
ソフィア会の主要目的である「会員相互の親睦」を実現するため、ソフィア会は多様なコミュニケーション手段を駆使し、
皆さまに迅速かつていねいな情報提供を心掛けています。

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。

ソフィア会では常に「会員にふさわしい、会員に開かれた組織にす
る」ことに取り組んでいます。
2008年の会員総会ではコンプライアンス(法令遵守)を掲げ、
2010年には最高議決機関を会員総会から全国代議員会に変更
する会則改定も行いました。その代議員会を頂点に、さまざまな委
員会が日常的に活動しています。
その活動を全国に展開する取り組みも進めています。2009年に
九州で始まった「地域ソフィア会全国大会」はその後、関西、山梨、
北海道を経て、2013年の上智大学創立100周年の年には拡大
東京大会を成功させました。その後、2014年9月の新潟、2015
年10月の広島、2016年の宮城を経て、2017年9月には第9回全
国大会「名古屋大会」を実施しました。今年は9月に四国で「香川
大会」を行います。
一方、各種記念事業や募金活動などにも大学と連携して取り組ん
でいます。2013年の100周年募金では、卒業生の募金総額が12
億円を超えるなどの成果を挙げています。現在のSOPHIA未来募
金にも積極的に取り組んでいます。

ソフィア会は会員の皆さまとのつながりを大切にしています

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。

ソフィア会は年2回、春と秋に会誌「ソフィアンズナウ」を
発行しています。春、秋の全国代議員会や会員大会のご
案内や審議事項の報告を行うとともに、そのときどきのソ
フィア会の取り組みを特集。国内・海外の地域ソフィア会
や各種ソフィア会の活動報告、上智大学の状況、各種の
イベント・レポートなど、多彩な記事でソフィア会の情報
をお伝えします。半年間のソフィア会活動の概要と母校
の近況を、ソフィアンズナウで知ることができます。

ソフィアンズナウ（SOPHIANS NOW）

ソフィアンズナウとともに、ソフィア
会と会員を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（ホーム
ページ）です。
これは紙媒体のソフィアンズナウ
(年2回発行）やメールニュース
（原則として月2回配信）に比べ、
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。

ソフィア会Webサイトソフィア会Facebook（公式ページ）

ソフィア会メールニュース

事務局

会員数約14万人

卒業生（正会員）・学生（準会員）・

名誉会員

上智大学ソフィア会

会員大会
年1回（5月最終日曜日）

全国代議員会
年春秋2回

常任委員会
毎月1回

専門委員会
（随時）

監事

学部・学科同窓会
15団体

地域ソフィア会
国内46都道府県

81団体

海外42カ国
65団体

各種ソフィア会

マスコミソフィア会
ソフィア会経済人倶楽部
グリークラブOB会
体育会OB会
その他

開かれたソフィア会

ご卒業おめでとうございます。上智大学ソフィア会は皆さまを心より歓迎致します。

ご卒業されても、私たちが上智大学で学んだ建学の精神や教育理念“ 叡智が世界をつなぐ”、“他者のために他

者と共に生きる”はいつまでも変わることはありません。私自身も挫折を味わった時、苦しかった時にやはり上

智の教育理念や建学の精神を思い出していました。またそのような時に、上智の同窓会であるソフィア会の仲

間がいることを嬉しく思い、安心感を持ちました。

ソフィア会は全世界に約 14万人の卒業生を抱え、卒業生同

志や卒業生と母校をつなぐ同窓会組織です。海外に65か所、

国内各地域に81か所、15の学部学科同窓会、課外活動及び

企業など業種別を含む141の各種ソフィア会の合計302団

体があります。これらの団体をはじめ、その他上智大学の

卒業生による同好会組織などが縦横のネットワークを通じ

て繋がり、会員相互の親睦と大学への貢献を目的に活動し

ています。

同じ教育精神で学んだ上智大学の卒業生同志は、どこで出会ってもお互いに理解し合える強い絆があります。

卒業生同志の交流によって、皆様が今後直面するさまざまな生活や仕事上のことでさらに幅や心のゆとりが生

まれるものと思います。ぜひ積極的にこのソフィアのネットワークの輪に加わっていただきたいと思います。

皆様には、将来の世界や日本をリードする重要な役割があると思います。これからも上智の教育精神を時々思

い起こし、これからの新しい社会生活で素晴らしいリーダーとしてご活躍になることを、心よりお祈りいたし

ます。

上智大学ソフィア会会長　戸川 宏一

ご卒業おめでとうございます。
そして、上智大学ソフィア会にようこそ。
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世界中で14万の卒業生がつながっています
Sophia University
Alumni Association

上智大学の全学同窓会「上智大学ソフィア会」は昨年、

創立80周年を迎えました。その間、毎年新たな卒業

生が加わり、現在会員数は14万人に達しています。

会員は、国内はもとより全世界で活躍しており、そ

れぞれの国・地域に独自のソフィア会が作られてい

ます。その他、クラブ・サークルの OBOG 会、企業

や職域の会、趣味でつながった卒業生の会、学部学

科の同窓会など、現在300を超える団体がソフィア会

の元で活動しています。ソフィア会の「ソフィアンズ・

ネットワーク」は、上智大学卒業生だけに与えられ

た財産といえるでしょう。

上智大学ソフィア会
ソフィア会は会則で「本会は、会員相互の親睦を

深めること。および上智大学の使命達成と発展に

貢献することを目的とする」（第3条）と定めて

います。ソフィアンズ・ネットワークの絆を強め

ることと同時に、ソフィア会は母校の発展に寄与

することを会の使命として取り決めているので

す。

学生の課外活動を支援するため、年間1,000万円

に上る支援金を提供しています。学部学科生や留

学生への奨学金も贈るほか、学生の就職活動を支

援する交流会なども開催しています。ソフィア会が年2回開催する全国代議員会には上智学院理事長、上智大

学長が毎回出席されるほか、アジア・ソフィア会など主要なイベントは大学と連携して行っています。

卒業しても、ソフィア会員にはいつでも母校に帰る場所が用意されています。ソフィ

アタワー（6号館）6階にある会員専用サロン「ソフィアンズクラブ」が、午前 11時から

午後9時までみなさまをお待ちしています。

ソフィアンズクラブは大きく4つのスペースに区分けされます。

大きなドアを押してすぐ目の前に広がるのがサロンです。ここには8人掛けテーブルを

2セット設置した「メインテーブルコーナー」、ソファーを3セット設置した「ソファー

コーナー」、そして8席の「カウンターコーナー」の3つで構成されています。そのサロ

ン全体を使うと160人規模のレセプションも可能です。

このサロンから「テラス」に出ることができます。ここは屋根のない

オープンスペースで25㎡の広さがあり、自然の植栽に触れられる空

間となります。メンストを見下ろす絶好の癒しの場といえるでしょう。

そして、サロンの奥に広がるのが 3 つの会議室。通常は可動式の壁

で仕切られていますが（それぞれ32～34㎡）、全室を使うと100人規

模の会議が可能です。そして、事務局もこれらの施設に隣接して設置

されています。

仲間との会合はもちろん、ちょっと時間が空いたというときにも、予

約なしに気軽に母校を訪れてください。

ネオソフィアンのBBQパーティ

第3回アジア・ソフィア会カンボジア大会

ニューヨーク・ソフィア会

第9回全国大会名古屋大会

ソフィア会の2大ミッション－会員相互の親睦と母校への貢献

学生課外活動支援金を63団体に贈呈（2017.7.25）

いつでも母校に帰る場所があります－ソフィアンズクラブ

ソフィアタワー（6号館）の6階にある
ソフィアンズクラブ
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