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What’s叩！
一i1耐■山1…，血■I■舳…“山血・1’耐1冊…餉O＾舶‘1．」

MizUki」oUrnol

稀、041序なさんお冗気ですか」

新潟国際惰報犬学長　武藤　輝一

　同窓会口の皆さんにはお元気にご活躍の享と存じております・本年4月の新入学

生は324名です。本年3月の卒簑生は2日5名で、同窓会員総数は14髄名となりました。

同窓会員の数が珀えるのは嬉しいものですね。社会で活躍する同窓会貝の致が増

えるほど、学内で教育にあたる教職口の人違の張り合いがそれだけ大きくなり、誇ら

しい気持ちになるものです。

　昨年の同窓会関東支部総会には所用のた曲出席できませんでしたが、大変盛会

であr走とお聞きしております。皆さんご多忙のた肋、あるいは離机た所での勤務の

ため、出席は必ずしも・容易ではないと存じますが、都合つきましたら新濡での同窓会

総会由るいは関東支部総会にご出席下さい。久しぶりに同搬生、後竈、教職貝の方々

に会い、話することで、翌目からまた頑張ろうと言う気持ちが湧いてきます。

　新溝国際情報犬学も明年日月には創立10年目に入帷す。従って、平成15年6月

宮目（目）には創立10周年記念式典を靭」行う予定とし、（1）記念式典、記念寵演会、

記念シレポジウム等などの行事、｛2〕図■館の坦築在含めた施設・設備の増新設、

（8〕生涯単習部門などを含めた学内組繊の将来構想、などを主たる讃題とし「新潟

国際椚報夫学創立10周年記念享崇委口会」を発足し検討中です。決定致しまして

から皆さんにご連絡致します。ご期待下さい凸

　卒業生の皆さんが就醐している企業苗どの職員の方カにお会いする事が捌」ま

すが、「本学の卒業生は夫変■面目で仕掌熱心で、専門学校の卒薫生と比ぺると、

当初、専門の技術そのものに薯しい差はないが、沢山の勉強をしているため、応用

範囲が広く、その後の能力や技術の発展が著明で、将来に夫いに期待がもてる」と

いうお語をお聞きしました。大変嬉しい享です。頑張って下さい。ま土他大学の大学

院で勉強している人もありますが、研究の成果に期待しています。将来は本学の教

○になって後■の指鶯に当たって下さる人が出てくる事を希望しています。私も経

済的には楽で右かったが、大変意義深い研究が出来た大学院時代を恩い出してい

ます。

　なんと申しましても健康であることが夫切です，食生活や運酬＝気をっけ、若いう

ちに生活習慣病にかから’ぬよう留意して下さい。で嘩お元気で。

みずき会会長高橋毅
　みなさんお元気ですか。みずき会会長の高梧毅です。

眉のうえでは5月華迎え≒卒業…入社、2・3・4牟目。そして出会い、別れ…結楓曲．…

在経て、それぞれ新生活在スタートされたことと思われます口

　同榿にみずき会につきましても、新入同窓会役員（5期生〕4名を新たに加入し、

平成14年度事業をスタートしました。年々、新鮮な人材、斬新な発想をもった新親同

窓生の入会により活気付者、それに加え、年在刑すごとに経蹟も益していく既存会員

との二人三脚で、母校発展につながる基蛭作りが、漸く確立しつつあるように思います。

　ま走、本学のある故郷■新潟】では、日本韓国共催ワールドカップサッカーの試合

が開催され、それに伴い本会としても、夫寧側とのタイアップによるボランティア活動

を試みました。功緬は自ずと、母校並ぴに本会の活気に輩を藩えるカタチで得られる

と確寸冒しましたo

　モしてこれを櫨に今後益々、みず吉会在盛り上げるというコンセプトのもと、みなさん

カ古活躍できる場＆楽し曲るコミュニケーシ≡ンω場を提供する為に、会員一人ひとり

から活発なご意見ご協カを賜り、さまざまな知恵を出していただけれぱと、この折を借

りて切にお願い申し上げます。

　最後になりますが、毎年櫃例の本部並ぴに関東支部、総会時にて、ひとりでも多

くの同窓と、お会い．し、お話するのを心待ちにしております．
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総会のお知らせ

　みなさん…！総会の日時・場所が決定しました。

　今圓は会費がとrても■」一ズナプル在ので、友達誘oてみんなで葉まりましょうl1

一日時　7月13日（土〕18130川

1会場　花のれん

　　　　新潟市古町通6番町ディーズビル3F

　　　　025＿225－8787

会費　4，ooo円　　醐通

■一至自山

古町曲
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●萌四餌行

創立10周年事業

10周年の記念幸業として大学枝歌、学生融，キャラクター在皆さんから募集することになりました。

　1、犬学校歌

■募集内容　　大学校歌歌詞
　　　　　　作曲者については、本学にて委嘱

■募集規定

■貰全

■応募資格

■募集期間

■発表

■著作権

■参考

①郵送で募集　　②用紙自由　　③3番まで作詞

入選作晶｛r点〕30万円

不間

平成14年7月1日…9月30日

平成14年rO月末日までに入選者に通知

入選作品の著作椎は本学に帰属。
作曲との関係により、若干の捕正を行うこともあります。

入選者は本学rO周年記念式典｛平成15年6月日日旧〕で表彰。

λ選作品を発表。

2、学生歌

■募集内容　　新潟国際一1清報大学開学ro周年を記念する学生歌を募集。

　　　　　　作詞・作曲共

■募集規定　　①郵送で募集　　②作詞用紙自由　　③巳番まで作詞

　　　　　　作曲　M口、CD、カセットテープに1作品を録音
　　　　　　郵便番号、佳所、氏名、年齢、電語番号、職業在明記

　　　　　　未発表作品に限る。グループ司

■質金　　　　入選作品一点〕　20万円
　　　　　　但し、作詞または作曲の一方の応募の場合はro万円。

■応募資格　　本学在学生・父母1本学卒業生・教職員

■募集期聞　　平成14年7月r日｛9月30日

■発表　　　　平成14年10月末日までに入選者に通知

■著作権　　　入選作品の著作権は本学に帰属凸

■参考　　　　入選者は本学10周年記念式典（平成15年6月8冒旧〕で表彰。

　　　　　　入選作品は紅翔祭｛学園祭〕等で発表。

3．キャラククーデザィン

■募集内容　　新潟国際情報大学の開学10周年を記念するキャラクターデザイン把

　　　　　　学内で将来に渡って末永く親しまれるもの。

■募集規定　　①作品の形式は不問　②用紙は画用紙、コピー用紙などを使用。

　　　　　　OG作品はプ■ルトアウトしたもので応鼠　③別紙に作品の簡単
　　　　　　な説明1キャラウター名など〕、郵便番号、住所、氏名、年齢、

　　　　　　露話番号、職業を明記。来発表作品に限る。

■賞金　　　　入選作品（1点〕　20万円

■応募黄格　　本学在学生・父母・本学卒業生・教職員

■募箕期間　　平成r4年7月1日～9月昌O日

．発表　　　　平成14年10月末日までに入選者に通知

■菩作権　　　入選作品の著作権、その他一切の権利｛商品化、宣伝、販売

　　　　　　その他の一切の利用を含む〕は本学に嬬層

■参考　　　　入選者・作品は本学rO周年記念式典〔平成15年百月昌日旧〕で披麗ロ

　　　　　　キャラクター名につL1ては、決定接本学学生から募集，採用することもある。

応募完〒950－2292新蝿市みずき野呂丁目1醤1号　総務課

お問い合せ　TEL．025－239－3川　総務課まで

．；’」．
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縫潔羅欝一楠刷第雌〕首藤明
’＝　現在、薪溜自山靹前O〕「香港届台　蛛干拉担」に劃由ています、三期生の首竈と申Lます。

1皆さん、元気に簑Lく佳o乱て由すかフ

1私1ま、韮常に克喪L在が昌毎日を過ごLています。
　毎日毎日，なすかままに仕箏をするのでは珪く、上在見据えての仕軋

■今硯自分、今僅の目蠣の自卦を見据えての自分の比軌

　　現在、私は店の中で，Iチープを勤曲ています由

　店長1弍私1＝、次右と、鵬固を振りかけて雀ます。

　店切蛭菅、硅藁口の詰華、自己の誰長。

　毎日邊看艘も曲く、仕箏Lています直

　嘉亡に言うと、辛いτ’す。

　　LかL、今、辛い思い在する二とは、禎の自捌＝とうての肥に＃ると、私は恩1ています。

　辛いこと・苦労は、自分にとって把に在ろうとは恩わない人は、圭机、るかも知れませ九口

　LかL、やはり、失貼は曲功への一歩目
　失顯を踏まえて、それ在応用L、自分苗りの空革在加え、今在蛮えτ㌔、く．

　自分の速む竈が、ηむ引＝邊す竈のよ引＝、僅生に拙っていく。

　自分の拍に珊じ由よう，進ま硅Hれぱい肘在い．
　が、私も圭だまだ宋獺口

　人か昌見れぱ、＾か娃道壱歩んτい看かもLれない血
　モのときは由在たが私と同u竈を歩ま在けれぱいい。I
　　人生は干豊万別。

人生は、描点な邊出方が曲看と思う自

私1ユ、新鴉枯朝大学　価摘文化学部　枯報システム学科荏卒簑L、
現在．一吾苗昼台　味干拉竈’’に勘曲ている。

拮朝夫掌壱卒簑し、なぜ、ラーメン風

と、思う人毛いるかも知れないo

先程口1たように、人の血胆千差万別目

擢沽学部巷牢崇して、岨囲＝埴o士人もいれぱ、

軸育掌苗在出て、居掴月の店岳に在oた人もいる。
私もモのうち而一人τす自

情靱シユテム学科を卒簑L、ラーメン届に酎曲ている。
折、ラー’ン眉と口1ても、竈を上げるだけでは捌」由せん．

店の橿嘗、町＾の管理・読串、ソフト面でo開尭、企画晃足時の菅払ハード面での誰持1蛮革。

　具体餉に1い圭すと、平凡にi在上げているのτはなく、日右料理の捌究在しつつ？　芸味し
い竜の壱お官椥＝tLて正くた伽＝はどうしたら良いかをサーピス・実瞠壼踏由え在がら倍得Lたり、

自分O〕休み壱削rてシフトの讐理壱L止り．大掌で培った知離在把に、自分で伸」上げていくとい

う竈味での店の企囲籠簑・広告血作成・宣伝崔L止｛」、コンピュータ在使oての店O栖臥弼去

の抽計、今袖の推諺のデータペース化、コンピュータ・デジカ焔唖性Lた画但処理壷用い，メ＝
ユーの作成など苗ど。専門空が見看と、由曲ぴの」：うに嘘uるか竜曲れません瓜私なりに胆自分

で本在腕み．自分で自分む」の拮蜆壱出してい看つ屯りです。

　会牡苗辞勘る人、諦めずがむし中昌に西張看人、

モニの醐咀！＝夫巷在普胡品者と私は屈います。

自州＝は合わない、だから辞邑る。

ではなく、一生螂命Lがみつ告、自分なりの答えを出してか昌、

先1＝邊あぱ攻につ在がると、私1ユ屈います。

一届oけると、oけ喜那つ善ます、
古吋看二とは、恥ずべ皆箏です自

次肝由るさ回

では虫く、今在生者ることτす。

私は、目々一二の一分一秒は二店と戻っては虫触“と、肝1＝艶uています。

自分に恥u由」＝う、嗣胆り虫L上う血

己の男カは必ず硅かが見てい由す、
｛れが一、ずれ肝価‘＝つながoて』、くと私’ユ思し、ます由

自分の挫折は、先血挫折です。

決LてII吉曲よう、己の意の行蜆壱心錨けてください。

見ている人畦必ずいます。

笹也せ由人生壱渕」まし」：う目

螂榊＝、我押’香港届台　蛛午拉担oは、
畳はラー’ン届、苗は畝晶届という管簑内巷在取rております，

在か在か由屯Lろいお店ですので一度見に尭て下乱㌔
お持ちしτおり由す。

；1

　　　　　　　　　　　　　　　平成10年麟欄文化科徽舳本間干鶴

　由久しぷリです。1蠣生の本田干田です。私は卒崇僅、曲る黎で小学1年生から高技呂年生由
での生碇に英語を敦見ていまし杜ヨ年刷勤曲、二の200空年茗月で辞曲まL止。辞勘た理由はイ
ギ■」スのイーストアングリア夫学に9月から邊う二とになったからです世

　塾で勤える仕口は生徒の瓦曲がとて毛正直な点が気に入っていまLた。上手くいかないと者
也捌」ますが、生桂が楽しんでい岳とダイレウトに怯わoてきました。ですが“諾の人か瞳で圭え

てくれているとはいえ、ほと九ど一人者りの仕■は■任も竈く軸uられました由た犬学卒簑措すく㌔

高技1年生に柱っ走ぱ州」の蛛と呈人で■昌し始臥いろいろと夫変でLた咀

　モん症毎日在瑳君中で私1ユ目獺に堆看もの在撰LていまLた。イギ■」ヌO夫学で寧ぴたいとい

う希望岨学生のと者から品りまLた。準茄は適めていたのです臥仕｝や塞庭の都合で柱かなか

進助られませんでし士。

　モニで、自分にできるかどうかを少Lずつ試す二とにし由した。硯えぱlELTS〔イギ■」スの大掌症

どに進学す看とき1＝必要柱莫幅Oテスト〕者京郁や京京で馴掠Lた。ま止皇O01年1にはイギリ

スの夫学の龍学コースに書加L、硅んの2邊問ですがカ試L在LまL走。

　モLて2年半の間がんばrたの走から挑饅して西」＝うと思い、皇OO空年1月に描技の大学に応；L、

舎枯通封在い土充きまL止。今の目撮はコースを無箏控了して、移民や外国人の子供撞の敦育

に邊が」たいと考えてい由す自

　「すごい」と官われ看二と也卸独すが、決Lてモうでは苗いのです皿何鹿も投げ由そうとL曲し

たし、失助毛拙眼り＃く由一」ましたo冒振在柚つ二とで少Lずつ勇虹を出L、がん’fれたように屈

います。

　卒簑してから、唖分と岳い時間が蛭oてしまったよう＃鉦がLます宕

　夫学時代の友人遠O顔在モれぞれ思い出Lますが、晶九柱元筑にや1てい毒」＝うで何よりです；

　入社Lたのはつい畳近に蝕眺のですが、やはり夫学時代とは生滴が全く邊うので、幸崇式か
引圭少し時画が過ぎたよう苗知＝柱岳のでLよう。今は毎日が本当！＝忙Lくて、1邊間が苗っという

間1＝過ぎてゆきます蜆

大掌在卒業して社会に出て、苗ず量柳＝感じた［とは「1目って工ん捌＝いろん在二とがで者た
んだ1」という二とだったかもLれませ九傑〕。今の仕箏はとても判〃いが捌」ますが忙しく、夫学

時代は本当に、のんぴ」弛ったり，音沢な時閏の値い方壱Lていた苗吉と島ら走勘て恩います。

　しかLおかしなもので、少症い自分の塒咄在集し屯うと思うと、前よりもたく吉ん旅行の計画苗

立てていたり、軸み走い本、やり止い二とがふえた■」…忙Lいなカ帽も。在んだかんだと藁Lい二と

在見つけつつ、元気にやrています。

　私何です肺、Yかり、元如＝Lてます州　やっぱ一」大掌時代の友邊って哩っとする血で、遺距
鐵だけと’曲げず1＝ま止三畦ぴまL上う！

dousou＠）nuis．ac．iP
あなたの．投稿をお待ちしています。

丑ず旨舎靱では、同悪盆の皆吉んの投拍荘寡虫しています目螂近気に在毒ことや芸杜でのエピソード・近

況朝皆苗巴、ど児なことモも肌唯世ん由下咀の要韻でみず告会o読所へ由豊‘』下乱㌔皆昔ん明ご投

和左由待音Lτい由す。

r　I
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’t軟式野球部］

一、，菖。岳。、、齪　　　⑪1

■第22回東日本大学軟式野球選手権犬会

2回戦

新潟国際情報犬対国際医疲福祉大｛栃木〕

　　　　　　　2－3

㌃㌃卿＼
■第柵回ナイター陸上

平成13年呂月25日｛±〕

新潟市陸上競技場

■［パスケツトポール部］

1冒邊。≡、舳、≡一　　8j

■第昌6回笹本杯争奪

　北信越学生パスケットポール春季一」一グ

女子やり投

平成r4年5月3日＝金〕山5日帽〕

寓山県縮合体育センター

富山市体育文化センター

幾野貴子35m28擾勝 男手3部B優勝

［バドミントン部］

　　　　　　　　　　　　　　W ■第5日回国民体育大会新潟県予選会

■第52回秩父宮．秩父宮妃杯争奪

　全目本学生パドミレトン選手権犬会

平成13年9月r日｛土〕・2日帽〕

中条町総合グランド陸上競技場

女子5000nr決勝
　　　　　リ、・’l1州彗oc叫

　　　■　　　■

㊥　　　I
　　　一
　　　■
　　　一　　　一　　　「

平成1日年10月10日

平塚市総合体育館

狩野絵美21■27’■25擾勝 ■HESS＾オラトリカルスピーチコレテスト

1回戦

畠須・（、：1；：）・驚岨榊宙、串、
■第32回北信越学生睦上競技選手権

平成rヨ年ro月6・7日

信州大学長野キャンパス

平成1巳年10月1呂日1±〕・14日旧：

歯山県総合運動公園陸上競技場

女子砲丸投決勝

コンテストには7名が参加、そのうち2名はス

ピーカー、他ヨ名がオーディエンヌジャッジでした。

スピーカーの茉野誠優勝

■第国回北信越学生パドミレトレ

　新人選手権犬会
幾野責子10m433位

■専門学技VS大単英語スピー手コンテスト

平成1呂年12月7日～9目

長野通動公園総台体育館 ■第02回北信越学生陸上競技選手権
平成r筥年r1月rO日

ワシントレホテル

岡番織・西須光代組優勝 平成r3年10月10日｛土〕・r4日帽〕

密山県総合運動公園陸上競技場
茉野誠準優勝

■第46回北信越大学

　バドミントン選手権大会

女子やり投決勝

幾野貴子35m942位

平成14年4月r2日峰卜14日旧〕

石川県体育館

女子1部リーグ3位



What’s叩！

11蓋脳葦■濡語は

あなたの投稿をお待ちしてい…1≡す。
みずき会報では、同窓会の皆さんの投稿を募集しています。最近気になる

ことや会社でのエピソード・近況報告など、どんなことτも棚いません．下記

の要領でみずき会事務所へお送り下さい。皆さんのご投租をお待ちしてい

ます。

■内容■400字詰め原稿用紙1川3枚程度

1できれぱ写更も同韮寸下さい〕

■送付先■住所、氏名、在学中の学科・卒業年度を明記の上

〒950－2292新潟市みずき野O－1－1

新潟国際摘報大学内　みずき会車務局行

蝋Eメールでのご投稿も里け付けております。

dousou＠〕nuis．ac．iP

住所変更をお知らせ下さい。
みず吉会事務月では、今後同窓会名竈を発行Lていく予定です。

そこで、現在既にご住所が変更になっている方、転勤やご結婚などでお引

剋しのご予定にある方は、同窓会箏務局宛てに住所変更をお知らせ下さい一

ぜひ、ご協カをよろしくお願いします。

．…土凄≒、斗≠≒｛・


