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　上智大学で過ごした 4 年間は私の宝物です。厳しくも優
しい先生方、共に学び・遊んだ学科やサークルの友人、新
歓の季節には土手で花見の場所取り、土曜日にはクルトゥ
ルハイムでウエディングドレスに身を包んだ花嫁さんを見
かけてうっとり……。
　現役生・卒業生の皆さんもそれぞれに、心が暖かくなる
ようなキャンパスの記憶をお持ちなのではないでしょうか。
　今年の ASF は３年ぶりにキャンパスでの開催（オンライ
ン配信との併催）が予定されています。実行委員会も張り
切って様々なプログラムを用意しています。5 月末の爽やか
な気候の中、「メンスト」を歩いて「ピロティ」でお茶したら、
楽しい記憶が蘇ってきっとワクワクすると思います。ご家
族やお友達を誘って、ぜひ遊びにいらしてください。

＜プロフィール＞1989年外国語学部ドイツ語学科卒。読売新聞東京本社　調査研究本部　専門委員広告営業、
映画製作、デジタル事業を経て現在はセミナー事業の企画開発に従事。富山県出身。

2022 年 ASF 実行委員長 笹原明代
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公式 HP はこちらから

※ASF2022 はオンライン配信と並行し、四谷キャンパス内での企画実施も予定しておりますが、
感染状況次第で開催形式を変更する可能性があります。最新情報は ASF 公式 HP をご覧ください。
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04 SNS 企画

　SNS（Instagram、Twitter、Facebook）にて「＃た
だいまソフィア」をつけて投稿を作成、またはストー
リーズの投稿をしてくださった方の中から抽選で景品
を贈呈する企画です。企画に参加してくださった方に
は参加賞の贈呈も行います。

02 SJ ガーデン

03

　交流スクエアは来場された方が気
軽に立ち寄れる憩いの場として今年
度復活した企画です。
　過去の ASF オンラインコンテン
ツの放映や軽いゲームなどをご用意
しています。
　全てのソフィアンの皆様が楽しん
でいただける場所となっているので
是非一度足を運んでみるのはいかが
でしょうか。

交流スクエア

　今年は、散歩コースの一つとして
ガーデンを開放します。
ガーデン開放時間：10:00 ～ 16:00
　
注意：①クルトゥルハイムは、施錠
され入館できません。②ガーデン内
では、飲酒・飲食禁止です。

　感染症予防と感染拡大防止のため、
食品・飲料類は必ず当日指定された
場所でお取りください。また黙食の
徹底をお願いいたします。敷地内で
の 飲酒は絶対におやめください。

「ソフィアン」に相応しい他者への思
いやりを示し、みなさんで ASF を楽
しみましょう。

＜ご来場にあたって＞

01 野外ステージ

　この度、ステージでの司会を務めさせていただくことにな
りました、内田侑希です。現在私は（株）ウェザーニューズ
という気象情報会社でキャスターとして日々の天気をお伝え
しています。よく想像されるのはテレビで見るような数分間
の天気予報かと思いますが、こちらでは 3 時間の番組を生放送でお送りしていま
す。気象情報だけでなくフリートークも多い中で、上智での学びや経験に助けら
れることがしばしばあります。総合グローバル学部１期生としてダイバーシティ
に富んだ環境で過ごすことができ心から感謝しています。
　卒業してから上智を訪れる機会がなかったので、今回久しぶりに母校に戻るこ
とができて大変嬉しいです！どうぞよろしくお願いします！
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05 01
　装飾企画では、ASF 開催中の構内を華
やかに彩る装飾物を制作しています！
　ASF をスムーズに楽しんでいただける
ような企画案内看板や、思い出となるよ
うなフォトスポット、また、来場者の皆
さまとともに完成させるアート作品など
多数の装飾物で ASF を彩ります。是非、
ゆっくりご覧ください。

装飾

キッズ

　お子様が楽しめる企画をご用意
してお待ちしております。今年度
は縁日風企画です。
　お気軽に遊びに来てください！

09

　学内ツアーでは四谷キャンパスの歴史ある、そして
新しい建造物をご案内します。上智大学での生活を懐
かしんだり、新しくなった上智大学を楽しんだりでき
ます。現在、2022 年春竣工予定の木造 3 階建ての 15
号館の建設や、1 号館前の広場の整備が進んでいます。
　「ぶらり上智」と合わせてお楽しみください。

学内ツアー

07

　メインストリートでは、
OBOG や学生による模擬店が 3
年ぶりに復活します！
　様々な模擬店に立ち寄って、お
祭り気分を存分に味わってみてく
ださい！

模擬店

 　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。

授乳室10

08

オリジナルグッズ

　上智大学の年に一度のホームカ
ミングデー ASF 当日を、そして
家に帰ってからも盛り上げるグッ
ズを販売します。オンサイトでも
オンラインでも購入でき、当日の
思い出をグッズと共に振り返るこ
とができます。ASF ロゴを使っ
たオリジナルグッズを身につけて
写真に収まれば特別な思い出にな
ること間違いなしです。

06
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ゆる婚

グループ集会　一覧

【 学部・学科同窓会 】

【 その他登録団体 】

・アトランティス・ハイキング・クラブ

　OB 会

・77-43 経営ソフィア会

・観光研究会　

・美術研究会ＯB 会

・The Sophians' Quilt Society　

・オリエンテーリングクラブ　

・SPEECC ソフィア会　

・体育会ワンダーフォーゲル部 OB 会 

・ハイキングクラブ

・マスコミ・ソフィア会

・体育会フェンシング部ＯＢ／ＯＧ会

・上智社会福祉専門学校ソフィア会 

・いずみ会（旧明泉寮 OG 会）

・あるこう会 OB 会　

・ソフィア文化芸術ネットワーク

・埼玉西部ソフィア会　

・グリークラブ

・仏文 83-24

・体育会柔道部 OB 会

・英文タイプ研究会＆SETA

・2016 銀祝 AGAIN

・ソフトテニス部 OB 会

・聖歌隊 OBOG 会

・英文学科７６－２０・２１

・ものづくりソフィア会

・硬式庭球愛好会 ＳＬＴＡ

　ＯＢ＆ＯＧ会

・体育会スキー部

・バックパッキングクラブ

・銀祝プラス 14

・フランス語学科同窓会（AADEF）

・1976 年卒業生の会

・体育会サッカー部ＯＢ会

・準硬式野球部 OB 会

・人形劇団チロリン村 OB 会

・86café

・文京ソフィア会

・丸紅ソフィア会

・SOS テニス同好会 OB 会

・短期大学部ソフィア会

・体育会バスケットボール部 OB 会

・榎寮同窓会

・沖電気ソフィア会

・英語学科同窓会 (SELDAA)

・82 史学科

・上智町屋セツルメント OB 会

・体育会合気道部

・サッカー愛好会 EAGLE

・体育会弓道部ＯＢ会

・管弦楽団 OB 会

・女子バスケットボール部

・New Swing Jazz Orchestra

　OB・OG 会

・史学科同窓会

・国文学科同窓会

・英文学科同窓会

・フランス文学科同窓会

・法学部同窓会

・経鷲会

・ポルトガル語学科同窓会

・理工学部同窓会

　今年は下記団体のグループ集会が当日対面にて行われる予定です（4 月上旬時点）。

これらの予定は直前まで変更の可能性がありますので、開催時間・場所も含め最新

情報は右記 QR コードから ASF 公式 HP にアクセスしご確認ください。

　今年で 10 回目となる「ゆる婚」は上智大学の OBOG 限定の婚活企画です。
例年、25歳～50歳といった幅広い年齢層の方々に多く参加して頂いております。
　当日は自己紹介タイムやグループ企画、フリートークタイムなどの企画をご
用意しております。毎年多くのカップルが誕生しており、過去のゆる婚企画か
ら結婚されたカップルもいる本企画！男女ともに各回定員の 25 名に達し次第、
募集を締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください！
　詳しくは公式 HP をご覧ください。ご参加お待ちしております！

【第２次募集期間】5 月 22 日 ( 日 ) 午後 6 時まで （先着順）

グループ集会詳細はこちら

２次募集フォームはこちら
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11:30～
1 チャンネル

10:30～
２チャンネル

12:00～
6-101(1 チャンネル）

ー 5 ー

～ドラマ業界のあるある聞いてるうちに、
人生の向かうべき方向に気づくかもしれない～ 

～交渉学の現在～

変化する時代を生き抜く 
～これからのキャリアデザインを考える～

01

　交渉は社会の至るところに存在します。優れた交渉者は、新たな価値を生み出し、紛争を回避し、関係する
当事者や社会により高い満足・効用をもたらすことができます。
　「ハーバード流交渉術」といった言葉に代表されるように、欧米の大学は、交渉に関する教育・研究に熱心に
取り組んでいます。日本における交渉学はまだ発展途上ですが、上智大学では交渉教育に力を入れてきました。
今回の講演では、大学の授業で紹介している『よりよい交渉のためのポイント』についてお話ししたいと思い
ます。

＜プロフィール＞　
森下哲朗（モリシタテツオ）上智大学 グローバル化推進担当副学長。1966 年生まれ。東京大学法学部（1989
年卒業）・東京大学大学院法学政治学研究科、株式会社住友銀行（1989 年 -1999 年）等経て、現在、上智大学
法学部国際関係法学科教授。2018 年 -2020 年、法科大学院長。研究テーマは、国際取引法・金融法・交渉学。

森下哲朗副学長講演会

笹原明代委員長講演会　02

　コロナ禍によりリモートワークが普及し、兼業・副業、ジョブ型雇用など、現代に働く私たちには多様
な選択肢があります。また「キャリア自律」という言葉が示すように、めまぐるしく変化する環境の中で
は特に主体的・自律的に自らのキャリアに取り組むことが求められているのではないでしょうか。
　私は仕事・家庭・介護に日々忙殺されていた中、思い立って 50 歳で大学院に飛び込みました。その学びは、
自分がどのように働き、生きていきたいのかを考える「キャリアデザイン」に繋がりました。
　人生 100 年時代と言われる今、私たちが働く時間は途方もなく長くなっています。
　この時間を豊かにするための「自分を生かすキャリアデザイン」のあり方について、まさに実践されて
いる 20 代と 50 代の 2 人のソフィアンをお招きしてお話しします。皆さんも一緒に考えてみませんか？

14:00～16:00
10 号館講堂

13:00～
2 チャンネル

（OB・OG 紹介企画）隣のソフィアン05

　ASF2022 の新企画、隣のソフィアンでは、上智大学の卒業生で「新しく面白い」生き方をしているソフィ
アンをご紹介します！
　今回は YouTube で大活躍中で、マツコ会議にも出演された「双子 CA さくらん」さんへインタビューいた
します。
　学生時代のエピソードからお二人で YouTuber をされるに至った経緯まで、今の時代の生き方を伺います！
　オンラインにて配信いたしますので、ぜひご視聴ください♪

04 晴佐久昌英神父講演会
　2013 年上智大学創立 100 周年を記念して ASF に初登場いただいた晴佐久昌英神父様。
　今年で10回目の登壇となります（2020年は片柳弘史神父様とのweb対談）。今年は「一人でいても、独りじゃ
ない」をテーマに、コロナ禍にあって生きていくうえで一番大切なことはなにか、について、お話しいただき
ます。
　これまでも毎年、力強い励ましをいただいてきましたが、今年も晴佐久神父様の熱い愛を浴びてエネルギー
回復すること、まちがいなしです！

～一人でいても、独りじゃない～

 　物を作る仕事はたくさんありますが、その製品が「笑って泣けるもの」になることを目指すのはとても 
珍しい職業だと思います。  
　視聴者の「恋する気持ち」や「明日も頑張ろうという気持ち」を増幅するために、役者さんには擬似恋 
愛や擬似仕事をしてもらいます。  
　あくまでも恣意的に人々の喜怒哀楽を増幅しようと計画する、という職業柄、やはり人の気持ちの動き 
にはとても興味があるし、企画を立て、実際に製作してる最中に起こるいろんな出来事がある度に「あー、 
なるほど、これは人生の縮図だよな」と思うことも多いです。 
　 作り物のドラマの中に、意外と本物のドラマがあって、それに触れると人生の向かうべき方向も見える
こと、あるんじゃないかなーと思うのです。

磯山晶講演会    03

< プロフィール > 
東京都出身。上智大学文学部新聞学科卒業。1990 年 TBS に入社。1996 年『CampusNote』でプロデューサーデビュー。脚本家宮藤 官九郎氏と組んだ『池
袋ウエストゲートパーク』(2000)『木更津キャッツアイ』(2002) などで注目され、数多くのテレビドラマをプ ロデュース。『タイガー & ドラゴン』
(2005) でギャラクシー賞テレビ部門大賞を受賞、『俺の家の話』(2021) でギャラクシー賞優秀賞、 東京ドラマアウォードグランプリを受賞。2021 年度
芸術選奨文部大臣賞 ( 放送部門 ) 受賞。2019 年から TBS スパークルに出向。
< 主なプロデュース作品 > 

『流星の絆』(2008)『空飛ぶ広報室』(2013)『ごめんね青春 !』(2014)『恋はつづくよどこまでも』(2020) など。編成プロデューサー
として『逃げるは恥だが役に立つ』(2016)『大恋愛～僕を忘れる君と』(2018)

※オンライン配信の予定はございません。

２次募集フォームはこちら
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　昨年、初の試みとして実施しました「SOPHIA 未来募金のためのオンライン・チャリティオークション」では、多くの皆

様のご協力をいただき、総額、574,016 円を SOPHIA 未来募金に寄付することができました。

　SOPHIA 未来募金は、上智学院において教育研究活動、学生支援、グローバル人材養成活動、キャンパス整備計画等を遂

行する財政基盤として寄付をつのっています。本オークションでは、そのうちの「学生支援」として、経済的に修学困難な学生、

海外留学を希望する学生、学生活動への支援として使われます。

　昨年に引き続き、「オークション」では、細川護煕元首相、そして本年はジュディ・オングさん、大野均（元ラグビー日本

代表）さん他からも出品いただきます。さらにクラウドファンディングにおいては、ソフィア会からはソフィア会特製のタ

ンブラー、および 2022 年度の卓上カレンダー（いずれも非売品）などを返礼品（リターン）とする 1 口 3,000 円からのご

支援も募ります。

　本オークションでのご支援金額は、オークションサイト利用料、送料の手数料を控除した全額を、ソフィア会より上智大

学 SOPHIA 未来募金として寄付をいたします。

皆様のお力添えをお願い申し上げます。

■チャリティ・オークション　～ INTRODUCTION～　10:30 ～ 11:00（６－101 ／１チャンネル）

■チャリティ・オークション　～ FINAL HAMMER～　15:15 ～ 16:30（６－101 ／１チャンネル）

■クラウド・ファンディング（実施中！ 2022 年 6 月 30 日まで）

※詳細については ASF2022 ホームページに掲載いたします。

SOPHIA 未来募金のための
チャリティオークション

ソフィアグッズオンラインショップ
大人気ソフィアジャージや、日経新聞「キャンパスこの一品」に掲載された学生考案商品、
大学エンブレム入りの一部商品などが、オンラインショップにてご購いただけるようになりました。

上智大学

グッズショップソフィアグッズの売上の一部は㈱ソフィアキャンパスサポート（学校法人上智学院 ％出資）を通じ
上智学院へ寄付金として還元され、学生支援金等に充てられています。

Charity 
Auction
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理系ソフィアンのつどい

　例年と同様、2022 年 ASF に合
わせて理工学部同窓会と理工学振興
会共催にて「理系ソフィアンのつど
い」を実施致します。時宜を得た二
つの講演（対面とオンラインの同時
開催）と SNS 上のパネル発表を予
定しており、皆様に興味を持って頂
ける内容になっていると思っていま
す。理系の方以外の同窓生・ご友人
などにもお声がけ頂き、是非ご来場
ください。なお、講演場所・時間割
等は上智大学理工学部同窓会の
HP・Facebook をご覧ください。

ソフィアンズギャラリー
　
日頃制作している作品
を持ち寄り、久しぶり
に旧交を温めませんか。
油彩、水彩、写真、
陶芸他自由に自己表現
しましょう！　　　　
　　　　

国文学科同窓会

会場：6-201
総会：10:00 ～ 10:30
玉川奈々福さん（87年卒）
講演会：10:30 ～ 11:30

「国文学科を卒業して浪
曲師に！」
皆様のご参加をお待ち
しております。

ソフィア寄席

　第 30 回「コムソフィア賞」受賞の玉川奈々
福さんによる浪曲の世界をたっぷり楽しんでい
ただきます。若者からの支持も大きく、チケッ
ト売り切れの浪曲師と評判の玉川奈々福、日本
の伝統芸能・浪曲のトップランナーとして活躍。
　文化庁文化交流使としてイタリア、東欧、中
央アジアなどでも口演を行って、会場は笑いあ
り涙ありで大うけだったと言います。
　そんなソフィアン玉川奈々福による話術の世
界との掛け合いで物語を描く芸能をお楽しみく
ださい！（プログラムは後日発表します）
　そして、脇を飾るのは若き落語家たち、三遊
亭あら馬と春風亭枝次（2014 文新）

会場：13 号館福田家ビル「紀尾井亭・葵の間」
日時：5 月 29 日（日）　12 時 30 分開場、
13 時開演
木戸銭：3,000 円
チケット申し込み：
info＠cumsophia.jp
コロナ感染予防のため
定員 50 名、申し込み
多数の時は抽選とします。

主催：マスコミ・
　　　ソフィア会
協力：上智大学落語
　　　ソフィア会

The Sophians’ Quilt Society

　キルトの展示と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“アップリケ・キルト”。３
年ぶりにいつもの一号館でリアルな
テーブル・バザーを催します。
　収益は学生団体「めぐこ」に寄付さ
れます。
　詳しくは、こちらで。
https://sophiansquilt.jimdofree.com/
開催時間：11:00 ～ 15:30

英語学科同窓会ミニシンポジウム
「新しい時代の生き方・働き方」

2022 年度 英語学科同窓会お
よびミニ・シンポジウム
日時：2022 年 5 月 29 日 ( 日 )
13:00 ～
場所：2−414
講師：柴崎 洋平さん
　　　小仁 聡さん
　　　知夏 七未さん

01 0302

04 サロン・ド・ローズィ
　島村和代

1andOnlyYoko05 06カフェーパウリスタ

ウォームハーツコーヒークラブ
（NPO 法人せいぼ）

ASF2022 公式ホームページでは、こちらで紹介している方々以外にもたくさんのモノづくりソフィアンの皆さんに出展していただいて
います。ぜひ遊びに来てください！

ー 7 ー

物産展
　「ソフィアン物産展」は、全国で活躍する「モノづくりソフィアン」の皆さんを紹介するオンライン企画です。
　卒業後に進む道、世界はまさに十人十色。ソフィアン物産展では、そんな卒業生の中から特に「モノづく
り」に携わっている方々を集め、紹介します。学部・学科やサークルの繋がりに加え、ソフィアンが手掛け
る商品や作品を通して新たなソフィアンの輪を広げてみませんか？

メルカード・ポルトガル 菓秀苑　森長
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ー 8 ー

　四谷キャンパス内で行われる ASF を当日キャンパスに来れない皆様にもオンラインでお届
けします！今年も YouTube で２つのチャンネルを同時配信！　
　実際に現地にお越しの皆様もハイフレックスでお楽しみいただける企画も✨

菓秀苑　森長

1 チャンネル

 

9:45 　　お祈り

10:00 　　オープニング

10:30 　　チャリティ・オークション　

　　　　　～ INTRODUCTION ～

11:00 　　ぶらり上智（前編）

11:30 　　隣のソフィアン 双子 CA さくらん

12:00 　　笹原明代委員長講演会

13:00 　　見どころ紹介・フレイル体操　

                 （～ 13:30）

14:15 　　ぶらり上智（後編）

15:15 　　チャリティ・オークション　

　　　　　～ FINAL HAMMER ～

16:30 　　グランドフィナーレ

17:00        配信終了 

 

2 チャンネル

 

10:30 　　森下哲朗副学長講演会

11:30 　　Sophians around the world１

　　　　　　　　（南北アメリカ）

12:30 　　ぶらり上智ミニ＠目白聖母

12:45  　　神父様音楽演奏

13:00  　　磯山晶氏講演会

14:30 　　Sophians around the world 2

　　　　　　　　（アジア・オセアニア）

15:30 　　ぶらり上智ミニ＠石神井

15:35 　　Sophians around the world 3

　　　　　　　　（ヨーロッパ・アフリカ）

16:30 　　配信終了

Time schedule

　世界中のソフィアンが次から次へと登場するこの企画！早くも今年で 3 回目となります。
南北アメリカのソフィアンに始まり、時差を考慮してどんどん西に移動しながら、世界各地のソ
フィアンとバーチャルで繋がり、彼らの現地での生活から活躍ぶりまで、生の声をお聞きいただ
きます。刺激を受けたり、懐かしい友人の顔が見れたり……。
　楽しい 1 日になることでしょう！

（参加予定ソフィア会）
NY・ワシントン DC・ジャカルタ・インド・
シドニー・フランクフルト・ベルギー他

（当日までに変更の可能性もあります）

Sophians around the world
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　ぶらり上智は学内ツアーのオンライン版にあたる企画です。
事前撮影した四谷キャンパスの映像を流し、出演者がコメントやちょっとした
思い出を話してくれます。
　また ASF2022 では目白聖母キャンパスや石神井キャンパスでのインタ
ビュー動画も撮影予定です。直接キャンパスに来ることができない方も楽しむ
ことが可能です。

お祈り ( オンライン）
　ASF2022 では、「祈りの時間」を設けます。みことばに触れ、神さまの恵みを
感謝し未来への希望を強くしましょう。
　最後に、皆様ご一緒に「主の祈り」を唱えましょう。

お話：ハインツ・ハム神父　（文学部ドイツ文学科名誉教授）

ー 9 ー

  SPEECC is back again. 今年はキャンパスでの「英文法 LIVE」(○× クイズ )、
ZOOM での「英文法大相撲」(2 択クイズ ) の 2 本立て。遊びと学びに満ちた知的
エンターテインメントをぜひ皆さんもご一緒に。Come Join Us at the SPEECC 
Grammar Festival!

SPEECC 英文法祭り

　あの大人気参考書『フラ語シリーズ』そして『エキゾチック・パリ案内』『パリ移民映画』の著者、
清岡智比古先生が ASF で初の特別授業！フラ語が大好きなあなたも、フラ語にザセツしそうなあな
たも、フラ語にザセツして幾星霜のあなたも、映画の話が聞きたいあなたも、vous y êtes tous 
invités !「フラ語と映画」についてベンキョーしちゃいましょう。合言葉はもちろん、「ムズカシイ
こと抜きで！」　どなたでもご参加頂けます。最新情報はフランス文学科同窓会ブログに掲載いたし
ます。　　　　　
時間　11:00 ～ 12:30　　場所　12-202

清岡 智比古 先生 特別授業＠ASF 仏文カフェ

神父様による音楽演奏企画（オンライン）
若手神父2人によるギター演奏です。
　　　  演奏者: ホアン・アイダル ( 1996神神)、アントニウス・フィルマンシャー (2010院前神)

ぶらり上智
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ー 10 ー

スペースの都合で掲載できなかったインタビュー全文は ASF 公式 HP で公開中！
これを読めばどこよりも詳しい「未来の上智」が見えてきます。

　上智大学には５人の副学長の先生方がいます。
　全員が 2021 年に新任となった各先生方は、それぞれの担当分野に並々ならぬ情熱を捧げながら、チャレンジ
ングな時期を過ごす上智大学の将来を作る業務にあたられています。
　今回はその５人の先生方に ASF 実行委員会の現役学生がインタビューを行い、先生方のバックボーン、そし
て担当分野についてのお話を伺いました。

副学長５～ 上智大学の今とこれから ～

　「学務」をより馴染みのある言い方にすると、「学事」のこと。シラバス
作成の依頼や全学共通科目の策定、さらに現在はコロナ対策に絡んだ部分
まで、伊呂原先生は授業にまつわる全般的な意思決定に関わられてきまし
た。
　その中で今の強化項目として挙がったのが基盤教育への取り組み。それ
も大学時代で完結するような規模感ではなく、「人生 100 年時代に大学卒
業後も生涯に渡って学び続けていく」ための「基盤教育」です。誰かに指
示されての学びではなく、自ら考え自らを律して学び続けていく人材の育
成が、この取り組みの目的だと伊呂原先生は言います。今年度からは１年
生で学ぶ全学共通科目において、その上位レベルの科目を上級生になった
後も学生自らの意思で選択できるシステムが導入され、その種まきが花を
咲かせる日も近付いてきています。

　大学の魅力を外部にも発信していくという視点で、西澤先生本人の口か
ら真っ先に挙がった取り組みは「広報活動の強化」でした。ここ数ヶ月で
上智大学公式 YouTube に続々アップされている学部紹介動画は、従来の
教員中心のものから現役学生・OBOG が大学の魅力を語るものへと変更。
それは他でもない、「（動画を見れば）こんな身近に優秀で魅力的な学生が
いるのか、と驚くはず」という上智大学の学生の魅力あってこその戦略です。
高大連携副学長として、途切れさせることなくそんな人材を募集し続ける
のも西澤先生の役目。コロナ禍での制約は多い中ではありながらも、その
変化に適応できる人材の育成方法を模索しつつ新たな社会を先導する人材
を育てていきたいと語ります。またもともとの専門でもある経営工学のバッ
クグラウンドを活かし、大学関連の様々なデータ分析を行う IR 業務も担う
など、今後も様々な面で辣腕を振るいます。

2. 西澤茂 高大連携担当副学長
経済学部経営学科教授

1. 伊呂原隆 学務担当副学長
理工学部情報理工学科教授
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ー 11 ー

　全学部が１つのキャンパスに集まる「学融合型」の形態は、学術研究とい
う視点においても、さまざまな分野の研究者が集まってプロジェクトに関わ
れるという大きなメリットを上智大学にもたらしています。その学術研究分
野をオーガナイズする岡田先生からは、昨今の「上智らしい取り組み」とし
て文部科学省の「私立大学ブランディング事業」に採択された２つのプロジェ
クトの名前が挙がりました。１つ目は水問題に関する研究から出発して今は
環境問題全体に発展した地球環境研究所の学融合型プロジェクト、もう１つ
は貧困や飢餓などの様々な問題を扱う「人間の安全保障研究所」プロジェクト。
さらに女性研究者の研究環境の整備をテーマとした調査研究計画にも共同実
施機関として参加しており、こちらは海外の優れた事例の導入を主目的とす
るなど、上智大学の強みを存分に活かした実績が積み重ねられてきています。

永井敦子 学生総務担当副学長
文学部フランス文学科教授

　副学長就任後、「学生局の皆さんがとても学生たちのことを真剣に、かつ
親身になって考えているということを実感した」という永井先生。特にこ
のような難しい状況が 2 年以上続く中で、「学生生活をサポートする大人た
ち」の存在は以前にも増して重要なものになってきています。
　学生に対する経済面や生活面、心身の健康のサポート、キャリア支援と
いった業務がその担当の中心。今年 4 月のウェルネスセンター開設、キャ
ンパス内のバリアフリーサイン見直し、課外活動の継続サポートなど、そ
の多岐に渡る取り組みは早くも様々な形で可視化されてきました（他の具
体例は Web の全文を参照）。その一翼を担っているのが昨年 9 月開設とこ
ちらも新しい風を吹かせるキャンパスメディア "FIND SOPHIA" で、実際
の活動とその発信という両輪への注力でもって、時代がその真価を問う学
生総務の印象的な取り組みが進んでいます。

3.

　「本当に優秀な学生がたくさんいる」ことを真っ先に上智大学の特徴
として挙げられた森下先生。だからこそ学生にはもう一つ上を目指し、
ビッグピクチャーを描いた挑戦をしてほしいといいます。
　その意味では「上智大学のアイデンティティ」とも言うべきグローバ
ル化推進が果たす役割は大きく、国内外問わず一目置かれるようなリー
ダーの育成を念頭に、学生が挑戦できる・したいと思える場を提供して
いきたいとのこと。今では他の大学も国際化の取り組み・留学生の受け
入れなどを積極的に行うようになった中で、「" 普通 " であってはいけな
い」上智大学のグローバル戦略が日本屈指のものであり続けるために、
森下先生は様々な策をめぐらせています。

4. 森下哲朗 グローバル化推進担当副学長

法学部国際関係法学科、法科大学院教授

5. 岡田隆 学術研究担当副学長
総合人間科学部心理学科教授
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