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同窓禽関東支部がついに始団！
去る5月27日（土〕東京都新宿で関東支
部発会式及ぴ懇親会が行われました。

卒業生はおよそ30名が出庸。また、
■

■

x撃ソ

現・1日職員の方々もたくさん駆けつけて
下さいました。

総会で承認された関東支部長清水
公春さん（システム学科1期生）の「頑張ります1！」の挨拶で支部役員の
意気込みが伝わってきたように患います。

また、関根専務理事長、武藤学長より御祝いの言葉も頂き、集まっ
た人たちもとても和んだ雰囲気で会が進んでいきました。

席鰐享驚鴛崇次回は是非ご出席下さし、
これからも会員の親睦・向上を図る為、本部・支部ともに、役員一同
全力を尽くして事業をすすめていきたいと思っておりますので、ご協力の
程宜しくお願い致します。

同窓会メーリングリスト開股岬
ご存知でしたか？みずき会メ→レアドレス
みずき会では会員の皆さんともっとコミュニケーションをとっていきたいと

考えています。ご存知の方は少ないかもしれませんが実はみずき会専用
のメールアドレスがあるんです＼〔＾o＾〕■

dousou＠nuis−ac−jp
みずき会について、これからこんな事をやってほしい、こんな事が分か

らないなどのご意見を上記アドレスにお寄せ下さい。さらに近日中には
みずき会専用メーリングリストも開設の予定です。メーリングリスト開設

に関するご意見・ご要望もお待ちしておりま坑mし＿〕m

平成12年度総会開催
平成12年度みずき会総会が6月24目（土〕開催されました。

当日は、武薦新学長から毛ご出席いただき、約90名の出席者が、
久し…一り1＝会う仲間や教職員の方々、初めて言葉を交わす人等々と、
和やかな雰囲気の中、情報交換・近況報告1二花をさかせていました。

今年出痔できなかった方は次回是非出席＜ださい由

尚、総会の席上で、平成11年度事業・収支報告、平成〃年度事業
・収支予算（棄〕が報告され、承認されました。〔次べ一ジ1＝記載〕
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11年11月27日
12年3月21目
12年3月25日

役員会

11年9月4日

■支出蝉位1円j

1

2年

．5月

12年庫周

12年6月24日
1

2毎フ月

役員会

役量会．

役貫会

稚

余

会鰯藷行
会報

発行

役員会・・

卒業式出席（役員）

［平成11年度収支報告］平成1悼媚r目＿平成1！年ヨ月臼r目

●収入碑位：円〕
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丁也此s
◎同窪；生の声

★このコーナーτは同恵生の皆さんからの近況報告を募隻していま坑掲砒させていた把いた方には、箏務眉より粗品在差し上げま屯

海老名孝之平成、年度情報システム学科輔1期生〕

中島繁也蓋鷲鷲欄辮佛1期生〕

私は大学在卒業し新潟県内の企業1＝就職しましたが、入社Lτ眉カ月後・理想と

争の私は、学生の頃想像して」、た牡会人とはかなoかけ離れていま可。

まず、日常的な生活面では、就職すれば当然残業もたくさん曲るだろう、とは思っ

現実とのギャップに耐えられず，出身地である山形県1こ戻ることに決めました血そ

しτ地元で再鹿就職活動を行し、，現在の会社1二出会うことがで吉ましh

てしrましたが、癌目が瑳業で、定時はあoτないようなものです血

そして、私の仕事は営業なので成果が上がらない日寺は、休暇もとoづらく、それで

今私が働いてLrる会社は、山形県内在拠点とする科学機器の総合商社です血官

も用黎が由O休暇在とった日の翌日は出勤しづらLrとしbた状況で軌お客様中心の
仕事ですので、も右ろん決まコた休暇は右oません・よコτ生活の全てが仕垂中心

庁や大学、曄手・電気・薬品・奮晶メー力一などの企難に、分析機器や計損■」器など、

としrうか，ほとんど仕事となO、アフター5を楽しんだO、プ弓イペート在充実させたO

マンとして、充実した目々を送rτし、ます。昼閻は、拍客横に商晶の捉案在行L「、お

とし方ようなことが今ではできません。

客様との会話の中で、景気の動向、昔企業の動きや今後の見遇しなど一いろいろ

特殊・専門的な商品の提露在行います。私も今では、約20社のお客様o〕担当営業

な話在闘くことができるため、毎目し、ろんなことを学んでLrます由帰社後はお客様

からの問Lr台わせの解告、見穣作成、さら1二は会社のホームページの塑新作業、l
S0取得謂証に向1＝トての文謡作成・・・…。仕窮はかなOポ■」ユームが由Oますが、お

薔様・取引先メーカーとの価描交渉、納めた商晶の故陣、納期の遅れとしrコた・ト
入在決めて」、ただしrた時，また、お勧めした準1こ本当にこ満足し、

ラヴ几在粟り越え、大きな注文在もらコたときの充実感は何度昧わってもし、いもの

ただ1ゴた旧吉、このイ士垂在続1寸τよカ「ったと患Lrます。

目々，お客様から教えられ、時には怒られ、励まされながら仕彊を

です。今私の一雷の大吉な物件は、ある企業の言量備投挺金額珊00万円の話しがあ
○ます凸このよう1二、商晶によっでは金額が干万単位になることもあるため、以前

続1＝トτLrますが、さまざまなことを唖収し、一歩づつでも確実に前進一

の会社では□尭わうことのできなかったで右ろう充実感、達成感在毎目体験しています。

し、大きく成長しτしrけたらと悪oτいます。

・＿一．一一

露後に、これから就職在される方、今や中小企擁の時代で式地テEの小さい企

由と、躍後に社会人1＝なるとさまざまなストレスが搦いかぷさコてくる

業、ペソチ乍一企擁といわれる会社1［も目を向けτあては」、かがでしょうカ㌔会社

ので・それを克服しτLrけるような強靱な肉体と強」、樽神九そしてその1脳み在何で
も相搬できるような同期の存在が本当1二必要だと心か饒，います

小さな会社で甘が、キラ■」と光輝く会社。そんな金社で今働いています。

母臓売れ」．l1でこ存知？の商工□一ン会社に勤めτほや目力月回そんな取

○立ては目常茱飯鞘・・・…。とL、うのは冗談で「夫手商工□一ン業蓋oて悔しrO〕辛一■とつ

くづく思うほどまじめな商工□一フ会社三東光趨顎㈱に勤めでLrま甘。

皆さんは当社在知らな」rと患いますが、新溜駅在商1［しτ万代幡から斜め前方1ご
うこう

と

と見えるので機会が由コたら見⊃けτ出て下さ」L何かイイ］トが由るかもしれま

せん。しかし私は営業店での勤務なので山形県の新庄市と」方所でがんばコて」rます口
私の一日は」l

lωほとOに」rる野生のアヒ」しを眺也、「盟かだ一、盟かすぎる一」と思Lrな

がら出社することで始まoま苗（珪・さすが野生だ1ゴ由oτ強躯なアヒ」しです。〕

会社1＝はお父さん、お母さん、お児さんのような上司がし、るのでとても家族的な雰囲
気で百。■

一から教わる

とLrうよOも

一の前から轍わる

相来性のある企業があるはずです。目分を試したし、人，きっと大きなチ巾ンスにな
ると一思います。

丸藤真帆平成、。年度橋報システム学科卒佛、期生〕
帽んヨ≡売柵

の成長発展の一役崔担う役雷■」在十二分に感じ取コてみτはいかがでしょう旧きコと

一という感じで、なんとまずは車の

黒崎資多右平成、。年度徽文化学科卒傭，期生〕
実は、臼月に失業者になoました。目月にはフリーア」しバイターです。

魎気工覇の会社に勤めτLrたのですが、研催期間も終わOlこ差しかかコた頃、

研修先の現場寧務所に一適のFAXが送僑されτきました。本社からの、倒産在告
げる連絡です。その勘臼後、私は失業者1こなOました。
「仕覇があるから」凸モうあ吉らめτ」、た新渦難oの花火も見ることがで古ました。

大学の同窓会総会にも参加できました．」かし、気持ちは沈んでゆくばかoで軌

Lrコか、目分の醐［向かって動き出そヨと，仕璃の台間在みつ1寸て準備はしてLr

連転から教えて右らL、ま」た1｛ぺ一パードライバーだrたOで■・・）仕聖の面で右分からな

た拍のの、あまOl＝急な出来覇で何もできず1［いました。その目分の甘さが許せ

」rことを岨1＝「くと面倒くさがらずに丁寧1＝教えてくれるo〕で上司には恵まれたと思っていま

ず、自分目身を」1岩みま」た。しかL、自分在賢めれば描めるほど、視野

苗なんとかテレピ0Mでおなじみの一拍一UんU一はしなくてもよさそうです．お蜜横も想

は挟められていきます。

像以上に罠い力ばかOで安心」τいま玩お害横のほとんどは小規棋な経営とはいえや

・ノ

、

そんな状況の中、友人、恩師、犬学の覇務の方々，その他蜜く

□ピウスが私なOにかなO昔τいます．『太O始めたし一．Iとスポーツツムに遇いはじ趾

繋幕罫黛撚薫＾」

エア□ビウスO先生と仲屋くなiたのがキッカケだったのですが，躍初は踊ってLrる自

良いのでしょうが、正直なところコし、先目まで、引コ越したばかoのこ

分か恥ずか」いのなんの邑踊れてL、なし泊分が恥ずかしいのなんの11しかし吟となれ

の部屋と同Uよう1［、糟神面におLrても蕗右活きを取O戻せずにい≡Eした。

ばエア□ピウスな」では私の社会人生活を彗語れなLrというほど夫切な仕事の一つです。

そのため、さまざまな方に心芭己、御迷惑をおかけしましたo

はo社岳様なので話題も盟臨です」．」rろいろな業界のお話し在闇1寸るので楽しいです。

モしτ仕畢荏終えたらダリサーになoます。と」方のは大1プさなんですけれど，エア

そして週末は実家で遊んで」rるか、据泉王国山形ということで温粟に有コて」渇か
｛山形県には全市田丁村1＝温泉があるんですよ■フ〕，仙台の十宇塵品イービーンズ在ふら
つ」「て」「ます口

と1＝かく私は本当1＝やば」、ほど平凡で健麗的な社会人生1舌在送っています血

次回の同窓芸には出席したいと思っていますので楽しみにしています凸皆さんも健鹿
1＝気在コ1寸てがんばコて下さL「血陸ながら応揺1して」rます岨それでは……古

それでも、今回この投稿した文撞在菩き画すう右、ようやくこれまでの、そ
して今の自分在雷観的1［見つめられるようになってきました。随分と回O道」
てしまし、ましたが、ここからが私の新しLrスタートです．目分の目指す未来1こ
向けて進んで行きます。

以上か私の失敗

談であo，樽た樋で軌皆さんの参考になるかはわかoません日

ま由，お互しr、それぞれの人生の出采璃を楽しみながら乗o越えてし清ましょう。

る、2，3，ヰ年次でやりたい人もそれを続けられると、その上て築語の

業したぱっかりだけと．けっこう帽ってきた人達と飲んたりしたことがあ

勉強、その他の勉強もできる、というふうにしようと思っていますそれ

りましたよ．みんな大変みたいてすねそういう話がとても多いてすね．

は今まで英語はτきないということで非轍＝残怠がる学生か

一そうですね。ヰ年問の徽＝染み付いた学生生活を社会に出て者ち

いたの

でしかもCEPは今まτのように文法をやるとか文学作品を読むと

んとした生活にするのが犬肺汰

r

かそういうことではなくていかにLτ日本語團以外の人々と、寡≡語
圏に限らずコミュ＝ケーションをとれるかと．そういう技術を身につけ

るための英語です．ですから、いかに今までの文法中心とカ、作品を
読むとかそういったことではなく、いかに書舌をし、いかに話を聞けるか

0索渠生に閥わらず社会人などに対uて何か講虐などは
術づτo、…1≡ずカ、？

私はウーマンカレッジとか映画の講座とか、それから地域て

自分の意思伝遷ができるか相手の意恩を受け入れられる杁とい

色々な会合がありますよね．たとえは

うヨミュニケーシ≡ンの技術とLての英語を勉強しようということてす

他色々あるんですよそういうところで呼ばれて話をするとかですね

もう一つは、犬学は

年生の時から小人数のゼミを行っていますの

でそれをもっと充実させようということですその三つか

大きな柱てす．

ロータリークラブてすとかその

いろいろそういう活動はしています．やはりうちの大学はまだまだ地

域社会には知られていないですからね．．だから大学と地域杜会と
接点を持つという二＝とはとても大切なことだと思いますうちの大学

Q6箪閥で穴学の溝1りの状況に何か…変化はあ1』ましたか？

の宣伝の意味でもね．それともう一つはやはり今まての大学とい

新潟国際情報大学は、±也域の人々、地域社会にとって犬学に

うのは大学の中に閉じこもっτいては駄目た、ということが通常の

射する評価が

スタイルになってき彗1したよね．地域も大学を活用すぺきたし、大学

一応固まってきたのではないかと恩います

側も地堀の人々と接するぺきたというそういう時代になっていると

1，2期生と今の学生に何か遺いはありますか？

設立当初の学生は第1期生たという自覚が非常に強かったと思
います．，期3期、4，5期となるに従って｛その意識が

思うので；＝れから地域と大挙との結びつきというものか

もっともっ

と強くなっていかないといけないと思いますし，それから我々大学

〕たんだん簿れて

いるような感L：がします1期生といのは本当に我々もどういう犬学に

の人間も意…韻的にそういう方向にもっていかないといけないと思

すべきかと…式行錯韻している段階で学生自身も何とか自分達の手

います特に最近、生涯教育ということで市民か

て大学を作り上げるんだ，というそういう意…舐か

か

非常に強かったと恩

います特に4年生まで揃った段階で入学してきた学生というのは形

大学を利用しな

ら生涯教育の一つのの活用の場として位趣付けようとする意識

が段々出てきているような感じがします

の上て一応出来上がづているわけてすよねですからその面ては意
識はたいぶ違うな、という感L1はしますね、だから、1期生、2期生、ヨ

期生というのはある面ては気の竈だったし．甚礎を築くという面ては
やりが

【：】暴後になり…1≡したカ㌔尋；繋生違にメッセ■ジを

大学一年間を忘れないでそれをもとに新潟国際

購報犬学の卒

業生として社金に見られているわけてすので．その自覚を常に持っ

いがあったと恩います

て大単を、社会生活を意識しながら生きていってもらいたいと思い

ますそれから、惰報文化の学生にとっては今後の国際化に4年

0卒業生との恩い出はなにか倣屈すカ、？
やはり教師冥利に尽きますが1卒業生からたまに電話が

間学んだものを活かしてもらいたいし、システムの学生に対しても

かかっ

てきたり、部屋を訪ねてもらったり、碓業生と飲み会をしたり、そう

同じように、情報化の時代に、大学で学んだものを活かしてもらい

いうのがたまにあり圭すけど、そういう時に1■ああ、学生時代と随分

たいと恩います．た彗1には大学に寄ってみるとか仲間同士や先生

変わったな．1とかね、そういう姿に接することが

方と会ってみるとか、そういう機会刮1≡ってもらえるとありが

てきること一それが

と

てもうれしいことてす．
・・けっこういらっしゃいますか？

そういう意味τ同窓会の酒動か

たいです

どんどん活発になると、そういうこ

ともやりやすくなるかと恩いますね．

けっこうね，．1■こっちの方に仕事で来たのでちょっと寄ってみました」

とかね、今回はちょっとできなかったんだけど、毎年何人かと忘年金

をやったリ．それから2期生だったかな？まだ5月の連休明けでまだ卒

（インタビュアー：若月壮）
甜こωイシ虫ピューは平脚呈年ヨ月に行われ止も晒です血

ダ
◎f后岡

先2E●二㎜＜

、1」

「留学生制度などのカリキュ弘改訂についo
回まずは留挙創麿の概副二ついてお願いしま祝
当時からですね．犬学は国・際と備覇というキーワート

でτきた犬学

一緒にやるというふうに考えています現在のところ、中国は北京国

際大学の歴史学部と提擁関係を緒んで留学先にしようと思ってい

てすのでその国際という分野をどういう風に広めるかそういうことを

ます．それからロシアについては、ウラジオストクにあります極葉国立

ずっと考えてきました．．舎度大学が

総合大学を提携校にするいうことτ両方の犬学と今まての話し合

4年を過ぎまして、自分達で自分

違の方針を．まあ、蟻想段繕から比べるともう10年くらい経っている

いで提膿関係を結ぶという原則的な合意は今τきていますそれτ

わけτどういう風に国際の分野をたかめていくか？をいろいろ考え

具体的な語し合いを進めているところです．それか韓国とアメリカに

ましてその中のひとつにすらと前から問駆になっていた留学生制度

ついては、今、相手校を擦している最中です．韓国については幾つ

をうちの犬学でも作ろう、ということになりました．それで文化学科の

か候補校か

蜴合は．英語・ロシア露・中国語、そLて今は］■」ア露てすが新しい

アメリカについては、来年度からそろそろ相手校を探すという作藁

挙がっていますけれども、また具体化はしていないです

カリキュラムでは韓国語になリますその4つの葛譜を勉強しています

に入ろうというふうに考えています．それて一番重大な閲心事は、

のでそれを母国露としている国々、あるいは地域へ出かける留学

実膿に行くとなると、お金の問題、経費の問題か

制度を作ろうと、いうことにしました．．それで新潟国際惰報犬学は外

ども、今まで大学例く法人馴との話し合いては、また最終決定で

出てきますけれ

国語大学ではないので盲葉の勉強と．同時に地城の勉強もすると一

はないてすけれども、私違の学生は入学する際に授糞料を払って

しかも、4年で率業するという、そういう枠の中て留学生制度をどうい

いるわけですだから授業料については2重取りはできないと＝その

う風に組み立てていくかということがとても問題になったんτすけれど

かわり．生活弼あるいは旅黎などは自己負担してもらおうという考

も、それから留学するには費用の面も考えなければいけないというこ

え方で進めていますですから、ロシア中回、軸圃については、夫

とがありまして一応アメー」カに閥してはかなり費用が

体計汀してみ輩すと25万から35万．平均30万位カ泊己貢担という

高いという；＝と

を考えτ2年次の更休みに肱いし6週間アメリカに行って英語と

ことになるのてはないかと恩っています

その地城あるいはその国の文化を勉強すると，、それから，ロシア申

醐よう鱒生．二育。てほし。、でずか。

国．韓国については、2年次の後期．およそ5ケ月それぞれ出掛けて
同じように言薬とそれからその地域の．あるいはその国の文化一経瓶

うちは外国語大学ではありませんから、言葉の勉強をするだけ

その他もろもろの勉強をし」：うと、いうことです将來的には必修にと

でなく、それぞれの地域、異文化と言っていますけれと

いうことにしたいと患いますけれども、犬学では留学生制度の経瞭

際に体験してもらおうということがとても大事なんですね．それで今

がないものですから、当面、パイロットプログラムとしτやっていこうと．．

まで何回か海外派遣研修をやっていますけれども、そういった生

そしてその中で希望書か

の中にすごく動機付けを与えたり、それからその地域、あるいはそ

行き、そして色々なノウハウを輌んでゆくゆく

は全園が行けるような形に持っていきたいというのが希望てすそれ

の国に対する関心か

も、それを察

非常に高まったりしてまあ何人か個人的に

で留学制度というと、留学生を受け入れるということと，それから派

留学する学生が

遭するというわのことが考えられますけれども当面は、派遺するとい

対する軸機付け、そういったところが期待するところです奏際に讐

うことで制虐＝化しようというふうに考えていますそれでその留学する

らしてみるということが

際に、相手の犬学と何らかの形で提擁閥係を結ぶということを犬前

要な意味を持つと思いますので、アメリカの場合5から6週問。その

援にLて韮すそれは、やはり．見知らぬ土地での生；茜となり圭すので．

他の国の蜴合5ヶ月くらいの生活体噴というのは、若い時代に大

やはリ相手の大学側からかなり派遍する学生に対する配慮をしても

変有意義だろうと恩います．

出てきていますので、そういった言葉と異文化に

言薫の哩解、文化の哩解にとって犬変竈

らわないといけないと．，それから、もちろん、当然4隼で卒簑するとい

う＝とが前提てすから、留学をした場台の単位の問題工ういったこ

；

藺留学制獲以外のカI」キュラム改酊もあるようですが？

とも相亭校とよく鰭し舎いをしτそれで巽現していこうというふうに恩

カリキュラム改酊のもう一つの大きな目棚は，今まで英語は、もし

っていますのでアメリカに関しては、いまのところ言葉の勉強が主鉢

他の外国語を取ると薬鰭の勉強がてきないという形になっていまし

です提擁榔こおいては．それからロシア、中国、韓国については言

たけれども，今度の力■」キュラム改定τは、1年次にコミュ＝カティプイ

葉とそれから文化、経済、歴史とか色々考えられますが講義科目も

ングりツシュプログラム、CEPと駅してますがそれを1年次に必侮とす
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