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Start up Weekend Fukuoka in 西南学院の開催について
西南学院創立 100 周年記念事業の一環として、昨年に引き続き、企画・開発・マーケ
ティング・マネージメント・プレゼンテーション等が体験できる週末 54 時間の起業家
体験イベントを行いました。
期間：2015 年 6 月 19 日(金)～6 月 21 日(日)
場所：西南学院大学 2 号館 8 階
詳細：http://fukuoka.startupweekend.org/
西南学院どんたく隊 パレード参加について
2015 年 5 月 4 日（日）
「博多どんたく港まつり」に「西南学院どんたく隊」が参加し
ました。パレードには、大学からは学長をはじめ、チアリーダー、吹奏楽団を中心とし
た応援指導部、アメリカンフットボール部などの参加がありました。小学校からは、昨
年に引き続き、校長、教頭、小学生、保護者の方々の参加があり、西南学院の関係者も
多数参加しました。また、創立 100 周年のロゴマークが印字されたミニフラッグを振っ
て行進しました。
西南学院創立 100 周年記念新聞広告について
西南学院創立記念日(5 月 15 日)に新聞広告を掲
載しました。掲載紙は、西日本新聞、読売新聞、
毎日新聞、朝日新聞、日本経済新聞、熊本日日新
聞の６紙で、掲載エリアは、熊本日日新聞が熊本
県内、熊本日日新聞以外の各紙が九州・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、学院全体のイメージアップを図るためのもの
です。2011 年からはじめており、2016 年の創立
100 周年を迎えるまで、毎年創立記念日に記念広
告として掲載をする予定です。
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西南学院創立 100 周年記念大学学術文化会 OB・OG 連合会「美術展」について
西南学院創立 100 周年を記念して、西南学院大学学術文化会 OB・OG 連合会が
「美術展」を開催いたします。また、開催に際して、美術展の出品者を西南学
院大学卒業生から募集しています。
詳細は、西南学院 100 周年記念サイトをご覧ください。
（末尾参照）
会期：2015 年 11 月 10 日（火）～15 日（日）
会場：福岡市美術館 市民ギャラリーＤ室
入場料：無料
出品部門：日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真等
創立 100 周年記念ポスターの作成ついて
西南学院創立 100 周年を広くＰＲするために、
創立 100 周年記念ポスターを作成しました。
主に全国の関係教会や同窓生の方にお届けし
ています。今後も来年の 100 周年に向かって、
さまざまな内容を発信してきたいと思います。

西南学院フェアの開催について

今年度も 2015 年 7 月 1 日(水)から 8 月 2
日(日)までの期間、
「西南学院フェア」とし
て各学校・園の施設公開や説明会等を開催
します。6 月 7 日(土)の西日本新聞(朝刊)に
西南学院フェア実施に係る広告を掲載しまし
た。
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西南学院大学バス（仮称）への 100 周年ロゴの追加ついて
2016 年の創立 100 周年を広くみなさまにお知らせするために、現在、西南学院大
学と田尻グリーンフィールドの間で定期運行を行っている西南学院大学バスに 100
周年ロゴのデザインを追加しました。街中でスクールバスを見かけたらぜひご覧く
ださい。
西南浴衣デイの実施について
2015 年 7 月 6 日（月）
、西南学院創立 100 周年事業の一環として、西南浴衣デイ
を開催しました。昨年に引き続き 2 回目の開催となる西南浴衣デイは、在学生の発
想と視点で創立 100 周年を祝うイベントを企画している西南 100th Dream Planners
と文学部外国語学科英語専攻の学生有志が共催にて実施した企画です。
7 月 7 日は七夕だけではなく“浴衣の日”とも言われることから、浴衣を着用し、
キャンパスにて一日を過ごし、学生たちに日本文化を再認識してもらうとともに、
学生が学部や学年の枠を越えて広く交流することを目的としています。当日は約
150 名の浴衣姿の学生が授業やイベントに参加しました。
「異文化コミュニケーション論」の授業では先生、学生が浴衣姿で参加し、教室は
華やいだ雰囲気になりました。

西南学院百年史研究会について
2015 年 7 月 11 日（金）
、元西南学院高等学校教諭の内海敬三氏を講師としてお迎
えし、
「西南グリーが織り成す音楽の系譜～ＯＢの活躍や戦中・戦後のエピソードを
中心に～」というテーマでご講演いただきました。
サイエンス・ラボ in 西南学院の開催について
西南学院中学校・高等学校にて小学生を対象とした科学実験教室「第 2 回サイエ
ンス・ラボ in 西南学院」を開催いたします。高等学校の物理部、生物部、化学同好
会の生徒による各種実験、さらには大学の児童教育学科、心理学科の学生も参加して、
さまざまな実験を行ないます。興味のある方はぜひご参加ください。
詳細は、西南学院 100 周年記念サイトをご覧ください。
（末尾参照）
開催日：2015 年 8 月 29 日（土）
場所：西南学院中学校・高等学校 多目的ホール
※参加費無料、申込不要
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西南 100th

Dream

Planners

企画

西南学院に贈る 100 人+∞のメッセージ

～未来へのカウントダウンの実施について
西南学院に関係する全ての方々(在校生、教職員、同窓生、地域の方々)とともに、
創立 100 周年記念式典までの日数を一言メッセージと共に Facebook や Twitter 上で
カウントダウンを行う企画を実施いたします。
西南学院全体、地域、同窓生との一体感を高めると共に、一言メッセージを撮影
対象者から頂くことで「西南スピリット」を再確認し、広く創立 100 周年をＰＲし
たいと思っています。
詳細は、西南学院 100 周年記念サイトをご覧ください。
（末尾参照）

西南学院創立 100 周年記念リレーマラソンの開催について
創立 100 周年を記念して、西南学院大学体育 OB・OG 会と西南学院の共催で、
創立 100 周年リレーマラソンを開催いたします。参加をご希望の方は、西南学院
100 周年記念サイトをご覧ください。（末尾参照）
開催日：2015(平成 27)年 10 月 31 日(土)
会

場：西南学院大学田尻グリーンフィールド (福岡市西区大字田尻 2223 番地)

参加費：無料
応募締切日：2015(平成 27)年 9 月 15 日(火)

西南学院オリジナルグッズ

西南パーカーの制作について

創立 100 周年記念事業の一環として、在校生の視点から西南学院の創立 100 周年
をより広くＰＲしたいという想いから結成されたチーム「西南 100th Dream Planners」
が企画して、西南学院のオリジナルグッズとして「西南パーカー」を制作しました。
2015 年 9 月より西南学院大学生協にて販売を予定しています。

福岡市営地下鉄車内施設案内放送について
創立 100 周年をＰＲするために、2015 年 10 月 1 日（木）より福岡市営地下鉄空港
線の西新駅車内案内時において、西南学院の車内放送を実施いたします。地下鉄西新
駅をご利用の方は少し耳を傾けていただければと思います。
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100 周年記念館（仮称）の名称募集について
西南学院創立 100 周年記念事業の一環として、現在、大学東キャンパス内に「100
周年記念館（仮称）
」を建設中です。竣工は 2016 年 3 月、利用開始は 2016 年 10 月
を予定しています。同館の建設に伴い、本施設の名称を募集することになりました。
2016 年 10 月以降、西南学院の一施設として皆さんに親しみを込めて利用していた
だける名称をぜひご提案ください。皆さんからのご応募をお待ちしています。
詳細は、西南学院 100 周年記念サイトをご覧ください。
（末尾参照）
募集期間：2015 (平成 27) 年 7 月 1 日（水）～7 月 31 日（金）

西南学院 100 周年記念サイトはこちら→（http://www.seinan-gakuin.jp/100aniv/）
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。
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