
翠会からのお知らせ

　今年度、文学部に「歴史文化学科」が新たに開設され

たことを記念し、石川県立美術館にて「戦争と歴史」と

題して公開講座が実施されました。

　「戦争」というキーワードで、歴史文化学科の教員 (６

名 ) が、それぞれの専門の立場から問題を提起し考察し

ました。なお、本講座には一般参加者・学生の聴講者併

せて計約 140名が参加し、講師の話に耳を傾けていま

した。

　このように金沢学院大学では、定期的に一般の方々が
参加できる公開講座を無料で開講しております。パソコ
ン講座や歴史・文学講座など様々なジャンルがそろって
おります。みなさん、ぜひ参加してみてください！
　なお、今年度の公開講座一覧を同封しておりますので、
ご参照ください。
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編集後記

　本号より新たに会報担当に加わった倉 薫（第５期卒：文学部）です。卒業と同時に男女共学になり、学科が増え…。今回紹介したような、
日本代表として五輪に出場する選手が母校から輩出されるなんて、思いもしませんでした。他の分野でも大勢活躍されていることでしょ
う。会報の別冊でも紹介させていただきたいので、ご一報いただければ幸いです。
　さて、年に一度の総会・懇親会がまた近づいてきました。記念講演も楽しみです。懇親会では、同世代のみならず当時出会えなかった先輩・
後輩と、また懐かしい先生方と大学時代の話や近況報告ができ、それが新鮮でおもしろいですよ。皆様もご多忙とは思いますが、可能な
方はぜひ出席されてはいかがでしょうか。
　なかなか総会等に参加できない方とも、感動を共有できるような会報にしたいと思っております。これからもよろしくお願い致します。
　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。あり
がとうございました。

＜募集中＞総会・講演会・懇親会などの日程や内容等について、ご要望があればご連絡ください。執行部で参考にさせて頂きます。

●ご意見、ご感想はこちらまで。 midor i@ucat v.ne. jp

　翠会では毎年 8月に金沢で総会を開いております。是非この機会に、懐かしい
皆さんとクラス会を兼ねて集まってみてはいかがでしょうか？お待ちしています！

日時：平成24年8月5日(日)　 14時00分～17時30分
場所：金沢エクセルホテル東急　(金沢市香林坊2-1-1　TEL：076-231-2411)

◆総　会　14:00 ～ 14:40（受付　13:40 ～）
　場　所：金沢エクセルホテル東急　５階　フォレストルーム
　議　題　（1）平成23年度事業報告・会計報告について　（2）平成 24年度事業計画（案）・会計予算（案）について
　　　　　（3）奨学金制度について　（4）その他
◆記念講演　15:00 ～ 16:00（受付　14:30 ～）
　場　所：金沢エクセルホテル東急　５階　ボールルーム
　講　師：泉　鏡花記念館　館長　青山　克彌 氏（元金沢学院大学・金沢学院短期大学教授）
　テーマ：「鏡花・金沢・新幹線」
◆懇親会　16:15 ～ 17:30（受付　15:45 ～）
　場　所：金沢エクセルホテル東急　５階　ボールルーム【立食形式、会費無料】
※記念講演・懇親会のみのご参加も大歓迎です、ふるってご参加ください。

当日の予定

平成 24年度　金沢学院大学公開講座について

●金沢学院大学副学長で陶芸家の大樋長左衛門教授が、2011
年度の文化勲章を受章しました。

　　大樋副学長は、本学の美術文化学部において指導にあたり、
芸術院会員、文化功労者、日展顧問、現代工芸美術家協会理事
長、財団法人石川県美術文化協会理事長など、数々の重責を
担ってきました。ここまでの輝かしい実績に加えて、果敢に挑
戦を続ける創作姿勢が高く評価され、今回の受章となりました。
2011年 11月 3日、皇居で親授式が行われ、天皇陛下から文
化勲章を授与されました。

●翠会20周年記念事業として、同窓会会報の別冊「卒業生の
その後の活躍を追う」の作成発表が昨年の総会でありました。
これは、卒業生の就職状況などをまとめた冊子で、在学生に
贈ります。在学生の皆さんが勉学・資格取得等に対する意欲
を高めたり、将来への目標や希望をもって学生生活を送った
りする一助となることを期待して、作成を決定しました。

　～募集告知～
　　上記の趣旨をご理解いただき、同窓会会報の別冊「卒業生の
その後の活躍を追う」に掲載させていただける同窓生を募集い
たします。

　　ご協力いただける方は、翠会までご連絡ください。基本的に
メール・電話等、直接こちらに出向かなくてもよい方法で取材
させていただきます。また、右記⑥以下については、ご本人に
承諾いただける事項のみの掲載で結構です。

　　また、翠会ホームページでも募集しますので、そちらからの
ご応募もお待ちしております。（ホームページの受付は９月１
日からです。）

　①卒業期　（年齢は不要）
　②氏名　（旧姓は不要）
　③学部・学科等
　④現在の職業・職務内容　（部署名や役職もあれば）
　⑤出身都道府県（市町村）
　⑥勤続年数　（現職につくまでの職歴）
　⑦今興味のあること　　　　
　⑧在学生へのメッセージ（この大学に来てよかったこと、学生
生活を振り返っての反省などを踏まえても）

　⑨顔写真　（なしも可）
　⑩その他自由に　
　　今、我々が卒業した大学で勉学やスポーツに励み、これから
社会に出て活躍する後輩のために、ぜひご協力お願いいたしま
す。

　　質問等ありましたら、翠会までご連絡ください。
　　なお、掲載者には薄謝を進呈します。

●翠会ホームページがリニューアルいたします。（９月1日正
式オープン予定です）

　http://www.midorikai.jp

　　
　　大学に入ってから一人暮らしということですが、食生活はいかがですか？

Ａ．お弁当はあまりつくりませんが、自炊するときはありますよ（笑）。大学から家が近いので、
お昼に食べに帰ることが多いです。試合前は何を食べてもそんなに変わらないので気に
していませんが、（体重が減りすぎないように）普段から体重をキープするよう心がけて
食べています。

Q1

　　
　　トランポリンを始めたきっかけを教えてください。

Ａ．保育園の体験教室でやらせてもらったことがきっかけです。感覚がいいほうではなかっ
たので、すぐに上達したわけではありません。でも、楽しかったのでここまで続けてこら
れました。

Q2

　　
　　金沢学院大学に進学してよかったことは？

Ａ．練習環境がいいことです。男子のトップ選手が何人もいて、一緒に練習できることが、
いい刺激になります。また、試合での資金的なサポートも大きく、練習に集中できていい
です。

Q3

　　
　　最後に現在の心境と意気込みを教えてください。

Ａ．不安があるけど、本番が近づいてきてワクワクの方が強いです。本番では、自分の演技
をして、笑顔で帰ってきたいです。本番までに、「高さ」「技術」「演技力」に、さらに磨き
をかけたいです。

 トランポリンが盛んである石川県で育ち、代表に選ばれました。恵まれた環境で練習で
きていることに感謝しています。オリンピックを見ている人にパワーを与える演技で、恩返
しをしたいです。数十秒にかける思いを見てください。

Q4

生年月日 :平成 4年 10月 29日
小松大谷高校→金沢学院大学スポーツ健康学部2年

主な成績
2011　ワールドランキング10位
2011　ワールドカップ<川崎 >

　個人5位、シンクロナイズド銅メダル
2011　世界選手権19位
2011　全日本選手権　2位
2012　オリンピックプレ大会10位

トランポリン

岸　彩乃さん
（きし　あやの）　　

●競技日程  

日　程 出場選手 競　　　技

7月 29日（日） 八木かなえさん ウエイトリフティング　女子53kg 級

8月 3日（金） 岸　　彩乃さん トランポリン（女子）

8月 4日（土） 伊藤　正樹さん トランポリン（男子）

8月 5日（日） 嶋本　麻美さん ウエイトリフティング　女子75kg 超級

8月 8日（水） 中川　真依さん 水泳・高飛び込み　予選

8月 9日（木） 中川　真依さん 水泳・高飛び込み　準決勝・決勝

＊会報作成時の情報であり、変更する場合もあります。 



翠 会 会 長 あ い さ つ

　昨年度の翠会総会は、平成23 年 8 

月7日(日 ) 金沢エクセルホテル東急に

ておこなわれました。

　総会では同窓会の活動報告や会計報

告がありました。奨学金制度の見直しと

東日本大震災の義援金の金額や方法な

ど、参加者の皆さんで意見交換をしまし

た。また、翠会20 周年記念事業として、

会報の別冊「卒業生のその後の活躍を追

う」の作成発表がありました。（内容や進

行状況につきましては「翠会からのお知

らせ」参照）

　その後は、おいしい料理とお酒をいた

だきながらの楽しい懇親会でした。前年

の懇親会では聞けなかった、大学職員と

翠会役員の紹介や近況報告があり、大

いに盛り上がりました。初めて参加され

たという会員も、久しぶりに再会した先

生方のみならず、学年を超えた同窓生と、

話が弾んでいました。

　翠会会員の皆様、お元気でお過
ごしでしょうか？冬の記録的な豪雪、
春先の嵐など、自然災害が多くて
大変な目にあった会員の方もいらっ
しゃるのではないでしょうか？ここに
改めてお見舞い申し上げます。

　さて、今年はオリンピックイヤーです。金沢学院大学から
も、現役と卒業生を含めて5人の選手が出場することになりま
した。大学開学当時には考えられなかった名誉なことで、我々
同窓生としても嬉しく誇らしく思っています。同窓会として、出

場選手に対して、心ばかりの応援金を贈らせていただきました。
彼らは日本を代表する素晴らしい選手たちです。同窓生の皆さ
んも是非、テレビ等で彼らの勇姿を応援してあげてください。
　また、今年は総会において青山先生の特別講演もあります。
大学の創立当時の名物先生だった青山先生は、現在は泉鏡
花記念館の館長として金沢の文学を多くの方にお伝えされてい
ます。大人になって改めて聞く、青山先生解説の泉鏡花文学
の世界は、また素晴らしいものです。なお、今回の演題は「鏡
花・金沢・新幹線」です。是非この機会に総会・記念講演会
にご参加されませんか？我々スタッフ一同、心からお待ちして
おります。

翠会会長

第１期卒　下置(旧姓 宇野) 宏子

第2期卒（文学部、日本文学科） 瀬川　恵さん

翠会総会に参加して…

　　　　
　　今回参加されることにした、きっかけはなんですか？

Ａ．富山に住んでいるのですが、同窓会の総会をきっかけに、母と金沢に出てきました。
母はこの時間買い物しています（笑）。

Q2

　　
　　参加は何回目でしょうか？

Ａ．今回は3回目です、毎回お友達の方と参加しています。

Q1

　　
　　今回総会では、東日本大震災の義援金の額や奨学金のあり方について、ディスカッションがありましたが、それについてどう思われましたか？

Ａ．募金についてのご意見は皆さんもっともだなと思います、どれが正解というのも無いと思いました。ただ、お話の中に同窓生の中にあまり東北の方が居ら
れないってお話がありましたが、ご結婚された相手が東北の方であったり、転勤・転職で東北に行ってる方もいらっしゃるでしょうし、全員の連絡先を把
握されてるわけでは無いので、そう結論付けるのは早計かと感じました。

Q3

　　
　　金沢学院大学に進学してよかったことは？

Ａ．家と練習場が近く、練習に専念できることです。そして、日本一の練習施設が整ってい
ることです。金沢学院大学に入って、記録もぐんと伸びました。

Q1

　　
　　東京ご出身とお伺いしておりますが、金沢に来た印象はどうですか？

Ａ．実家のある練馬は賑やかなところなので、金沢は静かでいいところだな～って思いました。

Q1

　　
　　現在の心境について

Ａ．緊張していますが、いつもどおりの笑顔で頑張りたいって思っています。

Q1

　　
　　大学職員の仕事と練習の両立は大変ではありませんか？

Ａ．試合前には練習に専念できる環境をつくってくださるので、練習に集中できます。

Q2

　　
　　石川県のお家芸であるトランポリン競技でオリンピックに出場することについて
　　どう思われますか？

Ａ．確かに石川県はトランポリンが盛んですが、オリンピックで正式競技となってから日本人
がメダルを獲得したことはありません。日本人初となるメダルを獲得し、石川県のみならず、
全国でのトランポリン競技の発展に貢献したいと思っています。

Q2

　　
　　兵庫県ご出身とお伺いしておりますが、金沢に来た印象はどうですか？

Ａ．金沢に来ていいことばかりですね。ウエイトに集中できる環境がとても気に入っています。
また金沢の新聞やテレビ等に出させていただいているので、金沢の皆さんから応援して
もらっているのがすごく伝わってきてうれしいです。

Q2

　　
　　体力を消耗する競技だと思いますが、大学の食堂でよく食べるメニューはありま
　　すか？

Ａ．カレー、ラーメン、定食など好きですよ。大学の食堂では２人前頼む…なんて恥ずかし
いことはしませんけど（笑）、とてもたくさん食べます。制限もないし我慢はしないです。３
食きっちり食べることを心がけています。

Q3

　　
　　どんなことを目標に演技しますか？

Ａ．ミスの無い８割の演技です。１００％の力が出せたら良いけど、緊張等で出せないと思っ
ています。世界選手権でメダルが取れたので、ミスの無い８割の演技で結果が出る、メ
ダルが狙えるという自信につながっています。

Q3

　　
　　大学からの支援体制についてよかったと思う点は？

Ａ．部員数が多く、活気のある中で練習ができていることや部員同士の支えあい、監督から
のサポートのしっかりしていることです。

Q3

　　
　　最後に現在の心境と意気込みを教えてください。

Ａ．緊張しているけど、早くオリンピックの舞台に上がって、ポジティブな気持ちで演技した
いです。得意種目のスナッチ※を見てほしいです。　

 ※スナッチ：重量挙げ競技の一種目。床のバーベルをからだに触れずに一気に頭上ま
で引き上げ、両腕両足を伸ばし静止するもの。

Q4

　　
　　大学からの支援体制についてよかったと思う点は？

Ａ．オリンピックに出場した古（現：丸山）章子先生のご指導の下で練習できていることや練
習環境が整ってことです。またそれは代表に選ばれたことでも証明されていると思います。

Q4

　　
　　好きな学食のメニューを教えてください。

Ａ．小鉢ですね、日替わりなので、毎日楽しみにしています。

Q4

　　
　　オリンピック本番では、どこが見どころですか？

Ａ．トランポリンは、競技時間が短いので、台に上がってからすべてに注目してほしいです。

Q5

　　
　　オリンピック本番では、どこが見どころですか？

Ａ．最高の演技をして、挙げた時の笑顔（かなえスマイル）をロンドンオリンピックでも見て
ほしいです。

Q5

　ロンドンオリンピックに出場が決定した、金沢学院大学・大学院の関係者５名の壮行会が6月 9日 ( 土 )、金沢エクセル

ホテル東急にておこなわれました。

　翠会からも、第 5期卒　倉（旧姓 助実）薫、第 6期卒　吉田（旧姓 岡田）千里、第 12期卒　池田 勇輝の 3人の役員

が参加いたしました。

　壮行会は選手入場・花束贈呈で始まり、続いて、金沢学院大学理事長の飛田秀一氏より挨拶と激励金贈呈がありました。

翠会からも応援金50万円を贈りました。

　飛田氏は挨拶の中で、スポーツに力を入れることになった経緯を語りました。たくさんの偶然が重なり今の環境がつくら

れたこと、その結果このようなすばらしい選手を育てることができたこと、また、このような選手たちの怪我に対するケア

体制を調えたことなど、我々役員も初めて聞きました。

　また、石川県知事谷本正憲氏や金沢市長山野之義氏も、お祝いと激励に駆けつけました。谷本氏からは、「偶然だけではない」

と飛田理事長の先見の明や、５名ものオリンピック代表選手を輩出した学院大の栄誉を讃える言葉をいただきました。山野

氏は、各選手がオリンピックで活躍する度に、報道等で「金沢学院大学」「石川」「金沢」の名も同時に目にすることになり、

大変名誉なことと祝意を表しました。

　その後、歓談を挟みDVDによる選手紹介がありました。それぞれの練習や試合の様子、中には幼いころの写真もありました。

選手５名からの決意表明のあと、金沢学院大学学長槻木裕氏からの挨拶で会はお開きとなりました。

　大規模とは言えない我々の母校から、オリンピック日本代表に５名も選ばれたことは大きな功績である、ということを改

めて知る機会となりました。学院大の勢いと力強さの伝わる素晴らしい壮行会となりました。

　みなさん、ともにオリンピック代表選手５名を応援しましょう！

写真は右から
「水泳・高飛び込み」
　　中川　真依さん
「ウエイトリフティング75kg 超級」
　　嶋本　麻美さん
「ウエイトリフティング53kg 級」
　　八木　かなえさん
「トランポリン」
　　伊藤　正樹さん
「トランポリン」
　　岸　彩乃さん

生年月日：昭和62年 9月 24日
和歌山県立和歌山東高校→金沢学院大学→金沢学院
大学職員

主な成績
2008　アジア選手権　優勝
2009　東アジア大会　3位
2011　世界選手権　8位
2011　プレオリンピック　3位
2012　世界選手権　6位
2010～ 2012　全日本選手権　優勝

生年月日：昭和63年 11月 2日
金沢学院東高校→金沢学院大学→金沢学院大学大学
院経営情報学研究科

主な成績
2008～ 2010　全日本選手権　優勝
2011　ワールドカップ<ロシア>　3位
2011　ワールドカップ<中国 >　3位
2011　ワールドカップ<川崎 >　優勝
2011　世界選手権　個人3位、団体優勝
FIG トランポリン世界ランキング1位

生年月日：平成4年 7月 16日
兵庫県立須磨友が丘高校→金沢学院大学スポーツ健
康学部2年

主な成績
2009　世界選手権10位
2011　世界ジュニア選手権　4位
2011　ユニバーシアード　7位
2011　全日本学生個人選手権　優勝
2012　全日本選手権　優勝
2012　世界ジュニア　6位

ウエイトリフティング　75kg 超級

嶋本　麻美さん
（しまもと　まみ）　　

トランポリン

伊藤　正樹さん
（いとう　まさき）　　

ウエイトリフティング　53kg 級

八木　かなえさん
（やぎ　かなえ）　　

　　
　　現在の心境について

Ａ．本番が近づき、ワクワクしています。

Q1

　　
　　取材を受けるとき気を付けていることってありますか？

Ａ．ネガティブな発言は控え、ポジティブな発言に心がけるようにしています。

Q2

　　
　　大学からの支援体制についてよかったと思う点は？

Ａ．地元の石川で小さい頃から変わらない環境で練習できていることが大きな支えとなって
います。

Q3

　　
　　好きな学食のメニューを教えてください。

Ａ．サラダです。

Q4

　　
　　得意な科目もしくは楽しみにしている科目はありますか？

Ａ．古（現：丸山）先生の心理学です。

Q5

　　
　　オリンピック本番では、どこがみどころですか？

Ａ．前回の北京オリンピックで出せなかった種目にチャレンジするので、そこを見てほしいです。

Q6

生年月日：昭和62年 4月 7日
小松市立高校→金沢学院大学→金沢学院大学大学院
経営情報学研究科

主な成績
2008　北京オリンピック11位
2008　ワールドカップ　6位
2009　世界選手権14位
2010　アジア大会　3位
2011　世界選手権18位
2012　ワールドカップ　7位

水泳・高飛び込み

中川　真依さん
（なかがわ　まい）　　

ロンドンオリンピック日本代表選手壮行会レポート
＆ 翠会からの応援金について


