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同窓会の皆さん、
本年度も宜しくお願いします。

新潟国際

平山

報大学長

征夫

みずき会会員のみなさん
お元気ですか?

みずき会会長

高橋

毅

同窓会員の皆さん、お元気でしょうか長引く世界的景気低迷や政権交

3月11日に発生したΞ陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震によ

代後の政局混乱などから雇用情勢か悪化していたところへ、3月11日「東北

リ、亡くなられた方々のこ冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された
皆様、そので家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます一日
も早い復旧復興をお祈り申し上げます

関東大地震」が発生、未曾有の犠牲者と被害が発生してしまいました。心よ
りで冥福をお祈り申しあげます幸い本学関係者では現段階では、被災者
等は出ておりませんか、同窓会の皆さんではいかがでしたでしょうか。
大学を取り巻く環境も年々厳しくなっており、大学経営を巡る学生確保等
の競争も激化していますしかし、幸い本年春にも本学では14回目卒業生
296名を送リ出す一方322名の新入生を迎えることが出来ました。卒業生に
とりましては厳しい就職状況でしたが、大学として組織体制を強化して臨ん
だ結果、十分ではありませんが、前年より改善を見ることが出来ました。な
お一層の努力が必要と痛感していますが、この点で先輩の皆さんにも更な
る協力をお願いする次第です。皆さんの勤めておられる企業をはじめ業界
情報で参考になりそうなものがありましたら、どんどんお寄せください。
14回の卒業生は累計4,095名になりましたその多くが新潟県内で仕事
をしておりますうえ、卒業生の皆さんか同窓会を中心に同窓の紳を深めら
れておられることは、在校生は勿論大学にとってもこれほど頼もしい存在
はありません。また、同窓の結束は卒業生の皆さんにとっても大きな財産
になるでしょう。
同じ大学を卒業したというだけで、一緒にキャンハスフイフを送っても
いない先輩後輩がどうして同じ仲問意識を持つのでしょうか本当に不思
議ですこの春にも同じみずき野の空気を吸う後輩が加わりましたよろし
くお願いしますとともに、街で逢ったら同窓の挨拶をしあいましょう

みずき会会員の皆様におかれましては、何よりで無事でお過こしでした
でしょう力ワ未曽有の大地震か東北地方をい、甚大な被害をひき起こ

し、数多くの尊い生命を失いました今もなお終息をむかえられない原子
力発電の問題と、今まさに日本は戦後最大の危機をむかえておりますし
かしどんな暗い世相の中でも、私たちは生き続けていかなけれはなりま
せんある被災者の方か「日本国民のみなさん、すべてが自粛ムートにな
らないでくださいどぅぞ明るく元気に笑ってください。私たちは必ず立ち
上力Uノますから」といっている報道を目にし、一服の清涼感を覚えまし
たそして私自身、前職での中越大震災の体験を思い出し、何の変哲もな
い生活ができることが何よりの幸せで、平和ボケしがちな日本人が忘れて
はいけないこと、今できることを精一杯やろうと、心新たに致しました本

会も今年で14年目、新たに296名の新会員を加え総員4ρ95名となります
同窓会活動は、改めて申し上げるまでもなく母校の発展並びに会員相互
の親睦・扶助に寄与することにあります。その活動はきっと地域社会や国
への貢献にも相通じ、私たちの小さな活動から生まれる思いやりや笑顔
か、被災地ヘの工ール、新しい日本をつくることにもつながっていくはず
てす
本年の総会・支部総会では、「みずき会として、日本人として、今できるこ
と」同窓会募金活動も合せて実施したいと思います同窓生の紳、そして
日本国民の紳がより一層深いものとなりますよう、皆様の積極的なで参加
をお願い申し上げ、新年度の挨拶に代えさせていただきます
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今も「,'会&懇親冨」行一う
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総会&懇親会決定々
2011年度の開催日程がきまりましたのでお知らせします
会場は昨年に引続き古町のジョイアミーアです。
今年もたくさんの方々のこ参加をお待ちしております!
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総会とは「みずき会」の事業計画、事業報告、役員の選解任などを会
員のみなさんに承認いただく公の会です。懇親会は、「全卒業生参加型
の大型同窓会」です。年齢は違えど、同じ学び舎で青春時代を過こした

我う国情/
我うNUIS/

ライフ開儀

という独特な親近感。不思議と助けてあげたくなるし、頼りたくなります。
みなさん1人1人の力で、この会を盛り上げていきましょうノ
我ら国情.ノ我らNUIS.,を合言葉に、当日、会場でお会いましょう.ノノ

IVE

昨年の懇親会ではバンドによる生演奏で
.

盛り上がりました。
今年は卒業生による流しのギターLVEを

定

乞うこ期待!!

.日時7月9日田
懇親会:18時30分

紹介サイト:httPゾノWWW.1Cho.com/

.会/3,500円

.参加予定の教職員一'

^

^^

Ⅲ朋
八洲中央口前

里
爪東京駅

閥参加予定の教職一

閏根秀樹理、平1ι1征夫学

豊教越夫学、ハ、治子、,」琳元裕、申珠、河原好、小山智志、'

聞根秀樹理事長、平山征夫学長

ニ、木
、

.務佐々木辰務、,」琳励子、浅野横

冒

うおや一丁銀座本店

有楽町↓

東京都中央区銀座123
速道路下2F
TEL.033564‑2555

盛会費/3,500円

白井

東支部会
.会場/うおや一丁銀座本店

1

紹介サイト
http:ノノWWW.niigata・gioiamia.com

東

新潟市中央区束堀通7番町10】6‑1

西古

.会場/新潟ジョイアミーア

一一=

.日時6月18日四
総会:18時 懇親会:18時30分

圃.至

潟会場

d琳正人、若杉

、,水岳

亜こ退職教赤木敏子、市川照久、竹並之、原口武彦.教員河原和好、小官山智志
.務局佐々木辰弥務局長、ノ」嚇正人、横山千春清水岳、片桐撤

押味京子、桐、小野瑠山口

information
.同封のハカキに出欠を明記し、こ返信くたきい締め切りは、6月6日判まて
.こ家族の方の会費は無料となりますのて、是非こ一緒にこ参加くたさい

information
.同封のハガキに出欠を明記し、こ返信くたさい締め切りは、6月17日到まで
.こ家族の方の会費は無料となりますので、是非こ一緒にこ参加くたさい
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ボラン丁イノ募集中ル
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Graduoles' communlcotl
今年の日程が決まりました。なつかしのキャンバスを訪
れるいい機会です。例年同様、文化講演会やゲストス
テージ、その他アトラクション等も企画中。乞うこ期待.ノ

(・)

R

ようこそ.

我々みずき会役員は、昨年に引き続き、紅翔祭に合わせて「みずき
野クリーン大作戦」を行います。越後赤塚駅の構内から大学周辺に
かけて一斉に清掃するというものですみずき野町内が美しい町
てあり続けるために、お世話になった地域ヘのささやかな恩返し
てすみなさんも是非、で協力お願いします.ノ

22 四

.場所/新潟国際"報大学周辺
(越後赤塚駅 みずきのニュータウン)
:・雨天中止ですか、要集合てすゴミ袋および軍手などは主催者側で用意します
参加者全員に記念品と昼食券を用意します

Mail/、dousou@nuis.ac.jp

今年も
おいしいコーヒーと
豊富なスタッフ!?を
揃えて皆様の来店を
お待ちしており荻す。
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璽昼長冒

.開催日時

午前10時大学(本校)集合、午前10時30分作業開始、
午前11時30分終了予定

,職喫茶

退職紳た先生方

本学との関わりは着任前のことでした。2003年に新潟国際情報大
学主催として開催された朱,メッセでの日本計算機統計学会におい
て、学会担当の一員として参加した際に、事務局と学生ボランティア
の方々にお世話になりました。大学の支援があり、学会が円滑に進め
られたことを、今でも覚えておりますその時にはで縁があると思わな
かった本学ヘ勤務する事が決まった時、学会の情景を思い出したこと
は言うまでもありません。
数学科目を担当すると、どの大学でも味厶は数学が苦手です」と告
白してくれる人に多く出会います。ある作家日く、「世の中の人間は2
種類・数学を受け入れるかどうか」とのことですが、他教科では感じ得
ない体験を数学担当者はするようです。本学でも多くの告白を受けま
したが、返すことができずにおりましたのでここでお返事をさせて下
さい公式を覚えるだけが数学ではありません。論理も数学です。学
生時代の数学は苦手と思っている人たちも、社会において論理的に
物事を考え,意思決定をしていることでしょうから、広く解釈すれぱ長
年数学に携わっていると言えるでしょう。書店に並ぶビジネス書で勉
強しなおそうという気持ちも素晴らしいことですが、日常生活におけ
る論理的思考も数学のーつだと思い返せぱ、拒否反応も緩和される
と思われます食わず嫌いの扱いをすることなく、身構えることなく数
学と接してもらえたらと、担当者のひとりとして思っています。
新潟から新しい職場ヘと異動はしますが、研究と授業は変わること
なく続きますし、更なる精進が必要であると思っております。この地で
得たことを忘れることなく、これからへと活かしたいと思っております
ありがとうでざいました

このたびの東日本大震災で亡くなられた皆様のご冥福を心よhお祈h申し上げ︑
大切な方を亡くされた皆様にお悔やみ申し上げますとともに︑

上げます。

被主口を受けられた比白様に︑謹んでお見舞い申し上げます

めに、多くの方ヘで挨拶ができずに去りますことをここでお詫び申し

この度の大災害で︑甚大な被害を受けた上に︑未だ大変な状条烋ておhますが︑

で教育と研究を行うことになりました。急逓決定した異動であったた

残された私たち一人一人が前向きに︑できる限hのことに力を尽くし︑
日本の再建に向かって勇気を持って立ち向かっていかねばなhません︒

2005年度から6年問所属した新潟国際情報大学を離れ、新たな地

﹁私たちにできること﹂をそれぞれ真剣に考えて︑小ノしでもこの国の力になれるよう︑

小野陽子

人フ後も比白様と手を取h合って︑力を出し合って︑協力して会ノhたいと存じます

^
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最終講義レポート

お世話になりました・・

Mr.情報システム.ノ

竹並先生、本当にりがとうございました.ノ

竹並輝之
若い人たちに囲まれて過でした新潟国際情報大学での17年間が
終わりました 17年というと長いようですが、あっという間に過ぎた感
じがします。いやいやする仕事は長く感じるものですが、楽しくやる仕

去る2月5日(士)、本校におきまして、竹並先生の最終講義が行わ

事は短く感じるものです。こういう話し方の方が学生には分かりやす

れました。「コンビュータとの出会いから情報システムまで」と題し

いのではないか、こういう事例が面白いのではないかなど試行錯誤

日本のコンピュータの歴史、開学以来17年に及んだ自己の教育内

しているうちに後がなくなりました。授業評価の感想に書かれた、よく

容や苦労話について熱い講義をされていました

わかった、面白かった、理解できたなどという言葉が教えることの喜

竹並先生におかれましては、毎年同窓会にご出席を頂き、多大
なご理解とご尽力を頂きました
講義後、これまでの感謝の意を込め同窓会より花束を贈呈させて
頂きました。
竹並先生、長い間ご苦労様でしたこれからも国際情報大学と

「みずき会」を宜しくお願い致します

びを倍増してくれました。新潟での生活を充実したものにしてくれた
学生の皆さん、教員仲問、職員の皆さんに心から感謝しています
私のゼミから141名の卒業生を送り出しました。ゼミ以外ても基礎
演習で担任した仲問、カナダの夏季セミナーで一緒だった仲問、情報
処理演習で苦労した仲問など多くの皆さんの顔が思い出されます同
窓会などでお会いするたびに社会人として活躍している姿を見て、そ
の成長ぶりに感慨深いものがあります。今後の活躍を祈っています
今、日本は東北・関東大震災で未曽有の危機に見舞われています
親戚、友人が被害を受けられた方もおられると思います。心よりお見
舞いを申し上げます。新潟で2度の大地震を経験しましたが、このよう
な混乱の現場で力を発揮する人は、必ずしも勉強のできる人(1Qが高
い人)ではないように思います。こうしたときには、ダニエル・ゴール
マンのいう[Qにころの知能指数)の高い人が力を発揮します。EQと
は、「自分の本当の気持ちを自覚し尊重して、心から納得できる判断を
下す能力。衝動を自制し、不安や怒りのようなストレスのもとになる感
情を制御する能力。目標の追及に挫折した時でも楽観を捨てず、自分
自身を励ます能力。他人の気持ちを感じ取る共感能力。集団の中で調
和を保ち、協力し合う社会的能力」といわれています。皆さん、EQを磨
くことを心がけましょう

＼N、at事ゞ¥
N11,窮仙 U"1制.咋'ty d l"t.,"晶,10"晶1.".1"'0"".,'0" 3をUdl.'.

Mizuki Journα1

後ヘのアドバイス

これから社会ヘ出る後輩たちへ、皆さんからのアドバイスをお待ちしております自
分が勤めている会社のこと、業界のこと、などなど何でもOKです下記のアドレスま
でメールでお寄せください

投&こ意見etc.
「同窓生の声」のコーナーでは、皆さんからの投稿も募集中会社でのエヒソートや
近況報告など、思いのままに、徒然なるままに書き綴って、下記アドレスまてメール
ください

会報についてので意見・で感想、みずき会事務局ヘのこ要望などもお待ちしております

住所変更お知らせ下さい
今後、同窓会名癖を発行していく予定です
卒業後に引越された方、引越の予定のある方は、新住所を下記アドレスまでメール
でお知らせください
下記の不明者りストの方々、現在の住所をお知らせくださいこ存じの方いらっしゃ
いましたら教えてください
.不明者りスト

学籍番号 1 氏名

^

1 卒業年次".1 学

名 1卒業年次ゼミ

匿巨^匡豆^^
匡冒冒τ,π畑園亘^^.亘工Ξ叉王聖巨了「^^
^.ΞL^11亜^巨回工匠^匪1Ξ^^
匡冒冒〒,f^.ニニ^:憂翻^踊回工珂^匪1,^潤^
匿賢r立rTI,匿二襄^^匿巨工匝Z^匡工^^
匡訂〒^匪ヨニ^^匿包二^匿^^
匡宜^
^.証亙叉工冨聖^^
^匪Σ亜^^匡訂τ丁冨冒^駈^^
匡寄〒,〒〒^匪王^^.巨Ξ1^血亙二^^
匡罰宅里冨冒^.Σ1Σ^二而^^匡罰T丁TT^臣m^亜^^
匡寅工Z玉重^匡工^^.罰τ丁TTT冨匪工^^
匡司『,官仙圃廠^^.巨亙,亘^巨下^^
匡罰τ里冨^盛目麺^^匡可T丁盲里^匪司二^^
匡寄,,匡冒^卸!丘^^.五亙ヌ五浬駆!毛^^
匡罰τ里冒r^即正^^画亘亘玉王^血璽王^^
^匿二石^^.寅、olr!闇血亜^^
口非
^.寅訂lrT署匿ヨニ^^
匡訂τ空ΥT冒盟証五^^匿証工証K^^^
冒亙^匪1^」葦=^.亘^血艮^^
匡訂τ冒Tτ盟匪匪^^巨回工直^.EΞ^^
匡冒冒,^,^睡^^匿回王巨重^.Z互^^
.宜^^^巨巨工巨^匿^^
匡罰τ冒Υ^^^匡可了工工r^匪ヨⅡ^^
匡冒〒〒冒ヤ,匿豆'^^巨珂T工工r写壷匿豆E^E工^^
匡宜^園藍^^.亘Σ王江匝至卸司二^^
.宜工証里^匿亙面^^.盲rTTrT^匡匪二^^
.宜^匪匡^^.証:ユ1亜^亜^^
匿宮工^慶遷^^.匪1五五亜^^
匡冨冒,^匡盟匪ヨ'^^.寅ヤrr箕^置1^E喜亜^
匡訂て費^厘工^^.可"TTT^睡ヨ玩^^
匡冒冒〒^^^.而1、rTr匠冨匿叉墨^^
匡匡冒τπT^駈匪^^.可TTrr^厘1:^^
匡冒ττ,マτ^匪Ξ重,Ⅱ^^画亘1^^^
匡冒冒τ,〒冒^匪団^^^.阿了了1阿冒匿王^^
座宜^匡亜亘^^.五1^底盆二^^
.亙^匪1^遷^^.盲rTrr^匪:王^^
匡可τ,司'工冒冒匪正^^匝匪1亙五亜匪匡盃^^
匡罰τ買予^睡王豆^^匡寅Tlr^冒匡,^^
匡罰τ賣^匿止1Ⅱ^^巨区1^匪靈^^
匡窮τ"^旺ヨE^^匝回1^睡可二E^潤^
.買宜玉r^匡互^^巨匪1^匪Z菱^^
匡窮T門訂冒亜証^^匡可Υ宛,守智匿[1^^
.罰τT〒買冒巨邉^^匪可1^^^
匡窮で凡を^^^.画1^慶^^
匡可τπTr冨匪ε玉^^.回二Σ1^匪玉豆^^
.盲rτ宛工^^^.亘1^^^
匡訂T窮'π冒.血」^^.亙1^匪二王.^^
.重r^^^.阿TTrT卿匪ユ^^
.重王工五^蚕ι彊^^.区1^匿雇^^
匡寅τTマ王宅亜匪亘孟^^^匪霊^^
匿宜工3^厘J篦^^亜証1亙^腫二翌^^
匡可τ冒^血氏^^匝邑1^匿目二^^
.寅乍官rr署匡豆^^.盲r丁『τ^亜^^

氏名、在学中の学科、卒業年月を明記の上、こ連絡くださいませ。
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