
 

 

Ｎｏ．９ （２０１２．５） 

４月 19 日（木）、第 15 回西南学院創立 100 周年事業企画運営委員会開催 

西南学院創立 100 周年記念募金・基金検討委員会の設置が承認されました。検討委

員会は、記念募金・基金の対象、スケジュール、顕彰、体制・組織等の検討を行うも

ので、坂井財務部長を委員長とし、大杉総務部長・100 周年事業推進室長、坂本総務

部広報課長、宮本財務部経理課長、藤井中学校・高等学校事務長、野上小学校事務室

副課長で構成されます。本年 12 月までを検討期間とし、100 周年事業推進室が担当

部署となります。 

 

◎西南学院オラトリオ・アカデミーの実施について 

西南学院創立100周年記念事業の一環として、大規模なオラトリオ（オーケス

トラ付宗教合唱作品）を歌う合唱団を新設しました。 

ヘンデルの『メサイヤ』、ブラームスの『ドイツ・レクイエム』など、すぐれ

た作品を毎年取り上げ、創立100周年の2016年には、ルター派教会音楽の最高峰

Ｊ.Ｓ.バッハの『マタイ受難曲』上演を目指します。 

合唱指揮・指導は、安積西南学院音楽主事が担当し、５月８日の練習開始から

毎週火曜日の通常練習と月１回の特別練習を行い、11月３日（土）に演奏会を開

催します。今年度の演奏曲目はＷ.Ａ.モーツァルト レクイエムＫＶ６２６で

す。 

合唱団入団者は、187名（男性43名・女性144名）。最年尐は７歳の小学生から

最高齢は８５歳の女性まで幅広い年齢層の方々が参加されています。 

 

◎新聞広告の掲載について 

 学院創立記念日（５月 15 日）に新聞広告を掲載しました（添付参照）。掲載紙は、

西日本新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞で、掲載エリアは、各紙

とも西部本社版 九州・山口地区です。新聞広告は、西南学院創立 100 周年事業の一

環で、西南学院全体のイメージアップを図るためのものです。昨年からはじめており、

100 周年を迎えるまで、毎年創立記念日に新聞広告を掲載していく予定です。 

 

 

 

 

100 周年事業についてのご意見・ご質問等は、100 周年事業推進室（電話：823－

3186、E-mail：sw100th@seinan-gu.ac.jp までお寄せください。 



■ 2012年度新聞広告 全15段（西日本新聞）

人や地域との絆、感謝・貢献

西南学院を体験しよう！ 『西南学院フェア』 6/30（土）～8/5（日） 西南学院の各学校・園の施設公開や説明会等の催しを行います。

●過去から現在までに培われた絆を、未来に
　向けて一つ一つ丁寧に紡ぐ。

●関わってきた方々、周囲の方々への感謝を、
　地域に貢献する取り組みで形に。

世界に貢献できる人間教育
●総合学園として「奉仕の精神を持って世界に
　貢献する人間」の継続的育成。

●キリスト教に基づく優れた人材（宝）の育成、
　その「西南力」を社会へ還元。

時代を先取りする学術研究
●高水準の語学教育や情報処理教育を活かし、
　優れた研究成果で社会を先導。

●福岡西部副都心・西新から、九州・アジア・
　世界に貢献する学術研究拠点へ。

守り伝える建学の精神
●建学の精神「Seinan,Be True To Christ」を基に
　原点回帰、再確認の機会に。

●建学の精神の継承と「西南スピリット」をこれからの
　100年でより一層拡げる。

2016年、西南学院は100周年を迎えます。
西南学院大学／大学院／西南学院中学校・高等学校／
西南学院小学校／西南学院舞鶴幼稚園／
西南学院早緑子供の園（保育所）西南学院早緑西南学院早緑子供の園（保子供の園（保育所）育所）

http://www.seinan-gakuin.jp

拝啓、
C.K.ドージャー様。
1916年、創立者C.K.ドージャーにより、福岡の地で開校した私立西南学院。
104名の生徒と9名の教員からなる男子中学校としてスタートした学院は、現在、約1万名の園児、児童、生徒、学生と600名の教職員が集う総合学園へと発展しました。
C.K.ドージャーが遺した言葉「西南よ、キリストに忠実なれ」を建学の精神として受け継ぎ、
成長した輝く個性たちが西南スピリットの担い手として、今日も地域で、全国で、世界で活躍しています。
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（院長　学長   　　　　　　　　　）

先生が蒔かれた一粒の種は大木に育ち多く
の果実を実らせています。約13万5千人の卒
業生は各方面で活躍し、社会への貢献は高
い評価を受けています。 　　　
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西南学院の宝 “ドージャー愛用の聖書”

C.K.：I offer thanks to God for the visionary 
work you began by founding Seinan Gakuin.
Over the years, the result of your work 
continues to impact the lives of thousands 
of students, Fukuoka, Japan, and the world.
With a heart filled with gratitude,


