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西南学院創立 100 周年記念式典・講演会、合同同窓会総会、記念祝賀会について
5 月 14 日（土）、西南学院創立 100 周年記念式典・講演会、合同同窓会総会、記念祝
賀会を盛会のうちに終了いたしました。当日お越しくださいました皆さま、並びに、運
営等業務にご協力いただきました皆さまに、心より感謝と御礼を申し上げます。
創立 100 周年を迎えました西南学院を、今後ともよろしくお願いいたします。
創立 100 周年記念式典行事の概要はこちら↓
http://www.seinan-gakuin.jp/100aniv/ceremony/
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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 100 周年を記念して、5 月 3 日（火）
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、日本経済新聞の
5 紙で、掲載エリアは、各紙、九州・山口地区です。
この新聞広告は、西南学院創立 100 周年事業の
一環として、学院全体のイメージアップを図るため
のもので、2011 年から 2016 年の創立 100 周年まで
掲載いたしました。
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西南学院フェアの開催について

今年度も 7 月 1 日(金)から 8 月 7 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 5 日(日)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。

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：2016 年 6 月 24 日(金)～6 月 26 日(日)
場所：西南学院大学 2 号館 8 階
詳細：http://fukuoka.startupweekend.org/
西南浴衣デイの実施について
7 月 7 日（木）
、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 3 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 により実施されました。
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すことを通して、学部や学年の枠を越えた学生同士の交流を促す
とともに、アメリカ、イギリス、フランス、チェコ、中国、台湾などからの夏期日本語
研修生を招き、日本文化に触れていただきながら、本学学生との交流を図ることを目的
として開催されました。
「フランス語アトリエ（５）
」の授業では、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。大学チャペルでは 100 名を超える浴衣姿の学生
が日本舞踊や琴の演奏、サザエさんを交えた盆踊り「早良区音頭」を楽しみました。
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サイエンス・ラボ in 西南学院の実施について
7 月 30 日（土）に西南学院中学校・高等学校にて小学生を対象とした「第 3 回サ
イエンス・ラボ in 西南学院」を実施しました。夏休み中の小学生が来場し、高等学
校の物理部、生物部、化学同好会の生徒による夏の自由研究に役立つような各種実験、
さらには大学の児童教育学科の学生も参加して、さまざまな実験を行いました。
ユニークな実験や説明に小学生も目を輝かせ聞き入っていました。

西南学院百年館（松緑館）開館について
西南学院創立 100 周年記念事業の一環として、大学東キャンパス内に建設しました
「100 周年記念館（松緑館）
」が開館いたします。本学の教育・研究活動のみならず、
学生・生徒・児童・園児や教職員の他、同窓生や地域の方とも自由に集い交流を深め
る拠点として活用できればと願っています。
西南学院百年館（松緑館）
利用開始日：2016 年 10 月 22 日（土）
西南学院オラトリオ・アカデミー2016 の実施報告について
創立 100 周年記念事業｢西南学院オラトリオ・アカデミー2016」を開催いたします。
ぜひ、お誘いあわせの上、ご来場ください。
日

時：第一公演 2016 年 11 月 5 日（土）14：00 開演（13：30 開場）
第二公演 2016 年 11 月 6 日（日）16：00 開演（15：30 開場）

会 場：西南学院大学チャペル
曲 目：ヨハン・セバスティアン・バッハ マタイ受難曲 BWV244
入 場 料：一般 4,000 円（前売り 3,500 円） 学生 500 円

<全席自由>

出演者：谷口 洋介（福音史家/テノール）、近野 賢一（イエス）
鈴木 美登里（ソプラノ）、穴澤 ゆう子（アルト）
新見 準平（バス）、若松 夏美（コンサートマスター）
西南学院オラトリオ・アカデミー（合唱団）
西南学院オラトリオ・アカデミー・アンサンブル（器楽）
安積 道也(指揮)
チケット販売お問合せ先：株式会社キャンパスサポート西南
TEL:092-823-3274
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URL：http://www.cs-seinan.co.jp

第 11 回 西南リコーダー・フェスティヴァルの実施報告について
創立 100 周年記念事業「第 11 回 西南リコーダー・フェスティヴァル」を開催します。
皆様のお越しを心からお待ちしております。
日 時：2016 年 11 月 26 日（土）14：00 開演（13：30 開場）
会 場：西南学院大学チャペル
プログラム：
【第一部】 コンサート 14：00～
「リコーダーは祈る」
【第二部】一般参加ステージ 16：00～
入 場 料：
【第一部】有料 一般 2,500 円（前売り 2,000 円）学生 500 円

<全席自由>

【第二部】無料
第一部 出演者
田中 孝子（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
、西沢 央子（ヴィオローネ）
村元 彩夏（ソプラノ）、加藤 宏隆（バス）
藤井 雄介（テノール）、深井 愛記音（リコーダー）
布施 奈緒子（メゾソプラノ）、平尾 雅子（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
※一般参加団体募集期間：2016 年 8 月 17 日（水）～9 月 26 日（月）
※チケット販売お問合せ先：株式会社キャンパスサポート西南
TEL:092-823-3274

URL：http://www.cs-seinan.co.jp

西南学院創立 100 周年記念学術シンポジウムの開催について
西南学院創立 100 周年記念事業の一環として、学術シンポジウムを開催します。
日時：2016 年 10 月 28 日（金）18：30～20：30 (開場：18:00)
会場：西南学院百年館（松緑館）

※入場無料、事前申込不要

第一部 講演：
「アイルランド文学ルネサンスとジェイムズ・ジョイス入門」
講師：結城 英雄（法政大学文学部教授）
第二部 対談：
「
『ダブリナーズ』はこう読め—―ジョイスの罠をエンジョイす！」
対談者：金井 嘉彦（一橋大学法学研究科教授）
吉川 信（大妻女子大学文学部教授）

司会・朗読：山下 美保子（ナレーター、MC、ラジオパーソナリティ）
（西南学院大学文学部英文学科卒）
コーディネーター：河原

真也 (西南学院大学 文学部英文学科准教授)
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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「オール西南美術展」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「オール西南
美術展」を開催いたします。
開催に際して、美術展の出品者を西南学院の在
学生と同窓生、教職員など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：2016 年 12 月 8 日（木）～13 日（火）
会場：福岡アジア美術館 企画ギャラリー７階
入場料：無料
出品部門：
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真等
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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