
2019年4月、金城学院と卒業生をつ

なぐ「金城学院メールマガジン」がス

タートしました。130周年イベント

をはじめ、学院やみどり野会の各種

イベントへのご案内、金城学院オリジ

ナルグッズのご案内など、充実のコ

ンテンツをお届けしています。ぜひ

ご登録ください！

● コンサートなど周年イベントへのご招待

● 金城学院同窓会「みどり野会」からのご案内

● 130周年記念グッズや
　 金城オリジナルグッズのご案内

● 毎日の暮らしにちょっと役立つ情報＆コラム

周年130130
記念グッズ

配信内容をまとめて掲載 !!

『WEB マガジンサイト』OPEN!

－Spring & Summer  Collection－

収益の一部は寄付金として大切に活用し、経済的に修学が困難な学生や生徒の支援、地域の女性が抱える課題を
解決するための教育支援プログラム、また地域の子育てをサポートするための活動に役立てていきます。

記念グッズの収益について

百合の白色をイメージした
オリジナルステンレス製
マグボトル

その他の
130 周年
記念グッズ

その他の商品、詳細、ご注文はこちらから

※中学校購売、大学の各売店、本部棟6階金城学院サポートでも取り扱っています。

金城学院の校章をあしらった
オリジナルハンドタオル［今治タオル］

https://kinjo-gakuin.com

https: / /magazine.kinjo-gakuin. jpCheck!

配信内容

会員募集 !
登録はこちらから ☜

好 評 販 売 中 !

   中学生アイデ ア

   高校生アイデ ア

暑い夏も寒い冬も、一年中大活躍の500mlマグ
ボトル。真空2重構造のため、しっかりとした
保冷保温効果があります。純白のマグボトルに
校章をあしらい、愛着を持ってお使いいただけ
る金城学院オリジナルマグボトルです。

とても肌触りのよい高級タオルブ
ランド「今治タオル」を使ったオ
リジナルハンドタオル。異なるカ
ラー（白と紺／薄ピンクと水色／
ピンクとブルー）２枚をそれぞれ
セットにし、ペアでもお使いいた
だけます。 価格／ 980円（税込） 価格／ 21,000円（税込）

オリジナルジュエリー クロス × シルバー
（ピンクゴールドコーティング）

金城学院の礎となるキリスト教を象徴する
クロスモチーフに、ダイヤモンドを贅沢に散
りばめた130周年にふさわしいネックレス。
エンドパーツとして金城
学院の校章をチャームに
してセットしました。

実は私の母も金城学院の卒業生で、在学中に創立100周年のさま

ざまな記念行事を体験したそうです。そんなこともあって、母に

記念グッズのアイデア募集の話をしたら盛り上がり、じゃあアイ

デアを考えよう、ということになりました。まず浮かんだのは、

金城学院の校章をポイントにしたグッズにしようということ。校

章を活かすなら純白しかない。当初は弁当箱も考えたのですが、

最終的にマグボトルにしました。自分のアイデアが素敵な記念

グッズになり、母へのプレゼント

にもなりました。

金城学院高等学校
3年生
古市莉子さん

わ
たしの

 アイデアです♪

もともと、ひと目で金城学院とわかるようなマスキングテープがあったらいいなと思っていま

した。そんなときにアイデア募集の知らせを聞き、応募してみよう、と。あれこれアイデアを考

えるうちに制服を思いつき、そこからデザインに落とし込んでいきました。自分のアイデアが

採用され、商品化されたテープが校内の掲示物に貼られているのを見たときは嬉しかったです。

これからもいろんな場所に出かけたり、たくさんの人に出会ったり

しながら、創造性を広げていきたいと思っています。

 ぜひ、いろんな場面で 

使ってくださいね！

わ
たしの

 アイデアです♪

金城学院中高の制服イラストをあしらったマスキング
テープ。1921年、金城学院が日本で初めて制服にセー
ラー服を採用したという歴史もあり、まさに130周年
にふさわしいグッズです。

オリジナルマスキングテープ
サイズ／幅15mm×長さ5m 中高制服のイラストがカワイイ !

オリジナルマスキングテープ

ノートに貼ったり、文房具を
デコったり、アイデア次第で、
使い方はどんどん広がる！

金城学院中学校
２年生
大野怜子さん

オリジナルステンレスボトル
サイズ／直径57mm、高さ198mm　容量／ 500ml
価格／ 1,900円（税込)

金城学院創立 130 周年を記念して製作した
記念グッズの販売がスタートしました。
その中から、金城学院中高生のアイデアから
生まれた商品をご紹介します。
100 点を超える愛校心あふれる応募の中から
商品化されました。
130 周年の記念に、贈り物に、ぜひご利用ください。

金 城 学 院
メ ル マ ガ
配 信 中 !!

金城学院メールマガジンは、金城学院同窓会「みどり野会」の協力を得て運営しています。
お問い合わせ：大学総務部 広報･IR担当 TEL：052-798-0180 (代表)

これまでに配信された金城学院の情報やコラムを
まとめて閲覧することができます。

氷が飛び出ない
内ブタ付き!

真空 2 重構造で
保冷保温どちらも
高性能！

合服

冬服

プレゼントにも
おすすめです !

価格／ 250円（税込）

Point!

Point!
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