
WHAT'S UP! 

¥J o!)J. 

WHAT'S UP! 

･"";~~~) 

' P"b 



…＾『sU5二［10

新潟国際情報大学長

武藤輝一

　同窓会員の皆さんお元気ですか。

　本年3月の卒業生は280名でありました。従いまして同窓会

員は2，356名に達しました。同窓会員がどんどん増えて・行くの

は夫変嬉しいことです。社会の本学に対する評価がそれだけ

高くなってきました。

　本年4月には321名の新入学生を迎えました。県内の一部

の大学で見られるよう在学生定員に満た在いなどという様相は

見られません。受験者が多い結果でもあります。卒業生、在枝

生、教職員の人達も開学ro周年を言己念して二年前に作られ

た校歌に憧れてきたようです。歌い在カ宇ら、明るい未来に向かっ

てどんどん飛躍している気持ちになります。尤も新入学生はきょ

とんとして聞いているようですが。今年春の入学生から新カリキュ

ラム｛夫幅在改定ではありませんが〕となりました。情報文化

学科のキャリア開発教脊や情報システム学科の段階的、効

果的情報システム教育などが新しい教科目です。

　今年のお正月は、新潟市内では雪が無く比較的暖かかった

のですが、遅れてかなりの寒さが訪れましたので、校庭の桜並

木の開花も遅れました。でも桜の木はかなり大きく在り、見応

えのある桜になりつつあります。本学中央キ十ンパスのエクス

テンションセンターで、昨年春から開講致しました生涯学習は、

本学の特色を生かして、種力の語学講座、パソコン関達技術

講座を主に、各種検定講座、ビジネス講座、文化・教養講座

が実施されていますが、夫変好言平です。本学在校生の他、ご

親族の方々、同窓会員の方々も参加しておりますが、この方々

には受講料を減額しております。今年も昌筥講座開講しています。

同窓会黄の方々には気楽にご参加下さい。中央キャンパスに

は同窓会室もあります。ご利用下さい。

　皆さんには本年度の新潟市あるいは東京都での同窓会で

お会いできるでしょうか。くれぐれも健康であるよう留意してご

活躍下さい。

ゐずき会会長

高橋毅

　みずき会会長の高橋毅です。風薫り青藁が目にしみる美し

い季節となりました。同窓会員の皆様には各分野でご活躍の

ことと拝察し、心よりお喜び申し上げます。

　日本海を望む新潟平野のど真ん中で学んだ学生時代の師・

友の交わりは、個人の完成に少なからず影響を与え、情報技術1

情報システム並ぴに言語・異文化の教育、研究の場で優れた

人材を輩出し、社会に出てからも各方面で幾多の方々が活躍

しており、本校出身であることに、犬きな誇りを感ずる今日この

頃です。

　卒業生総数も2，356名に及ぴ、海外を含め全国津々浦々

での皆様の活動が、知らず知らずと母校発展の一助となり、

更には母校の揺るぎない評価を高めているものであると考え、

小さな積み重ねによる、大きなカが同窓会の発展、ひいては

母校の発展につながるものと確信しております。

　これからのみずき会は、役員を中心にしつつも、一部役員の

みに過剰なウエイトをかけるのではなく、多くの人が出来る範

囲の協カをすることで運営していける体制を確立していきたい

と考えています。また、同窓生が年代を越え母校への想いを

共有され、地域毎に会員相互の情報交換と親睦を深めていき、

会員内で盛り上がれる各種イベントの企画立案カ宇出来れば’と

夢を描いております。また、皆様もご存知でしょうが、中央キャ

ンパスには同窓会室があります。本年度は役員挙げて同室の

整備を図りますので、是非お近くに来られた際、会曼同士の会

合等、今後一層の親交活動にご利用いただけれぱと恩います。

併せましてみずき会役員への横極的なご提言、ご助言も夫い

にご期待申し上げます。

　最後になりますが、毎年文の括りはこの台詞に決めています。

恒例の本部総会吟年も母校中央キャンパスにて開催します〕

は、100人規模で賑々しく執り行いたいですし、また、関東支部

総会も、一人でも多くの同窓とお会いし話しするのを心待ちに

しておりますので、ご多忙中犬変恐縮ですが、是非とも本部・

支部総会ともに昨年以上のご出席を賜れますよう、切にお願

い申し上げます。

　会員の皆様のご活躍とご健勝をご祈念申し上げご挨拶とい

たします。
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第39回笹本杯争奪北悟越学生パスケットポール春季リーグ戦

平成17年5月3日；火）山5日｛本：

5月3目（火〕ONulS［92コVS寓山県立犬［52］

5月4目（氷〕ONulS［134コVS北陸夫［55］

5月4目（水10NulS［124］VS金沢星陵夫［65］

5月5日（木：ONUlS［92コVS福井工業犬［72］

3吾固＾i蔓脂2吾田昇‡害
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第49回北信越大学パドミントン選芋権大会

平成17年鹿4月8日1金1阯4月10日｛日）

ONuIS　4－1　新　　潟　　大

◎NulS　4－1　信　　州　　犬

　NUlS　O－4　金沢学院犬O

ONUlS　4－3　福井県立犬

　NulS畠一4金沢犬O
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第酬回柏崎陸上競技選手権犬会

平成17年4月24目｛目〕

種国■一般男子110mハードル第2位

服部友裕［記饅16．27秒］

第73回上越陸上競技選手権大会

平成17年5月1日〔日〕

種目■男子4×400mリレー擁2位

片桐・小林・武田・井畑［記録3分25秒85］

金沢学

金　沢

N　u　l　S

新　犬

信州大

福　井

1位

2位

ヨ位

4位

5位

眉位
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大学に培われた知性、

これから磨く知性で

将来を創造しよう。

惰報文化学科教授唾建英

紳溶餅刈ふ

大学も少しずつ

かわっています。

情報システム学科教授永井武
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　みなさん卒業されて何年経ちますか？平成17年呂月23日の卒業

式で8期目の卒業生が杜会に飛び立ったので、1期卒業生の人はも

う8年経つことになりますね。この聞に卒業生のみなさんには様々な

変化があったと思いますが、大学でも同様に変化がありました口

　そこで、今犬学でどのようなことが起こっているか巷、みずき会殺

員が先日、みずき野キャンパスを訪問して来ましたので、みなさんに

ご報告します。

宿　固　8　園　囲

自

　情報センターが拡張されて、

新たに国際交流センターが作

られました。写真にあるように

世界の時刻や、民族衣装、各

国の文献などが展示されてい

ます。また、パソコン教室も一

部拡張されて、ラウンジのよう

なパソコン実習室も設置され

ていました。

　また、すでに知られている方も

いらっしゃると思いますが、図蕃

館を卒業生が利用することが出

来ます。弄■」用の詳細は以下の

通りです。図書館も非

常に広くなって使いや

すくなっていたので、一

度皆さんも足を運んで

奉■」用してみたらいかが

でしようか？

図書館利用案内

■■開館時聞

開講中

休講中

休業中

平　目

土曜日

平　目

土曜日

平　目

土曜日

午前目時から午後臼時まで

午前目時から午撞5時まで

午前9時から午僅遣時まで

午前目時から午撞5時まで

午前畠時から午桂5時まで

休館

■□休館目O日曜日・祝日O開学記念日1碗日〕
　　　　　○年末年始・入学式・学囲祭・入学試験・卒撲式

　　　　　○その他特に情報七ンター長が必要と認助た日

　　　　　開曲時間蜆吏亘，睡時俳舘日1＝ついτは．モ皿話曲堀示中赤一ムペーシでご曲内」吉す．

■□貸出と返却

　区分　対負考　貸出図讐　冊数　期間
　　　　　　　　　　　一般図書　　　　　　　　　15目以内
　一般貸出　　　卒蝶生　　　　　　　　　5冊以内
　　　　　　　　　　　雑　　誌　　　　　　　　　7日功内

参加者募集1！卒業生集ま杣1
　新濡目臨情朝犬学みず者会［同宕会コ企固

みずき野クリーン犬作戦

　新潟国際楕報大学みずき会（同窓会）では、紅翔祭｛学團祭10ρ2・皇3）

にあわせ、「みずき野クリーン大作戦」を行うことといたしました。お世話に

なったみずき野町内が、いつまでも葵しい町でありつづけるために、また、学

生時代にお世話になった地域への催かながらの恩返しとして、みずき町内

の清掃を実施したいと思います。秋空のもと管ってご参加いただき、皆で

気持ちのよい爽やかな…干をかきましょう1尚、みずき会｛同窓会〕以外の方

の参加も夫歓迎ですので是非お声がけ下さい。
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あなたの投稿をお待ちしています。
みず者会報では、同窓会の皆さんの投稿を募竈しています。最近気になる二

とや会社でのエピソード・近況報告在ど、どんなことでも構いません品下記の

要領でみずき会事務所へお送リ下さい。皆さんのご投稿をお待ちしています。

■内容■400宇詰助屈稿用紙／山目拉程度＝できれば写瓦も同封下さい〕

■避付先■住所、氏名、在学中の学科・卒業年産在明記の上

〒筥50一呈2醜新渇市晶ず者野目・1－1

新璃国躍情報大学内　晶ずき会事務局行

掘Eメールでのご投稿も受け付けて拙堆す。

dousou＠■1uis．ac，iP
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住所変更をお知らせ下さい。
みず者会箏務局では、今後同窓会名距を発行していく予定です。

そこで、現在既にご住所が変更に在っている方、転勤やご結婚などでお引越

しのご予定のある方は、同悪会事務局宛てに佳所変更をお知らせ下さい。

ぜひ、ご協カをよろしくお願いします。

困っています11

年に里回みなさんにお届けしているみずき会報ですが、以下の人たちの分が毎回、党

先不明で戻ってきτし圭います。性所変更等の忙報在お持ちでしたら、箏務届のメー

ルにお願いします。もちろんご本人からの邊描もお待ちしています。

鞘朝　　学皿岳｛　　　氏　　名

10．畠　1r胴珊仙　　小抽　看瞠

10．呂　1r咀山10　虫田　曲和

10．昌　11O筥｝師　中山　件行

10．ヨ　　11Oヨ躬畠呈　　山岸　　莫1二

10．ヨ　11O咀r明　玉木久塑子

1r．ヨ　110咀O岬　　片堀　　埋

1r．ヨ　110貼O”　嵩島　O子

1r．ヨ　110目帥開　　括韮　日±

11．昌　1帥茗帥花　　’」喘亜映囲

11．昌　11O畠ヨ165　日据　　醐子

1呈．ヨ　11咀即ヨ茗　聾葭　　用

1呈．ヨ　110明1r5　謹山配代子

卓監年虫七…

市岡　政共

厘　　唾典

詰瞳　螂」j

租口　光明

帽木　曲一

佐葭　　昆

市岡　唖圭

唱」l1真邊

竈屈　由僅

鴉厘　虫苗

田　　亜萸

凹　　唖莫

ヰ，年月叩纐o号　氏名
1呈．ヨ　1呈O帥011　荒末　僅博

1！．呂　1叩開O花　古低　　大

1呈．ヨ　1帥盟1囲　堀野　砧桂

1皇．ヨ　1帥蹄1冊　抽永　智仁

1ヨ」ヨ　1呈O明O冊　珪O　秀朝

1ヨ」ヨ　1帥岬O朋　　硅田　　辞

1ヨー昌　1室O明O岨　小山　岳仁

刊．ヨ　11咀田咀　　南　　　団明

1一．ヨ　1咀咀1ヨヨ　害田　正博

1’、コ　”O明1冊　　山岨　亮虫

1；、ヨ　”O明1冊　剖i1棺和

卑讐年虫ゼ…

刊並　踵之

景＃　　武

堀田　瓦一

赤本　軸乎

制11囲仇
欄口　光明

河原　和好

起智　籔去

樋□　井明

正田　達共

租口　尭明

次回Vol．11の発行は2005年11月予定


