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第１期卒

下 置 宏 子 （旧姓

宇野）

翠会会員の皆様、お元気でお過ごしでしょうか？？
待望の北陸新幹線も３月に開業し、関東甲信越と金沢がより近いものとな
りました。
昨年末から各種メディアで金沢が数多く取り上げられ、新幹線でのお客様
だけでなく、マイカー族も石川や金沢にたくさんいらっしゃってくださって
います。
さて、同窓会設立から 25 周年を迎え、文学部はこの春に新たに４学科専
攻に改編され、よりわかりやすく専門性を高めた学科で新しい学びをスター
トさせました。また 28 年度の春からは、
「人間健康学部健康栄養学科」の設
立が予定されており、石川県初の管理栄養士養成課程が開講し、益々社会に
貢献できる人材育成の一躍を担う大きな大学に成長していきます。
我々卒業生も、１期生は 40 代後半になり自分の子供たちが母校を受験さ
れる方も出てきているのではないでしょうか？？親子で同窓会を盛り上げて
いただける日も近いと思います。まずは、卒業生の皆さん是非同窓会総会に
参加してください。心からお待ちしております。
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翠 会 総 会
懇 親 会 報 告
平成 26 年度翠会総会は、８月３日（日）、
金沢エクセルホテル東急にておこなわれまし
た。
平成 25 年度の事業報告や収支決算承認、
平成 26 年度の事業計画の提案がありました。
奨学金については、小口にし貸与から給付
の方向で検討しており、大学との連携を深め
これまでと別のあり方を模索中であることが
報告されました。
講演に続き懇親会では、講演がたいへん興
味深く、ユーモアにあふれていたということ
で、竹田恒泰氏の話で盛り上がりました。初
参加の方も多くみられ、久しぶりにお会いす
る教職員の方が自分のことを覚えているか
な？と、少し緊張の再会を果たす会員の姿も
微笑ましく、年代を越えて話が弾んだ和やか
な宴席でした。もっとこの場を会員のみなさ
んに知ってもらって、参加してほしいという
声も聞かれました。
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第17期の北山寛子さんが議長でした

秋山稔学長との久しぶりの再会に、話に花を咲かせる会員の姿も
見られました

竹田恒泰氏の講演の感想を語り合い、盛り上がっています

おいしいお食事をいただきながらの歓談でした
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総会参加者のご意見・ご感想
竹田先生の講演を聴きたいと思ってきました。ちょうど都合がよかっ
たので参加できました。高校２年生の息子がいるんですけども、受験
用の歴史の勉強ばかりでなくて、深い日本の歴史を伝えていきたいと、
竹田先生のお話を聞いて思いました。進学に向けて受験用の勉強はし
ていますが、旅行などを通じて興味を持って学ぶ勉強の仕方もあると
いうことを息子に教えたいです。日本のすばらしさを次世代の子達に

相良さおりさん（旧姓太田）

伝えていきたいと思いました。

２期 文学部英米文学科卒
富山県砺波市より初参加

同窓会には出てみたいと思ってい
たのですが、なかなか参加すること
ができませんでした。今回は同期の
林さんに誘われて、参加することに
しました。講演会がわかりやすく、
面白くてよかったです。今日は同窓
会に参加することができてよかった
です。
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浅野直海さん（旧姓佐々木）
６期 文学部日本文学科卒
石川県金沢市より初参加

翠 会 総 会
懇 親 会 報 告

初めて参加してみて、総会が固い雰囲気だと思ったんですけど、形
式通りきちんとした形でしているのでいいなと思いました。竹田さん
が好きで、竹田さんの講演会が聞きたくて、浅野さんを誘って来ました。
楽しい話が聞けてよかったです。久しぶりに大学の先生方のお顔も見
られて嬉しいです。卒業生と今も家族ぐるみの付き合いをしている友
達がいるので、来年はその友達も誘って、この同窓会で一緒に食事で

林

花織さん（旧姓北村）

きたらいいなと思います。

６期 文学部日本文学科卒
石川県小松市より初参加

会報を見て、卒業生のみんなに会いたいと思ってきました。総会はこ
れから何が始まるのかなと少し緊張する空間でしたが、翠会の活動につ
いて知る事ができ、在学時には気づかなかった、在学生を見守る視点で
話をする場なのだな、と感じました。講演会は、テレビでよく見る方が、
目の前で話されるのでドキドキしました。難しい講義を聴くようなイメー
ジできたのですが、話し手のキャラクターでここまで愉快に聴く事がで
きるものなのかと驚きました。素晴らしかったです。懇親会では OB の方々
と初めてお話することができ楽しかったです。違う年に卒業した方々と
集まるのは新鮮でした。お食事や場所を用意してもらえるので、同窓会

濱中いづみさん

23期 美術文化学部美術工芸学科卒
石川県金沢市より初参加

の場としてもっと卒業生が活用したらいいと思います。
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翠 会 総 会
懇 親 会 報 告

翠会総会 第 14 回記念講演

日本人はなぜ日本のことを
知らないのか
講演 竹田 恒泰 氏
［略歴］作家。昭和 50 年（1975 年）
、旧皇族・竹田家に生まれ
る。明治天皇の玄孫にあたる。慶応義塾大学法学部法律学科卒業。
全国各地で真実の日本を教える「竹田研究会」という勉強会を展
開している。その他、数々のテレビやラジオ番組などに出演する
など、多方面の分野で活躍中。

また、受け継がれてきた和の精神について、東
日本大震災で世界の注目を集めたことにも触れ、
改めて日本の宝に気づかされる講演でした。
日本の素晴らしさを知ったこの機会にもっと勉
強して、子、孫、若い世代にそれを伝えていきたい。
言葉や知識だけでなく、実際に京都・奈良・伊勢
の神宮など、歴史が残るところへ旅行にいきたい。
「こんなに平和で安心で安全で豊かで、治安もよ
くて文化の香りも高い、こんな素晴らしいところ
に住んでいながら、日本人が日本のことを知らな
いのは残念だと思いまして、こういうタイトルで
お話させていただくわけでございます」と始まっ
た竹田恒泰氏の講演は、最初から最後まで聴衆を
惹きつける、興味深いお話でした。
日本の歴史については何を勉強するかが大切、
ということで著書で述べられている内容をわかり
やすく、楽しく伝えていただ
きました。
歴史上の出来事を「今で置
き換えるとだれとだれがどう
したのと同じ」とユニークに
例えた場面では、会場に笑い
が溢れました。古事記・日本
書紀をはじめさまざまな史実
や根拠に基づく説明には、観
客一同うなずきながら聴き入
りました。
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一般参賀に行ってみたい。などなど、感想もたく
さんいただきました。
そして、多くの人が講演後、竹田氏の著書を手
に取っていました。
講演に参加できなかった方も、ぜひ竹田氏の著
書等をご覧ください。
また、全国で竹田研究会やホテルに古事記を配
布する活動もしていらっしゃるということなので、
興味のある方は HP でご確認ください。

27年度総会のお知らせ
例年通り８月に金沢で総会を開きます。この機会に、懐かしい仲間や先生方、
学年を越えた同窓生との親睦を深めませんか？会員は会費無料です。

日
場

時：平成 27 年８月２日（日）
所：東急ホテル 5 階
（金沢市香林坊 2-1-1

TEL076-231-2411）

参加費：会員は無料 （会員のご家族で、懇親会に同伴される中学生以上の方は

  お１人につき1000円、懇親会会場にて現金でいただきます。）

＊総

会 12：45 ～ 13：30（受付 12：30 ～）フォレストルームにて
議 題 （1）26年度事業報告・会計報告
（2）平成 27年度事業計画
（案）
・会計予算
（案）
（3）奨学金制度について
（4）その他

＊講演会

14：00 ～ 15：30（受付 13：30 ～）ボールルーム A にて

＊懇親会

15：45 ～ 17：15

講 師 田中雅美氏
演 題 「競泳人生でつかんだもの」

エクセレントルームにて

スポーツコメンテーター・シドニーオリンピック銅メダリスト

田中 雅美

MASAMI

TANAKA

■生年月日
■学
歴
■趣
味
■出演番組

1979 年１月５日北海道生まれ
中央大学法学部卒業
料理、ネイル、ゴルフ
グッドモーニング（テレビ朝日）火曜日スポーツコメンテーター
Ｕ型テレビ（北海道文化放送）金曜日コメンテーター
D-sports SHIZUOKA（静岡第一テレビ）パーソナリティー

■活

ミズノスイムアンバサダー
鎌倉女子大学スポーツアドバイザー
ティップネススイムアンバサダー
JICA なんとかしなきゃ！プロジェクトメンバー
日本体育協会情報誌編集部会部会員
言いたい放談（東京新聞）隔週土曜日担当
BODY+REMAKE（ワニブックス）
、
きれいに速く泳げる田中雅美のスイミング（宝島社）

動

■コ ラ ム
■著
書
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金沢学院大学公開講座について
金沢学院大学経営情報学部の公開講座『企業業績の「差」は、マーケティング力の「差」－
コンビニエンスストア業界を参考にして－』は平成 26 年８月 30 日、金沢市南町の本学サテラ
イト教室で開催されました。
本学経営情報学部経営ビジネス学科の大野尚弘准
教授が講師を担当し、企業業績とマーケティング力
の関係性について、コンビニエンスストア業界最大
手のセブンイレブンを取り上げ、他のコンビニエン
スストアとの違いを、いろいろなデータを紹介しな
がら解説しました。
平均日販が他のコンビエンスストアと比較して群
を抜いているデータを示し、何が高収益の原動力と
なっているか、その理由について様々な角度から分
析が行われ、内容を熱心にメモする参加者の姿も多
数見受けられるなど、盛況な講座となりました。
なお、平成 27 年度金沢学院大学公開講座については、金沢学院大学の HP（http://www.kanazawa-gu.
ac.jp/）にてご覧ください。

翠会役員
会

長

下置

宏子

文学部（旧姓

副会長

小材

秀明

経営情報学部

理

青柳

貴子

文学部（旧姓

上原佳寿美
吉田

監

事

事

宇野）

1期
9期

星野

寛

文学部（旧姓

小林）

9期

浅野）

1期

松本

邦子

文学部（旧姓

本田）

1期

文学部（旧姓

毛利）

5期

倉

薫

文学部（旧姓

助実）

5期

千里

文学部（旧姓

岡田）

6期

大内

栄映

文学部（旧姓

大澤）

7期

福井

尋一

経営情報学部

9期

山﨑

貴文

経営情報学部

10期

奥井

伸吾

文学部

12期

池田

勇輝

経営情報学部

12期

山﨑沙織里

文学部

13期

内山

丈史

文学部（旧姓

加藤

美術文化学部（旧姓

山﨑

美保

文学部

彩

西出可奈子
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村上） 15期

野中） 15期

文学部（旧姓

加藤）

6期

奨学金選考委員
委員長

奥田

麻理

文学部（旧姓

丹羽）

1期

委

愛山つかさ

文学部（旧姓

佐々木）

6期

員

（2015 年４月現在）

6期

編集後記
びください。これをきっかけに就職、転職、進学、
恋愛、結婚等、これまでは選択肢になかった道が
開けるかもしれません。とても楽しみです。
金沢在住の私（倉）は「かがやき」を眺めるば
かりですが、新幹線開通後の金沢の変化は日々実
感しているところです。なんといっても人が多く
なりました！皆さんが金沢に来られたら、「こんな
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。もう北

に人の多い街だったかな？」と驚かれることでしょ
う。

陸新幹線、ご利用しましたか？
私（池田）は埼玉在住なのですが、開通の次の

さて、今年の同窓会総会は８月２日（日）に行

週には、さっそく「かがやき」に乗りました。今

われます。昨年の竹田恒泰氏の講演はたいへん好

回は普通車ですが、次回はグリーン、その次はグ

評で、急きょ座席を増やしました。講演会の報告

ランクラスに乗るのが目標です（笑）。

にもあるとおり、歯切れよくユーモアある竹田氏

それにしても関東の TV は金沢特集がとても多く

の語りに、会場が驚きで静まり返ったり笑いに包

て、これだけ金沢が取り上げられるのは「利家と

まれたり、楽しく充実した講演会となりました。

まつ」以来かなと思っております。旅行や特集が

今年も翠会は皆さんに楽しんでいただける講演を、

きっかけで、関東からも学院大に進学する方が増

と検討に検討を重ね、田中 雅美さんを講師にお招

えて欲しいな～と思う今日この頃。

きすることとなりました。多数のご来場お待ちし

さて、今回の会報は豪華だと思いませんか？ず

ております。

いぶんお待たせしてしまいましたが、この度、翠

最後になりましたが、発行するにあたり、たく

会創立 20 周年記念号として、会報の別冊を通常

さんの方々にご協力いただきましたことをこの場

の会報と合併した形で発行させていただきました。

をお借りしてお礼申し上げます。

内容を見ていただくとわかりますが、大変多くの
方のご協力の上に成り
立っております。皆様、
本当にご協力ありがと
うございました。
ひさびさに見る同窓
生 は 今、 何 を し て い
るか興味はありませ
んか？読んで「懐かし
い」
、
「久々に会いたい」
と思った方はぜひぜひ
同窓会総会に足をお運
●ご意見、ご感想はこちらまで。
■発 行 日
■編
集

midori@ucatv.ne.jp

■発
行 「翠会」 〒920ｰ1392
2015年7月
倉 薫（第５期卒：文学部）、池田 勇輝（第12期卒：経営情報学部）

石川県金沢市末町10
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翠会について
名前の由来
同窓会「翠会」
（みどりかい）は平成３年３月 12 日に発足しました。当時の会員は金沢女子大学の卒業生
だけでしたが、平成 11 年からは金沢学院大学の卒業生も加わり、全国で活躍しています。翠会の名称は「命
の源であるみどりに囲まれ、恵まれた環境の中でそびえ立つ学園の中で、建学の精神、愛と理性が培われ、
育つのを見守ってゆこう。」ということに由来し、同窓会顧問であった故西田晃二郎先生によって名づけられ
ました。

これまでの翠会の活動紹介
平成 ３年 ３月11 日 「金沢女子大学同窓会」発足
平成 ３年 ３月12 日

第一期入会生入会、同窓会会則施行、アクションハウ
ス内に同窓会室開設

平成 ３年

会報「Bloom」創刊号発行

平成 ４年

会報発行

第１回総会開催、「金沢女子大学同窓会」から「金沢
平成 ６年 12 月11 日 女子大学同窓会 翠会」と改名、会則一部改正、会報
発行
平成 10 年 ９月 １日

野町連絡事務所開設、会則・事業・名簿会報・総会
の委員会を編成

平成 10 年 11 月

会報発行

平成 11 年 ３月

金沢学院大学から入会生を迎え、「金沢女子大学同窓
会 翠会」から「金沢女子大学・金沢学院大学同窓会
翠会」と改名

本校卒業生「はん家」ゆめ吉さんを招いて、舞の披露

平成 11 年 ７月11 日 第２回総会開催、会則一部改正、会報発行
平成 12 年 ３月31 日 野町連絡事務所閉鎖、大学学生課に翠会窓口を開設
平成 13 年 ４月

委員会を会報・名簿・事業・会則に再編成

平成 13 年 ９月

名簿管理システム導入

平成 13 年 10 月

清鐘祭にて就職シンポジウムを開催

平成 13 年 12 月

会報発行
大学ホームページに翠会ホームページを掲載

平成 14 年 10 月

清鐘祭にて就職シンポジウムを開催

平成 14 年 11 月

会報発行

平成 15 年 ８月 ３日

第３回総会開催、会則全面改正、翠会奨学金制度設立
に伴い、奨学金募集開始

平成 15 年 10 月

清鐘祭にて就職シンポジウムを開催

平成 15 年 12 月

会報発行

平成 16 年 ８月

第４回総会開催

平成 16 年 12 月

会報発行

記念講演：槻木 裕氏「人文学の特徴とその魅力」

第５回総会開催（創立 15 周年）
平成 17 年 ８月 ７日 記念講演：室井佑月女史「作家の花道」
会場：金沢全日空ホテル
（現：ANA クラウンプラザホテル）
平成 17 年 12 月

会報誌「The Bloom 2005」発行

屋外時計取替え費用の50％負担
第６回総会開催（学園創立 60 周年）
平成 18 年 ８月 ６日 記念講演：加藤タキ女史「凛として生きる」
会場：金沢全日空ホテル
（現：ANA クラウンプラザホテル）

平成 19 年 ３月

会報誌「The Bloom 2006」発行

第７回総会開催（大学創立 20 周年）
平成 19 年 ８月 ５日 会場：金沢全日空ホテル
（現：ANA クラウンプラザホテル）
記念講演：西川 史子女史「女医が語るおもしろ健康講話」
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平成 20 年 ７月

会報誌「The Bloom 2007-2008」発行

第８回総会開催
会場：ANA クラウンプラザホテル
平成 20 年 ８月 ３日
記念講演：井筒 和幸氏「映画作りのあれこれ」
平成 21 年 ７月

会報誌「The Bloom 2009」発行

平成 21 年 ８月 ２日

第９回総会開催
会場：JIM HALL（ジムホール）
本校卒業生「はん家」ゆめ吉さんを招いて、舞の披露

平成 22 年 ７月

会報誌「The Bloom 2010」発行

平成 22 年 ８月 １日

第 10 回総会開催
会場：金沢エクセルホテル東急
記念講演：槻木 裕氏「人文学の特徴とその魅力」

平成 22 年

屋外時計取替え費用の 50％負担

秋

平成 23 年 ７月

第11回総会開催

会報誌「The Bloom 2011」発行

平成 23 年 ８月 ７日 第 11 回総会開催

会場：金沢エクセルホテル東急

会場：金沢エクセルホテル東急

ロンドンオリンピック日本代表選手壮行会参加・応援金
平成 24 年 ６月 ９日
贈呈
会場：金沢エクセルホテル東急
平成 24 年 ７月

会報誌「The Bloom 2012」発行

平成 24 年 ８月 ５日

第 12 回総会開催
会場：金沢エクセルホテル東急
記念講演：青山克彌氏「鏡花・金沢・新幹線」

平成 24 年

学友会室のエアコン寄贈（ビルトインタイプ２台）

秋

平成 25 年 ６月

会報誌「The Bloom 2013」発行

平成 25 年 ８月 ４日

第 13 回総会開催
会場：金沢エクセルホテル東急
記念講演：秋山 稔氏「『生きる力』の創造をめざす」

平成 26 年 ７月

会報誌「The Bloom 2014」発行

第 14 回総会開催
会場：金沢エクセルホテル東急
平成 26 年 ８月 ３日 記念講演：竹田 恒泰氏
「日本人はなぜ日本のことを知らないのか」

記念講演：青山克彌氏「鏡花・金沢・新幹線」

ロンドンオリンピック日本代表選手
壮行会参加・応援金贈呈

学友会室のエアコン寄贈（ビルトインタイプ２台）

記念講演：竹田 恒泰氏
「日本人はなぜ日本のことを知らないのか」

記念講演：秋山 稔氏
「
『生きる力』の創造をめざす」

平成 26 年度卒業生の就職・進学状況（平成 27 年 4 月 30 日現在）
卒業者数

進学者数

就職希望者数

就職者数

就職率

392 名

20 名

332 名

325 名

97.90%

※就職率 = 就職者数 ÷ 就職希望者数 ×100
教員輩出総数 178 名（県内 72 名・県外 106 名）

税理士 60 名以上
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