SOPHIANSNow
ソフィアンズ ナウ 号外 Spring 2021

ご卒業おめでとうございます
そして、
ようこそ上智大学ソフィア会へ

日本時間で午前10時半からのアメリカ編

例年は四谷キャンパスに1万人以上の卒業生とそ
の家族が参加する、
ソフィア会最大のイベント
「オー
ルソフィアンの集い
（ASF）
」
。
昨年はコロナの影響で残念ながらオンライン開催に。
でもオンラインということで、半日で時差に従って地
球を1周する形で、世界各地のソフィアンが参加す
るイベントになりました。
2021年のASFも5月30日
（日）
にオンラインで開
催しますが、今年はさらに進化したオンライン・ホー
ムカミングデイを目指しています。
ご期待ください。

午後1時からのアジア・パシフィック編

午後4時からのヨーロッパ編
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上智大学ソフィア会
日本で、世界で。世代を超えた14万のソフィアンズ・ネットワーク
80年以上の歴史を持つ上智大学ソフィア会には、現在、世界中で 300 を超えるさまざまな同窓会がネットワー
クされ、活動しています。
世界中どこに行っても、ソフィア会があるといっても過言ではありません。国内各地域にもそれぞれの地域ソ
フィア会があり、もちろん大学時代の OBOG 会もソフィア会の名の下で活動しています。
そこでは、大学時代とはまた違った出会いがあります。
◤ソフィア会の 2 大イベント―ASF と ASC◢
毎年、5月の最終日曜日に行われるのが ASF。それに並ぶ、ソフィア会
ビッグイベントが「オールソフィアンのクリスマス（ASC）
」です。これも、
すっかり四谷キャンパスの冬の風物詩となりました。

◤世界各地でソフィアンの出会いがあります◢
国内はもとより、世界各地の地域ソフィア会
は、それぞれ趣向を凝らしたイベントを行っ
ています。

◤留学生による日本語スピーチコンテストには、他大学の留学生も◢
ソフィア会の国際委員会が中心となり、2019 年から留学生による日本語ス
ピーチコンテスト「ザビエル杯」を開催しています。上智大学の留学生だけ
でなく、他大学にも
門戸を広げているコ
ンテストで、2020
年はオンラインとな
りましたが、早稲田
大学、東京外国語大
学など、上智を含む
6大学の15名 が 本
選に進みました。

◤講演会であのソフィアンに会いましょう◢
各方面で活躍している上智大学の卒業生。そ
のときどきのテーマで講演会をお願いしてい
ます。昨年はすべてオンラインとなってしま
いましたが、卒業生ならどなたでも自由に（無
料で）参加できます。

◤30 年の歴史をもつ「コムソフィア賞」
◢
特にマスメディアの世界で活躍するソフィア
ンを表彰する「コムソフィア賞」。受賞者に
は 著名人 が名を連ねます。今年は記念す
べき 30 回目、どなたが受賞するでしょうか。

ソフィア会からの情報に注目してください
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。ぜひ一度、ご覧になってください。その先には、14万人のソフィアンのネットワークがあります。
ソフィアンズナウ（SOPHIANS NOW）
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。そして、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。

ソフィア会 Web サイト
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
やメールニュースに比べ、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 で検索してください。

ソフィア会メールニュース

ソフィア会 Facebook（公式ページ）

ソフィア会から会員への情報伝達手段のひとつに、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。届いてない人は、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 Web サイトのトップページ右欄のバナーにソ
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、Web サイトの該当ページの詳細記事
を閲覧できます。

自分の信念に従う

ソフィア会会長

鳥居 正男

昨年は、皆さんにとって、様々なご苦労や困難が多かったことと思います。ご苦労と苦しみ
は言葉にはできないくらい大変だったこととお察しいたします。
私が代表を務めているスイスに本社を持つノバルティスジャパンでも、昨年から働き方が一
気に様変わりをしました。コロナによって、いきなりテレワークを導入することになり、今ま
での仕事のやり方とは違う新しい仕事のスタイルを生み出すことになりました。その中で、自
分で仕事のペースを決めやり方を考えることを通じ成長に繋がったと感じている社員も多くい
ます。
世界を見回すと課題が山積しています。主要国の政治の混沌、自然災害、貧富の格差の広がりなど、デジタル化が
進めば、新しい技術を学べる人と学ぶ機会もない人の格差はさらに広がっていきます。変化が激しく複雑で多様化
が今までとは比べ物にならないスピードで進んでいる時代では、前例主義では立ち行きません。
もはや「正解」というものはありません。「正解」を求めてありとあらゆる関連情報を集めようと思ったら、情報
の洪水におぼれるだけです。答えは自分の信念に従うことです。自分の信念に従うというのは「正しいことをする」
ということです。皆さんは上智大学を卒業し社会に飛び立つことになりますが、社会人になると仕事や研究で、自
分で判断する場面に直面することでしょう。上智大学での学びをぜひ生かしてください。
ソフィア会は全世界に広がる、卒業生同志や卒業生と母校をつなぐ上智大学の同窓会組織です。海外65か所を含
む 312 の登録団体があります。同じ教育精神を学んだ上智大学の卒業生は、
「つなげよう、拡げよう、深めようソフィ
アンの絆」というスローガンの元に、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。皆さんも積極的
にこのソフィアン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。6号館の6階にソフィアンズクラブがあ
ります。ぜひお立ち寄りください。お待ちしています。

ソフィア会は上智大学と学生を支援しています
ソフィア会の会則には「本会は、会員相互の親睦を深まること、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）と明記さ
れています。「会員相互の親睦」とともに、「母校への貢献」を 2 本柱のひと
つに掲げているのです。
そのため、ソフィア会は常に大学と一体となって活動を展開しており、母
校の発展に寄与してきました。特に昨年は、新型コロナウイルスにより大学
も学生のみなさんも大変な窮状に見舞われたこともあり、募金による金銭的
な支援も積極的に行いました。
まず、大学の SOPHIA 未来募金に対しては、使途指定（ソフィア会新型
コロナウイルス感染症拡大に伴う学生支援）する形で、合計 9,491 万円を寄付。これによって、アルバイト急変
学生向け支援金、留学生生活支援金の拡充措置、家計支持者の急変にあった学生支援金、さらにはオンライン授業
のための ICT 環境整備、Wi-Fi ルーターの増設、ノート PC 貸出、ネットプリント利用料などの財源補助を進め
ました。
また、「ソフィア会奨学金制度」の財政的基盤を支えるため、2020 年 8
月にソフィア会から 1 億円を SOPHIA 未来募金（使途指定：ソフィア会奨
学基金のため）に寄付、これを受けて同年 10 月 16 日には、上智学院のサリ・
アガスティン総務担当理事より鳥居正男ソフィア会会長に感謝状の贈呈が行
われています。
そして、奨学金の継続的かつ安定的な給付を目的に「ソフィア会奨学基金」
を設立、毎年、募金目標額 500 万円 / 年とソフィア会からの寄付額 500
万円 / 年と合わせて、10 年後の 2029 年度には基金残高 2 億円を目指し
ています。
これまでの給付実績として、「留学支援奨学金」は 2019 年度 15 名、2020 年度 3 名への給付を実施し、
2020 年 4 月からは首都圏以外の遠方からの入学者 4 名に対して「生活支援奨学金」の給付を開始しています
（2021 年 4 月に新たに入学者予定者 6 名に給付予定）。
2021 年度は、「留学支援奨学金」については長期交換留学、海外短期研修および実践型プログラムについてオ
ンライン形式を併用しながらより一層積極的な推進を目指しています。

母校にはいつでも帰る場所があります− ソフィアンズクラブ
卒業しても、卒業生にはいつでも母校に帰る場所が用意されています。四ツ谷駅目の前の、
ソフィアタワー（6 号館）6 階にある卒業生専用サロン「ソフィアンズクラブ」。予約は必
要ありません。午前 11 時から午後 9 時まで、皆さまをお待ちしています。
エレベーターで 6 階に上がり、右手に進むとすぐソフィアンズクラブの入り口がありま
す。ドアを開けて、受付で卒業生であることを告げてください。
そして、すぐ目の前に広がるのがサロン。ソファー、テープル席、カウンター席などが
用意されていますので、好きな場所に自由にお座りください。ここが卒業生の空間です。
飲み物は自販機で自由に。受付でも購入できます（ビール、ワインなども！）。
このサロンから「テラス」に出ることができます。屋根のないオープンスペースで、自
然の植栽に触れられる空間。メンストや 1 号館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、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。何か不明な点があれ
ば、受付で聞いてください。
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。上智卒ではない友人でも、3 名まで
は同伴して利用できます。

