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金城学院創立130周年を記念し、「Dignity & Humanity」をキャッチフレーズに、さまざまな記念事業を企画しています。
在校生、在学生はもとより、卒業生や地域の皆さまにも参加いただけるイベントも予定していますので、ぜひご参加ください。

金城学院創立130周年を記念する「オルガン デュオ 

コンサート」を開催しました。演奏してくださったの

は、北イタリアを拠点にヨーロッパ各地と日本で音楽

活動をしているアレックス・ガイさんと吉田愛さん。

演奏者、聴衆がともに賛美歌「来たれよ、聖霊」を歌う

ことから始まったコンサートは、「トッカータとフーガ」 

「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」 「きらきら星

による演奏曲」など多彩なプログラムで構成。フルート

のような可憐な音から、オーケストラのような華や

かな音まで、2人が紡ぎだ

す多彩な音色に、パイプオ

ルガンの魅力を再発見す

ることができました。

行事カレンダー C A L E N D A R

『OPEN CAMPUS 2019』
感じてください、130年の歴史と学び。

7月  14日（日） 9:30～15:30
8月  10日（土） 9:30～15:30
10月19日（土） 10:00～15:00
※10月19日（土）は金城祭同時開催。
※イベント内容についてはHPをご覧ください。
　http://www.kinjo-gakuin.net

大学入試広報部
TEL.0120-331791

父母の会バザー
9月14日（土） 10:00～14:00

幼稚園事務室
TEL. 052-798-0053

※雨天決行。警報発令時は9月16日（月・祝）
　変更となります。

130 周年記念 しらゆり祭
『パレット ～モノクロから始まる私達～』

9月20日(金) オープニング（在校生のみ）
      23日(月・祝) 一般公開日
 9:15～15:00（予定）
 ※入場にはチケットが必要です。

      24日(火) エンディング（在校生のみ）

［場所］高等学校
高等学校事務室
TEL. 052-931-6236

大   学 幼稚園

130 周年記念 
金城学院大学ホームカミングデイ
10月5日（土）  12:00～15:30

［場所］ 大学
［お問い合わせ］大学総務部 TEL.052-798-0180（代表）

 ※参加申し込みは、みどり野会（TEL.052-931-4480）へお問い合わせください。

2019 年度 PTA 講演会
海原 純子氏 

（医学博士・心療内科医・産業医）

『家庭で育てよう
           こころの回復力』
10月18日 (金) 13：00～14：30
※入場にはチケットが必要です。

［場所］中学校講堂
中学校事務室
TEL. 052-931-0821

大   学 中学校

オルガン デュオ コンサート 
アレックス・ガイ & 吉田愛

6/11(火)

6/12(水) 

6/13(木) 

6/13(木) 

9:30～10:00

8:45～9:35

13:30～14:30

17:00～18:00

コンサートは、中学生、高校生、大学生、一般の
方々を対象に、計４回にわたって行われました。

※キリスト教文化研究所主催

金城学院中学校（全生徒対象）

金城学院高等学校（全生徒対象）

金城学院大学（全学生対象） 

金城学院大学（一般対象） 

会場:榮光館

会場:榮光館

会場:エラ・ヒューストン記念礼拝堂

会場:エラ・ヒューストン記念礼拝堂

130 周年記念 恵愛祭
『過去をひもとき 未来をつむぐ』

10月4日（金） 在校生のみ
10月5日（土） 一般公開日
 10:00～14:30（予定）
 ※入場にはチケットが必要です。

［場所］中学校
中学校事務室
TEL. 052-931-0821

中学校

創立 130 周年記念

130 周年記念 
金城学院中学校・高等学校
ホームカミングデイ
10月26日（土） ［第1部］10:00～
 ［第2部］13:00～

高等学校      中学校

EVENT

REPORT
♪♫♩

中高では初めての開催となります。懐かしい母校で、恩師と
再会して思い出を語りあったり、開会礼拝や音楽コンサート
等を通じて、金城学院の変わらぬ伝統を感じてください。

※6月30日（日）で申し込みは締め切りましたが、
　追加募集をする際は中高ホームページにてご案内します。

［場所］高等学校
高等学校事務室　
TEL. 052-931-6236

130 周年記念 金城祭
『RE:START（リスタート）』

10月17日 (木)
        18日 (金)
        19日 (土)

大学学生生活支援センター
TEL. 052-798-0180（代表）

［場所］大学

オープニング（在校生のみ）
Special Live
本祭・後夜祭

大   学

2019年度金城学院高等学校PTA教育講座講演会

［場所］高等学校榮光館講堂
高等学校事務室
TEL. 052-931-6236

卒業生の皆さまに「今の大学、これからの大学について知
っていただきたい」という思いを込めて、第4回目となる
今回は130周年記念として、ビュッフェ形式の昼食、音楽
芸術学科学生やハンドベルクワイアのミニコンサートの
他に、これまでにない企画も加えて開催をいたします。

吉川 美代子氏 （アナウンサー）

『コミュニケーションは声と言葉の力
                                 ～声は人格そのもの～』

高等学校

高等学校

学  院

130 周年記念 メサイア演奏会
11月23日（土・祝） 16:30～19:00

料　金 1,500円〈自由席〉
チケット販売 栄プレチケ92
 （旧三越プレイガイド）
 愛知芸術文化センタープレイガイド

［場所］愛知県芸術劇場 コンサートホール

多 彩 な 音 色 で
オ ル ガ ン の 魅 力 を 再 発 見

9月28日（土）
15:00～17:00（開場 14:30）
金城学院大学 アニー・ランドルフ記念講堂

［お問い合わせ］大学総務部　TEL.052-798-0180（代表）

130 周年記念チャリティイベント

学院創立130周年を記念して、チャリティイベントとして開催します。
第一部では、これまでの変わりゆく時代や環境の中でスタジオジブリは「女性」をどの
ようにとらえて作品にしてきたのか、そしてこれからの社会をどう見つめるのか、愛
知県名古屋市出身で株式会社スタジオジブリ代表取締役、映画プロデューサーの鈴木
敏夫氏をお招きしてのトークショーを開催。第二部では、金城学院ハンドベルクワイ
アの定番曲にジブリ映画の人気曲を加えたスペシャルプログラムを、金城学院中学校・
高等学校・大学のハンドベルクワイアが奏でます。チャリティイベントとなりますの
で、入場の際受付にてお1人さまにつき500円からの寄付をお預かりします。お預か
りした寄付金は全額「もみじの家（※）」へ寄付します。

スタジオジブリ鈴木敏夫氏特別講演 & ハンドベルコンサート

※もみじの家・・・国立成育医療研究センターが運営する、重い病気を持つ子どもと家族を支える医療型短期入所施設。

1948（昭和23）年愛知県生まれ。慶應義塾
大学文学部卒業。徳間書店に入社、「アニ
メージュ」編集長などを経て、スタジオジ
ブリに移籍、映画プロデューサーとなる。
スタジオジブリ代表取締役。著書に『映画
道楽』『仕事道楽 スタジオジブリの現場』

『風に吹かれて』『禅とジブリ』『南の国の
カンヤダ』『天才の思考』など。

往復はがきに、必要事項をご記入の上、下記の宛先まで
お申し込みください。

①9月28日 130周年記念チャリティイベント申し込み
②一般／卒業生／在学生・在校生・在園児
③年代（10代、20代、30代、40代、50代、60才以上）

④性別

必
要
事
項

＊お1人につき1通にて、お申し込みください。
＊返信はがきへは「住所」「氏名」を明記してください。
　参加証としてお送りします。

往
復
は
が
き
で
お
申
し
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
お
申
し
込
み

〒463-8521  名古屋市守山区大森2-1723
学校法人金城学院  総務部 総務担当 宛宛先

鈴木 敏夫Prof i le

11月7日 (木) 11：00～12：30（10：30開場）
 ※入場にはチケットが必要です。

130周年記念サイト
から申し込みを受け
付けています。
下記QRコードから
お申し込みください。

■お申し込みの締め切り               定員になり次第、受付終了となります。

父母の会の手作り・献品コーナー、卒園
生・在園児によるお店屋さんなどがあり
ます。

スタジオジブリ 鈴木敏夫氏 特別講演
『スタジオジブリの作品が伝える女性へのメッセージ』
金城学院ハンドベルクワイア スペシャルコンサート

『ハンドベルとジブリの名曲の共演』

第一部

第二部

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

中学校事務室　
TEL. 052-931-0821
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合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

中学校事務室　
TEL. 052-931-0821
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