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ホームカミングデー「オールソフィアンの集い（ASF）」。
毎年、1 万人を超える卒業生とその家族が四谷キャンパスに帰ってきます。
この日に合わせて、数多くのイベントが企画されています。
その日が、5 月 26 日にやってきます。
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2019年 春季全国代議員会と会員大会のご案内
ソフィア会は 2019 年の春季全国代議員会を

代議員のみなさまは、ソフィア会の最高議決

5 月 18 日（土）14:00 から、学内 6 号館（ソフィ

機関である全国代議員会へのご出席をお願いし

アタワー）101 教室で開催します。

ます。また、代議員でなくてもソフィア会員は

今 回 の 代 議 員 会 では2018年度の 決 算 報 告 と
2019年度の活動報告、さらには新たにソフィア会

オブザーバーとして全国代議員会に自由に出席
できます。

の将来ビジョンなどが議論される見込みです。

2019年春季全国代議員会のご案内

提出が予想される審議事項

日

時

5 月 18 日（土）14：00 〜 16：30

① 新規代議員の承認の件

場

所

上智大学 6 号館 101 教室

② 新規登録団体の承認の件（地域・各種ソフィア会、学部・学科同窓会）

懇親会

③ 2018 年度事業報告・決算報告並びに監査報告の件

17：00 〜

2 号館学生食堂

2019年会員大会のご案内

④ 2019 年度事業計画・予算案承認の件
⑥ ソフィア会将来ビジョンについて

日

時

5 月 26 日（日）10：00 〜

⑦ その他

場

所

上智大学 6 号館 101 教室

ソフィア会に3,200人の新会員
ソフィアンズクラブに大勢の卒業生が
上智大学は 3 月 25 日（月）、東京・有楽町の東京国際フォー
ラムで学部卒業生の学位授与式を、また翌 26 日（火）には四
谷キャンパス 6 号館で大学院学位授与式・助産学専攻科修了式
を挙行。これによって約 3,200 人の新たなソフィア会員が誕
生しました。

大盛況だったソフィアンズクラブの Welcome Day

戸川会長の祝辞はピタウ先生の 3 つの「L」

学部学位授与式が行われた 25 日の午後は、卒業生が国際

先立って行われた 26 日の学部学位授与式では、曄道佳明上

フォーラムから四谷キャンパスに戻り、それぞれの学部学科集

智大学長や佐久間勤理事長の祝辞に続き、戸川宏一ソフィア会

会で、各個人に学位記が手渡されました。

会長が登壇。ソフィア会が 14 万人の卒業生を持ち世界中にソ

卒業生はその後メインストリートで記念撮影などをしていま

フィアンのネットワークを築いていることを紹介した後、元上

したが、これに合わせてソフィア会は 6 号館のソフィアンズク

智大学長であるヨゼフ・ピタウ先生が常に口にされていた言葉

ラブを開放。Welcome Day として卒業生（新ソフィア会員）

を引用して次のように祝辞を述べました。

を迎え入れました。

「ピタウ先生はよく、人間関係を良くする 3 つの L があると

無料のドリンクサービスもあって、卒業生とその父母などが

いわれていました。最初の L は Look。ただ人を見るのではな

次々と訪れ、テーブルはすぐ満席に。今年は約 200 名の新会員

く、人の良いところを見るようにしようというもの。続く L は

がソフィアンズクラブに来場、ソフィア会に新たな力が加わっ

Love。愛とは人を大切にする思いやりの心ということです。そ

たことを実感した学位授与式となりました。

して最後の L は、Laugh で、どんな苦しみや悲しみがあっても、
微笑みを忘れないようにしようということです。ぜひこれから
も上智の教育精神を時々思い起こし、この 3 つの L を思い出し
てください」

2

SOPHIANS NOW

第28回コムソフィア賞授賞者決まる
須磨美由紀さん（1983 文社福）と川村元気さん（2001 文新）
コムソフィア賞運営委員会は、第 28 回コムソフィア賞授賞者に須

国内では、障害児の

磨美由紀さん（1983 文学部社会福祉学科・

保育支援活動に邁進し

障害児保育スーパーバイザー）と川村元気

ている。その活動の原

さん（2001 文学部新聞学科・東宝プロデュー

点は、学生時代にピタウ元学長と一緒に参加したカンボジア難民キャ

サー）を決定した。授賞式と記念講演会は、

ンプ支援にあったことを評価。

須磨美由紀さん

川村元気さんは、日本映画メディアにおいて「電車男」、
「告白」、
「悪

7 月 16 日 17:30 か ら 2 号 館 17 階 国 際 会

人」をはじめアニメ映画「君の名は」などのメガヒット作を企画プ

議場で開催される。

ロデューするその時代感覚は鋭い。作品は国内だけでなく世界的に

❖ 授賞理由

川村元気さん

須磨美由紀さんは、登山死した実弟の遺志をついで財団を設立し、

も高く評価されている。一方、活字メディアにおいても『億男』、
『世
界から猫が消えたなら』などベストセラーを生み出している。これ

カンボジアをはじめ中国の辺地の子供たちの識学、衛生教育さらに

からも日本を代表するエンターテイメントの旗手としての活躍を期

は小学校、病院の建設支援活動をしてこられた。

待する。

コムソフィア賞
受賞者一覧

マスコミ・ソフィア会は 1991 年にコムソフィア賞を設けました。選考基準は、上智大学の関係者（在学生、卒業生、
教職員など）で（1）国際社会、地域社会に貢献した優れた人物、
（2）国際報道、日本紹介に優れた業績を挙げた人物、
（3）マスコミおよび各種メディアに貢献した人物

第1回（1991年）

故江畑謙介
（1973理機）

軍事ジャーナリスト

神田裕
第16回（2006年）
（1987神神）

多言語 FM 放送による新たな援
助方法の確立

第2回（1992年）

石澤良昭
（1961外仏）

アンコール遺跡の保存・修復事
業。元上智大学長

第16回（2006年） ケビン・ショー
（特別賞）
(国際学部)

里山保存と環境教育の普及を展
開

第3回（1993年）

故中村又蔵
（1957文新）

歌舞伎俳優

第17回（2007年）

第3回（1993年）

藤井絢子
（1969文史）

地域環境保全に活躍

新井満
第18回（2008年）
（1970法法）

第4回（1994年）

竹井清
（1971外西）

国際貢献に尽力

山田五郎
第19回（2009年）
（1982文新）

編集者、コメンテーター

第5回（1995年）

清水信一
（1971文新）

阪神淡路大震災後の報道

鳥飼玖美子
第20回（2010年）
（1969外西）

同時通訳。立教大学名誉教授

第6回（1996年）

横川和氏
（1960文新）

共同通信社編集委員兼論説委員

第20回（2010年） 本田哲郎
（特別賞）
（1965文哲）

フランシスコ会の日本管区長な
ど

第7回（1997年）

藤田和芳
（1970法法）

有機農産物宅配システムの構築

鮎川ゆりか
第21回（2011年）
（1971外英）

国際環境 NGO での活動

第8回（1998年）

マリ・クリスティーヌ
（1979比文）

タレント

我謝京子
第22回（2012年）
（1987外西）

国際的なメディア活動

第8回（1998年）

故早川正一
（1950専新）

オペラ歌手育成

第22回（2012年） 三森ゆりか
（特別賞）
（1981外独）

コミュニケーションを通じた社
会貢献

第9回（1999年）

諸田玲子
（1976文英）

作家

第22回（2012年） 信長貴富
（濱口賞）
（1994文教）

作曲家

第9回（1999年）

ディビット・シャピロ
（1981外比）

相撲報道（英文）

嶋浩一郎
第23回（2013年）
（1993法法）

安藤優子（グローバル・
テレビ・キャスター
スタディーズ研究科）
「千の風になって」訳詩歌の創作
など。芥川賞作家

「本屋大賞」を推進

細川佳代子
第10回（2000年）
（1966文英）

「スペシャルオリンピックス日
本」を創設

第23回（2013年） 塩塚博
（特別賞）
（1979経経）

発車メロディー（駅メロ）を多
数作曲

鳴海廣
第11回（2001年）
（1959文新）

青森県で「ジャズで村おこし」

第23回（2013年） 鐸木能光
（特別賞）
（1978外英）

「裸のフクシマ−原発から 30 キ
ロ圏内で暮らす」を著す

松村裕幸
第12回（2002年）
（1970外ポ）

アフリカ各地で渾身的に活動

師岡文男
第24回（2014年）
（1976文史）

東京オリンピック・パラリンピッ
ク招致に貢献

大西健丞
第12回（2002年）
（1991文新）

NGO ピースウインズ・ジャパン
代表

第24回（2014年） 安田菜津紀
（濱口賞）
（2010総教）

フォトジャーナリスト

教育評論家。「夜回り先生」

植木千可
第25回（2016年）
（1983院国際関係）

安全保障の研究

第13回（2003年）

水谷修
(1982文哲）

第13回（2003年）

ベンジャミン・フル
Forbes 誌アジア太平洋支局長
フォード（1985外比）

孔健
第25回（2016年）
（1996院新聞）

第13回（2003年） 小澤征良
（濱口賞）
（1996比文）

エッセイ『おわらない夏』を著
す

石川えり
第25回（2016年）
（1999法国関法）

故石井恭一
第14回（2004年）
（1948経経）

社会福祉法人ラサール会理事長

澤田康彦
第26回（2017年）
（1982外仏）

朝間義隆
第14回（2004年）
（1965文英）

脚本家、松竹監督

道傳愛子
第27回（2018年）
（1988年外英）

故佐島直
第15回（2005年）
（1978法法）

「週刊チャイニーズドラゴン」を
創刊
難民問題解決に努力
「暮しの手帖」編集長
NHK 解 説 委 員。 チ ー フ プ ロ
デューサー

「現代安全保障辞典」を編集
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Information
第4回アジア・ソフィア会

インドネシア・ジャカルタで9月27日から4日間

第 4 回アジア・ソフィア会を 9 月 27 日（金）から 30 日（月）ま
での 4 日間、インドネシア・ジャカルタ市において開催します。

ソフィア会は日本
と近隣のアジア各国

ホストソフィア会はジャカルタ・ソフィア会（会長：バンタ美枝

ソフィア会との相互

子氏＝ 1964 文英）で、ジャカルタ市内中心部の 5 つ星ホテル「ム

理 解・ 連 携・ 親 睦 を

リア ジャカルタ」を中心に大会セレモニー、講演会、パネルディス

深めるため、2013 年

カッションなどを行ないます。また、世界遺産ボルブドゥール遺跡

の香港大会からこれ

見学やゴルフなどのオプションツアーも用意する予定です。

まで、上海（2014 年）、

本大会には日本から参加する会員、またアジア各国のソフィアン

カンボジア（2017 年）

や上智大学に留学された方々に加え、上智学院から佐久間勤理事長、

と 3 か 所 で ア ジ ア・

大学から曄道佳明学長をはじめ各教職員の方々など、総勢 70 名を超

ソ フ ィ ア 会 を 開 催。

える参加者を見込んでいます。

各国ソフィア会活動の活性化を図ってきました。

アジア・ソフィア会の足跡
大会名

開催年月

主催

後援

参加者

第1回

香港大会

2013年11月 香港ソフィア会

上智大学ソフィア会

70名（日本から21名）

第2回

上海大会

2014年11月 上海ソフィア会

上智大学ソフィア会

65名（日本から26名）

第3回

カンボジア大会

2017年12月

上智大学ソフィア会ホスト：
上智大学アジア人材養成研究センター
カンボジアソフィア会

2019ソフィアンズカップゴルフ大会

116名（日本から77名）

9月9日に大利根カントリークラブで

今年 24 回目を迎える恒例のソフィアンズカップを 9 月 9 日（月）、茨城県坂東市の大利根
カントリークラブで開催します。
募集人数は 120 名（先着順で受け付けます）。プレー費 18,500 円（昼食費込み）、参加費
4,000 円（パーティー費・賞品代他）。競技は 18 ホールズストロークプレー（新ペリア方式）
で行います。奮ってご参加ください（ソフィア会 Web サイト＝ http://www.sophiakai.gr.jp
からお申込み下さい）。
なお、賞品の協賛をお願いしています。ご提供くださる方はソフィア会事務局までご連絡
ください。

変わる四谷キャンパス③

上智会館のビール

現在、ソフィアタワー（6 号館）が聳え立つ、その場所にか
つて建っていたのが上智会館です。1956 年 12 月に竣工され
た 5 階建てのビル。1 階に学生食堂があり、上階にはいくつか
の会議室や図書館など。男子学生寮もここにありました。
食堂は竣工当時 学生大食堂 という触れ込みでしたが、
年々
学生が増え、次第に昼休みの時間になると学生でごった返す
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置かれ、これを見た他大学の学生が「上智では学内でビールも
飲めるんですか」と驚いたものです。
だが、当時の学生は別に不思議とも思わず、課外活動終わり
の学生や先生方も午後のひととき、上智会館で何事もなくビー
ルを飲んでいたものです。この伝統を引き継いだのかどうか、
今のソフィアタワーでも、ソフィアンズクラブではいつでも

ようになりまし

ビールが飲め

た。この食堂で、

ま す。 建 物 は

今でも語り草に

変 わ っ て も、

なっているのが、

上智の伝統は

ビールが売られ

この場所でき

て い た こ と。 入

ちんと守られ

り口のショーウ

ているという

インドウにも瓶

ことでしょう

ビールが堂々と

か。
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ソフィア会のトレンド
「国際化」への取り組みを紹介します
文部科学省の国際化拠点整備事業（グローバル 30）に採択される
など、大学の国際化に積極的に取り組んでいる上智大学。ソフィア
会も大学と歩調を合わせ、国際化をキーワードとした事業を展開し
ています。

▶多彩な国際化へのキーワード
ソフィア会は 2014 年度に専門委員会として国際委員会を設置、
同委員会を中核組織として国際化事業に乗り出しました。大学が提
唱する「グローバルキャンパス」実現のためには、世界中に多彩な
人材ネットワークを構築しているソフィア会にできることが多くあ
るとの確信から生まれた取り組みです。
グローバル 30 の拠点としての上智大学はこれまでもさまざまな
施策を実施し、成果を上げてきました。たとえば、国が策定した「留
学生 30 万人計画」を達成するため、「留学生受入体制の整備」、「英
語による授業等の実施体制の構築」、「戦略的な国際連携」などを挙

ジョージタウンの学生たちと。大学構内で

げることができます。
これに呼応する形で、ソフィア会は以下のような取り組みを進め

コンテストは「金祝燦燦会」と実施、留学生の日本での個人的な体
験や上智でのキャンパスライフをテーマにスピーチが繰り広げられ

ています。
① 留学生を含む学生支援
留学生の比率が高い上智大学に対しては、学生支援として留学生
にフォーカスした取り組みが不可欠です。
② 海外ソフィア会との連携や英語による情報発信
国内はもとより、世界 42 カ国 63 都市に独自の登録団体を有す
るソフィア会ではこうした団体と連携。そして英語による情報発
信を進めています。
③ グローバルキャリア（国際人材）育成支援
特にグローバル人材育成を目的とした講演会と学生支援などを行
なっています。

ます。
6 月には、白石和子元リトアニア大使による講演会も企画・実施
しました。演題は「翔びたて、女性たち！」。ソフィアンや現役学生
80 名程の参加者を得、大変好評でした。
現役学生の国際人材育成の一環として、国際委員会は学生団体
「SGC」
（ソフィア−ジョージタウン Connecting）を支援しています。
国際的視野を持ち社会で活躍する人材養成の一助となるべく、ジョー
ジタウン大学との学生交流を支援するもの。昨年は 9 月に実施しま
した。
10 月には、石倉洋子さんの講演会を開催。「世界で活躍する人が
大切にしている小さな心がけ」をテーマに、変化の激しいグローバ

④ 国際ネットワークの構築（イエズス会世界姉妹校の同窓会組織＝
WUJA との連携も積極的に推進）
イエズス会姉妹校（WUJA）との連携も積極的に推進。
⑤ 卒業生のネットワーキング化

ル社会で自分の価値を見いだすためのヒントをお話いただき、参加
者には上智志望の現役高校生の姿も見られました。
11 月には「祖師谷トライアングルフェスタ

お国自慢スピーチ

コンテスト」を開催。昨年で 6 回を数え参加者にそれぞれの出身国

国際教養学部同窓会（SIAA）と連携し、卒業生のワールドワイド・

を大いに自慢してもらうと言うのがテーマ。日本語能力だけでなく、

ネットワーク構築を目指しています。

祖師谷国際交流会館で暮らす多くの留学生に交流の場を提供するこ

▶年間を通してグローバルキャンパスを支援
国際委員会の 2018 年度のイベントや企画を振り返りつつ、その
活動を紹介します。
春は ASF での「留学生スピーチコンテスト」でスタート。この

とも目的としています。
昨年秋からは植木安弘教授（国際協力人材育成センター所長）企
画の「国連職員と話そう」講演会シリーズにも協力しています。内
外の現役国際機関職員から直接話を伺える貴重な機会で、第一回目
は尾崎久仁子国際刑事裁判所判事をお迎えしました。
今年 2 月にはタレント・サッカー解説者として活躍している川平
慈英さんをお招きして「寛容とリスペクト」講演会を実施。200 名
以上の参加者を得、在学中の思い出から現在のキャリアに至るまで
のお話を伺いました（Event Report 参照）。
3 月、イエズス会姉妹校であるアテネオデマニラ大学との学生交
流 50 周年を迎えました。マニラから学長をはじめ元交換留学生 30
人ほどが来日、曄道学長、佐久間理事長も参加しての記念式典が催
されました。
このようにソフィア会は、年間を通じて種々の講演会、イベント
を企画し、大学の目標としているグローバルキャンパス、次世代を
見据えた国際的な教養・教育の構築、ソフィアンンズ・ミッション

スピーチコンテストの表彰式を終えて

などを実現すべく、側面支援を担っています。
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Event & Report
川平慈英さんのトークショー
「寛容とリスペクト」
タレント、スポーツキャスター、ナレー
ター、俳優など、幅広い分野で活躍して
いるソフィアン（比較文化学部＝現国際
教養学部卒）の川平慈英さん。2 月 20
日（水）、ソフィア会および上智大学主催
のトークショーに登場。テーマは「寛容
とリスペクト」。会場となった 2 号館 17
階の広い会議室は多くの卒業生、在学生
で埋まりました。
川平さんは「昨今目や耳にする悲しい出来事などは、この寛容と
リスペクトという 2 つの気持ちが欠けていることに起因するのでは
ないか」という問いかけからトークショーをスタート。
サッカー少年だった彼は敬虔なクリスチャンの家庭に育ち、欠か
せない日曜のミサに「サッカーをしたいな」と思うことしばしば。
幼い頃、帰宅後、学校であったことを必ず聞く母親には英語で答え

「皆さん、挫折って音がするんです！僕聞いたんです、その時。耳
の中でシャリーンと音がするのを」
そして帰国。上智大学へ入学し、演劇への道と出逢うことになる
のです。
卒業時、大変お世話になったカリー先生（当時の比較文化学科長）
には壇上から立ち上がり深くご挨拶。
「その節はお世話になりました。
皆さん、僕単位プラマイ０きっちりで卒業したんです」。そして舞台
「ロミオとジュリエット」で見事プロデビューを果たすことになりま
す。
真面目で一生懸命な性格のせいか、いったん「俳優の道に進む」
と決めたらまっしぐら、他には見向きもしたくなかったそうです。
しかしそんなとき、ニュース番組からスポーツキャスターの話がき
ます。一度は断ったそうですが、しかしその時背中を押してくれた
のが兄の John Kabira さん。そしてあの大ブレークに続くのです。
質疑応答では、40 年以上前の小学校の同級生が登場したり、川平
さんが出演する NHK の子供番組の大ファンだという北海道からこ
の日のために駆けつけた 5 歳のお嬢さんの質問にも答えられたりと、
終始なごやかな雰囲気でトークショーは続きました。

なければならなく、しかも「Nothing !」で終わらせるのは許されな
かったそうです。
「今から思うに、母は僕たち兄弟をバイリンガルに育てたかったの
でしょう。でも 50 年以上日本に住んでいるのだから、もうちょっと
日本語覚えてくれても良かったのに」
大学はスポーツ奨学金を得て、テキサス州立大学に。しかしプロ
のサッカー選手への道を順調に歩み始めたかのような日々に変化が
訪れました。当時のコーチのプレイスタイルと合わず試合に出られ
ない日々が続いたのです。ある日思い切って、今後の起用計画をコー
チに聞きに行きます。そしてそこで味わう初めての挫折！

オールソフィアンのクリスマス
（ASC）2018

研究会の演奏のあと、上智大学ソフィア会を代表して戸川宏一会長
の挨拶、上智学院を代表して総務担当理事のサリ・アガスティン神
父の挨拶、そして今回実行委員長を務めた小嶋健人さん（1996 文哲）

アクティブコモンズで初開催

による乾杯の発声と続きました。

オールソフィアンのクリスマス（ASC）2018 が 12 月 14 日（金）

加恵さん（2000 法法）
、ワインはワインショップオーナーでソムリ

パーティの料理は、ASC3 年目となるケータリングシェフの寺脇

18:00 から、四谷キャンパス内アクティブコモンズ（旧 9 号館地下

エの上原隆一さん（1976 経営）の特別サービス。また、会場には様々

カフェテリア）で開催されました。

なブースが設けられ、チャリティブースの売上金の一部は、山田真

ASC が「祈りの
とき（ソフィアン
の祈り）」と「パー
ティ」の 2 部構成

人さん（2015 文英・2017 神神）が代表を務める「NPO 法人せいぼ」
（東アフリカのマラウイの子どもたちの給食支援活動などを行ってい
る慈善団体）に寄付しました。
ステージでは「THE BEAGLES」、「電電虫」、「The Avocados」、

となって 3 年目と

「Rascal Strangers Revival」の 4 組の OBOG 主体の音楽バンドに

なる今年は、上智

よる演奏が行われ、最後は校歌斉唱でソフィアンの絆を深めること

管弦楽部の弦楽四

ができました。

重奏の調べで始ま
り、上智聖歌隊の
聖歌に合わせキャ
ンドル隊に続いてグエン・タン・ニャー神父の入場、福音朗読、ク
リスマスメッセージ、会衆を代表しての共同祈願、一同による聖歌
で第 1 部が締めくくられました。
第 2 部のパーティでは司会もバトンタッチし、プロのアナウンサー
としてご活躍の川島葵さん（2005 文新）と上智大学放送研究会（SBC）
でアナウンサーを目指している 2 人の学生により進行。上智ジャズ
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ALL SOPHIANS’
FESTIVAL 2019
ASF2019 公式サイト

http://www.sophiakai.gr.jp/~asf2019/

2019年 5月26日 日

10:00～16:00
上智大学 四谷キャンパス

All Sophians Festival（ASF) とは……？
上智大学を卒業したOB・OGのみならず、現役生・教職員とそのご家族が一堂に会する
「すべてのソフィアンの
ための」ホームカミングデーです。毎年5月の最終日曜日に開催され、
この日に合わせて四谷キャンパスでは、
様々な企画が催されます。卒業してからなかなか上智を訪れる機会がない……という方や、幅広い世代のソ
フィアンと交流してみたい！という方、ぜひご来場ください。

2019年ASF実行委員長 豊田圭一 ご挨拶
私は仕事柄、海外出張が多いので、うまくタイミングが合えば、各地のソフィアンの集まりに顔を出させて
いただくことがあります。その度に思うのは、本当に世界や日本のあちこちで多くのソフィアンが活躍して

いるということ。そして、同じ大学を出たという共通点があることで、年代や学部を超えて、まさに建学の

精神である「Men and Women for Others, with Others」な絆をつくっているということでした。そんなソフィ
アンの皆さんが「上智大学を卒業して本当に良かった！」と思えるような ASF にしていきたいと思います。
ぜひみんなで盛り上がりましょう！

講
演
会

石倉洋子さん × 船橋力さん × 豊田圭一 パネルディスカッション
「フィールドは世界！グローバルで活躍するために必要なこと」
6 号館 408 教室

12：00 〜 13：30

世界を舞台に第一線で活躍されている３名のソフィアンによるパネルディスカッ

ションを開催します。経営戦略、競争力、グローバル人材を専門とされる一橋大
学名誉教授石倉洋子さん（1971 外英）と文部科学省官民協働海外留学創出プロジェ

クト「トビタテ！留学 JAPAN」プロジェクトディレクター船橋力さん（1994 経営）
をゲストに迎え、ASF2019 実行委員長であり、ご自身もグローバル人材育成事業
に尽力するほか、様々な国で事業を手がける豊田圭一（1992 経経）をモデレーター
にグローバル人材に求められる資質について語っていただきます。

映画プロデューサー・小説家 川村元気さん講演会
「面白さの『発見』、組合せの『発明 』」

6 号館 410 教室
13：00 〜 14：00

「面白さの『発見』、組み合わせの『発明』」というテーマで、企画するということ、発見・発明するということの要素を考えます。

映画『君の名は。』や『バクマン。』、ベストセラー小説となった『世界から猫が消えたなら』『億男』などの具体例を用いて、
クリエイティブの背景をお話しいたします。

◯プロフィール

映画プロデューサー・小説家

1979 年生まれ。『告白』『悪人』『モテキ』『おおかみこどもの雨と雪』『君の名は。』などの映

画を製作。12 年、初小説『世界から猫が消えたなら』を発表。140 万部突破のベストセラーとなり、

米国、フランス、ドイツ、中国、韓国などで出版される。小説 2 作目『億男』も映画化され、
76 万部突破のベストセラーとなった。18 年、初監督映画『DUALITY』がカンヌ国際映画祭短
編コンペティション部門に選出された。

No.185/ SPRING / 2019

7

作詞家・売野雅勇さん講演会 「得意を仕事にできたシンプルな心がけ」
2 号館 17 階会議室 14：15 〜 15：45

講
演
会

「少女 A」
（中森明菜）、
「め組のひと」
（ラッツ＆スター）、
「涙のリクエスト」
（チェッカー
ズ）、「2 億 4 千万の瞳」（郷ひろみ）など、数多くの国民的ヒット曲を生み出した作
詞家の売野雅勇さんも、最初はそんな才能があるとは思われなかったそうです。

就活の時期も知らずアメフトに没頭していた大学生がコピーライター、ファッショ
ン誌編集長を経て作詞家となるまでの経緯を、現在売野さんがプロデュースされて

いる Max Lux の生歌による当時のヒット曲でその時代を振り返りながら語っていた
だきます。

（聞き手：金谷武明（1995 法法））

前嶋和弘 ASF2019記念講演会 『アメリカと私 − 上智での学び、そして今 − 』
6 号館 307 教室 13：00 〜 14：30
今年の学術講演会は、現代アメリカ政治外交が専門の総合グローバル学部教授、前嶋和弘さん

（1990 外英）をお迎えします。学部時代の恩師との出会い、ジョージタウン大学院への留学、そ
して今、母校にて教鞭をとられる視点から、上智の教育や学問研究の素晴らしさを語っていただ

きます。学生を含め、グローバル社会での活躍に関心のあるソフィアンにとって有意義な内容です。
ご期待ください。

（モデレーター：江波戸隆明（1984 法法））

晴佐久昌英神父講演会 「教皇フランシスコを迎える喜び 」

6 号館 101 教室 14：00 〜 16：00

「大丈夫！あなたは神に愛されています」。

福音を語る司祭として全国で講演を重ねる晴佐久神父 (1986 神神 ) が今年も ASF に登壇！
今年は 11 月にローマ教皇フランシスコの訪日が予定されています。

イエズス会出身の初の教皇であり、また教皇訪日は 38 年ぶりとあって、カトリック界や
上智大学関係者は喜びに沸いています。

教皇ミサにも参加した晴佐久神父に、フランシスコの魅力と、訪日によって期待すること

を、力いっぱい語っていただきます。

企
画

13 号館 紀尾井亭

大いに笑おう「ソフィア寄席」

13：00 〜 15：00

ASF 初の紀尾井亭（元福田家）イベント！
「ソフィア寄席」は、紀尾井亭で初めて開催される落語会で、ソフィアンの真打の落語家は現在 3 人いますが、今回は、三遊

亭とん馬師匠一座にご登場いただきます。紀尾井亭は、ソフィア通りに面した 13 号館の元福田家さんの由緒あるお座敷です。
ご家族や友人と、大いに笑って福をお持ち帰りください。木戸銭は、2 千円です。なお、定員は 50 名とさせていただきます。
お申し込みはマスコミ・ソフィア会

cumsophia@sophiakai.gr.jp

までメールでお願いします。先着順になります。

［出演者紹介］
前

座

三遊亭あら馬（とん馬師匠のお弟子さんで、自称落語界 No.1 の美人女流噺家です。）

ゲスト

古今亭今輔 （大名跡を継ぎました。軽妙な新作落語は絶品です。お洒落な独身クイズ王！）

ゲスト

笑福亭里光 （テレビ・ラジオ等でお馴染みの鶴光師匠の一番弟子、上方落語の正統派です。）

主

三遊亭とん馬（本名：榊原徹也 (1986 外西）イスパニア語学科に 7 年間在籍して、

任

落語よりもスペイン語が達者という噂です！）

共催：マスコミ･ソフィア会・ASF 実行委員会、 協力：上智学院、上智大学落語ソフィア会
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企
画

学内ツアー

スタート地点：メインストリートテント 10：00〜15：00

毎年恒例 ASF 名物企画「学内ツアー」はもちろん今年も開催！開学当初
から上智のシンボルとして立ち続ける 1 号館から、2017 年 1 月に完成し
たソフィアタワーまで、上智大学の “新旧” の歴史を感じていただける
ツアーとなっております。もちろん、お子様が楽しめること間違いナシ

の人気企画、理科の実験付き「キッズツアー」もご用意しております。
このツアーは、かつてご自身が通われた学び舎に思いを馳せるのもよし、
お子様やお孫さんに上智大学を知ってもらうのもよし、様々な楽しみ方
ができるツアーです。参加者全員には、ここでしか手に入らない ASF グッ
ズをプレゼントいたします！ぜひ、学内ツアーにご参加ください。スタッ
フ一同心よりお待ちしております。

交流スクエア

メインストリート北門エリア 10：00 〜 16：00

交流スクエアは、「来場された方々が交流スクエアを通じて繋がり、交流し合う場所」をコンセプトに昨年度から新たに企画され
ました。

メンスト北門エリアの一部にて各種イベント開催します。

ふらっと一人で立ち寄るのもよし、友人・ご家族と一緒に来るのもよし。

すべてのソフィアンの皆さまが楽しんでいただける場所となっておりますので、ぜひ一度足を運んでみるのはいかがでしょうか！

ゆる婚

紀尾井坂ビル B210 教室 10：00 〜 12：30，14：00 〜 16：30
「社会人になって出会いが乏しい……。」そんなあなたに！今年で第 8 回目を迎える ASF の
目玉企画、ゆるーい（または本気の）婚活パーティー『ゆる婚』に参加してみませんか？

もちろん参加者はみんな上智大学 OB・OG だから安心！参加費は男女一律 1000 円ですの
で気軽にご参加ください！お申込み方法などのお知らせは、ソフィア会ホームページなら
びに ASF 公式 Facebook・Twitter にてご案内いたします！

ステージ企画

メインストリート中央特設ステージ

毎年、現役サークルを中心に OB・OG など多くのソフィアン達が野外ステージを盛り上げています。様々なジャンルのパフォー
マンスをぜひお楽しみください！また、メインステージの背後には 2017 年に竣工されたソフィアタワー（6 号館）がそびえたっ

ています。ご来場いただいた皆さまそれぞれの心に、一つ一つ違った景色が刻まれることを願っています。毎年恒例グランド
フィナーレもありますので、最後まで素敵な 1 日を過ごしましょう！
タイムテーブルは ASF 公式ホームページをご確認ください。
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グ
ッ
ズ

日頃はなかなか手にすることができないソフィアグッズが、ASF 当日メンストに一堂に会します！
校章入りのボールペンやノートといったお馴染みの文房具類はもちろん、上智大学公式キャラクターの「ソ
フィアンくん」グッズ、学生さんがデザインしたトートバッグなど多数のオリジナルアイテムを ASF で
はお買い求めいただけます。
日頃、四谷キャンパスに足を運べないという皆さん、チャンスです！！
出店：紀伊國屋書店 上智大学店、ソフィアキャンパスサポート、ソフィア商店

ソフィア商店

紀伊國屋書店上智大学店

毎年ご好評の ASF オリジナルグッズを販売しているこのソフィ

新ソフィアベア中
新ソフィアベアマスコット（左上）

ア商店。それぞれの年のテーマに合わせて ASF 実行委員メンバー
がグッズを開発しており、特に小さいサイズの T シャツはお孫

【2019 年新商品】ソフィアジャージを着た人気のソフィ

ナルグッズを手にできるのは、ASF 当日のこのソフィア商店だ

ふわふわの手触りとつぶらな瞳がチャームポイントで

さんへのプレゼントとして、とても人気があります。ASF オリジ
けですよっ！

アベア、2019 年リニューアルしました。人形の吉徳製、
す。ミニサイズのマスコットは吊り下げチェーンつき。

革製ノート【黒、赤】
（左下）

革製のミニサイズノートです。中央に上智のエンブレ

ムを型押し。やわらかな手触りと、シンプルで飽きの
こないデザインが人気です。イタリア製。

お菓子 - 泉屋クッキー（右）

ソフィアキャンパスサポート
Sophia オリジナルトートバッグ（左・中）

「校章やエンブレムにこだわらず、それでいて上智を感じさせる

ものを」というコンセプトから生まれた、企画からデザインま
ですべてを学生さんが担当したアイテムです。

麹町に本店を置く泉屋クッキーの詰め合わせです。上
智のエンブレムを刻印した丸クッキー入り。スコット

ランドの家庭で焼かれていたホームメイドクッキーの
おいしさを創業以来守り続けています。今も小さなド

ライフルーツを手作業でのせている「リングターツ」
など、ぬくもりが伝わる 14 種類のクッキーです。

Sophia バッグハンガー（右）

日本経済新聞にも掲載されたこのバッグハンガーは、聖イグナ
チオ教会の天井デザインから作られました。

どなたでも加入できる保険です！
スマホから今すぐご契約手続きを
: 海外旅行に行かれる皆様へ
: 自転車利用のリスクに備えて
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学校法人 上智学院 100% 出資

ソフィアキャンパスサポート

金
・
ル
ビ
ー
・
銀
・
銅
祝

ASF記念ミサ

聖イグナチオ教会 マリア聖堂 9：00〜9：45

ご注意ください！！ ASF 記念ミサの開始時間が早まり、9 時開始となりました！！
ASF は記念ミサから始まります。聖イグナチオ教会 2 階のマリア聖堂にて、佐久間勤理事長の主司

式によるミサには、SJ の懐かしい神父様が多数、共同司式されます。久しぶりに母校に帰ってきたら、
まず聖堂でミサに参加しませんか？ 8:45 までにマリア聖堂入口で式次第を受け取りご着席ください。
どなたでも参加できます！

ソフィア会会員大会（主催：ソフィア会）

6 号館 1 階 101 教室 10：00 〜 10：20

ソフィア会では毎年 ASF に合わせて会員大会を開催しております。

今年も会長より、ソフィア会の会務をソフィアンの皆さまへ報告いたします。

金・ルビー・銀・銅祝式典（主催：上智大学）
金祝（1969 年卒）、ルビー祝（1979 年卒）、銀祝（1994 年卒）、
銅祝（2004 年卒）の皆さま、お祝いの式典を以下のように
開催いたします。ぜひ、ご参加ください。

♦ 金祝、ルビー祝（会員大会含む）
6 号館 101 教室（6 号館 1 階） 10：00 〜 11：05
♦ 銀祝、銅祝
10 号館講堂 11：15 〜 11：55

金祝（1969年卒）祝賀会

11 号館地下ラウンジ 12：00 〜 16：00

金祝（1969 年卒）
「友と祝う、共に祝う 50 周年」
卒業 50 周年を祝い、金祝祝賀会を開催します。

大学紛争の年の卒業生です。翌年卒業の同期・クラスメートもご参加ください。

ルビー祝（1979年卒）祝賀会

9 号館地下 1 階アクティブコモンズ 12：00 〜 14：00

卒業 40 年、また会えたね！
1979 年卒業の私たちは今年、卒業 40 年となります。

数年前から上智大学が卒業 40 年を「ルビー祝」としてお祝いしてくれるようになりました。
お祝いの式典の後、祝賀会を開催します。懐かしい友とまた会いましょう！

場所は 9 カフェが改装され、広くきれいになったアクティブコモンズです。
皆さまのご参加をお待ちしています。

＊1980 年以降の卒業で 1975 年入学の方はソフィア会事務局までご連絡ください。

銀祝（1994年卒）祝賀会

2 号館 5 階学生食堂 13：00 〜 15：00

人生変えちゃう銀祝かもね！
1994 年（平成 6 年）卒業もしくは 1990 年（平成 2 年）入学のソフィアンの皆さま

卒後 25 周年の「銀祝の祝賀パーティー」を開催します。平成を駆け抜けてきた我々。

元気に活躍している方も、必ずしもそうではない方も、この日は思い出深い四ッ谷に集って、
これからの互いの人生にエールを送り合いましょう。

銅祝（2004年卒）祝賀会

2 号館 教職員食堂 13：30 〜 15：30

Can you celebrate? It's our 15th anniversary!
卒後 15 年を祝い、祝賀会を開催します。旧友との再会や新たな出会い、

楽しくネットワーキングできる場となるよう、様々な企画を検討しています。

出入り自由の立食懇親会、軽食とおいしいお酒やお飲物を用意して、皆さんをお迎えします。
ご家族、同期と一緒に、もちろん、お一人でも！どうぞお気軽にご参加ください。

卒業して 15 年間、仕事や育児など目まぐるしく毎日が過ぎ去っていると思います。
ここで一度大学時代を振り返ってみませんか？
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11

ASF
Campus
Map
装飾企画

SNS企画
対象装飾をカメラでパシャリ！ハッシュタグ［# なつかしのそふぃあ］
をつけて Twitter、Instagram に投稿すると、豪華プレゼントが抽選で
当たります。対象アイテムは装飾以外にも ASF のグルメ、ワークショッ
プの作品など多数予定しています！「えっ、SNS やってない……」と
いう方も、撮った写真を見せるだけで嬉し楽しい参加賞をプレゼント
いたします！詳しくは ASF 公式ホームページ・ASF 公式 Twitter にて！

装飾企画では、ASF の雰囲気づく
りとしてキャンパスを華やかに
装飾します。ソフィア祭実行委
員 会 装 飾 エ コ 局 が 中 心 に な り、
来場される方々に楽しんでもら
えるような装飾品を製作してい
ます。ASF に来られる際はぜひご
覧ください！！

１

フリーマーケット

１

3

メインストリート

４

毎年お馴染みのソフィアンによ
るフリーマーケットが今年もメ
ンストで開催されます！とって
おきの掘り出し物をぜひ見つけ
てみてくださいね！

模擬店

１

メインストリート
メ イ ン ス ト リ ー ト で は、OBOG
や学生によるフード・ドリンク
を中心とした模擬店が軒を連ね
ます！
軽 食 片 手 に メ ン ス ト を 歩 け ば、
お祭り気分が味わえるはずです。
ぜひお立ち寄りください！

Q＆A
ソフィア会事務局

４

1 号館 103 教室 10：00 〜 16：00
ソフィア会事務局が簡単な展示をしながら、
1 号館 103 教室に出張所を設けます。
お気軽に休憩所としてもご利用ください。
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・ どのような人が来場できますか？
ー 上智大学のすべての卒業生とそのご家族はもちろんですが、現役の学生や教職員、
四谷キャンパスの地域の方にもご来場いただけます。
・ 入場料はかかりますか？
ー 入場料はございません。ただ一部企画では参加費のかかるものもございます。
・ 子連れでも大丈夫ですか？
ー もちろんお子様連れでもウェルカムです！お子様も一緒になって参加できる学内ツ
アーの《キッズツアー》や、お子様も遊べる
《キッズ企画》
もございます。

SJガーデン

２

SJ ガーデン 10：00~15：30

SJ ガーデンは都心とは思えぬ緑にあふれた落ち着いた場所
です。普段は一般に開放されていないため、在学中は一度
も入ることなく卒業された方も多いのではないでしょうか。
懐かしいソフィアにいらっしゃった機会にぜひ、SJ ガーデ
ンに寄ってみませんか？ガーデンでは、恒例のワイン試飲
会も企画されています。この機会に、ご家族またご友人と
一緒に楽しいひとときを SJ ガーデンでお過ごしください。

FB・Twitterも
チェックしてくださいね！
@allsophiansfestival
@sophia̲asf

授乳室
２

3

2 号館 412 教室
赤ちゃんや小さなお子様のいる
お母さんとお父さん、どうぞご
家族で ASF にいらしてください。
授乳、おむつ替え、ちょっとし
た休憩のためのお部屋をご用意
してます。なお、おむつ等はお
持ち帰りをお願いしています。

ソフィア会連携企画
世界中のソフィアンが映像を介
して、ASF に集合します！世界
中で活躍している各国ソフィア
会のメンバーにその土地土地の
雰囲気や活動内容、上智大学で
の思い出などを国境を越えて動
画で伝えていただきます。
懐かしいあの人に出会えるかも
しれません！？

ご来場の皆さまへのお願い

・ 車椅子でも来場できますか？
ー 四谷キャンパス構内には車いす対応トイレ・エレベーターがございます。
また、オストメイト・オムツ替え対応トイレもございます。詳しくは上智大学
ホームページに掲載されているアクセシビリティマップ をご覧ください。

・ ASF翌日は通常通り大学の授業が行われます。各集会で
教室をご利用になられた後は必ず最初の状態に戻してい
ただけますようお願いいたします。

なお、当日お手伝いが必要な場合は、8号館ピロティ前の中央インフォメーショ
ンセンターまたはASF実行委員スタッフまでお気軽にお声がけください。

・ ASF当日も、クルトゥルハイム、SJハウス、修道院、研究
室エリアは立ち入りをお断りしております。

このソフィアンズナウを当日持参していただくと便利です！

・ ASF当日は構内で飲酒可能ですが、飲み過ぎにはくれぐ
れもご注意下さい。来場されるすべての皆様が気持ちよ
く過ごしていただけますようご配慮をお願いいたします。
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メインストリート

NEXT100 プロジェクト PRテント

NEXT100

「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メンバーがプロジェクト
の説明や活動紹介をしたり、ご来場の皆さんと楽しく話し合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。

ボランティアWG 〜赤ちゃん先生で未来の親体験〜

2 号館 413 教室 11：00 〜 12：00（受付開始 10：50）

未来のいつかのために、赤ちゃんを抱っこしてみませんか？妊娠・出産について実体験を知りたい人、
結婚すると仕事ってどうなるの？子供がいる生活って？など赤ちゃん先生とのふれあい・ママのお話・
育児体験でご自身のライフプランを考えます！男性の方も大歓迎！ぜひ、ご参加ください。
◆トレーナー : ママの働き方応援隊東京葛西校 浦和学級長 吉本 弥亜 (2001 年文独卒 )
◆持ち物 : 筆記用具

健康・福祉ソフィアンズ 〜人生100年パート3 カギは筋肉と骨〜
1 号館 105 教室 11：00 〜 15：30

スロー筋トレ実技：11：30 と 13：30（約 30 分間／ 1 号館 103 教室 )

このテーマに取り組んで活動して 3 年目を迎えました。毎年好評の数々の測定に
加え、今年はご要望の多い骨密度測定が復活！また筋力強化の体験学習を行いま
す。人気のアロママッサージや血圧測定もあります。
保健・看護・介護・福祉などの専門職が皆さんの健康ライフをサポートします。
健康に自信のある方もない方も、またご家族の健康福祉関連のご相談をしたい方
も大歓迎です。ぜひ、体験コーナー、相談コーナーにお越しください。

SPEECC "英文法祭り & English Tearoom"

クイズ大会
1 号館 205 教室
10：00 〜 16：00
"English Tearoom" 1 号館 204 教室

今年で 4 回目を迎えた大好評の SPEECC 英文法祭り。今回は 2 つの出し物を用意しました。
1. 恒例のコミュニケーション英語表現クイズ大会
2. 英国発チャリティ団体とのコラボで紅茶を飲んでクイズに答える "English Tearoom"
1.2 ともに、優秀者にはグラマー賞（the Grammar Awards）の賞状とソフィア特製の景品も。
くわしくは SPEECC の Facebook Page<https://www.facebook.com/SPEECC/>
または Twitter（@SPEECC̲Sophia）をご覧ください。出題予定問題も見られます !

ソフィア文化芸術ネットワーク講演会

島薗進「死生学 ファンタジーと魂の物語」
6 号館 203 教室 14：00 〜 16：00

「生と死の狭間の物語」を、ファンタジー文学、宮澤賢治、古今東西の古典、仏教書、名作を通して考える。
ファンタジーは生と死を超える物語。
生死の意味、生とは何か。いかに生きるか。そのメッセージを読み解く。
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企
画

メインストリート・テント 11：00〜15：00

親子で楽しむパソコン解体体験

パソコンには地下に埋蔵されている希少な資源（レアメタル）が多く使われています。
使わなくなったパソコンを捨てるとそれらの資源は失われ、やがて IT や家電などの製造
は難しくなります。今回は、実際にパソコンを解体して希少資源を取り出すことで、子
供たちの 3R（Reduce、Reuse、Recycle）の意識醸成、上智大学としての環境教育、の
一助となると考えます。3 歳以上の子供なら怪我の心配もなく解体は可能です。ぜひ、
子供や孫を連れて一緒にご参加下さい。

1 号館 102 号室 12：00〜15：00

留学生の日本語スピーチコンテスト

今年で 8 回目になる「留学生によるスピーチコンテスト」を開催いたします。
留学生が「私の日本での体験」を独自の感性と流ちょうな日本語で語ります。
私たちの気づかぬこと、教えられることも多々あります。
主催 : 上智大学金祝燦燦会 協力 : ソフィア会（国際委員会）

1 号館 101 号室 11：00〜15：30

金祝燦燦会お休処
スピーチコンテスト開催時間前後に隣室にて、金祝燦燦会の会員同士、会員と
ソフィアン、留学生、現役学生間の懇親の場として「お休処」を設置します。
軽食を楽しみながら皆様との交流を楽しみにしています。
ぜひ足をお運びください。どなたでも大歓迎です。

オールソフィアンズギャラリー

1 号館 104 教室 11：00 〜 15：00
同窓生のための１日ギャラリーです。絵画、陶芸、写真、彫刻、工芸など毎年 40 点
を超える作品が展示されています。作品を前にすると同窓生の昔話にも花が咲くよ
うです。展示は美研ＯＢ会の有志がお手伝いします。
展示希望の方は ASF 実行委員会か ko-ocean@jcom.zaq.ne.jp（小西）まで

1 号館 106 教室 11：00 〜 15：30

The Sophians' Quilt Society
キルトの展示と手作り布グッズ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。
今年のテーマは With Triangles & Squares”。三角や四角のモチーフを使った美
しいパッチワーク・キルトの世界を展開します。ぜひお立ち寄りください。
収益は学生団体「めぐこ」に寄付されます。
https://sophiansquilt.jimdo.com

パラスポーツ体験会とラグビーW杯
＆パラスポーツ情報コーナー
メインストリート 10：00~15：00
今年開催のラグビー W 杯の情報
ブースといよいよ来年にせまった
2020 東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けた、
パラスポーツ体験会と情報ブース
です。
体験して、情報を手にして、
メガスポーツイベントを体感しよう！

エコルーム

1 号館 203 教室 11：00 〜 15：30

エコルームでは日常的に捨ててしまうものを再利用する方
法を提案しています。裁縫した布と古紙を再利用して作る
サシェ（匂い袋）と、普段捨てることしかできないトイレッ
トペーパーの芯を再利用して作るキャンドルの２つの工作
品から選ぶことができます。ぜひ遊びに来てください！
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1 号館 202 教室 11：00 〜 16：00

第60回上南戦グッズ販売及び展示会

企
画

ホーム開催として行う今年の上南戦は第 60 回の記念大会として、我々実行委員はもちろん選手
や学校関係者も例年以上に気合いが入っています。
多くの OB・OG の方が参加される ASF の場をお借りして昨年同様、上南戦 T シャツやタオルの
販売を行います。さらに、これまでの上南戦の写真や T シャツなど、上南戦の歴史を振り返る特
別展示会も行う予定です。多くの方に上南戦を知ってもらう良い機会だと思いますのでぜひ一度
足を運んでみてください！

Teachers Sophian 2019 上智大学出身教員と教職志望在学生の集い
いま教師でいることとは？これから教師になるためには？
6 号館 403 教室 13：00 〜 16：00
多様な現場の多様な諸問題をめぐる自由なトーキング・スペースです。
この企画は今年で 9 回目となりますが、上智出身の先生方と上智在学の教職志望学生とのアットホームな交流会として、
参加された方にご好評をいただいております。
途中参加、途中退室もご遠慮なくどうぞ。上智大出身教員ネットワークの拡大にぜひご協力ください！

Sophian s Sciense Museum

第32回マスコミ・ソフィア会総会

12 号館 203 教室 11：00 〜 15：30
上智エレラボが主催する科学博物館。
10 万ボルトをみてみませんか？稲妻発生装置
「テスラコイル」が皆さんを待っています。他に
も電車のモーターを回してみたり、プログラミ
ングを体験できたりと盛りだくさん！！お子様
とご一緒にぜひお越しください。

2 号館 402 教室 11：00 〜・懇親会 15：30 〜
マスコミ・ソフィア会では、第 32 回総会を 2 号館 402
号教室で 11 時より開催します。今年は、総会に続き
ASF 実行委員会共催によるソフィア寄席（ 8 ページ参照
13 時より）を紀尾井亭（13 号館・旧福田家）で開催します。
寄席終了後、2 号館 402 教室で懇親会（15 時半より）も
行いますので会員皆さまの出席をお待ちしています。

理系ソフィアンの集い
理工学振興会と理工学部同窓会の共催、研究推進センターの協賛により、講演会、研究ポスター発表、懇親会、クラス会・研究会とキッ
ズコーナーを開催いたします。講演会では大学と同窓会から各 1 件程度の講演を、研究ポスター発表では大学から 9 テーマ、同窓
会から 4 テーマ程度の発表を予定しています。その他にも、リニアモーターカーに触れることができるキッズコーナーやクラス会
が開催されます。また、つどいの最後には情報交換や交流ができるよう懇親会を企画しています。
研究ポスター発表

講演会

懇親会

クラス会・研究会

大学から 9 分野、同窓会
から 4 テーマを発表

教員と OB・OG を講師として招い
て講演会を行います。詳細は下記
のサイトをご参考ください。

理系ソフィアンのつどいに参加された
方はどなたでも参加 できます。( 無料 )

11 号館 320，321，325 教室
10：00〜17：00

11 号館 311 教室
12：00〜15：00，13：30〜15：20
15：30〜16：30

キッズコーナー
リニアモーターカーの実演

11 号館 311，305 教室
12：00〜15：00

11 号館 305，311 教室
12：00〜15：00，13：30〜15：20

※ 上記の詳細は理工学部同窓会ホームページ http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/
またはソフィアリエゾンオフィスのサイト http://www.st.sophia.ac.jp/slo/ をご覧ください。
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6 号館 305 教室 10：00〜15：00

グループ集会
地域

種別

会の名称

（申込順／3月8日現在）

運動系サークル

▪ デュッセルドルフ東京会
▪ 文京ソフィア会
▪ 埼玉西部ソフィア会
クラス会
▪ 上智大学短期大学部ソフィ
ア会総会・講演会・ホームカ
ミング
▪ 77年卒外西クラス会
▪ 上智大学理工学振興会＆
理工学同窓会
▪ 77-43クラス会
▪ イスパニア語学科同学会
▪ 74-52a
▪ドイツ語学科同窓会
▪ドイツ文学科同窓会
▪ フランス語学科同窓会
▪ 仏文83-24
▪ S60 ドイツ文学科クラス会
▪ 社会福祉学科 81クラス
▪ 学生寮 昭和35年卒
▪ 国際関係法学科クラス会
▪ 7912Sophia
▪ ʻ86café
▪ 7829Ｊ60の会
▪ 五喜会
▪ 理工学部化学科13期同窓会
▪ 仏文カフェ
▪ 文学部史学科同窓会
▪ 83-44クラス

一覧

▪ ポルトガル語学科同窓会
▪ 英語学科74-52bクラス会
▪ 76-20クラス会
▪ 国際教養学部同窓会 SIAA
▪ 物理科OB・OGのつどい
▪ 上妻ゼミ同窓会
▪ 82−20・21クラス会
▪ 坂本康實ゼミ紀林会
▪ 上智大学法学部同窓会
▪ 上智大学社会福祉学科同窓会
サロン
（2019年会員大会・交流会）
▪ 上智大学社会福祉学科
(83-29クラス)クラス会
▪ 英語学科同窓会（SELDAA）
▪ 英語学科 72-50クラス会

体育会
▪ 上智大学体育会柔道部OB会
▪ 上智大学体育会ワンダーフォーゲル部OB会
▪ 上南戦実行委員会
▪ 体育会バレーボール部OBOG会
▪ 上智大学少林寺拳法部OB会（拳好会）
▪ 上智大学体育会サッカー部OB会
▪ フェンシング部OB／OG会
▪ 体育会洋弓部年次総会
▪ 上智大学体育会ソフトテニス部OB会
▪ 上智大学バスケットボール部OB会総会/懇親会
▪ 上智大学バスケットボール部OB会OB現役合同練習
▪ 体育会 準硬式野球部
▪ 上智大学合気道部OB総会
▪ 体育会弓道部OB会総会
▪ 体育会洋弓部射会/年次総会

▪ あるこう会OB会
▪ ハイキングクラブ・アルパインクラブ
▪ 上智大学卓球愛好会
▪ アトランティス・ハイキングクラブOB会
▪ APES OB&OG会
▪ ゴルフ愛好会コルテシア
▪ バックパッキングクラブ（SBPC）
▪ 上智硬式庭球愛好会 SLTA OB＆OG会
▪ オリエンテーリングクラブ
文科系サークル
▪ 上智大学ソフィアマンドリーノ
▪ 上智大学管弦楽団OB会
▪ 上智大学美術研究会OB会
▪ 上智大学グリークラブ ファミリーパーティー
▪ SWS一期生の集い
▪ 観光研究会
▪ 上智大学漫画研究会OB・OG会
▪ エンタテ・SIS同窓会
▪ 広告研究会OB会
▪ 英文タイプ研究会OB/OG会
▪ 上智大学ピアノの会
▪ ソフィアンズ囲碁サロン
▪ 美研78-82年度OB会
▪ 上智聖歌隊OB会
▪ The Sophians' Quilt Society
▪ New Swing Jazz Orchestra OB・OG会 定期総会
職種系

▪ 丸紅ソフィア会
▪ 上智新聞インテル会
▪ OKIソフィア会
▪ マスコミ・ソフィア会
その他
▪ 華鷲会
▪ ものづくりソフィア会
▪ ソフィア・森の長城プロジェクト会
▪ 上智町屋セツルメント大集合
▪ オリパラ委員会
▪ 2011銀祝実行委員
▪ 7920 銀祝プラス11
▪ 2016銀祝 AGAIN
▪ 榎同窓会
▪ 課程センター
▪ コネカフェ
▪ 55+5 forever の会
▪ 親子で楽しむパソコン解体体験（経鷲会）

（3 月 8 日現在）
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広 場

海外ソフィア会

44か 国 65都 市 に！

多数の記事・写真の投稿をありがとうございした。紙面の制約によりナウへの掲載は1団体1回のみとして代表的な記事・写真を紹介させていただきま
す。記事も短縮させていただいていますが、本文はソフィア会ホームページに掲載されていますので閲覧ください。今号は3月末までに投稿された記事
を対象にしました。なお、現在の登録団体は、学部・学科同窓会16、海外ソフィア会65、国内ソフィア会76、各種ソフィア会143、計300団体です。

ジャカルタ・ソフィア会

ニューヨークソフィア会

ジャカルタで開催されたアジアパ
ラ大会の視察にお越しの久田副学
長以下 5 名が到着された夜にジャ
カルタ・ソフィア会 10 名と懇親
会を開催しました。

5 年目を迎えたワイナリーツ
アーは参加者総勢 40 名。車内
では例年通り我謝さんの司会
とガイドで盛り上がり、車外で
は秋晴れのもとハドソンでの秋
の 1 日を楽しく過ごしました。

開催日：2018.10.09

LAソフィア会

ハワイソフィア会

今回も岡田直子さん（外 独 84）
の素敵なご自宅で慣例の「よっお
久しぶり！懇親会」
。アットホーム
な雰囲気の中、総勢 21 名が集ま
りました。

錦秋の一夜、久々にハワイ在住の
ソフィアンが集いました。幅広い
滞在年数・出身学科が一同に会し
ソフィアの日々を懐かしみ、ハワ
イに生きるソフィアンが手を差し
伸べあうきっかけとなりました。

開催日：2018.10.13

バルセロナ・ソフィア会

トロントソフィア会

市内の和食レストランにて今年 2
回目の懇親会を開催し、多彩な話
題で夜遅くまで盛り上がりました。

懇親会を開催。現在、トロント領
事館は総領事、首席領事ともにソ
フィアンです。今回は、6 名しか
集まれなかったのですが、次回 3
月開催の会に期待します。
開催日：2018.10.19

マレーシアソフィア会

曄道学長をお招きして懇親会を開
催。卒業生のご厚意によりワシン
トン DC の Cosmos Club で 開 催
しました。交換留学生 4 名と昨年
度のジョージタウン大学留学生 1
名も参加しました。

クアラルンプルのレストランで今
年 6 回目のソフィア会を開催。ペ
ナンおよびジョホールからの参加
もあり 17 名が集いました。翌 18
日には第 15 回マレーシアインカ
レゴルフ大会が行われました。

フランス・ソフィア会

台湾ソフィア会

会員からの要望で卒業生からキャ
リアに関するアドバイスをもらう
機会として「国際機関で働く」を
テーマにユネスコ日本政府代表部
の会場をお借りして開催しました。

恒例の秋の親睦夕食会を台北市内
で開催。ソフィアンとその家族 17
名が集まり、ロシア料理と持ち寄っ
たウイスキーを堪能しながら親睦
を深めました。
開催日：2018.11.22

アイルランドソフィア会
活気に満ちた 12 月は懇親会を 2
度開催しました。1 回目は当会の
旧友の歓迎会（写真）
。2 回目は年
明け 1 月から日本で勤務予定のア
イルランド・ソフィアンの激励会
でした。

開催日：2018.10.16

開催日：2018.11.10

ワシントンDCソフィア会

開催日：2018.11.13

開催日：2018.10.13

開催日：2018.11.17

開催日：2018.11.30

ミラノソフィア会

開催日：2018.12.01

ミラノ市内の中華料理レストラン
で夕食会を開催。いつものように
さまざまな話題で盛り上がりまし
た。ナウのバックナンバーも話の
ネタでした。
（有難うございます。／編集部）

上海ソフィア会

英国ソフィア会

上 海 総 領 事 公 邸にて懇 親
会を開催。今回は年明けに
帰任される上海総領事とソ
フィアンである奥さまの送
別会を兼ね、35 名の参加者
で盛り上がりました。

日本レストランで新年会を開催。
スケジュールが合わず前日に幹事
のみでお迎えした曄道学長のお話
の趣旨も参加者 16 名にお伝えし
ました。
開催日：2018.12.17

開催日：2018.12.13

開催日：2019.01.18
No.185/ SPRING / 2019
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国内ソフィア会

デュッセルドルフソフィア会

フランクフルト・ソフィア会

市内の日本レストランに 38 名の
ソフィアン &Co. が集り、食べ放
題飲み放題の新年会を楽しく賑や
かに開催。たまたま同日開催のフ
ランクフルト・ソフィア会とスマ
ホでエールの交換をしました。

今年の新年会はフランクフルト名
物「アプフェルヴァイン（リンゴ
酒）
」の名店で行いました。初の企
画で同時進行のデュッセルドルフ・
ソフィア会の新年会とライブでビ
デオ通話をさせていただきました！

開催日：2019.01.19

アムステルダムソフィア会
アムステルダム中央駅前の運河に
浮かぶ水上レストラン Sea Palace
で新年会を開催、18 名が参加し
ました。今回は昼の開催でしたの
でお子さん連れも参加でき、家族
ぐるみのお付き合いが出来ました。

新メンバーによりソフィア会を復
活し、会員宅で懇親会を開催。当
日は会員 6 名とその家族が集まり
和やかに交流を温めました。
（ソフィア会 HP「地域・各種ソフィ
ア会」の 2010.09.30 付け掲載記
事で前回開催時の様子をご覧いた
開催日：2019.01.19 だけます。貴会のご発展を祈ります。／編集部）

インドソフィア会

春の定例会を開催。週末の金曜日
開催ということで、ご家族も参加
くださり 21 名と過去最大の参加
者となりました。子供たちは途中
で帰り、大人たちはいつものよう
に日付が超えるまで話題が尽きま
せんでした。

今年度 2 回目そして平成最後のイ
ンドソフィア会を開催。今回は総
勢 13 名でご帰国が決まったお二
方の送別会を兼ねての開催となり
ました。
開催日：2019.03.01

とかち帯広ソフィア会

会員の高層マンションのお部屋を
お借りしてホームパーティー形式
で親睦会を開催。交換留学生 1 人
を含む 13 人で親睦を深めました。
海外ソフィア会は現地在住者、駐
在員、留学生らが一堂に会する貴
重な機会。ソフィア会の重要性を
改めて確認しました。

帯広で総会と懇親会を開催。会
員総数 15 名のうち 10 名が参加。
和気藹々と楽しい時間を過ごしま
した。
開催日：2018.10.04

開催日：2019.03.10

鹿児島ソフィア会

岩手ソフィア会

定 例 会 を 開 催。 卒 業 年 度
1957 年 か ら 2018 年 まで
の年代差 61 年の幅広いソ
フィアンとそのご家族 34 名
が集い、学生時代の思い出
話などに花を咲かせました。

盛岡市内のホテルで総会・懇親会
を開催。大学から藤村副学長、ソ
フィア会から八木常任委員にご参
加いただいたほか、八戸ソフィア
会、秋田ソフィア会からもご出席
いただき、総勢 25 名が集いました。

開催日：2018.10.27

開催日：2018.11.04

九州ソフィア会

足利・佐野・栃木ソフィア会

開催日：2018.11.11

九州ソフィア会の第 30 回
大会を佐賀市内ホテルにて
開催。約 40 名が参加。来
賓として佐久間理事長、石
川・池尾両ソフィア会副会
長にお越しいただきました。

さいたまソフィア会

滋賀ソフィア会

大人の遠足「埼玉県名発祥
の地を訪ねる〜歴史の街行
田散策」を開催。会員、ご
家族や知人、都内のソフィ
アンも参加くださり、市内
の名所旧跡を散策しながら、
交流と親睦を深めました。

第 9 回滋賀ソフィア会を開催し、
22 名が集いました。総会後、
ソフィ
ア会槇原常任委員からスポーツ関
係の話題を中心に大学の現況につ
いてお話を伺いました。

SOPHIANS NOW

開催日：2019.01.27

開催日：2019.03.06

シドニーソフィア会
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開催日：2019.01.19

キエフ・ソフィア会

UAEソフィア会

『あしかがフラワーパーク』にて、
第 6 回総会を開催。26 名に参加
いただきました。総会後は高野良
子弁護士（98 法法）からお話を
伺い、その後和気藹々と懇親会を
行いました。

46都 道 府 県7 6 団 体

開催日：2018.11.17

開催日：2018.11.17

開催日：2018.11.17

各種ソフィア会
群馬ソフィア会

埼玉西部ソフィア会

高崎市で総会を開催、活動報告・
会計報告・活動計画案はすべて可
決されました。総会後、久田副学
長および戸川ソフィア会会長に講
演をいただきました。

例年通り所沢西武百貨店"ワル
ツ"にて総会・懇親会を開催。出
席者32名の会となりました。今
回のソフィアンズトークは上智
学院総務担当理事サリ・アガス
ティン先生のお話を伺いました。

開催日：2018.11.18

日野ソフィア会

高知ソフィア会

当会では春と秋の年 2 回、茶話会
形式でおしゃべり会を実施してい
ます。今回は、初めての企画で会
員の森哲夫氏（57 文米）に講演
をお願いしました。

総会と忘年会を開催。ニューヨー
クから移住されたミュージシャン
でピアニストの鈴木琴栄さん (01
法国 ) をお迎えし、久々の新規会
員とともに、大いに盛り上がりま
した。

開催日：2018.11.24

文京ソフィア会

大磯ソフィア会

イタリアン・レストランで懇親会
を開催。今年 3 回目の集まりとなっ
た今回は総勢 41 名の参加を得て
時間が経つのを忘れる盛り上がり
となりました。

今年最後の行事は、明治 150 年
記念事業の一環として国交省が主
催している大磯明治記念邸園の見
学と、その後の忘年会でした。
開催日：2018.12.01

北多摩ソフィア会

関西ソフィア会
恒例の忘年会を西天満のチ
ルコロで開催。おなじみさん、
久しぶりの方、初参加の方
51 名の皆さまの出席を得て
楽しい時間を過ごしました。

開催日：2018.11.27

開催日：2018.12.21

開催日：2018.12.15

宮城ソフィア会

熊本ソフィア会

仙台市青葉区にあるレストランを
借り切ってクリスマス例会を開催。
現役ソフィアン 1 名を含む 31 名
の参加者で賑やかな会になりまし
た。

平成最後の新年会を開催。昨年卒
業の2名を含めて初参加者5名で、
総勢 30 名と会員の半数近くの参
加がありました。ソフィアングッ
ズ等が当たる空くじなしのお年玉
抽選会で盛り上がりました。

福岡ソフィア会

開催日：2018.11.18

開催日：2018.12.14

12 回目の今回の総会・懇親会は、
北多摩を離れ母校のソフィアンズ
クラブで開催。戸川会長のご参加
というサプライズも母校開催なら
では。師走で参加者は少なめでし
たが、想い出に残る会になりました。

開催日：2018.12.23

14 3 団 体

開催日：2019.01.19

石川ソフィア会

「割烹よし田」で新年会を開催。雪
が舞う中での新年会で、帰りの電
車は大丈夫だろうかという吊り橋
効果も伴い、相変わらず仲良く大
いに盛り上がりました。

金沢グランドホテルにて新年会を
開催。雪が舞う天候で参加者 18
名と少なめだったこともあり、ゲー
ムを行って愉しみました。
開催日：2019.01.26

開催日：2019.01.26

鎌倉ソフィア会

函館ソフィア会

由比ガ浜のギャラリー・カフェに
て新年会を実施。出席者は初参加
者 5 名、逗葉ソフィア会からの参
加者 2 名を含め計 33 名となりま
した。今年は、余興にビンゴ大会
を行い大変盛り上がりました。

函館の中心街にある小さなフレン
チのお店で新年会を開催。昨年
4 月開催の総会・新年度会以来の
集まりでしたが新会員 1 名を含む
16 名の参加があり盛会でした。
開催日：2019.02.02

開催日：2019.02.03

ディノス・セシールソフィア会

体育会アイスホッケー部OB会

各種ソフィア会として登録後初の
懇親会を四谷で開催。会の前にソ
フィアタワー内のソフィア会事務
局にもお邪魔し、変化をつづける
母校の話題で盛り上がりました。

OB 総会および創部 60 周年記念
式典を開催。記念式典後の懇親会
では、現役と OBOG が和気あい
あいと交流し、次の 60 年へ向け
ての決意を誓い合いました。
開催日：2018.03.23

開催日：2018.06.23
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各種 ソ フ ィ ア 会

体育会ワンダーフォーゲル部OB会

外英71年入学同期会

恒例の OB 会山行を開
催。奥多摩の御岳山か
ら 15 分にある宿坊「山
香荘」に集合しました。
当日は 大 型 台 風 24 号
が接近する悪天候のな
か OB・OG 及び現役部
員をあわせて 53 名の参加となりました。

ソフィアンズクラブで同期会を開
催。今回は初参加 2 名を含め 16
名の参加者で学生時代に戻り、楽
しい一時を過ごしました。
開催日：2018.10.12
開催日：2018.09.29-30

アビオンソフィア会

上智町屋セツルメントOB会
半世紀前のセツルメントの活動を
忘れないため文集や写真集を発行
し、今回の講演会を実現しました。
恩師の吉田先生を含め約 25 名が
参加。聴講者の一人は先生が
「お
兄さん」
として遊んであげた
「元子供」
でした。

開催日：2018.10.14

IAC (国際親善クラブ
AMITY OB・OG会
創部 60 周年記念会を四ッ谷駅近
くで開催。1969 年卒から 1978
年卒までの 25 名の皆さまが参加
くださいました｡

佐久間理事長、ソフィア会
戸川会長を来賓にお迎えし
て、第29回通常総会・懇親
会をソフィアンズクラブで
開催。約40名の参加を得て
楽しく賑やかはひと時を過
ごしました。

開催日：2018.10.22

NEC宇宙ソフィア会
今年度 2 回目の懇親会を府中で開
催。同期生の女性メンバーお二人
が同じ年に結婚されたお祝いを兼
ねて集まりました。
開催日：2018.11.03

ポルトガル語学科同窓会

開催日：2018.11.14

酒讃会

卒業生によるカジュアル講演
＆忘年会を開催。3 連休の最
終日でしたが約 40 名の方が
参加くださり、あっという間
の楽しい 2 時間半でした。
開催日：2018.11.25

冬分科会を開催。参加者 13 名で
「金祝」の盛会を語り合う忘年会で
した。健康第一で来春の総会を
「エ
メラルド祝」
（卒後 55 年酒讃会オ
リジナル）としてスタートアップ
することを確認し合いました。
開催日：2018.12.04

上智不動産ソフィア会

東京シンガポールソフィア会

学内会議室にて、会員とその
家族・友人ら総勢 38 名で恒
例のクリスマス会を楽しみま
した。当会は「ビジネスにつ
ながる不動産ソフィア会」を
目指して会員間の積極的な交
流を図ってまいります。

今年 5 月に登録された東京シンガポー
ルソフィア会の忘年会を銀座で開催
し、22 名が集まりました。この会に合
わせて、遠く沖縄やドバイからの参加
もあり、賑やかで楽しいひと時でした。
開催日：2018.12.06

開催日：2018.12.16

体育会OB会

体育会バレーボールOBOG会

新春の皇居で第 25 回オー
ルソフィアンズ健康マラソン
大会を開催。ラン部門 45 名、
ウォーキング部門 24 名、計
69 名に参加いただきました。
表彰式終了後はソフィアン
ズクラブで恒例の懇親会を
開催しました。

昨年末に 90 歳で逝去さ
れた元バレーボール部顧
問の森 昭先生を偲ぶ会
をソフィアンズクラブで
開催。総勢 63 人参加の
盛大な偲ぶ会になりまし
た。先生のご冥福を心よ
りお祈り申し上げます。

開催日：2019.01.06

開催日：2019.03.17

団体名

開催日

投稿いただいた非登録団体の記事は右にソ

山梨ソフィア会

2018.12.01

2018.12.10

フィア会 HP 掲載月日を記しましたので、

外国語学部英語学科女子クラス 70 年卒クラス会

2018.12.01

2018.12.07

HP で該当記事を閲覧ください。

71-35（1975 法法）クラス会「師走会」

2018.12.08

2018.12.13

今回写真のなかった山梨ソフィア会と
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HP掲載月日

FOCUS

300の登録団体から、
ユニークな活動をして
いる会を紹介

祝賀会にお集りいただいた
大勢の方々を見て再認識した

創部50周年を迎えた

−アメリカンフットボール部OB/OG会

のは、アメリカンフットボール
部には驚くほどのステークホル
ダーが存在し、いつの間にかそ
れは山が動くくらいの大部隊に
なっているということでした。

アメリカンフットボール部は 2019 年 2 月 23 日に創部 50 周年の

50 年間で 800 人以上の部員

記念祝賀会を開催しました。当日は久田副学長、小川体育会 OB 会

が在籍し、現役は 120 名で、その現役の父母会の皆様、卒業者の父

会長、谷口南山大学アメリカンフットボール部 OBOG 会会長をはじ

母で構成する後援会の皆さま（写真ご参照）に加え、いつも応援し

め、たくさんの御来賓にご列席をいただき、にぎやかに 50 周年を祝

てくれるチアリーダー、長年お世話になっている医療スタッフ、フォ

いました。

トグラファー、そして学校関係者の皆様が存在するということです。

50 年間の部員にとって、私たちの共通項である「上智大学アメリ

これらのバックボーンがあるからこそ、選手とスタッフはゲーム

カンフットボール部」が進化しながら今もここにしっかりある。そ

に向かって集中でき、チームを勝利へ導くというだいご味につなげ

してこれのもとに集まることができる幸せを実感しました。

ることができるのです。
このようなアメリカンフットボール部において
は、組織全体の維持・管理も重要になりますから、
OB・OG 会としても、私たちの夢の実現も含め、
多くの良き社会人を輩出できるよう、サポートを
強化していくことを再確認できた良き機会にもな
りました。
また、50 周年を記念して、160 ページからな
る記念誌「真田堀物語」も発刊しました。この記
念誌には、創部から現在に至るまでの全部員と
ポジション、公式戦での全戦績の情報、そして各
代の代表者からの投稿記事と各代の写真が掲載さ
れ、まさに 50 年間の記録と呼ぶにふさわしいも
のになりました。
今回の周年行事は次の節目へのマイルストーン
になったと確信しています。

上智大学法学部同窓会−会員1万6,000人を擁する学部同窓会
本会は比較的新しくて 2013 年 12 月に設立され、2014 年 2 月
15 日に理事長、学長、ソフィア会長、そして法学部卒の大先輩であ
る細川護熙元総理を招き、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

‐「ゴルフ会」：秋に名門・鶴舞カントリー倶楽部でコンペ開催（1
回 / 年）
‐「音楽の夕べ」
：クラシックギターや弦楽四重奏等のコンサート・
シリーズ（12 月・1 回 / 年）
‐ 法学部の新入生や卒業生に対する記念品の贈呈（2015 年 3 月以降、

学科を擁し、学部卒業生は約 1 万 6,000 人に上ります。そして、法

学位授与式、入学式当日に実施）

曹界はもとより、各種の行政機関、実業界、産業界、さらには文化・

これらの行事には、法学部卒業生ならどなたでも参加できます。

芸術の分野でも多彩な人材を輩出し、母校の将来を牽引する大きな

ソフィア会法学部同窓会ページ、ブログページ、上智大学法学部同

力に成長しました。本会はこうしたパワーを結集し、会員相互の親

窓会 Facebook などで情報を発信しています。「上智大学法学部同窓

睦と現役の支援のためにさまざまな活動を展開しています。

会」で検索すると見つかります。時折サイトをご覧の上、ぜひお気

本会では年に計 10 回程度、次のようなイベントを和気藹々と開い

軽にご参加ください。

ています。
‐「ASF 会員大会および懇親会」
：オールソフィアンズフェスティ
バル（5 月）に合わせた、各方面で活躍中の会員による講演等
の特別企画および懇親会（1 回 / 年）
‐「法と実務の最前線セミナー」
：その都度タイムリーなテーマを
選び、法学部教員や法曹界で活躍中の方を講師に招いて実施（3
回 / 年）
‐「お江戸散策ウォーク」
：江戸の歴史を学びながら都内各所を楽
しく散策する企画（2 回 / 年）
‐「俳句の会」：俳句振興の NPO 法人双牛舎の協力を得た俳句講
座（2 〜 3 回 / 年）
No.185/ SPRING / 2019
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フレッシュマンで溢れた
四谷キャンパス−入学式

Information

石澤良昭先生が文化庁
創立50周年記念表彰

4月1日、 東 京 国 際 フ ォ ー

文化庁は昨年創立 50 周年を記念して記念

ラムホール A において学部入

表彰を行い、上智大学では石澤良昭先生が

学式が、また 4月2日には四

表彰、4 月 8 日に文化庁から石澤先生に表

谷キャンパス 10 号館講堂に

彰状が手交されました。

おいて大学院・助産学専攻科

永年にわたり、アンコール遺跡の保存修復や文化遺産国際協力コ

入学式が行われました。

ンソーシアムの設立・運営に尽力し、文化遺産保護を通じた国際交

その後のオリキャン、そしてフレッシュマンウィークでのメンス

流活動に多大な貢献をしたことが評価されました。

トいっぱいに繰り広げられるクラブ・サークルの勧誘風景は昔と変
わりません。

神学部は創設60周年

真田堀のソメイヨシノ、2 代目開花

神学部は今年創設60周年を迎えます。これを記念して5月25日

真田堀に桜が植えられたのは
1959 年。咲き誇る桜に心躍らせた
経験は誰しもお持ちだと思います。
ソメイヨシ ノの寿命は数十年とい
われていますが、接ぎ木することで
延命することが可能。そこで 2013
年に接ぎ木した苗木 3 本を学内に植
樹しましたが、5 年を経て今年そのうちの 1 本が花を咲かせました。

（土）、ソフィアタワー（6号館）で式典（含む記念講演会）
・祝賀会を開
催します。記念講演会では百瀬文晃元教授がお話をされます。
学外の司教、イエズス会、神学科設置の国内・海外の教育機関お
よび修道会の養成担当者など関係者へも案内されています。

ソフィアンズクラブのピアノ
ソフィアンズクラブの中央にピ

北門前の「いぶき」です。1 号館前の「かおる」と「ひびき」が咲い

アノが 1 台あります。このピアノ

てくれるのは来年でしょうか。

はイギリス英語発音専門家として
知 ら れ る 高 島 ま き さ ん（1988 外

課外活動支援金（後期追加支援）を贈呈

独）に寄贈していただいた、スタ
イウェイの親元会社、GROTRIAN

3月19日、ソフィア会は課

STEINWEG 社のアップライト。1980 年にデュッセルドルフで購入

外活動支援金（後期追加支援）

されたもので、Made in Braunschweig/Western Germany という

を 学 生 4 団 体 に、各10万 円

刻印があるのも歴史を感じさせます。

（合計40万円）贈呈しました。

残念なことに、ソフィアンズクラブは大学の教室、研究室に囲ま

今回支援金を贈呈したのはゴ

れているため、今は思う存分に音を出せません。防音措置などをほ

ルフ部、Sophia Racing、模

どこし、いずれはどなたにでも自由に弾いていただけるようにと考

擬国連委員会上智支部、体育

えています。

会常任委員会です。
学生課外活動支援金は大学への貢献を掲げるソフィア会の
主要な取り組みのひとつで、2018年度予算として800万円
を計上、すでに2018年7月に体育会団体に500万円、文化団
体に260万円を贈呈しています。
現在、春の代議員会、オールソフィ
アンの集い (ASF)・各祝典に向けて、
事務局は一年で一番活気のある時期になります。ソフィアン
ズクラブでも各団体のにぎやかな会合が毎日開かれていま
す。その中で、新たな将来ビジョンが掲げられ、活発な議論
が少しずつ起きているようです。一般会員の皆さまの様々な
お声は、すぐに反映できない課題も多々含まれておりますが、
ソフィア会が少しずつ良い方向に舵を取り、進むことの動力
に繋がっている実感はいたします。

事務局便り

ソフィア会維持会費にご協力ください
維持会費は2019年度に創設11年目を迎えました。この間実に多くのソ
フィアンからご支援をいただき、2018年度も約750名の皆様からご協力を
頂戴できました。これはソフィア会が多くの卒業生から力強く後押しされて
いることを内外にアピールする貴重な実績であり、心よりの感謝を込めご報
告申し上げます。
維持会費は、郵便振替、銀行振込、口座振替のいずれかで納入いただけ
ます。詳細はソフィア会 Web サイトのバナー「維持会費」を選択してご覧
いただくか、ソフィア会事務局にお問い合わせください。郵便局専用「払込
取扱票」や口座振替依頼書はご希望の方に郵送いたします。

訃報（2018年秋〜2019年春）
潤一

上智大学元学院顧問・特任教授

10月23日逝去 佐藤

弦

上智大学名誉教授（元理工学部化学科）

11月 5日逝去 理辺良

お悔やみ申し上げます
第1回ソフィアンズ顕彰を受賞された小林章雄さん（1951
文哲、元ソフィア会副会長）が2月19日に逝去されました。謹
んでお悔やみ申し上げます。

ソフィア会広報委員会

※敬称略

10月21日逝去 西澤

11月28日逝去 福田

上智大学名誉教授（元文学部教授）
上智大学名誉教授（元理工学部機械工学科）

明

上智大学理工学部物質生命理工学科准教授

智美

上智大学名誉教授（元文学部教育学科）

12月20日逝去 遠藤
1月25日逝去 平野
1月27日逝去 デベラ
3月 9日逝去 増田

保行
理一

ホセ マリア 上智大学名誉教授（元文学部新聞学科）
祐志

上智大学元神学部教授

宍戸周夫（1971法法）、鈴木真理子（1982文仏）、風間烈（1965外仏）、宮崎輝雄（1972法法）、山田洋子（1977外独）、

池田晶子（1980文哲）、松本明子(1983文史)、住谷史雄（1985法法）、金谷春美（2003外葡）、船津桂（2006法国）、垣本絵美子（2017院前総心）
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