・プレパパ・新婚さん
           （お二人目のお子さんご希望のプレママさんも大歓迎！）
協力／NPO法人ママの働き方応援隊  
web／https://www.mamahata.net/     
時間／14：00～15：00 （受付開始／13：50）

2号館
413教室 ■人生100年！筋力測定と健康・介護相談

看護保健・介護福祉の専門職が皆さ
んの健康ライフをサポートします。
昨年好評だった血圧測定から今年は筋力測定
（脚力、握力）、肺活量、食物をかむ、飲み込む力な
ど、看護師、保健師、介護士、ケアマネージャー
に加え、今年から言語聴覚士、社会福祉士、精神
保健福祉士などが皆さんをお待ちしています。
人気の体験コーナーにぜひお越しください。
時間／11:00～15:30

1号館
103教室

■SPEECC「英文法祭り」
コミュニケーションに役立つ
英文法・語法をスキルとスリルいっぱ
いの冒険クイズにアレンジ。優秀者
には、SPEECC認定のGrammar 
Award（グラマー賞）を贈呈します!    
時間／10：00～16：00

1号館
205教室

■「あなたの知らないオリパラ・ボランティアと　
　ウィルチェアラグビーの世界」
2020年GAME MAKER（大会ボランティア）業務
の基礎知識説明とQ&A。現役ウィルチェアラグ
ビーアスリートの生タックルを体感しよう！
ASF直前ベニューツアー実施。選手村、競技施設
の今を巡る。
時間／11：00～12：30    13：30～15：30

2号館
408教室

■「NEXT100プロジェクト メンストのテントでPR！」
　～ワーキンググループ、大集合！～

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
という取組みです。メンストのテントでプロジェクトの
メンバーが活動紹介 をしたり、ご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。
時間／10：00～15：00

メイン
ストリート

■起業WG講演会  
「LINE元社長の森川亮氏が遂に上智に!」
最近、起業は、自分の可能性を伸ば
すための一つの手段であると考え
る学生が増えています。また、既に
交友関係や資金調達の知識などが
ある卒業生も、今後の人生において
起業は一つの選択肢となっている
ようです。そこで、LINE急成長の
立役者で昨年新会社を起業した
森川氏と本学学生起業家の永渕氏
をオールソフィアンズフェスティバル2016にお招きし、起業を
テーマとした講演会を開催します。起業を志す人もそうでない人も、
今を生きる二人の姿からきっと未来へのヒントが見つかるはずです。
対象／上智大学在校生・卒業生及び同行者　参加費／無料
参加方法／森川氏講演については事前申込が必要です。
お申込はこちら▶https://www.sophiakai.gr.jp/form/fid_197.html
時間／永渕裕樹氏 11:30～12:30　  森川　亮氏 13:00～14:00

2号館
414教室

NEXT100プロジェクトNEXT100プロジェクト
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■産学技術交流会 ～理系ソフィアンの集い～
今年は、理工学振興会と理工学部同窓会とで産学協調による集いにしました。
ご家族ご一緒に奮ってご参加下さい。詳細：http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/
【講演会】　◆場所／3-123教室　◆時間／13：00～15：30
13：00～13：30 「日本の組紐」／道明 葵一郎氏（有職組紐「道明」代表取締役社長）
13：30～14：00 「結び目の数学とその応用」／大城 佳奈子先生(情報理工) 
14：00～14：30 「革新的燃焼技術プロジェクト」／一柳 満久先生(機能創造)
14：30～15：00 「レースは走る実験室」／矢野 博之氏(2009機械卒・本田技研)
15：00～15：30 「ノーベル賞解説～微生物に出会った化学者」／齋藤 玉緒先生(物質生命)
【展示】 ＜大学院領域研究成果の展示＞　◆場所／3-124教室　◆時間／12：00～15：30
【懇親会】　◆場所／3-171教室　◆時間／15：30～17：00
【キッズコーナー&イベント広場】　◆場所／4-175教室　◆時間／12：00～15：30
【クラス会】　◆場所／4-183、184、185教室　◆時間／10：00～13：00　
お申し込み：理工学部同窓会 rikougakubu-alumni@sophiakai.gr.jp へ
★主催：理工学部同窓会・理工学振興会　★協賛：研究推進センター

■中国人留学生会
在校生の中国人留学生による「企業説明会」
を開催します。また中国人留学生のOBOGも参加し
ます。様々な分野で活躍している中国人留学生をぜひ
ご覧ください。
時間／10：00～16：00

2号館
405教室 ■石澤良昭先生と建学の精神を学ぶ旅

　「ベトナムとカンボジア」
石澤先生から建学の精神を学ぶ旅のご紹介です。
●説明会　第1回／13：00～　第2回／14：00～

1号館
203教室

3号館
4号館

■『日伊国交樹立150周年記念
　～カラヴァッジョ展』
　特別記念講演会
「イタリア・バロック芸術とカラヴァッジョの魅力」
講師／国立西洋美術館研究員・川瀬佑介さん
時間／13：00～16：00
会場／３号館348教室
入場料／無料・定員先着150名（自由席）
主催／ソフィア美学芸術学研究会

3号館
348教室
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■金祝（1966年卒）
卒業50年を祝い、「祝賀会」を開催します。再会を祝し乾
杯しましょう。一人でも多くの方の参加をお待ちしています。
場所／11号館地下1階ラウンジ　時間／12：30～14：00

11号館

■ルビー祝（1976年卒）
卒業から40年、銀祝から15年、珊瑚祝から5年。「ソフィア
の仲間ふたたび」。同期の仲間と誘い合わせて、皆で参加しましょう。
場所／12号館5階502教室　　時間／13：00～15：00

7号館

■銅祝（2001年卒）
卒業15年の銅祝は祝賀会を開きませんが、参加者に
はお一人ずつ祝状を手渡しし、ドリンクやお菓子を準備した
「寛ぎの場」を提供します。ご家族ご同伴でのご参加でも結構で
すのでどうぞお越しください。
場所／2号館5階教職員食堂    時間／12：30～15：00

12号館

2号館

■銀祝（1991年卒）

　そうだ！銀祝へ行こう！
卒業25周年を祝って祝賀会を開催します。25年の歳月をタイム
スリップし、皆で再会しましょう！1987年入学、または1991年
卒業のソフィアンが対象です。
場所／2号館5階学生食堂　時間／13：00～15：00

2号館

■ASF2016 記念ミサ
参列をご希望の方は、当日
9：15より聖堂前で配布される「ミサ
のしおり」をお受け取りください。
主催：上智大学ソフィア会　　
協力：SJハウス、上智大学カトリック
センター、上智大学カトリック学生の
会、上智聖歌隊
時間／9：30～10：15 　
場所／聖イグナチオ教会  マリア聖堂

イグナチオ
教会

■金祝燦燦会
　「スピーチコンテスト」「お休処」
昨年は7か国から7名が参加し、スペイン出身のサモラ・ラブラン
カさんが「恥じる心の壁」と題するスピーチで優勝しました。今年
も、42か国200名近くの留学生が滞在している祖師谷国際交流会
館を含め、幅広く参加留学生の募集を行っています。そして、今年
の金祝燦燦会「お休処」ではソフィア会の国際委員会の協力を得
て、留学生と日本人学生との交流、そして燦燦会会員との交流を
目指しています。もちろん、例年通り72歳以上となる燦燦会の会
員同士の親睦のための大切な場となります。
●スピーチコンテスト : 1号館102号室／12：00～15：00
●お休処 : 1号館101号室／11：00～15：30

1号館

■金・ルビー・銀・銅祝式典
金祝（1966年卒）ルビー祝
（1976年卒）銀祝（1991年卒）
銅祝（2001年卒）の卒業生の
皆様、是非講堂にお集まりくだ
さい。なお、満席の場合は他の
教室でのTV中継になる場合も
ありますのでご了承ください。
場所／10号館講堂    
時間／10：30～11：30

10号館

■ソフィア会会員大会
式典に引き続きソフィア会会員大会が開催されます。
ソフィア会会員ならどなたでも参加できます。
場所／10号館講堂    時間／11：30～12：00

10号館
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助産師と一緒にパパママ体験

― 上智大学は2014年、文部科学省のスーパーグローバル等事業「スー
パーグローバル大学創成支援」グローバル牽引型に採択されました。
　上智大学は初めからグローバルな学術体系を備えていました。イエズス
会そのものがグローバルな学識と行動を兼ね備えた修道会です。学識とは
神様の意図の解明ともいえますし、修道者はその実習者なのです。　
　グローバルとは単に英語ができるとか海外と交流することではありません。
多様な背景をもつ人たちとつながり、その人たちの存在と思考を大切にする、
ひとりひとりの人間を尊重するということです。とはいえ、論文を読んだり、交
流をはかるために、英語は必要です。やはりアングロサクソンは世界を動かし
ているところがありますから。さらにPh.Dのためにはフランス語やドイツ語も必
要です。スペイン語も文芸上使用される国は多いです。

― 今は、中国も世界に大きな影響力を持つようになってきました。
　ですから、中国語も有益です。日中関係を勉強し始めると、面白くてやめら
れません。2014年、夏季ダボス会議に参加するために中国の天津を訪れた
とき、天津博物館へ行きましたら、母方の祖父芳澤謙吉が宣統帝（愛新覚
羅・溥儀）から享受した書が丁寧に飾られており感激しました。周恩来を偲
んで造られた広い公園にある博物館では、宣統帝の宝物が大事に遺され
ていました。面白いところですからぜひ訪問してください。

― その一方、日本と中国の関係は悪化していると報道では見聞します。
　マスコミの流す単純なナショナリズムで行動してはいけません。中国は一
党独裁と言われることがありますが、あの大国でそんなことができると思いま
すか？そもそも、現代において、一国だけが進歩することはありえないのです。
相互理解と分かち合いで進歩していく時代なのです。
　天津のダボス会議に、日本からはどんなメンバーが来ていたと思います
か？経団連のトップがそろって出席していました。日中関係を大事にして、実
態に対応している人々です。専門家同士のハイレベルな交流もお互いを発
展させています。

― ところで先生は、1980年から91年まで上智大学で教鞭を取られまし
た。そのいきさつを教えてください。
　ユニセフ（国際連合児童基金）の議長をしていたときでした。フィリピン
のごみの山で貧しい人々を手伝っている私をピタウ先生がご覧になり、学
問と現実を結びつけた教育のため、上智の教授にと誘われたのです。当
時、ピタウ先生は、自ら新宿駅頭に立って難民援助のための募金活動をさ
れたり、休暇中に学生をフィリピンやインドシナに連れて現地の体験教育を
されるなど、尊敬すべき方でした。のちに国際関係研究所を作られ、同僚
には蝋山道雄さんや武者小路公秀さん、鶴見和子さんもおられました。自
由に研究できる素晴らしい環境でした。その後上智では外国語学部長、
国際関係研究所長も務めました。

― いつも、世界を飛び回っていますね。
　私は外交官の父とともに、アメリカや中国で幼少期を過ごしました。第２次
世界大戦後に聖心女子大学の第１期生として卒業し、ロータリー財団の奨
学金を受けてアメリカのジョージタウン大学へ留学しました。聖心女子大学
の同級生４０人のうち、過半数がアメリカやフランスへ留学しました。戦争に
負けたばかりの日本から、豊かなアメリカへ行き、大学生活を張り切って過ご
しました。ジョージタウン大学で外交史を学び、修士号をとって日本へ帰りまし
た。みんなが新しい戦後を作ろうとしていた時代です。帰国後は、日本政治
史を学んで、日本の位置付けを知りたいと思いました。私の曽祖父は内閣総
理大臣の時に、５・１５事件で殺された犬養毅ですし、母方の祖父も父も外
交官で、軍部には苦い思いを持っていた家系でした。そんな環境に育って、
「日本はどうして戦争をしたのか」について、反省と好奇心を持っていました。
日本政治史は、東大法学部の岡義武先生の研究室で３年間、指導を受けま
した。その後、研究の進め方を相談したところ、国際政治学の理論を学ぶこ
とを勧められ、カリフォルニア大学バークレー校の博士課程に行くことになりま
した。このときの研究はのちの国連難民高等弁務官（UNHCR）や国際協力
機構（JICA）の仕事でたいへん役に立ちました。
　博士号をとって帰国、その後結婚し、しばらくして国際基督教大学（ICU）
の非常勤講師になりました。子どももまだ小さかったですし、大変な毎日でし
た。ICUでは、東アジアの国際関係史を教えていましたが、参議院議員の市
川房枝さんの要請で、国際連合総会日本代表団に加わることになり、それ以
来、国連と関係するようになったのです。

― 今はネット社会になって、居ながらにして世界の情報が見られるという
人もいます。
　しかし、インターネットの情報は、私にとって十分ではありません。緒方の父
が朝日新聞の主筆を務めていましたから、今でも、自宅では、朝日、毎日、日経
と、ファイナンシャルタイムス、ジャパンタイムスを購読し、それぞれの紙面を読
み比べています。ファイナンシャルタイムスは目のつけどころが鋭いと思います。

― アフリカのルワンダに、「オガタサダコ」という名前の女の子がいるそう
ですが、先生のおかげで助かった命は数えきれないでしょうね。
　私は現場主義なので危険なところにも行きます。そこにニーズがあるから
です。難民支援をするのは、人道的な必要性が大きいからです。

― 世界を支えた緒方先生が上智で教えていらしたことを誇りに思います。
　私は働きながら学び、学びながら働いてきました。いまも勉強は続けており
ます。上智大学はグローバルな勉強と研究の環境が備わっているのですか
ら、ここで学んだ皆さんは幸せです。今後の活躍を期待致します。

― ありがとうございました。

Go Global Sophians ！ 緒方貞子  上智大学名誉教授

上智は初めからグローバル。
上智で学んだみなさんは
幸せです。

33

独立行政法人国際協力機構（JICA）理事長、国連人権委員会日
本政府代表、国連難民高等弁務官などを歴任された緒方貞子上
智大学名誉教授。現在もJICA特別フェローとして、そして日本
を代表する国際政治学者としてグローバルに活躍されています。
その先生は今の上智大学、さらには今の世界をどのようにご覧
になっているのか。JICAの執務室でお話を伺いました。
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42か国64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。

ローマ ソフィア会
開催日

2015.10.24

グレゴリアン大学でローマソフィア会を
持ちました。会員数は入れ替わりがあ
りながらも、長年の一桁から2桁台に、
場所も個人研究室から学部長室に。
サンピエトロ大聖堂を遥かに望むテラ
スからの眺めに、変わらぬ永遠の都を
感じます。ローマ近郊にお住いのソフィ
アンのご参加をお待ちしています。

フランクフルト ソフィア会
開催日

2015.10.16

2013年に再結成したフランクフルト・ソフィア会
も、徐々に大きくなって現在会員数は25名。年
に3回ほどの活動を行っています。近隣のソ
フィアンの皆様、旅行や出張でお立ち寄りの方
もどうぞご参加下さい。

ジャカルタ ソフィア会
開催日

2015.10.31

ジャカルタ・ソフィア会 ゴルフ会＆懇親会を開催しました。懇親会は会員28
名・お子様3名の参加者で内10名が初参加。歓談の中で、"清水谷公園"、
"提灯行列"の話が出て、若い会員から"それって何"と言われ、ギャップに
ショックを受けた方がおられました。

マレーシア ソフィア会
開催日

2015.10.30

今年第3回目のマレーシアソフィア会クアラルンプール
支部の食事会を行いました。今回は、マレーシアで頑
張る14名のソフィアンが集合、ペナン支部からも2名
の方が参加され、賑やかに楽しく交流を図りました。

台湾 ソフィア会
開催日

2015.11.27

新会員3名の歓迎会を兼ねて年内最後
の親睦会を台北市内のMiracle House
で開催しました。ソフィアンとそのご家族
の23名が参加され、和やかな雰囲気のも
と、親好を深めました。会員登録されてい
ない方、出張等で台湾に来られるソフィア
ンは、sophia.taiwan@gmail.com迄ご連
絡ください。

モスクワ ソフィア会
開催日

2015.11.17

9月21日に定例会、11月27日に第1回ボーリング大会を開催しました。モスク
ワ市内インド料理店で開催した定例会には、当会在籍60名の内20名に加
え、外露からの留学生10名が参加、総勢30名の会となり盛り上がりました。

ソウル ソフィア会
開催日

2015.12.08

忘年会を開催しました。カロスキルのお洒落なマッコリバーに新会員、留学
生を含め11名が集い、楽しいひと時を過ごしました。

アイルランド ソフィア会
開催日

2015.11.30

クリスマスの飾りの灯火が美しく夜空に映える季節、4年半あまりにわたり在
アイルランド日本大使として活躍された先輩・渥美千尋大使の送別会を開
催しました。折しもアイルランド大統領殊勲賞の授賞式のためダブリンへ到
着されたドイル神父様もジョインしてくださり、素晴らしい夕食会となりました。

英国 ソフィア会
開催日

2016.01.22

「デトックス！年末年始で疲れた胃腸を癒そう」と称
して、人気のベジタリアンレストランで新年会を開
催。着物で参加された方やパートナーと一緒に参
加された方など22名が集まり、一年の始まりを祝う
にふさわしい賑やかで華やかな会になりました。

バルセロナ ソフィア会
開催日

2015.12.15

5人で忘年会を開催、楽しいひと時を過ごしました。

アムステルダム ソフィア会
開催日

2016.01.30

デンハーグ市内のレストランで新年会を催しました。約
20名の会員のうち7名が参加。皆さんオランダ生活が
長く、オランダ語が流暢で、現地社会に精通している方
ばかりだったので、ディープなオランダ社会観察と意見
交換が出来てとても楽しい会になりました。

ソフィア会海外
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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

函館 ソフィア会
開催日

2015.10.05

秋季行事の一環として、会員とその家族11名で
120余年の歴史がある北斗市太平洋セメント上
磯工場を見学。本見学会は北海道ティーシー生
コン㈱社長の当会成田副会長にご尽力をいただ
き実現しました。工場での説明の後、原料採掘場
の峩朗山へ向かい山頂から採掘場の全容と函
館湾に浮かぶ函館山や函館市、北斗市周辺の
景観を堪能しました。

日野 ソフィア会
開催日

2015.10.17

第6回日野ソフィア会を開催。今回は初参加5名
を含む22名の参加となりました。ソフィア連携室
の津久井博次氏もご参加くださり戦後の上智の
発展に関する貴重なお話をしていただきました。
お話の後は質問が飛び交い、とても有意義な時
間となりました。

石川 ソフィア会
開催日

2015.10.25

金沢東急ホテルにて今年7月に日本銀行金沢支
店長に着任された小澤浩太郎さん（84法法）に
「最近の金融経済情勢について」をご講演いた
だきました。講演のあとは29名の参加者で早い忘
年会を行い交友を深めました。

文京 ソフィア会
開催日

2015.10.30

本郷三丁目のイタリアン・レストランにて文京ソフィア会を開催しまし
た。長らく休止していた活動を、今年に入って再開しましたが、今回
は呼びかけに応じて35名の参加を得て大いに盛り上がりました。

鹿児島 ソフィア会
開催日

2015.10.31

恒例の鹿児島ソフィア会を鹿児島市内のホテルレク
ストンにて開催しました。最年長者は1957年卒、最年
少者は2012年卒まで、幅広い年代総勢24名が集い、
皆学生時代の思い出話に花を咲かせていました。

アルプス ソフィア会
開催日

2015.10.31

「新井満さんの講演と朗読と歌唱の午後：千の
風から希望の木へ」を開催しました。講演会は
一般市民も含めて600人以上の方々が集まり、
すばらしい会となって新井満さんも大変喜んで
くださいました。新井さんの本・CDも販売し、収
益金の一部を松本市を通じて東北への支援
金として寄付させていただきました。

八王子 ソフィア会
開催日

2015.11.07

マロウドイン八王子にて懇親会を開催。1957年卒から2014年卒までの幅広
い層のソフィアン28名が集い、うち8名が初参加でした。八王子ソフィア会の
懇親会の写真や今後の予定はFacebookにアップしていきますので、ご興味
のある方は  https://www.facebook.com/groups/279133565605085/ を
ご覧ください。

九州 ソフィア会
開催日

2015.11.07

第27回上智大学九州ソフィア会を熊本ホテルキャッスルで開催しました。
熊本開催は4回目で、九州各県と県内のソフィアン52名が集まりました。ま
た、ソフィア会から槇原組織委員長にご出席いただき、建設が進んでいる
ソフィアタワーなど母校の近況をお話しいただきました。懇親会では、沖縄
からのメッセージ紹介や各県の参加者の近況報告があり、27年も継続して
いる九州ソフィア会の絆を知ることが出来ました。

足利・佐野 ソフィア会
開催日

2015.11.08

あしかがフラワーパーク「ウェステリア」にて、第3回足利・佐野ソフィア会総会を開催しました。総
会案件承認後は、八木総務委員長からソフィア会の近況報告、本会生みの親である中島貞夫
氏のスピーチ、牛山足利工業大学学長より早下学長来足歓迎の挨拶を頂き、早下学長からは

「魅力ある大学を目指して」と題
し、現在の上智大学そしてこれ
からどう大学を拡大発展させて
いくかについて、併せて研究室
での活動についてのお話を頂き
ました。講話終了後、初参加の7
名、栃木市から来て頂いた6名
を含め、総勢33名で和気藹 と々
会食のひと時を持ちました。

岩手 ソフィア会
開催日

2015.11.15

平成27年度の総会・懇親会を盛岡市内のホテルで開
催しました。ソフィア会から戸川副会長、八戸ソフィア会
から堀会長の来賓をお迎えし、23名のソフィアンが集ま
り懇親を深めました。総会では、東日本大震災で大きな
被害を受けた大船渡市の副市長を3月まで務められた
本会会員の金野周明さんに、発災からこれまでの大船
渡市の復興の歩みをお話しいただきました。
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グリークラブOB合唱団
開催日

2015.09.13

上智大学グリークラブOB合唱団は元学
長、ヨゼフ・ピタウ先生の追悼演奏会を開
きました。会場の杉並公会堂はほぼ満員
で、ピタウ先生への愛と感謝を男声合唱
のハーモニーに乗せて天国へ届けまし
た。ピタウ先生には上智学院理事長、上
智大学学長だった1968～81年の13年
間、顧問を務めていただきました。

ワンダーフォーゲル部 OB会
開催日

2015.10.03～04

第15回秋のOB山行を開催。10月3日夕刻、山
中湖畔の合宿所に毎年の恒例行事となったこ
の日のためにOB・OGを中心に家族、現役を合
わせて総勢70名が集いました。夕食後はキャン
プファイヤーの炎の周りで各代の思い出の山の
歌が披露されました。翌日には有志で近くの石
割山を目ざし、巨岩を祀る石割神社を経て山頂
に立ちました。秋らしい晴天で近くは富士山と
山中湖、遠くは南アルプスの山 を々見晴らすこと
ができました。

ソフィア俳句会
開催日

2015.10.07～09

今回は番外編として10月7日（水）から三日間、大
輪靖宏先生のもと希望会員、会員と縁のある仲
間が京都近鉄ホテルを根城にして、根来久美子
さん（80文国）の味のある見事な設営で大いに
句会の輪を広げ、ソフィアンの交流を深めました。
大輪先生のさりげない朝夕のご指導と根来さん
の完璧な設営に深謝します！

外英71入学同期会
開催日

2015.10.16

昨年に引き続き学生番号71-50、51、52の合同ク
ラス会を開催しました。ソフィア会からはワインを
差し入れていただきました。お礼の印に余剰金を
維持会費として納付いたしました。

アビオン ソフィア会
開催日

2015.10.29

母校から早下学長、ソフィア会から石川副会
長、山崎主事をご来賓にお迎えし、40名を超え
るソフィアンの参加を得て、四ツ谷のスクワール
麹町で通常総会を開催。楽しく賑やかな会でし
た。（※）アビオンソフィア会は、航空、旅行、ホテ
ル、運輸などの観光産業で活躍するソフィアン
の会です。

岡山 ソフィア会
開催日

2015.11.29

後楽ホテルにて第2回岡山ソフィア会総会、クリスマスパーティー・懇親
会を開催しました。1967年～2015年卒のソフィアン約40名が集い、大
学時代の思い出や近況などを語り合い、楽しいひと時を過ごしました。

関西 ソフィア会
開催日

2015.12.18

恒例の忘年会を開催。42名のソフィアンが集まって楽しいひと時を過ごしま
した。詳しくは関西ソフィア会のブログ記事をご覧ください。
http://www.sophiakai.jp/blog/kansai/2015.html

広島西部 ソフィア会
開催日

2015.12.19

ホテルグランヴィア広島にて恒例のクリスマスパーティーを開催しまし
た。詳しくは広島西部ソフィア会のホームページをご覧ください。
http://www.sanyokure.com/home/ss/

鎌倉 ソフィア会
開催日

2016.02.06

由比ガ浜通りの画廊カフェ「ジャックと豆の木」に23人が集い、鎌倉ソフィア会
の新年会を行いました。スパニッシュ・ギターの演奏や、詩吟朗詠、替え歌の
披露などもあり、こぢんまりとした集まりならではの楽しいひと時を持ちました。

埼玉西部 ソフィア会
開催日

2016.02.13

飯能市名栗川沿いの割烹やまなかにて〝平成28年新春の集い"を開催
しました。参加者は30名で大変な盛会でした。恒例のソフィアンズトーク
は"高麗郡建部1300年について"を五十嵐副会長（67理機）からお話を
いただきました。懇親会は松尾信武（66法法）さんの乾杯の音頭でス
タート。今回も終了予定時間をオーバーし、最後は喜多濃敏雄（70法法）
さんのリードにて校歌、エールを交換してお開きとなりました。

北多摩 ソフィア会
開催日

2015.11.29

西東京市にある「木曽路田無店」で第9
回目の総会・懇親会を開催。今回は、ソ
フィア会から槇原組織委員長にご出席
いただきました。年の差「45歳」と親子の世代差を超える会員から成る地域ソフィ
ア会は学部・学科の同窓会とは一味異なり、コミュニティーの人の輪を広げる力を
持っているようです。皆さまのご参加お待ちしています。連絡先は北多摩ソフィア
会 （kitatama@sophiakai.gr.jp） です。

ソフィア会国内

各種ソフィア会は、133団体を数えます。ソフィア会各種
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NEC宇宙 ソフィア会
開催日

2015.10.30

NECの宇宙事業に携わるソフィアン
の会である当会は、今年2回目の懇
親会を開催。今回は海外向け人工
衛星搭載機器の製造/販売にてお
世話になっている住友商事所属のメ
ンバーが部署移動により宇宙事業を
離れるとのことで壮行会と、NEC府中
事業場の防衛事業に配属された新
人の歓迎会を兼ねての開催でした。

ポルトガル語学科同窓会
開催日

2015.11.07

卒業生によるカジュアル講演&少し早い忘年会を開催。天気の悪い
日にもかかわらず、約30名（教職員、現役学生および卒業生）が参加
してくださいました。ポルトガル在住の画家高橋文平さん及びサッカー
関連ライターの竹澤哲さんによるミニ講演会は大変楽しく、いろいろと
勉強になりました。2時間半の集まりは、あっという間に終わりました。

史学科同窓会
開催日

2015.11.07

秋の見学会は、神奈川県立金沢文
庫で開催中の特別展「仏教説話の
世界」を見学しました。金沢文庫駅
に集合してまず北条実時が開基で
ある称名寺に移動。その後浄土式
庭園を散策。隣接する金沢文庫で
は称名寺伝来の説草が書かれた枡
形本などを興味深く見学しました。

テニス同好会SLTA
開催日

2015.11.08

上智硬式庭球愛好会SLTA（Sophia Lawn Tennis Association）の
50周年を祝う祝賀パーティーを四ツ谷のスクワール麹町にて盛大に開
催しました。OB&OGと現役学生合わせて300名弱という大勢の仲間
たちが集まり、楽しい時間を過ごしました。

上智新聞インテル会
開催日

2015.11.21

1965年12月1日に創刊された「上智新聞」が創刊50年目を迎え、11月21日、
上智新聞関係者51人が参加して、学内の「紀尾井坂ビル」会議室で「記念
の集い」を上智新聞編集局・上智新聞インテル会（OB会）との共催で開催し
ました。併せて、上智新聞インテル会の総会も開かれました。

SNS ソフィア会
開催日

2015.11.20

11月下旬に早 と々忘年会を開催しました。ソフィアンズクラブの椅子が足り
なくなる24人が参加されました。いつもながらの和気藹 と々した楽しい3時
間でした。

碁鷲会
開催日

2015.12.05

恒例の年末囲碁大会（第16回オールソフィアンズ囲碁大会）を麹町ダイヤ
モンド囲碁サロンにて開催しました。今年は、ソフィアン囲碁仲間に、囲碁
研OB3名、現役学生2名、紀尾井町クラブ2名、フランス人で東大留学生2
名が加わり、総勢30名の国際色豊かな賑やかな大会となりました。

体育会ソフトテニス部 OB会
開催日

2015.12.05

来賓の細萱部長はじめ約150名の参加者を得て、ソフトテニス部創部50
周年祝賀会を2号館5F学生食堂で盛大に開催しました。ソフィア会のご
支援をいただいて記念誌配布も無事終えました。1965年愛好会として誕
生し、1976年体育会入会後は部員・戦績を少しずつ伸ばしており、現在で
は男女合わせ360人余りの所帯で現役が所属する関東リーグ内で好成
績を収めつつあります。

酒讃会（S.43卒法律学科A16）
開催日

2015.12.07

冬の分科会は定例の「鳥常」で忘年会を催し、ソフィアの杜でのキャンパス
生活の思い出を語り合いました。今年も4月の総会、秋、冬の分科会も無事
終了し、2年後(2018年)の金祝に向けての健康第一で日々過ごすことを確
認し合い散会しました。

ネオソフィアン
開催日

2015.12.12

「ネオソフィアン クリスマスイベント2015」を開催しました。
詳細はHPをご覧ください。

体育会サッカー部 OB会
開催日

2016.01.09

体育会サッカー部OB会主催の初蹴りを開催
しました。壮年OBは女子都リーグ1部Socios
と親善試合。その後、若手OB と現役のOB戦
を行いました。例年より若手OBの参加が若干
少なく、現役も補講などで減しましたが、皆が
楽しめたと思います。参加者はOB21名、現役
父母1名、4年生5名、3・1年21名、マネ4名、女
子チームSocios15名の総勢67名でした。

Freaks OBOG会
開催日

2015.12.13

四谷の主婦会館にてFreaks（体育会フラ
イングディスク部）の35周年を祝うパー
ティーを開催しました。上智大学体育会
OB会から福井副会長、松浦副会長、株
式会社クラブジュニアより吉田社長ご夫
妻、遠藤様を来賓にお迎えし、師岡、島両
先生をはじめとしてOBOGとその家族、現
役学生あわせて200名以上が集まる盛大
なパーティーとなりました。

●登録・非登録を問わずソフィア会の団体数が増えソフィア会活動が活発にな
るに伴って、投稿記事が増え、しかも複数回投稿くださる団体もあってうれ
しい悲鳴です。全部を紹介することはできませんので、編集部としてもいろ
いろ工夫していますが、投稿いただいた記事と写真はすべてソフィア会の
WEBサイトに掲載していますのでご理解ください。

●お送りくださる写真のサイズは1MB以上でお願いします。なお、皆さまの集
合写真はWEB上では紹介させていただきますが、御地の名所、イベント、街並
みなどの写真を別途ナウ用にお送りいただけると幸いです。
●今号では2月末迄にWebサイトに掲載された40本の記事を紹介させていた
だきました。
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■ 学位授与式でソフィアンズナウ号外を配布
上智大学は3月25日（金）午前10時15分から、2015年度学部学位授与式
を東京・有楽町の東京国際フォーラムで行いました。
　これに合わせ、ソフィア会は当日午後1時～5時までソフィアンズクラブを
オープンハウスとし、新規にソフィア会会員となる学部卒業
生・大学院修了生およびそのご父母を歓迎しました。
　また、卒業生に「ソフィアンズナウ号外」を配布しました。
号外はA4判4ページ建てで、ソフィア会の概要やソフィアン
ズナウ、ソフィア会Webページ、メールニュースなど情報発
信媒体を紹介しています。昨年発行した「ソフィア会ハンド
ブック2015-2016」も同時配布しました。

■ 4月1日の学部入学式では
　 2,829人のフレッシュマンが
この学位授与式の1週間後、上智大学は2016
年度入学式を同じく東京国際フォーラムで開
催しました。午後には
四谷キャンパスで学
科別集会が、そして
聖イグナチオ教会で
入学感謝ミサが行わ
れ、この日、大学は新
たに2,829人のフレッ
シュマンを迎えました。

　2016年度を迎え、キャンパスでは新入生の初 し々い姿が躍動しています。
来年の今頃は事務局も3号館1階から新6号館（ソフィアタワー）6階に引越し
するため、そんな姿を間近に見ることが減ってくるのかもしれないと思うと複
雑な気分でもあります。引越ししてもソフィアンの皆様は新しいソフィアンズク
ラブと事務局には遠慮なくお越しください。
　新年度を迎えるたびにソフィア会会員も増え続け、今年はとうとう13万人を
超えました。これからも増え続けるソフィアンのために事務局も忙しくなりそう
ですが、スタッフ一同気を引き締めてサービスに努める覚悟です。

ソフィア会事務局事  務  局  便  り

2016年～2017 年  ソフィア会・大学のスケジュール

2016年5月～2017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2016年春・秋全国代議員会開催日程（予定）
春季  5月21日（土）      秋季 10月15日（土）

2016年  5月29日（日） 

            9月  9日（金） 
            9月16日（金） 
            9月21日（水） 
            9月24日（土） 

11月  1日（火）  
12月  3日（土） 
12月  未定  

2017年  3月27日（月） 

金・ルビー・銀・銅祝式典、上智大学ソフィア会会員大会
2016オールソフィアンの集い　
第21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8回地域ソフィア会全国大会（宮城大会）（～9/25）
創立記念日
聖ザビエルの祝日
オールソフィアンのクリスマス
学部・大学院学位授与式

訃  

報

◆ソフィア会Webサイト
　ソフィアンズナウとともに、ソ
フィア会と会員結ぶ主要なコミュ
ニケーション手段となっているの
がソフィア会のWebサイトです。
　これは、なんといっても速報性
が持ち味。さらに、グローバル・
ネットワークという特徴を活かして、世界各地で活躍するソフィアンに、ま
さに“時空を超えて”最新情報をお伝えしています。
　ASF、ASCをはじめ、各種のイベントのお知らせやその報告、地域・各
種ソフィア会の開催レポート、ソフィアンが書いた本の案内、さらに求職情
報など、多彩なメニューが揃っています。

◆ソフィア会メールニュース
　ソフィア会から会員への情報伝達手段のひとつに、ソフィア会メール
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
方々に、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。配信をご希望の方はソフィア会WebサイトトップページのOnline 
Registrationからお申込みください。

◆ソフィア会Facebook（公式ページ）
　ソフィア会Webサイトのトップページの右
欄のバナーにソフィア会Facebookの入口が
あります。そこで「いいね」を押していただくだ
けで、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。Facebookのタイトル（URL）をクリックすれば、ウエブサ
イトの該当ページの詳細記事を閲覧できるように連動しています。

ソフィア会は
日 、々情報を
発信しています

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

学位授与式と入学式が行われました

宍戸周夫（71法法）、鈴木真理子（82文仏）、風間烈（65外仏）、宮崎輝雄（72法法）、
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

2015年11月22日逝去　喜田勲 元 元特別契約教授（神学部）
2015年12月  1日逝去　大島晃    名誉教授（元文学部教授）
2015年12月  8日逝去　石本泰雄 元特遇教授（法学部国際関係法学科）
2015年12月22日逝去　緒方直哉 名誉教授（元理工学部教授）
2015年12月31日逝去　太田朗 元 元特遇教授（外国語学部言語学副専攻）
2016年  4月  1日逝去　澤田壽夫 名誉教授（元法学部教授）

　ソフィア会はさまざまなコミュニケーション手段を駆使しながら、皆さまに迅速
かつていねいに情報を提供しようと考えています。
　このソフィアンズナウは年2回、春と秋にお届けする紙媒体ですが、それ以外に
もソフィア会のWebサイト（ホームページ）、2週間に1度のペースでみなさまのア
ドレスに直接最新情報をお届けするメールニュース、新しい情報媒体として注目
されているSNSのFacebookでも毎日のように最新情報を発信しています。

　ソフィア会では卒業生の皆様への連絡体制整備のため、従来から連絡先
（住所･メールアドレス等）の変更や追加があった場合には、ソフィア会Webサ
イトにある「Online Registration」からのご連絡と同時に、同封された郵便物
によるご連絡を受けつけています。
　郵送によるご連絡は、今まで「郵便ハガキ」を利用する方式にてお願いして
いましたが、このたび、個人情報保護の観点から「連絡先変更・追加届」用紙
をシークレット封筒に封入していただく方式に変更しました。
つきましては、連絡先の変更や情報の追加が生じた場合には、同封の「連絡
先変更・追加届」用紙に必要事項を記入いただき、同じく同封された「専用封
筒」に封入してお送りください。料金受取人払いですので、切手を貼る必要は
ありません。そのまま投函してください。
　なお、誤記や誤配等が生じる可能性もあります。できる限りソフィア会Webサイト
（右上のバナー）の「Online Registration」利用にご協力くださるようお願いします。

「連絡先変更・追加届」返送方式変更のお知らせ

▶
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