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2022 年度（第３回）教皇フランシスコ来学記念表彰について（募集要領）
教皇フランシスコの来学（2019 年 11 月 26 日）の記憶を永くとどめるため、上智学院
は 2019 年度末に「教皇フランシスコ来学記念基金」を創設しました。この基金の目的は、
教皇フランシスコのメッセージ『叡智の座の大学で学ぶ者へ』の中に込められている様々な
課題への取り組みを支援することにあります。貧困や社会的弱者の課題、多文化共生社会の
実現や、SDGｓなどに取り組む教育・研究活動、学生・生徒活動への支援をより強化するとと
もに、基金の目的に適う特別奨学金制度も準備しています。
この基金による事業の一つとして、2020 年度に記念表彰制度を設立しました。既に上智
学院の各校では、「Ｆor Others, With Others」の教育精神のもと、こうした取り組みが活
発に行われてきましたが、本制度は教皇フランシスコの来学を機に、そのメッセージを体現す
る活動を広く学内外に共有し、さらに促進するため表彰を行うものです。
2022 年度（第３回）の表彰は、下記の要領にて公募し、選考委員会の審査を経て実施い
たします。ぜひとも、様々な取り組みについて、応募くださるようお願いいたします。
記
【2022 年度（第 3 回）教皇フランシスコ来学記念表彰応募要領】

１． 表彰対象：
上智学院及び設置する各校の生徒、学生、教職員、卒業生が取り組んでいる、教皇フラ
ンシスコのメッセージを体現する教育研究活動、課外活動、業務実践などの諸活動。
＊開始時期は問わないが、２０22 年に取り組みを実施しているもの。
表彰事業例：
（1）貧困者及び社会的弱者を支援する事業
（２）移民及び難民を支援する事業
（３）多文化共生社会の実現にかかわる教育研究活動
（４）SDGs にかかわる教育研究活動
（５）若者とともに歩む教職員の実践的活動
（６）イエズス会使徒職全体の方向づけ（UAPs）にかかわる諸活動
（７）教皇来日来学時のメッセージを体現するための諸活動
＊教皇フランシスコ来学時のメッセージ『叡智の座の大学で学ぶ者へ』
https://www.sophia.ac.jp/jpn/news/PR/Message_20191126.html
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＊イエズス会使徒職全体の方向づけ（UAPs）
https://dept.sophia.ac.jp/jec/news/15/
２． 応募資格：
（1）自薦の場合：上智学院及び設置する各校の生徒、学生、教職員。学院の設置する
事業会社社員、卒業生、後援会員、イエズス会員が構成員に含まれることも可。
（２）他薦の場合：上智学院及び設置する各校の生徒、学生、教職員による推薦とする。
推薦対象には、卒業生、後援会員など、学院及び各校と関わりのある活動を含む。
３． 応募申請書：
（１）自薦の場合：様式１「2022 年度（第 3 回）教皇フランシスコ来学記念表彰申請書」
（２）他薦の場合：様式Ⅱ「2022 年度（第 3 回）教皇フランシスコ来学記念表彰推薦書」
＊様式をダウンロードして必要事項を入力したうえでメール添付にて以下に送信してく
ださい。
＊申請書提出先 catholic-co@sophia.ac.jp
４． 応募期間：2022 年 12 月 12 日（月）～2023 年 1 月 10 日（火）
５． 選考及び表彰式：2023 年２月～3 月
選考委員会（委員長：佐久間理事長）による審査を経て、中等教育部門（中学高等学校
4 校）、高等教育部門（大学、短期大学部）のそれぞれから表彰者を選考します。
受賞者には、理事長から表彰状、副賞（賞金：団体 20 万円、個人 10 万円を予定）を
贈呈します。
表彰式の日程等は改めてお知らせします。
６． 注意事項：
（１）取り組み内容の確認のため、事務局から連絡をすることがあります。
（２）表彰者については、上智学院ホームページ等で公表します。
（３）選考結果についてのお問合せ、異議の申し立てはお受けできません。
（４）受賞した活動については、各校ホームページ、発行物等で紹介予定です。
７． 問い合わせ先：
上智学院カトリック・イエズス会センター【教皇フランシスコ来学記念表彰担当】
catholic-co@sophia.ac.jp
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8. 過去の受賞内容：
【2020 年度（第１回）】
No

受賞者

受賞タイトル

1

個人

大学職員

財務局管財グループ 藤本恵夫

四谷キャンパスの CO2 の大幅な削減を実現

2

団体

大学生

Sophia Refugee Support Group

難民の方々への支援のみならず、難民問題を
理解するためのさまざまな活動を実施

3

団体

大学生

「めぐこ」-アジアの子どもたちの自立を支える会

インド・フィリピンの子どもたちへの学資支援を通じて
教育を受ける機会を保障

4

5

団体

団体

大学生

大学卒業生

ソフィア オリンピック・パラリンピック

東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機に

学生プロジェクト Go Beyond

誰もが輝ける社会の実現を目指す

上智大学ソフィア会 金祝燦燦会

外国人留学生の支援・交流を活動の中心におき、
留学生の心と生活を支援

【2021 年度（第 2 回）】
No
1

受賞者
団体

中等教育部門

受賞タイトル

六甲学院中学校・高等学校 社会奉仕委員会

社会奉仕活動・インド募金・インド訪問

学生

2

団体

中等教育部門

一般社団法人 自分ごと化プロジェクト

（広島学院）

（代表理事：鈴木健斗）

自分ごと化プロジェクト

卒業生

国連機関 Youth and United Nations Global
3

個人

大学生

法学部 国際関係法学科 4 年

Alliance（YUNGA）の Ambassador の拝命、

和田 早織

及び The Round Table of Global Seekers
(RTGS) の設立

以上

9. 2021 年度（第２回）受賞者のメッセージ
「社会奉仕活動・インド募金・インド訪問」
六甲学院中学校・高等学校 社会奉仕委員会

代表：井上 颯太

六甲学院では 1977 年よりインド募金を行っています。全校生徒が月々200 円を自ら
の手で出すことによって、募金する意味を見出し、イエズス会の教育精神である「Men
for others, with others」を身に着けることを目的の一つとしています。インド募金は
ハンセン病患者の治療やその子どもたちの教育に役立てられ、コロナ禍以前は 2 年に 1
回、実際にインドを訪問して教育を受ける子どもたちと交流を行ってきました。
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インドの現実は貧富の格差が激しく、ハンセン病患者への差別も根強く残っています。
インド募金はそれらの隔たりをなくし、ともに歩むことが出来る活動だと信じています。
これからも社会奉仕活動を通して、社会的弱者への理解を深め、寄り添うことが出来るよ
うになりたいと思います。

「自分ごと化プロジェクト」 一般社団法人 自分ごと化プロジェクト
代表理事：鈴木 健斗（広島学院中学校・高等学校卒業生）
広島学院では「Men for others, with others」は朝礼や体育祭などの行事のみな
らず、日常の授業でもよく耳にする標語となっていますが、それを体現することは難しいと
日々感じています。そのような中、自分自身で考え、編み出したのが「自分ごと化」です。
2016 年から 2018 年にドイツに留学していた際、難民問題や紛争問題が盛んに議
論されていましたが、はじめは他人ごと化していました。しかし、それらの問題に直面してい
る人々と友だちになることで、「自分ごと化」することが出来ました。
「自分ごと化」こそが「Men for others, with others」を体現し、ひいては世界恒久
平和につながると信じ、このプロジェクトを立ち上げました。日本の若者と世界中の若者
を様々な形での交流を通してつなげ、自分の周りのみならず、世界中の物事や人々を「自
分ごと化」できるように活動を続けていきたいと思います。

「国連機関 Youth and United Nations Global Alliance（略称：YUNGA）の
Ambassador の拝命、及び The Round Table of Global Seekers（略称：RTGS）
の設立」
上智大学法学部国際関係法学科 4 年 和田 早織
2019 年 11 月、教皇フランシスコ来校時の講話の中に印象深いメッセージがありま
した。「皆さんの大学全体で、若者たちが単に準備された教育の受け手となるのではな
く、若者たち自身もその教育の一翼を担い、自分たちのアイデアを提供し、未来のための
展望や希望を分かち合うことに注力すべきです。」というものです。学生が日々いそしむ学
問というものは、その受動的な修得にとどまることなく、その先には常に学問を役立てた積
極的な行動を期待するものです。この積極的な行動の一つが国際社会の形成に参与する
という行動にあたると私は考えています。
YUNGA AMBASSADOR 及び RTGS 代表として国際社会に若者が参入する機会
を展開して参りました。社会一般において若者と専門家の活動の場がやや区別されてい
る傾向にあると認識してからは、若者と国際社会をつなげる機会を創出しています。
これからも若者と専門家が協働する場所を確保し、若者が人生の早い段階から将来の
国際社会の担い手へと成長できるよう継続的に励んでいきたいと思います。
以上
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