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The Bloom 2018
翠会からのお知らせ
2018 年 翠会総会開催
と き／平成30年８月５日（日）
　　　 12：45 ～ 総会　14：00 ～ 講演会

ところ／金沢東急ホテル
（金沢市香林坊 2-1-1 TEL 076-231-2411）

第 18 回記念講演
演　題 「人間関係をつくるコミュニケーション力」
講　師 齋藤　孝氏

翠会総会・懇親会報告
第 17 回記念講演
演　題 「人生がキラキラ輝く！
　　　インプレッショントレーニング®」
講　師 印象評論家　重太みゆき氏

総会参加者のご意見・ご感想

翠会会長あいさつ
「第１期　下置（旧姓　宇野）宏子」

学院大ニュース

翠会役員紹介

編集後記



翠 会 会 長 あ い さ つ

平成 29 年８月６日（日）、第 17 回翠会総会が金沢東急ホテ

ルにて開催されました。

平成 28 年度の事業報告、収支決算承認、平成 29 年度の事

業計画案、奨学金制度について等の議案がありました。奨学金

については、貸与希望者がいないままの状態が続いていましたの

で、学生にとってより有益になる使途を検討することとし、奨学

金制度は休止することで承認を得ました。また、任期満了に伴う

役員改選があり、改選役員はあとのページのとおりです。

総会記念講演のあとは、美味しいお料理をいただきながらの

懇親会でした。学部や先輩後輩の壁を越え、近況報告をし、講

演の感想や意見交換をして談笑しました。講演会で重太みゆき

さんから教わったしぐさを早速使い、参加者一同、笑顔で大いに

盛り上がった宴席でした。

翠会会員の皆様、お元気で

お過ごしでしょうか。

今年の冬は 37 年ぶりの大

雪に見舞われ、金沢 83 センチ福井で 130 センチを

超える積雪となり、除雪が間に合わず道路は大渋滞、

電車と飛行機はストップ、北陸は陸の孤島となって

いました。そんな中、唯一通常運転していたのが北

陸新幹線だったので、出張の方や旅行客はなんとか

脱出することができました。「北陸新幹線最強説」が

出るわけですね。今はもうすっかり忘れてしまったで

しょうが、２月の連日の雪かきは大変でしたね。

さて、今春、文学部に英語教育に強い小学校教諭

･中学校教諭（英語）、英語活動ができる保育者（幼

稚園教諭 ･ 保育士）を養成する「教育学科」が開設

され、4 学部 6 学科となりました。他学部の科目も履

修できるのは、総合大学だからこそのことですし、大

学での学びが更に広がっていくことに期待が膨らみ

ます。

同窓会設立から、早 30 年が過ぎ卒業生も１万人を

超えました。同窓生同士のつながりがもっと増えて深

まることを願い、これからの活動に皆様一人一人のご

参加を改めてお願い申し上げ、ご挨拶とさせていた

だきます。

翠会会長

第１期　　下置（旧姓 宇野） 宏子



高野智子さん
（文学部国際文化英米文学科　11 期（平成 12 年度卒）　石川県金沢市）
　会報を読んで参加しようと思いました。総会は淡々としていて、いつもこういう
ふうにしていたのだなあということがわかりました。講演会は、おもしろくてとて
も楽しかったです。自分では笑っているつもりだったけど、実際にはぜんぜんでき
ていなかったことがわかりました。これからは、教えていただいたことを使ってい
きたいと思います。

前田　晃さん
（文学部日本文学科　19 期（平成 20 年度卒）　石川県金沢市）
　水洞先生からお誘いをうけて、参加することにしました。無料なので参加しやす
かったです。同期がいたらと思ってきましたが、先生方にもご挨拶できたのでよい
機会となりました。

受川祐真さん
（経営情報学部経営ビジネス学科　27 期（平成 28 年度卒）　石川県白山市）
　会報で講演会のことを知りました。重太みゆきさんに興味があったので参加しま
した。笑顔トレーニングを教えてもらって、たいへんよかったです。これからの生
活の中でいかしていきたいと思いました。

　今回の翠会総会にも、金沢女子大学の卒業生からつい最近卒業した方まで、幅広い年
代の参加がありました。その中で初参加の３名の方に、総会の感想を伺いました。

懇　親　会



重太みゆき氏講演

「人生がキラキラ輝く！
 インプレッショントレーニング ®」

2017 年度は、総会開催記念講演に印象評論家の

重太みゆき氏を講師に迎えました。

華やかな音楽とともに登場した重太氏は、明るい

笑顔と元気な声、美しいしぐさで、参加者一同は一

気に重太氏の世界に引き込まれました。ユーモアあ

ふれる表現に加え、ご自身が歩んできた道をつまび

らかに話すところや、出会った方たちへの感謝の気

持ちを繰り返し語るところにも人柄が感じられまし

た。

「終始笑顔で、張り切って楽しんでください」と始

まった講演でしたが、まさに会場が笑いっぱなしの

楽しい時間でした。今回の講演は、講師の話を聴く

だけではなくトレーニングをいくつかその場で実際に

やってみる、という参加型の講演会でした。

参加者は手鏡で表情を確認しながら口角を上げる

練習をしたり、大げさに手ぶりをつけて話す練習をし

たりしました。そして、その都度トレーニング後には

重太氏のアドバイスがありました。それを聴いて「な

るほど」と、うなずいたり大笑いしたり、はじめは静

かだった会場も、参加者が積極的に笑顔をつくれる

ようになるにつれ、ますますあたたかい空気に包まれ

ました。

よい姿勢にするとプラス思考になり、笑うと脳が反

応して心が元気になるそうです。また、免疫力も上

がるということで、癌になったお父様を笑顔で支え続



けたそうです。どんなに辛い時も笑顔でい続けて看

病した結果、お父様はお元気になられたということで

した。今回、講演会の参加者は重太氏に出会い、笑

顔で幸せになることを教えていただきました。重太氏

は、「笑顔を増やしたい、世界中を笑顔にしたいとい

うのが夢」とお話ししていましたが、そんな重太氏を

応援したい気持ちになった参加者が、講演終了後も

会場出口で重太氏の周りに大勢集まっていました。

講演会講師紹介
印象評論家
重太みゆき氏
　日本初インプレッショントレーナー ® 東京都生まれ。日本
航空、JAL ウェイズ『国際線客室乗務員』として、世界主
要 60 都市以上のフライトを経験、『グッドパフォーマンス
賞』など、数々の接客褒賞を受ける。現在ではアジア各国
メディアからも特集され、インプレッショントレーニング ® が
効果抜群と大人気に。
　2013 年には、オリンピックメダル奪還を目指すシンクロ
日本代表選手「マーメイドジャパン」の印象教育を本格的に

実施。
　亜細亜大学 経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 
教授。重太みゆきゼミナール (MYK) が話題。
　著書「顔グセの法則」「人は 0.5 秒で選ばれる！」はアジ
ア各国で翻訳出版中。「ホンマでっか！？TV」「めざましテ
レビ」「あさイチ」などテレビ番組にも多数出演している。
2016 年より3 年連続ベスト・オブ・マンハッタン受賞。



●  ●  ●   学 院 大 ニ ュ ー ス ●  ●  ●

今年もやります！ 第3回 金沢学院大学・短期大学ホームカミングデイ
旧交を温め交流を深めて頂ける楽しいひとときを準備いたします。パワーアップした吹奏楽部の演奏、 

金沢リコーダーコンソート( 友情出演 )による合奏、今春経営情報学部を卒業、歌手デビューに向け 

て東京でレッスンに励んでいる堀岡大雅さんの出演も予定しています。当日は清鐘祭初日でもあり 

にぎやかな母校へ、お誘いあわせの上お気軽にお越し下さい。お待ちしています。

＊平成 30 年 10 月13 日（土）13 時～15 時／ 5 号館食堂  ＊参加無料

＊参加申込み
　8月下旬に金沢学院大学 HP上に改めて開催案内をUPします。申込欄に記載送信下さい。但し事前申込

のない当日参加もOKです。或いは、下記宛へのご連絡でも結構です。お名前、卒業年次、学科等名、連絡

先（　／　 ）等をお伝え下さい。問合せ先としてもご利用下さい。

＊連絡・問合せ先（幹事教員：誰にでも構いません）

河内久美子（短大）  076-229-8978 ／ kouchi@kanazawa-gu.ac.jp 
　水洞　幸夫（文学）  076-229-8927 ／ suido@kanazawa-gu.ac.jp 
　田中　晴人（経情）  076-229-8902 ／ mtanaka@kanazawa-gu.ac.jp 
　山崎　達文（美文）  076-229-8774 ／ yama@kanazawa-gu.ac.jp 

２棟目の女子学生寮(第四清鐘寮)が2018年２月完成
「教育の場」と位置付けて安く、セキュリティも万全

大学キャンパス周辺には「清鐘寮」と名付けた学生寮が 4 棟整備されています。いずれも鉄筋コンクリー

トで、第一、第二清鐘寮には運動部員が入っております。第三、第四清鐘寮は女子学生寮で、それぞれ

110 室、完全個室や家具や備品を完備し、セキュリティーも万全です。しかも、栄養士が作る朝・夕食の

食費と光熱水費も含め、月額 5 万 5 千円で、とても経済的です。

本学では学生寮を「教育の場」と位置付けており、特に大学、短大とも自宅通学以外の1、2 年次の女

子学生には原則、入寮を求めています。寮生活を通じて規律のある生活の下、勉学に励むとともに、多く

の仲間と交流を図ってほしい、と願っています。寮近くからは丘の上のキャンパスに連絡用のシャトルバ

スが運行しており、通学も便利です。



翠会役員紹介
下記のとおり、平成 29 年 8 月の総会にて翠会役員が改選 ･ 承認されました。

会　長 副会長

理　事

理　事

理　事

理　事 監　事

理　事

下置　宏子（旧姓 宇野）
文学部

〈平成3年卒 第１期〉

小材　秀明
経営情報学部 

〈平成１１年卒 第９期〉

星野　　寛（旧姓 小林）
文学部

〈平成11年卒 第9期〉

猪又　俊大
文学部

〈平成23年卒 第21期〉

須貝　友貴
文学部

〈平成26年卒 第24期〉

青柳　貴子（旧姓 浅野）
文学部

〈平成3年卒 第１期〉

奥田　麻理（旧姓 丹羽）
文学部

〈平成3年卒 第１期〉

松本　邦子（旧姓 本田）
文学部

〈平成3年卒 第１期〉

上原佳寿美（旧姓 毛利）
文学部

〈平成7年卒 第5期〉

倉　　　薫（旧姓 助実）
文学部

〈平成7年卒 第5期〉

西出可奈子（旧姓 加藤）
文学部

〈平成8年卒 第6期〉

山﨑　美保
文学部

〈平成8年卒 第6期〉

吉田　千里（旧姓 岡田）
文学部

〈平成8年卒 第6期〉

大内　栄映（旧姓 大澤）
文学部

〈平成9年卒 第7期〉

福井　尋一
経営情報学部

〈平成11年卒 第9期〉

山﨑　貴文
経営情報学部

〈平成12年卒 第10期〉

奥井　伸吾
文学部

〈平成14年卒 第12期〉

池田　勇輝
経営情報学部

〈平成14年卒 第12期〉

西尾沙織里（旧姓 山﨑）
文学部

〈平成15年卒 第13期〉

内山　丈史（旧姓 村上）
文学部

〈平成17年 第15期〉

加藤　　彩（旧姓 野中）
美術文化学部

〈平成17年卒 第15期〉

田中　頌吾（しょうご）
経営情報学部

〈平成21年卒 第19期〉

芝本　明奈（旧姓 松谷）
文学部

〈平成23年卒 第21期〉

山城　卓也
文学部

〈平成23年卒 第21期〉

濱中いづみ
美術文化学部

〈平成25年卒 第23期〉

新
任

新
任

新
任

新
任

新
任

新
任



■発 行 日　2018年7月
■編　　集　倉 　薫（第５期卒：文学部）、池田 勇輝（第12期卒：経営情報学部）

■発　　行　「翠会」　〒920ｰ1392　石川県金沢市末町10

編集後記
　みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
　私 ( 池田 ) は埼玉在住なのですが、先日祖母が亡くなったので、通夜と葬儀のた
めに金沢に帰って来ました。
　その際、葬儀社の方が学院大同窓生の方でした。
　金沢を離れてしまってかなり経つので、普段はあまり意識していませんでしたが、
故郷や同窓生のきずなを感じた出来事でした。さて、みなさまとはこの会報と年1
回の総会が接点になっているわけですが、我々役員はこの会報の企画 ･制作、総会
のプランなど、翠会の運営に関して年 4回ほど会合を行っております。もし、講
演会のリクエストや会いたい先生、会いたいお友達等ありましたら、下記アドレス
までご連絡いただければ幸いです。
　今年の総会は8月 5日 ( 日 ) に行われます。また、記念公演にはTVでおなじみ
の齋藤孝さんをお呼び致します、皆様お楽しみに。
　最後になりましたが、発行するにあたり、たくさんの方々にご協力いただきまし
たことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。

●ご意見、ご感想、住所変更はこちらまで。 midori@moom.ucatv.ne.jp

平成30年度総会のお知らせ

　今年も恒例の翠会総会が８月に行われます。金沢を離れてしまった方も北陸新幹線に乗って、久々に
金沢に来ませんか？もちろんお近くの方も是非。
　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しょう、会費は無料です。

●総　会　12：45 ～ 13：30（受付　12：30）
　　　　　  フォレストルームにて
　議　題　
　（1）29 年度事業報告・会計報告

　（2）平成 30 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 ～ 15：15（受付　13：30 ～）
　　　　　  ボールルーム A にて
　講　師　齋藤 孝氏
　演　題　「人間関係をつくる
　　　　　  コミュニケーション力」

●懇親会　15：45 ～ 17：15
　　　　　  エクセレントルームにて

日　時　平成 30 年８月 5 日（日）
場　所　金沢東急ホテル ５階（金沢市香林坊２－１－１　TEL 076 － 231 － 2411）
参加費　会員は無料　

1960 年、静岡県生まれ。東京大学法学部卒。

東京大学大学院教育学研究科博士課程等を経て現職。

専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。『身体感覚を取り戻す』（NHK

ブックス）で新潮学芸賞受賞。

2001年に出した『声に出して読みたい日本語』（草思社）がシリーズ 260万

部のベストセラーになり日本語ブームをつくった。

著書に『読書力』『コミュニケーション力』『新しい学力』（岩波新書）、『現代

語訳学問のすすめ』（ちくま新書）、『雑談力が上がる話し方』（ダイヤモンド社）、

『大人の語彙力ノート』（SB クリエィティブ）他多数。

NHK E テレ「にほんごであそぼ」総合指導。

TBS テレビ系「情報 7days ニュースキャスター」、日本テレビ系「世界一受け

たい授業」他テレビ出演多数。著書累計出版部数は1000万部を超える。

齋藤　孝氏
さいとう・たかし

講演会
講師紹介

中学生以上の会員のご家族はお１人につき 1000 円、
当日受付にて現金でいただきます。


