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The Bloom 2022
翠会からのお知らせ
2022 年（令和４年） 3 年ぶりの翠会総会・懇親会が開催されます。

祝・金沢学院大学附属中学校開校！
中学校の学生寮「中学清鐘寮」をレポートします。

翠会会長あいさつ
第１期　下置（旧姓　宇野）宏子

金沢学院大学ニュース

The Bloom プレイバック

編集後記 第71回全日本大学野球選手権大会2022年
（令和 4年）6月 7日（火）東京ドーム

金沢学院大学附属中学校「中学清鐘寮」



翠 会 会 長 あ い さ つ

翠会会員の皆様、お元気でお
過ごしでしょうか。新型コロナウイルスの感染拡大から
２年以上がたちましたが、まだまだ注意が必要な日々が
続いていますね。

毎年８月の同窓会総会・講演会・懇親会は、今年は総
会と懇親会のみの開催とし、講演会は次回以降開催出来
るように考えております。

2022（令和４）年４月、金沢学院大学に附属中学校が誕生しました。石川県で私立中学校が開校するのは 38 年ぶりと
なります。そして中学校開校とともに学生寮「中学清鐘寮」も開設されました。

金沢学院大学附属中学校は、学習塾のプラスティー教育研究所と提携する「学校・塾の一体型教育」を展開します。
大学卒業までの 10 年間を見据え充実した教育を実践するほか、高校卒業までの６年間、教師とプラスティー講師陣の指
導による個別学習プランで難関大学を目指すコースがあります。

総会・懇親会に是非ご参加いただき、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、今後の仕
事や社会活動の力になればと考えております。

また、今年の４月に、金沢学院大学附属中学校が開校
し、難関大学進学とトップアスリートを目指す生徒さん
がたくさん入学されました。新築の寮が完備されている
ので、３食しっかりとした食事が提供され、帰宅後の学
習や生活面でのサポートもしっかりされています。中学
校から大学までの一貫教育がいよいよスタートしたと言
えるでしょう。今後その中からどんな人材が育っていく
のか楽しみですね。

翠会会員の皆様が健やかにお過ごしになれますように
お祈りし、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
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それらの教育活動に加え、個々の才能・能力を最大限に伸ばしていく環境として用意されたのが、「中学清鐘寮」です。
金沢学院大学附属中学校教頭でもあり中学清鐘寮の寮監に就任した望月尚志氏に寮を案内していただきました。望月氏
は学校長や寮監の経験から豊富な知識を持っており、スタッフや教員とともに寮内の規律や生徒の健康、安全、学習支
援などの一切を朝から晩まで管理し、親元を離れて生活する生徒たちの心のサポートもしています。

寮内は、白を基調とした明るく広い廊下が続き、壁の額や居室等のドアのデザインもシンプルで洗練されていてまるで
ホテルのような印象です。なお、男子寮、女子寮もしっかりと区分けされております。

食事・食堂について食事・食堂について
親御さんにとっても気になる食事は、朝昼晩 3 食用意され、育ち盛りの生徒たちの栄養管理も万全です。平日は学校

に出来立ての弁当が配達されます。また、弁当を食べられない健康状態の生徒には体調に合わせた食事を用意してくれ
るそうです。

なお、食堂は
・感染症拡大防止対策のため、全席指定
・アクリルパネルの仕切りあり
・原則黙食
食堂入口のネームタグを取り、食事をし、

ネームタグが残っている生徒には声掛けを
実施することで食事を取らないことが無い
よう確認しています。

学習室について学習室について
個人学習や指導を受けながらの個別学習、話し合いなど、それぞれ部屋ご

との目的に応じて配置を工夫してあります。また、寮内の問題を生徒同士で
話し合う会議の場としても活用しています。

また、月 1 回寮内テストを行っており、部活に専念できる環境であると同
時に学習のサポートにも力を入れています。今後、金沢学院大学の学生が個
別学習のサポートに入るそうです。



居室について居室について
コンパクトでありながら必要最低限の荷物は収納できるように工夫されており、ベッド、学

習机、収納、エアコンなどが全室に完備されています。
Wi-Fiも全館で利用可能です。なお、消灯後はWi-Fiは停止されます。このように夜間の休息、

自習のための静かな環境が整っています。
また、親元を離れた中学生が各自の部屋を管理することは、自立と自己管理能力を高めます。

燃えるゴミ、不燃物など指定の日にホールに出しに行く、毎日の整理整頓は自分でします。
とはいえ、週１回は望月氏がチェックし、整っていない部屋のドアにはイエローカード、レッ

ドカードなど貼り、整理整頓を促すこともあります。また、部屋は１年に１度替え、次に使う
人が気持ちよく使ってもらえるよう片づけて次の部屋に移ります。

浴室、シャワー室、ランドリーについて浴室、シャワー室、ランドリーについて
ホテルのような浴室を完備しています。またシャワー室は、常時使用可能なため、深夜・早朝のトレーニングも安心です。
また、広くて清潔なランドリースペースも用意されています。

寮生活について寮生活について
食堂、学習室、消灯時は携帯電話やスマートフォンは預けるルールとなっ

ています。
また、療養が必要になった場合は家族も一緒に過ごせ、キッチンが完備さ

れた静養室が用意されています。
このように成長段階にある中学生やアスリートに起こりうる様々な状況に

備えた対応が可能です。
中学清鐘寮は、共同生活の中で協調性と自主独立の精神を養い、ともに学

び、個々の目標達成を実現する環境を備えています。
金沢学院大学附属中学校と中学清鐘寮から逸材が輩出されることを期待し

ております。

中学清鐘寮寮監望月尚志氏が制作したウエ
ルカムボード。玄関ロビーの掲示物やおた
よりなども望月氏が作っています。



プロ野球ドラフト会議続報
2021 年 10 月 11 日（月）に開かれたプロ野球ドラフト

会議にて指名を受けた金沢学院大学硬式野球部出身の２
人の選手について、続報をお伝えします。

松井友飛投手（経営情報学科卒業）
・所属球団：東北楽天ゴールデンイーグルス　
・背番号 45　・身長：190cm　・体重：87kg
・投打：右投げ / 右打ち　

金沢学院大学ニュース金沢学院大学ニュース

・ドラフト年（順位）2021 年（５位）　・穴水高出身
マー君こと田中将大選手も所属する東北楽天ゴールデンイー

グルス。本拠地は仙台市宮城野区にある楽天生命パーク宮城
となっております。公式戦以外にも各種イベントが盛り沢山なので、ぜひホームページをチェックし
てみてください。
東北楽天ゴールデンイーグルスのホームページ　https://www.rakuteneagles.jp/

長谷川威展投手（スポーツ健康学科卒業）
・所属球団：北海道日本ハムファイターズ　・背番号 53　・身長：178cm　・体重：81kg
・投打：左投げ / 左打ち　・ドラフト年（順位）2021 年（６位）　・花咲徳栄高出身

BIGBOSS こと新庄監督が率いる話題の球団、北海道日本ハムファイターズ。他にも「きつねダンス」
は紹介記事や YouTube でも見かけることが多くなってきました。なお、札幌ドームが本拠地ではあ
りますが、関東の拠点としてファイターズ鎌ケ谷スタジアム（千葉県鎌ケ谷）もあります。こちらも
公式戦以外にも各種イベントが盛り沢山なので、ぜひホームページをチェックしてみてください。
北海道日本ハムファイターズのホームページ　https://sp.fighters.co.jp/

相撲三人衆と炎鵬後援会のご案内
The Bloom2017 では当時このような記事を紹介さ

せていただきました。この時、紹介致しました中村友
哉さんが炎鵬 晃として大活躍されています。また、田
邉大宜さんは本名で、齋藤聖冴（せいご）さんは聖冴 
友利として頑張っておられます。なお、炎鵬 晃さんに
関しては後援会も発足し、入会すれば素敵な会員特典
も用意されています。

※ 2022 年５月 22 日（日）現在
個人会員 1　¥20,000-：番付表、大相撲カレンダー、
後援会特別アイテム
個人会員 2　¥40,000-：（個人会員 1 に加え）反物優先購入権、
サイン色紙、千秋楽パーティーご招待（開催した場合 会費別途）

インスタグラムもありますので、ぜひ、ご覧下さい。
https://www.enhoakira.com/

松井友飛投手（左）　長谷川威展投手（右）



プロジェクターを翠会から寄贈
大学から 4 号館講堂のプロジェクターの老朽化のため、翠会

から寄贈していただけないかとの依頼があり、翠会にて寄贈させ
ていただきました。

なお、在校生の皆様から字がはっきりと読めるようになり、大
変好評と聞いております。

翠会は在校生の方々にも快適に勉学に励んでいただけるよう
今後も大学に貢献して参ります。

令和4年度北陸大学野球連盟春季リーグ戦優勝、第71回全日本大学野球選手権大会出場
2022 年 5 月 22 日（日） 富山国際大学から 2 連勝で勝ち点を獲得し、令和 4 年度北陸大学野球連盟春季リーグ戦は 9

勝 2 敗勝ち点 4 で今春リーグ戦の日程を終了し、優勝致しました。
そして、6 月 7 日（火）東京ドームで行われた第 71 回大学選手権大会へ北陸大学野球連盟代表として出場し、南東北

代表の東日本国際大学（福島県）と対戦致しました。結果は残念ながら 3 － 6 で逆転負けとなりましたが、金沢学院大
学にとって全日本大学選手権へは 12 年ぶり 4 度目の出場でした。なお、野球部の快挙に対し、6 月 2 日（木）に下置会
長から秋山理事長に同窓会翠会から寄付金が手渡されました。

全日本大学野球選手権大会ついて
全日本大学野球選手権大会は、全国 26 連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた 27 の代表校が、神宮球場と東京ドームを

舞台に大学野球日本一を争います。

金沢学院大学が 7学部 8学科に
2022 年 4 月に文学部にあった教育学科が教育学部に昇格し、7 学部 8 学科になりました。これは日本海側の私立大学

で最大規模の総合大学（学生数は約 3000 名）と言えます。

少子化に負けることなく、力強く前進し続ける金沢学院大学。
ぜひ、久しぶりにホームページを覗いてみて下さい、色々再発見が出来

るかもしれません。

金沢学院大学ホームページ
https://www.kanazawa-gu.ac.jp/

学　部 学　科
文学部 文学科
教育学部 教育学科

経済学部
経済学科
経営学科

経済情報学部 経済情報学科
芸術学部 芸術学科
スポーツ科学部 スポーツ科学科
栄養学部 栄養学科



TheBloom
プレイバック後半

The Bloom2018：重田みゆき氏講演会 The Bloom2019：齋藤孝氏講演会

The Bloom2020：
舞の海秀平氏講演会

The Bloom2021：第 6 回ホーム
カミングデイレポート

The Bloom2017：
吉川美代子氏講演会

The Bloom2010 から会報の担当をしております池田
（12 期卒：経営情報学部）と申します。

今年で会報を担当して 13 年目です。前回は前編とし
て The Bloom2010 から 2015 を紹介致しました。今回は
The Bloom2016 から 2021 を紹介致します。

翠会では、ほぼ毎年講演会を行っておりましたが、
2020（令和２）年からは講演会を断念しております。
以前のように県内外から会員のみなさんを招いて、
講演会を開催できるような環境になって欲しいと心
から祈っております。

なお、その時に備えて講演会のリクエストを受け
付けております。

リクエストはこちらまで　info1@midorikai.jp

また、これまでの会報は翠会ホームページにバッ
クナンバーを掲載しております。

こちらの QR コード、もしくは
http://midorikai.jp/bulletin

からご覧ください。

The Bloom2016：
田中雅美氏講演会



■発 行 日　2022年（令和４年）７月　　　　　　　　■発　　行　「翠会」　〒920ｰ1392　石川県金沢市末町10
■編　　集　倉　薫（第５期：文学部）、池田　勇輝（第12期：経営情報学部）

　新型コロナウイルス感染症拡大およびその防止対策により、ここ数年で生活様式が大きく変わった方も多くいらっ
しゃると思います。そして、この春、小学校を卒業したこどもが親元を離れて「中学清鐘寮」の生活を選択したことも、
大きな変化だったであろうと思われます。
　今回、寮内をご案内くださった寮監望月尚志氏は、教育のプロであると同時に、この寮で生活する生徒のお父さんの
ような温かい気持ちで、親御さんからお預かりしたこどもたちが健やかに過ごせる環境を提供することを朝から晩まで
常に考えていらっしゃる方でした。取材したのは４月でしたが、すでにホームシックの生徒の対応もされたそうです。
　親元を離れた中学生と同様、変化の中でそれを受け入れ、その中で目標を持ちよりよく生きていきたいものです。
� （第５期：文学部�倉�薫）

● ご意見、ご感想、お問い合わせはこちらまで。
   info1@midorikai.jp
● 翠会ホームページはこちら、住所変更もこちらで受け付けております。
   http://midorikai.jp/
● 翠会 Facebook はこちら、会報ではお知らせ出来ないタイムリーな情報をお知らせしています。
   https://ja-jp.facebook.com/midorikai.kg

翠会 facebook翠会ホームページ

編集後記

令和４年度総会のお知らせ

　３年ぶりに翠会総会が８月に行われます。
　新型コロナウイルス感染予防対策を施し、開催いたします。

●総会　11：30～12：15（受付　11：00）
　議題
　⑴令和２年度、３年度事業報告・会計報告　⑵令和４年度事業計画（案）・会計予算（案）

　⑶役員改選　　⑷その他

●懇親会　12：30～14：00
　参加費は無料ですが、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。

日　時　2022年（令和４年）８月７日（日）　
場　所　金沢東急ホテル　５階（金沢市香林坊２－１－１）


