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100周年を共に祝いましょう

ご存知のとおり母校は本年創立
100周年を迎えます。それでも
早稲田、青山、立教などは
それぞれ130年以上、慶應に至っ
ては150年以上の歴史を持って
いるわけで、歴史の長さだけを誇っても無意味と
は存じますが、上智はそのルーツを求めれば聖フ
ランシスコ・ザビエルが日本の首都に大学を築き
たいと思われたことに由来しているわけですから、
460年以上の歴史を内包しているということも考
えられます。もっとも100周年は大きな区切です。
また本年、短期大学部は40周年、社会福祉専門学
校は50周年の節目を迎えます。
現在大学もソフィア会も記念事業が目白押しと
なっております。詳細はそれぞれのWEBページに
譲ることとしても、主なものだけでもASFは
「ASF100年祭」と銘打ち20000人動員を目指し、
第5回地域ソフィア会全国大会は「拡大東京大
会」として四谷キャンパスで大々的に開催され、
大学は11月１日の創立記念日に「記念式典」を企
画しております。ソフィア会は同日夜ニューオー
タニ最大の宴会場「鶴の間（1500人収容）」で
「記念祝賀会」を開催します。この祝賀会は不肖
私が実行委員長を拝命しており、経鷲会役員も実
行委員として現在企画内容を詰めております。詳
細がまとまりましたらソフィア会及び経鷲会WEB
ページにてご案内申し上げますので、お申し込み
をお待ちいたします。

発起人への応募ありがとうございます
大学設立と同時にスタートした経済学部も本年
100周年を迎えるにあたり、「経鷲会100周年記念
事業」の企画を昨年秋に発表いたしましたところ、
早速別掲のとおり大勢の皆様に発起人に応募いた
だきまして、心より嬉しく感謝申し上げます。
しかしながらこの事業への発起人募集目標とはま
だまだ隔たりがございます。経済学部への研究奨
励金の倍増（100万円）を始め、私たちの母校へ
の真の意味での貢献に繋がる活動に対し、一人で
も多くの会員の皆様からご支援を頂戴いたしたく
衷心よりお願い申し上げます。

第７代経鷲会会長 上原隆一
（1976年経済学部経営学科卒）
発起人の皆様（2013年3月15日現在）



2013年、いよいよ上智大学創立100周年を迎えます
上智学院は、2013年に上智大学創立100周年、上智短期大学創立
40周年、上智社会福祉専門学校創立50周年を祝います。

皆さんは上智大学100年の歴史をご存じでしょうか。100周年を記念して、ここに簡単に上智大学
の歩みと初代～5代目までの学長をご紹介したいと思います。

Men and Women for Others, with 
Others

◆聖フランシスコ・ザビエルの来日から大学設立まで

-1549年 （天文18年）聖フランスシスコ・ザビエルの来日
ザビエルは日本人の資質を高く評価し、日本の首都に大学をという希望をローマへ
書き送ったことが上智大学設立に結びついた
-1906年 （明治39年）教皇ピオ10世の要請とイエズス会の受諾
日本に高等教育機関の設立をイエズス会に要請、イエズス会はこれを受諾した
-1908年 （明治41年）日本に大学を設立するために3人のイエズス会員来日
-1911年 （明治44年）財団法人上智学院設立
上智という名は「聖マリアの連祷」のなかにあるSedes Sapientiae （上智の座）
から名づけられたといわれる
-1912年 （明治45年）東京市麹町区紀尾井町に校地購入

市谷キャンパスにある→     
聖フランシスコ・ザビエル像

初代学長 ヘルマン・ホフマン（1913～1937）

1913年 （大正2年） ヘルマン・ホフマン師、初代学長に就任
・専門学校令による上智大学の開校
・哲学科、ドイツ文学科、商科を置く
・校章が定められる

1918年（大正7年）
・第1回卒業式挙行、卒業生は9人

1920年 （大正9年）
・聖アロイジオ塾（学生寮の前身）発足

1928年 （昭和3年）
・大学令による大学として新発足
・文学部は哲学科、文学科の2学科、商学部に商学科を開
設

1931年 （昭和6年）
・商学部が経済学科と商学科の2学科になる

1932年 （昭和7年）
・専門部を開設
・経済科、商科、法科、新聞学科を置く
・新校舎（現1号館）の竣工

1933年 （昭和8年）
・校旗の制定、このころ校歌も作られた

1935年 （昭和10年）
・八ヶ岳ヒュッテを開設
・留学制度が制定され、初めてアメリカのジョージタウン大学
に学生を送る

第2代学長 ヘルマン・ホイヴェルス（1937～1940）

1937年 （昭和12年）ヘルマン・ホイヴェルス教授、第2代学
長に就任
・クルトゥルハイム開設
・西欧文化をその歴史的関連において
正しく紹介するために講演会、座談会
などが行われた この活動が戦後の
公開講座に引き継がれる
・ソフィア会（同窓会）設立

第3代学長 土橋八千太（1940～1946）

1940年 （昭和15年）土橋八千太教授、
第3代学長に就任

1942年 （昭和17年）
・文学部に史学科を増設

第4代学長 村上直次郎（1946～1953）

1946年 （昭和21年）村上直次郎文学部教授、第4代学長に
就任 ・公開講座（公開学習センターの前身）開講

1948年 （昭和23年）
・新制大学として発足
・文学部（哲、ドイツ文、英文、史、新聞）の5学科、経済学部
（経済、商）の2学科を開設

1949年 （昭和24年）
・国際部設置、外国人を対象に夜間に開設

1950年 （昭和25年）
・真田堀グラウンド開場、学生の自治組織である学生会設立



1. 見よ永遠に 春甦る
緑の樹響 高鳴るほとり
やすらに憩う ソフィアの鷲の
まなざし射るは Lux Veritatis

おゝ荘厳の学府 ソフィア
うるわしの アルマ・マーテル
ソフィア

みよとこしえに はるよみがえる
みどりのこだま たかなるほとり
やすらにいこう ソフィアのわしの
まなざしいるは Lux Veritatis

おゝそうごんのがくふ ソフィア
うるわしの アルマ・マーテル
ソフィア

2. 聞け黎明の 天翔けりゆく
鷲の翼の 空打つひびき
はがいに集う 生命の群の
めざす行手は Lux Veritatis

おゝ荘厳の学府 ソフィア
うるわしの アルマ・マーテル
ソフィア

きけしののめの あまかけりゆく
わしのつばさの そらうつひびき
はがいにつどう いのちのむれの
めざすゆくては Lux Veritatis

おゝそうごんのがくふ ソフィア
うるわしの アルマ・マーテル
ソフィア

3. 行け混濁の 闇打ち啓き
鷲のみちびく 輝く方へ
燃ゆる心に 固く結びて
叫べとどろに Lux Veritatis

おゝ荘厳の学府 ソフィア
うるわしの アルマ・マーテル
ソフィア

ゆけこんだくの やみうちひらき
わしのみちびく かがやくかたへ
もゆるこころに かたくむすびて
さけべとどろに Lux Veritatis

おゝそうごんのがくふ ソフィア
うるわしの アルマ・マーテル
ソフィア

1951年 （昭和26年）
・私立学校法により
学校法人上智学院となる

・大学院修士課程開設

1952年 （昭和27年）
・文学部に教育学科増設

第5代学長 大泉孝（1953～1968）

1953年 （昭和28年）大泉孝文学部教授、
第5代学長に就任

1955年 （昭和30年）
・文学部に外国語学科増設、
大学院博士課程増設

1956年 （昭和31年）
・上智会館の竣工

1957年 （昭和32年）
・法学部を増設、法律学科を設置
・女子学生の入学を認め4人が編入学、学生寮（男子）の開設

1958年 （昭和33年）
・外国語学部を増設、英語、ドイツ語、フランス語、イスパニア
語、ロシア語の5学科を設置
・神学部増設、神学科を設置

1959年 （昭和34年）
・文学部に国文学科増設

1960（昭和35年）
・石神井キャンパス神学部棟の竣工

１９６１年 （昭和36年）
・明泉寮（女子）の竣工

1962年 （昭和37年）
・理工学部を増設、機械工、電気・電子工、物理、化の4学科
を設置

1963年 （昭和38年）
・創立50周年記念式典挙行
・宝台樹ヒュッテの竣工

1964年 （昭和39年）
・外国語学部にポルトガル語学科増設

1965年 （昭和40年）
・理工学部に数学科増設

1966年 （昭和41年）
・文学部にフランス文学科、社会学科増設
・上智社会福祉専修学校（夜間）（現・社会福祉専門学校）を
開設
・推薦入学制度開始

1967年 （昭和42年）
・電子計算機室（現・総合メディアセンター）開設、大型コン
ピュータが導入された

◆校章と校名の由来

校章の鷲は真理の光を目ざして
力強くはばたく鷲をかたどった
もので、その姿は上智大学の
本質と理想とを表わしている。

中央にしるされた文字は、
本学の標語「真理の光」
Lux Veritatisの頭文字である。

上智大学は、海外では早くからソフィア・ユニバーシティの
名で親しまれてきたが、 このソフィアはギリシャ語の
ΣΟΦΙΑからとったものであり、その意味は「人を望ましい
人間へと高める最上の叡智」である。この叡智こそ本学が学
生に与えようとする究極のものであり、本学の名称“上智”
（SOPHIA）にほかならない。

◆上智大学校歌

１．見よ永遠に 春甦る
緑の樹響 高鳴るほとり
やすらに憩う ソフィアの鷲の
まなざし射るは Lux Veritatis

おゝ荘厳の学府 ソフィア
うるわしの アルマ・マーテル
ソフィア

2. 聞け黎明の 天翔けりゆく
鷲の翼の 空打つひびき
はがいに集う 生命の群の
めざす行手は Lux Veritatis

おゝ荘厳の学府 ソフィア
うるわしの アルマ・マーテル
ソフィア

3. 行け混濁の 闇打ち啓き
鷲のみちびく 輝く方へ
燃ゆる心に 固く結びて
叫べとどろに Lux Veritatis

おゝ荘厳の学府 ソフィア
うるわしの アルマ・マーテル
ソフィア

作詞 : 逸見 貞男
作曲 : 山本 直忠
歌 : 上智大学グリークラブ



ソフィア経済人倶楽部 2013年 賀詞交歓会ご報告

ソフィア経済人倶楽部では、母校創立100周年の慶賀を迎え、大学・ソフィア会行事を盛り上げて行くための、
記念の会にすべく賀詞交歓会を開催致しました。2013年1月24日18：00～アークヒルズクラブで114名の方々
にご参加して頂くことができました。下記のように、多くのゲストにお越し頂き、華々しい一年の幕開けに
ふさわしいスタートを切ることができました。

招待者 滝澤正 上智大学学長
招待者 荒木勉 経済学専攻主任教授
招待者 早下隆士 理工学部長
招待者 細川護熙 元総理大臣
招待者 和泉法夫 ソフィア会会長
招待者 本多義人 ソフィア会前会長
招待者 ドナル・ドイル ソフィア会副会長
招待者 細川佳代子 スペシャルオリンピック日本名誉会長
招待者 蟹瀬誠一 明大国際日本学部学部長、キャスタ－
招待者 石井直 株式会社電通代表取締役社長
招待者 上野景文 元バチカン大使、杏林大学客員教授

ソフィア経済人倶楽部会長 濱口敏行氏より挨拶

細川護熙元総理大臣よりお言葉を頂戴しました

上智大学 滝澤正学長の挨拶 鏡割り（左から、細川佳代子氏、和泉会長、滝澤学長、本多義人 氏、
早下理工学部長、蟹瀬誠一氏、上野氏、細川護熙氏）



ASF オールソフィアン

ソフィア経済人倶楽部では、母校創立100周年の慶賀を迎え、大学・ソフィア会行事を盛り上げて行くための、
記念の会にすべく賀詞交歓会を開催致しました。2013年1月24日18：00～アークヒルズクラブで114名の方々
にご参加して頂くことができました。下記のように、多くのゲストにお越し頂き、華々しい一年の幕開けに
ふさわしいスタートを切ることができました。

招待者 滝澤正 上智大学学長
招待者 荒木勉 経済学専攻主任教授
招待者 早下隆士 理工学部長
招待者 細川護熙 元総理大臣
招待者 和泉法夫 ソフィア会会長
招待者 本多義人 ソフィア会前会長
招待者 ドナル・ドイル ソフィア会副会長
招待者 細川佳代子 スペシャルオリンピック日本名誉会長
招待者 蟹瀬誠一 明大国際日本学部学部長、キャスタ－
招待者 石井直 株式会社電通代表取締役社長
招待者 上野景文 元バチカン大使、杏林大学客員教授


