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ソフィア会

世界に広がる卒業生のネットワーク

上智大学ソフィア会は卒業生の同窓会組織で、現在の会員は約14万人。この上智
大学ソフィア会のもとに、国内外の地域ソフィア会や OBOG 会が組織・登録され、
その数は世界中で310団体を数え、独自の活動を繰り広げています。
この登録団体には、ソフィアンが居住する国内外にある地域単位の地域ソフィア
会（国内ソフィア会と海外ソフィア会）と、クラブ、サークルなどのOBOG会、
また職種や趣味のグループを単位として任意に組織された各種ソフィア会、そし
て学部学科別の学部学科ソフィア会があります。

デュッセルドルフ・ソフィア会には現役学生のほか、隣国オランダのソフィアンも

ソフィア会の 2 大イベント−ASF と ASC
5月 の 最 終 日 曜 日 に 開 催 す る「オ ー ル ソ フ ィ ア ン の 集 い
（ASF）には毎年1万人を超える卒業生が四谷キャンパスに
帰り

ます。同日は、卒業15年の銅祝、25年の銀祝、40

年のルビー祝、そして卒業50年の金祝も行われ、久しぶりに
再会した人の歓声が母校にこだまします。
もうひとつ、12月に開催する「オールソフィアンのクリスマ
ス（ASC）」も暮れの四谷キャンパスの風物詩となっています。

アジアのソフィアンとの相互理解と連携を図る
第 4 回アジア・ソフィア会ジャカルタ大会が 2019 年 9 月 27 日から 4 日間、
インドネシア、ジャカルタ市のホテル・ムリア セナヤンで開催されました。
ソフィア会は 2013 年の大学創立 100 周年を機に、日本と近隣のアジア
各国ソフィア会の交流による相互理解と連携を深めるためアジア・ソフィ
ア会をスタート。第 1 回を香港で、その後 2014 年には上海、2017 年に
はカンボジアで大会を開催しています。

LAソフィア会には留学中の現役学生も参加

福岡ソフィア会の今年の新年会

ソフィア会は多彩な方法で情報を発信しています
ソフィア会は世界各地の会員と多彩な方法でコミュニケーションを図っています。
会報の「ソフィアンズナウ」。春と秋の年 2 回発行し、毎回、世界中の会員の方に郵送し
ています。ソフィア会の最高議決機関である代議員会の報告や、世界各地のソフィア会
の活動などが一目でわかります。
ソフィア会の Web サイトでは、タイムリーに活動状況などを知ることができます。新
着情報（ニュース）を月に平均 50 本ペースで
アップ、その内容はソフィア会のフェイスブッ
クに自動転載されています。そしてこの Web
サイトは、4 月からスマホにも対応。どこでも
より自由に、手軽に情報にアクセスできるよう
になります。
プッシュ型で情報発信しているのがソフィア会メールニュースです。会員が登
録しているメールアドレスに月 2 回配信。現在アドレスを登録している 3 万
8 千人以上に届けられるようになりました。
そのほか、ツイッター、LINE でも積極的に情報を発信しています。

いつでもどこでも、ソフィアの仲間がいます

ソフィア会会長

戸川宏一

卒業誠におめでとうございます。卒業されるみなさまは、それぞれさまざまな楽しかった思い出、
あるいは苦しかった思い出のある大学生活を終えて、新たな人生へと歩を進めて行かれます。
喜びに浸る間もなく、不安と期待をもってこれからの新しい社会生活に思いを馳せている方も
多いでしょう。
私たちが上智大学で学んだ建学の精神や教育理念である、 叡智が世界をつなぐ 、 他者のた
めに他者と共に生きる

はいつまでも生き続けると思います。それは、ともすれば時代に流さ

れてしまいがちな、目先の実利にとらわれる私達に、必ず立ち止まって考えさせてくれること
だからです。
みなさまそれぞれが選んだ社会における道は、必ずしも平坦なものばかりではなく、もちろん楽しいこと、嬉しいこと
もある反面、想像もしていなかったほどの苦しみや、矛盾すること、納得できないことに遭遇すると思います。しかし、
そのような時にこそ、上智の同窓会であるソフィア会の仲間がいることが心強く、また安心感を持つことができると思
います。
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 76 か所、17 の学部学科同窓会、課外活動及び企業など業種別を含む 151 の合計 310 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は、その数は他の大学に比べ必ずしも多くはないのですが、どこで出会っても
ソフィアンとして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更に幅や心のゆとりが生まれるものと思います。今年は将来に向けて、ソフィア会のスローガ
ン「つなげよう、拡げよう、深めよう！ ソフィアンの絆」を決めました。
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。

各種のイベントにぜひご参加ください
ソフィア会の会員はあらゆる分野で活躍しています。世界的企業で活躍する経営者はもちろん、文化人、芸術家、士業・
政治・法律家、マスコミ、文化芸能分野などなど、まさに多士済々です。そうした各界で活躍するソフィアンの声を生で、
しかも無料で聞けるのが、ソフィア会が大学と共催している講演会などの各種イベントです。また、ASF では特別企画
として毎年複数の方の講演会を行っています。
ソフィア会の各イベントは Web サイトで案内しています。ぜひ、ご覧いただき、申し込んでください。ソフィアンの
輪が広がります。

各界で活躍するソフィアンを表彰
ソフィア会はマスコミ・ソフィア会
と「コムソフィア賞」を運営してい
ます。これは、マスコミ・ソフィア
会が 1991 年から毎年、各界で活躍、
実績を残す上智大学関係者（卒業生、
教職員、在学生など）を候補として
選考している表彰制度です。
2019 年には、国際貢献の分野から
須磨美由紀さん（1983 文社福）、そしてメディア活動の分野から川村元気
さん（2001 文新）の 2 人が選定されました。須磨さんは、アジアの開発

他大学にも輪を広げた
日本語スピーチコンテスト
ソフィア会の国際委員会は、上智学内
では以前から行ってきた日本語スピー
チコンテストを、2019 年 12 月に初め
て他の大学にも呼びかけ「ザビエル杯」
として開催しました。今回は青山学院
大、聖 心 女 子 大、獨 協 大、立 教 大、そ
して上智大学で学ぶ留学生 14 名が参加
しました。

途上国で教育や医療の支援活動を行っており、国際貢献の分野での功績が
認められました。川村さんは「君の名
は。」などのプロデューサーとして、ま
た「世界から猫が消えたなら」が世界
で 200 万部を超えるベストセラーにな
るなど小説家としても傑出した評価を
得ており、メディアの分野での活躍が
評価されました。
川村元気さん

いつでも母校に帰る場所があります ーソフィアンズクラブ
上智大学の卒業生

ナー。ハイチェアの並ぶ 8 席のカウンターコーナー。友

には、いつでも母

人同士の語らいの場として、仕事帰りのほっと一息の場

校に帰る場所があ

としてなど、思い思いの時間を過ごすことができます。

ります。ソフィア

サロンと会議室全体の全館貸切利用の場合、立食形式で

会の活動拠点「ソ

160 人程度までのパーティや懇親会が可能です。

フィアンズクラ

このサロンの奥には 3 つの会議室がありますが、ここを

ブ」です。6 号館（ソ

利用するには予約が必要。通常は可動式の壁で仕切られ

フィアタワー）の

ており、3 室に分かれていますが、2 室と 1 室にしたり、

6 階にあり、10:00 から 21:00 まで自由に利用できます。

3 室すべてをつなげたりと目的に応じた利用が可能です。

ソフィアンズクラブの大きなドアを開けてください。左

3 室をつなげると着席で 60 人、立食形式では 80 人程度

の受付で卒年と氏名を伝えるだけで入れます。受付で会

収容可能な空間となり、通常の会

員証を作れば、次回からはそれを見せるだけ。会員や教

議だけでなく講演会を開くこと

職員以外でも会員 1 名が 3 名までのゲストを同伴できま

もできます。

すので、ご家族はもちろん、友人との語らいにも利用で

サロンには自動販売機が設置さ

きます。

れており、受付ではビールやワイ

クラブは、4 つのエリアに分かれています。入ってすぐ

ンも安価で購入できます。サロ

目の前に広がるのがサロン。8 人掛けテーブルが 2 セッ

ン、会議室ともに料理やお酒を持

ト設置されたメインテーブルコーナー、ゆったりとした

ち込んだり、ケータリングを利用

ソファーとテーブルが配置された 3 つのソファーコー

したりすることも可能です。

