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Sophia’s History
地域と共に歩む上智学院の歴史

上智学院の今
Sophia Today

上智学院の未来
Global Sophia

❾Wisdom Tree
Academic activities by the faculty members, as well as students’ 
activities, information on events held on campus and various other 
latest topics are presumed to be “fruits of wisdom” and introduced 
on “trees” which are constantly updated. 

❾智恵の樹（Wisdom Tree）
教員の研究活動や学生の活動、大学主催
のイベント情報など最新のトピックスを「智
恵の実」に見立て紹介する「樹」です。

❽Global Interface
A globe-shaped display visually showcases 
global efforts made by Sophia University.  
A small monitor placed on the side of the 
globe-shaped display is used to control the 
globe.

❽グローバル・インターフェース
地球儀型のディスプレイ。視覚的に本学の
グローバルな取り組みを紹介。地球儀型デ
ィスプレイ横の小型モニターを使って地球
儀を操作します。

❼Monitor screens to show today’s Sophia
Four monitor screens are set up to showcase 100th year celebration 
activities (2013) as well as various study and extracurricular activi-
ties. Lectures held in Rm.6 -101, and other events are shown in post-
ers.

❼上智の今を発信するモニター
４台のモニターで、創立100周年記念行事
（2013年）や研究活動、課外活動などの様
子を動画で発信。また６-101教室での講演
会やイベント情報などをポスターで紹介して
います。

❺Timeline of history dating back to pre-founding days
A large timeline dating back to the days of St. Francisco Xavier, S.J., 
who aspired to set up a college in Japan’s capital city. 

❺創設前史からの年表
「日本のミヤコに大学を」という聖フランシス
コ・ザビエルの願いからはじまる上智学院の
歴史を大型年表で俯瞰できます。

❸A showcase featuring “Kamado” (an old cooking stove)
“Kamado”, an old cooking stove, dating back to late Edo period is 
exhibited as a symbol of the local history. It was excavated from 
the grounds where Building No.6 (Sophia Tower) now stands. The 
grounds used to house the Owari feudal clan’s second Edo residence.

❸かまどケース
かつて尾張藩中屋敷があった6号館（ソフィ
アタワー）敷地内から発掘された江戸末期
の「かまど」を、地域の歴史の象徴として
展示しています。

❷マルチマップテーブル
地域の変遷とキャンパスの発展、歴代理事
長・学長を紹介。史料や当時の写真をデ
ジタルコンテンツによって展開しています。

❷Multi-Map Table
Multi-Map Table Development of the local area and 
the campus, past presidents and chancellors are 
shown here. Historical material and old photos are 
shown in digital contents.

❻展示スペース３（企画展示）
企画展に関連した展示や海外からの来訪者
を紹介したり記念品の展示をする他、学院
の注目のトピックスなどを随時紹介しています。

❻Exhibition Space 3 
(Special Exhibitions)
Items related to Special Exhibitions, as 
well as commemorative items of overseas 
visitors and current topics are exhibited.

❹Exhibition Space 2 
(Special Exhibitions)
Two or three times a year, special exhibi-
tions are held to show developments 
initiated by Sophia School Corporation 
(Jochi Gakuin) in academic, cultural and 
international fields.

❹展示スペース２（企画展示）
年２～３回、本学の学術的・文化的・国際
的な取り組みについて紹介する企画展を開催
しています。

❶展示スペース１（常設展示）
「上智大学の設立とイエズス会」
聖イグナチオ・デ・ロヨラを中心として設
立されたイエズス会と上智大学の設立を紹
介しています。

❶Exhibition Space 1 (permanent)
Founding of Sophia University and 
the Society of Jesus
Founding of the Society of Jesus by 
St. Ignatius of Loyola and establishment 
of Sophia University
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