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翠会からのお知らせ
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ところ／金沢東急ホテル
 （金沢市香林坊 2-1-1）

第 19 回記念講演　
演　題 「決してあきらめない」
講　師 舞の海秀平氏

翠会総会 ･懇親会報告
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

翠会会長あいさつ
「第１期　下置（旧姓　宇野）宏子」

学院大ニュース
2018 年総会参加者インタビュー
懐かしのあの場所
ホームカミングデイレポート＆第 4 回告知

編集後記



翠 会 会 長 あ い さ つ

翠会総会は、2018 年８月５日（日）金沢東急ホテル５階「フォ

レストルーム」にて行われました。平成 29 年度事業報告及び収

支決算承認について、平成 30 年度事業計画及び収支予算決定

について等の議案がありました。

奨学金制度は貸与希望者がいないため平成 29 年度より休止

しており、今後在校生への支援は寄付金という形で対応すること

が報告されました。

また、「島清文学賞」に関連して、日本恋愛文学振興会へ寄付

したことも報告されました。

総会記念講演のあとは、同ホテルの美味しいお料理をいただ

きながらの懇親会でした。学部や先輩後輩の垣根を越え、講演

の感想や意見交換をして談笑しました。また、お世話になった先

生方に近況報告をし、再会を喜ぶ姿も見られました。今回も大い

に盛り上がった懇親会でした。

翠会会員の皆様、お元気で

お過ごしでしょうか。今年は雪

もほとんど無く、過ごしやすい

冬でしたね。

平成から新元号の令和に改元し、それをまたぐ

10 日間が 10 連休という史上初の大型連休もあり、

日本全体がお祝いムードで半年が過ぎたような気

がします。

今年の新入学生は過去最高の800名を超えました。

昨年新設された教育学科のお陰で認知度が上がって、

どの学部も入学者数が増えてきていると聞いておりま

す。多くの専門分野をしっかりと学べる環境は、私が

入学した頃の一学部二学科と比べると、本当にうら

やましい限りです。

さて、同窓生同士のつながりをもっと深めていきた

いと考えている中、夏の同窓会総会や、秋の大学祭

でのホームカミングデイの企画があり、同窓生が交

流できる機会が増えました。同級生だけでなく、先輩

後輩の輪をもっと広げていくことで、翠会がもっと成

長していけたらと思っております。

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期卒　下置（旧姓 宇野） 宏子

喜 田  俊 治 さん
芸術学部美術文化学科 23 期

（平成 24 年度卒）　金沢市
　会報を見て参加しようと思いま
した。講演会の齋藤先生をテレビ
などで見て知っていたので、興味
がありました。講演会のお話はしゃ
べり方の勉強になりました。来年
は知り合いも誘って参加したいです。

石 崎  友 佳 里 さん
文学部日本文学科 24 期

（平成 25 年度卒）　富山県高岡市
　会報を見て、齋藤先生の講演
を楽しみに来ました。総会に参加
して、こういうことをしていたの
だ、と初めて知りました。講演は
楽しくて、時間があっという間で
した。

嘉 藤  久 美 子 さん
文学部国際文化学科 28 期

（平成 29 年度卒）　金沢市
　齋藤先生の講演は時間があっ
という間でした。人間関係はコ
ミュニケーション力だと実感した
し、まさに仕事で使える内容ばか
りだったので、たいへんためにな
るお話でした。もう一度聴きたいくらいです。

𠮷 川 真 裕 さん
文学部歴史文化学科 28 期

（平成 29 年度卒）　金沢市
　同期の嘉藤さんに誘われて参
加しようと思いました。齋藤先生
の講演は楽しかったです。コミュ
ニケーション力をもっと鍛えたい
と思いました。齋藤先生の別の話
も聴いてみたいです。

奥 下  裕 也 さん
文学部日本文学科 28 期

（平成 29 年度卒）　富山県射水市
　実家に届いた会報を見た親か
ら同窓会に行くことを勧められ
て、参加しました。自分と同期
で知っている同窓生がいなくて
寂しいと思いましたが、先生方
に会えたことと、先生方がお元気そうだったのはうれ
しかったです。

中 村  広 美 さん
人間健康学部健康栄養学科
２年在籍中　石川県七尾市
　大学からのメール連絡で、齋藤
先生の講演会があることがわかり
ました。夏休みだったし、開催場
所も近かったし、講演会の内容に
興味があったので参加しようと思
いました。齋藤先生のお話は楽しくてためになったの
で、来てよかったです。

懇　親　会

●  2018 年総会参加者インタビュー  ●



2018 年度は、斎藤孝氏を総会開催記念講演の講

師にお迎えしました。齋藤氏は『声に出して読みた

い日本語』をはじめ数々の著書やテレビ番組でもご

存知の方も多いでしょうが、テレビ画面で拝見する

印象以上にやわらかい話しぶりでした。テレビ番組

の中でのやりとりも一部お話しくださり、興味深く、

楽しくコミュニケーションについて学んだ講演会で

した。

講演では、相手が興味をもって話し手の意図を理

解しやすくなるフレーズや、話の流れの組み方を伝

えていただきました。また、人間関係を築いていく

ために、どうやって場を盛り上げるのか、バランス

のよい発言はどういうものか、教えていただきまし

た。そして、発言の１つとして質問について教えて

いただきました。上手に質問できると、相手から話

を引き出すことができ、そこから互いの世界が絡み

合うような会話ができるとより楽しい場をつくっていけることを教えていただきました。

齋藤氏の講演では、話を聴くだけではなく、少人数のグループに分かれてテーマに沿った話を練習する

ワークがあったり、体を動かすエクササイズがあったりと、工夫に富んだ手法で参加者は常に引き付けら

れていました。身をもって体験したり考えたりできる時間を過ごし、一同笑顔と拍手で大いに盛り上がり

ました。

齋藤氏のわかりやすく腑に落ちる説明に加え、少人数に分かれてワークで実践したことで、コミュニケー

ション力を高める学びの多いひとときでした。

講演会講師紹介
齋藤　孝 氏

　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 氏講演

 「人間関係をつくる
　　　　  コミュニケーション力」



第１回　懐かしの場所

●皆さんは学院大生だった時の思い出の場所はありますか？
私（埼玉在住の平成 14 年卒）はパレットです。先日、久々にパレットに寄ってみたのですが、テ

ナントもずいぶん減っていました。

そして、残念ながら平成 30 年３月 31日をもって閉店し、取り壊されてしまいました。

学生時代は地下のカラオケや GEO（当時はビデオシティ）、日常の買い物でもお世話になりました。

オープンは昭和 51 年 11 月、旧町名の「赤坂」にちなんで、当時は「赤坂プラザ」という名前でし

た。ちなみに現住所は笠舞になります。なお、私の両親の初デートは赤坂プラザだったそうです。（笑）

当時はナウいデートスポットだったのでしょうね。と、いうわけで今回はパレットを取り上げてみました。

皆様もひさびさに行きたいところやどうなったか見たい場所などあれば教えてください。取材に行っ

てきます。

ご意見、ご感想はこちらまで。

　m300sti@yahoo.co.jp

今年もやります！ 第４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。

当日は清鐘祭初日でもあり、にぎやかな母校へ。お誘い合わせの上、お気軽にお越し下さい。

お待ちしています。

令和元年 10 月19 日（土）13 時～15 時／３号館 1F 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。問い合せ先としてもご利用下さい。

＊連絡・問い合せ先 （幹事教員：誰にでも構いません）

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

ホームカミングデイレポート
平成 30 年 10 月 13 日（土）の清鐘祭初日に第３回ホー

ムカミングデイが行われました。金沢学院大学をはじめ、

短期大学の皆さんとの合同企画で学生の皆様が考えた学

院大自慢のおいしいお料理が参加者にふるまわれました。

また、学院大に研修に来ているベトナムの国立栄養研究

所職員と病院の栄養士の計６人も参加し、ベトナム料理

の紹介など異文化交流も行われました。



■発 行 日　2019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、実家が金沢のため定期的に帰省しております。
　金沢市内を散策していると「あ、こんなところにセブンイレブンが！」や「あ、
末野倉が無くなった」など、驚くことがあります。
　そんな感じで今回はパレットを取り上げてみました。
　皆さんも久しぶりに見たいところがあればリクエストお待ちしております。
　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４日（日）に行われます。また、記念公演には「技のデパー
ト」でおなじみの舞の海秀平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。

令和元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）平成 30 年度事業報告・会計報告

　（2）令和元年度事業計画（案）・会計予算（案）

　（3）その他

●講演会　14：00 ～ 15：30（受付　13：30 ～）
　　　　　  ボールルーム A にて
　演　題　「決してあきらめない」
　講　師　舞の海秀平氏

●懇親会　15：45 ～ 17：15
　　　　　  エクセレントルームにて

日　時　2019 年８月４日（日）
場　所　金沢東急ホテル ５階（金沢市香林坊２－１－１）
参加費　会員は無料

1990 年 5 月　出羽海部屋入門。同月、初土俵（幕下付出し）
1991 年 3 月　新十両（四股名：舞の海）
1991 年 9 月　新入幕
1999 年 11 月　引退

　1968 年 2 月 17 日生まれ。日大相撲部にて活躍。山形県の高校教師の内定が決まっていたに
もかかわらず、周囲の反対を押し切って、夢であった大相撲入りを決意。新弟子検査基準（当時）
の身長に足りなかったため、頭にシリコンを入れて新弟子検査に合格。角界最小の身体ながら、「猫
だまし」、「八艘飛び」などファンを驚かせる数々の技をくりだし、“技のデパート”の異名をとる。
1999 年 11 月の引退までに、技能賞を 5 回受賞。
　現在は、NHK 大相撲解説者などをつとめるほか、テレビ・ラジオなど幅広く活躍中。生まれ故
郷の青森県鰺ヶ沢町の「ふるさと大使」。2011 年より近畿大学経営学部客員教授に就任。

現役時代の戦績
❖技能賞受賞：5 回　❖生涯戦歴：385 勝 418 敗 27 休　❖幕内戦歴：241 勝 287 敗 12 休
❖最高位：小結　❖得意技：左四つ・下手投げ

主な著書
・『大相撲で解く「和」と「武」の国・日本』（ KK ベストセラーズ） 2017 年 7 月発売
・『テレビでは言えない大相撲観戦の極意』（ポプラ社）2016 年 12 月発売
・舞の海秀平と学ぶ『知れば知るほど大相撲』（徳間書店）2016 年 7 月 31 日発売 ※監修
・『はじめての大相撲』（岩崎書店）

メディア
日本テレビ『ぶらり途中下車の旅』（隔月）、テレビ東京『虎ノ門市場』、
CS 日テレジータス『ゴルフ革命』に出演中。

青森県西津軽郡
鰺ヶ沢出身
日本大学 経済学部出身

舞の海秀平氏
まいのうみ・しゅうへい

講演会
講師紹介

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

m300sti@yahoo.co.jp


