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新潟国際情報大学長武．藤　輝一 みずき会会長高橋毅

　同窓会委員の皆さんお元気ですか血それぞれに、勤務先の仕事やら研究やらで、ご多忙

のことと存じております。本学のこの審の新入学生は目1拮名でした。本年臼月の卒業生は

274名でしたから、同窓会員は縄数1740名になります。同窓会員数が増え、しかも皆さん

が社会で犬いに活躍し、信頼を受けていますので、私撞教職員も犬変嬉しく、かつ誇らしい

気持になります。時に、犬学の後輩、特に新卒の人達に会いましたら、元気づけて下さい。

　ご存知と思いますが、この4月には開学10周年目に入りました。開学10周年を記念して

の嘉業も予定遇り進んでいます』情報センターの瑠擁、国際交流七ンターの開設、校舎

学生ホール入り□の新設、新潟中央キャンバス（柾谷小路と上犬川前通7番町の交差点

角地に出来ます〕の改築蟷‡なども聞近です。6月日日（全〕の夕刻には市民向けの公開

講演会、6月7日｛±〕にはお睾人の記念特別講演と2つの国野シンポジウムが、この5月1日

に開業したばかりの万代島φ‘’朱鷺刈セ’’で開催さ机ますj．6月8目．（日〕．には開学／0周

年式典と祝袈会がホテル新潟で開催されます。この時には新しく出来た本学の校歌も紹

介されます。

　なお、新潟中央キャンパヌの鍍工式も6月日日旧〕に行われますが、本年度の同窓会総

会は6月末に開催されることと思いますので，今回の同窓会は、市の中心部にある新潟中

央キャンパスで開催できるよう準備中です。新漕中央キャンパスでは主として4年次生の

教育・研究が行われますが、ある程度は本年度後期から、全面的には明年審からというこ

とになります。これまで、学内・学外で生涯学習の一環として開催されて来たパソコン講習

会、講演会、映画上映などは、本年は部畳的に、明年からは全面的にこのキャレパスで行

うことにな‘」ます。さらに、現在設竈を考えている社金人も対虫としての大学院はここに竈

く事になろうかと恩っており幸す。

　同窓壷専用の一一同窓会室’’は皆さんが集まるのに便利な新蕩中央キャンパスに設ける

ことを考えています。近くにお住まいの同窓会員は勿藷のこと、遼隔の地から新潟在訪れ

者同窓会員の皆さんには容易にぺ気軽においで頂ける箏と存じてお帷す。

　わが国の経滴不況はもう暫く協きそうです。多くの職蜴で畦、職貝数を切詰め、一人一

人の職員により多くの仕ウ札てもらうのが、一般釣傾向となりました。その上，モれぞれに、

仕箏の開拓のため彗≡カしなけれぱ苗りません。皆さん犬変ご多忙のことと存じます。犬い

に活躍するために、平素、不掘生とならぬよう、くれく仇も健康であるよう留意して下さい。

社会人となってからの貴籔な皆さんのご経験在もとに、遠慮なく在校生へのアドバイス壷頂

きたいと存じます。

　ではまた元気でお会いしましょう。

　同窓生晶在さまお元気ですか。みずき会会長の高橋毅です。

毎年、この時節になると同窓会報の原稿依頼があり、もう1年が経つのか…と、日々の移り

変わりを再詔識させられ、また春特有の出会いそして、別れも連想させられます。同窓各位

におかれましても、「麗らか右春」でも，て，「どこかもの寂しげな蕃」在個々満喫されておら

れるかとお察しいたしますo

　また、みずき会につきましては、新たに第6期同窓生｛昌oo名〕を招きいれ、本部・支部と

’もに一段と盛り上がっていこう’！という明るい題寺柁擾得する春’です。新規メンバー害位に

は、今しかないフレッシュ在感覚で斬新な意見をドンドン提案していただきたいですし、既存

のメンバー告位にも、社会人として経験を積み、吸収Lた若干大人な憲見をバンパン披露

してい九だければなと、同窓会役園一同、切望しております。

　さ．て巷では、やれ不景気だ、やれ先行き不透明だ、と暗いニュースが先行するこの時代

背景の在か、もうご存知の方も拙れると思いますが、我らが母校「新潟国麗情報犬学」が、

創立10周年目にして、『新潟中央キャンパス』を新蝿市古町にて開学することとなりました。

これはみずき会にとっても、まさに名誉のことで叔」、卒業後も母校が一歩一歩、歩んでい

るという紛れも在い証拠でありますo

　そして幸いなことに、今期のみずき会本部の蜷会を、開学直後の『6月2畠日1±〕新潟

中央キャンパス」にて、御披蜴目も含眈開催させていただける週ぴとなりました。理嘉長・

学長はじめ大学側のご理解ご支援に深く感謝するとともに、今確、盈ずき会としても、陰な

がらに母枝発展の一助となれるよう、同窓一同、益々のご理解ご協力を賜り走いと≒この場

をお借りしまして、お願い申し上げます。

　毎年文の括りは、この決め台詞になoてしまいますが、恒例の本部並ぴに関東支部1特

に今年は、創立10周年記念に垂を添えるカタチになるであろう〕総会暗にて、ひど」でも多

くの同窓と、お会いし、お話し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 10周年記念事業

　今年の総会日程が決定しました。なんと、今回の総会は新しく新設された古

町の新潟中央キャンパス7Fの1フ□ア貸し切って行います11そこからは古町の

夜景がとってもきれいに見えるそうです。素敵ですよね。普段では入れないとこ

ろをみずき会と大学側が協力する形で今回の形式になりました。そして、会費

ですが価格破壊のお一人様3，500円です11今までの総会ではなかったこの価

格。創立記念10周年特≡別個格です。卒業生の皆さんにこの機会に新校舎を

見て欲しいと願うみずき会役員一同が頑張りましれこんなチャンス見逃すの

はもったいない。今まで稚会参加したかったけども…なかなかねえ。と思ってい

た卒業生のみなさん1この機会に是非参加してみてはいかがでしょうか？そして、

新校舎に足在踏み入れ木学の思い出に浸りましょう。なんと今回は総会の前

蘭誰驚鐵鶏謬；簑　　　○「
取り揃えました。・・そしτ古町という立地条件の中、

総会終了後は気の合った仲間と古町へご自由

にくりだしてください。思い出話も深いとこまで突

き進むのではないでしょうか」？みずき会役員一同。

みなさんのご参加を心よりお待ちしております

日時　平成15年6月28日（土〕19100～

会場　新潟国際傭報犬学　新潟中央キャンパス　7F
　　　17：OOより2F事務鳥にて受付いたします。なお、受借終了された方は1呂10口まで

　　　新枝舎を白由に’見単由来ます。阜めの’童付おすすめ敏します。

会費　3，500円

総会関東支部

関東童部総会もただ今計画中です凸

決まり次第ご連絡致しますめでもうしぱらくお待ち下さい。

■新潟中央キャンパス

　新潟市上大」■1前七番町に新キャンバス「新湯中央キャレパヌ」が6月8日旧〕に開校し

ます。そのキャンパス内に同窓生のフ■」一スペースを現在準備しています。みずき会では皆

さんが気軽に集まれるようなオアシスを作りたいと思っています。

■校歌・キャラクター

　昨年みずき会報Vol．04セ募集しました新潟国際情報大学の校歌・キャラク争一が決定

しました。旧月呂日｛日〕の10周年記念式典で発表されます。事務局に聞いたところ、同窓生

からも多くの応募があったそうです。はたして、校歌・キャラクターはどのようなものに在るの

でしょうか11次号のみずき会報Vol，07で特集を組みますので、お楽しみに。

■情報センター棟増築・国際交流センター新設

　1階は図書館の増設で2階には・新たに国際交流七ンターが華置されます一

■北門整備

　越後赤塚駅からの通学者1のために、歩行者、自転車の出入□及ぴ緑地帯を整備します凸

紅翔祭のお知らせ
10月18引土〕・19目旧）に決定！！

　後笠がつくる紅翔祭が今年も10月18日｛±〕・19日帽〕に行われます。そして、父母会

とみず者会合同の支化講漂会も現在準備しています。昨年は大沢監督でしたが、今年は

誰に右るでLようかだ期待ください。また、≡」ウエストもお待ちしていますので。気軽にみずき

会のメールアドレスまで、投構してください。

就職謀よりお願い

　卒業の皆さん・お元気ですか？早いものでN〕lSは開学10年目を迎え、この春に第6回目

の卒業生在世に送り出しました。長引く不況で大変厳しい経済構勢ではありますが、若さを

武器に伺事にも積極的に取り組んで下さい。

　なお、皆さんから現在就職活動在している撞輩1現4年生〕に対し、社会人としてのアド

バイスやお勘め先の採用構報等、何でも結構です。大学宛に近況等を辛知らせ下さい幸

すと共に在学生が訪問した際にはアドバイス等よろしくお願いします。

　皆さんの飛躍を教職員一同切に願っております。

TEL．025・239・311r｛代〕1E－r［目il　syu＠［ui昌．呂o．jp　就職課
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祐子

　私は第1期生として卒業し、はや6年が経ちました。つい弓の前まで大学生だったよう

な気がするのですが、気のせいでした。気づいたら男友達は結婚ラ・ルユ、後輩も結婚・

そして出産。ち灼と待ってください、女友達、結婚してないですね。数える程Lか結婚」

ていま世んね。私もそ’のうちの一人ですが、’’もう少し頑張ってもらわないと’・・＝と思う今日

この頃です。

　ここ最近の私の生活は、不動産会社に転職して1年半経ちました。気の合う同僚に、

楽しい上司、仕華でお客様と接するのも楽しいし、念願の一人暮らしのアバートも社員

割引、最高です。最近は趣味も充実しています占エア□ビ・お料理教室・・］ニステ・・海外旅

行・まあ一番の楽しみはやっぱり気の合う仲間と畝むことですが。

　考えてみれば、今こんなに充実した毎日が送れるのは、私を支えてくれた家族・先生方・

事務の方々・｛今は無き〕ジョイの方かコンティニューの方かそして友人達のおかげだ

と感謝しています。本当にありがとうごさ’いました。

千春

　」晴報文化学部ヨ期生の毎内干春です。私は今、「（株〕ひらせいホームセンター」の

中でも、CD・暮籍・レンタ」Lを扱う「遊事業部」に所属してい1ます。

　みなさまは，店舗に出て桂客を」ているだけと思いますが；目に見えない苦労もたくさ

んあり’ます。だいたいL店舗には正社員が2人しかいません。なので、パートやブ」Lバイ

トの方々に気持ちよく働いてもらうためにはどうしたらよいか．、を考えながら仕事をしてい

ます。また店頭在庫を抑え車がら売上在上げるにはどうしたらよいか、上司に自分の意昆

を入れた上で相談し、売場華展開しています。

　この会社に入社してから≡色々なことがありました。入社し．て最初の・r年間に3度の人

事異動ほの当時、異例の事でした〕や新店舗の立ち上げに参加する右ど、不安になる

ことも多々ありました。そのたぴに、上司や以前勤務していた店舗のパートの方カに相

言炎し、どう‘＝か勇…り十刀る車カ寸で者ましたo

　私自身、仕事面では課題点が多くあります．。．～．｛一トの方から．教えられ否こともあり、目申

勉強することの連続です。他人の良い所は真似をLて、お客様から裏は’れるような店舗

や売場を作ることが今の私の昌標です。

菊1地　千都

学生の時よりさらに勉強熱心右現在…

　皆さん、お元気ですか？私は共に卒業した友人達から1年遅れてこの春、λ社式を迎

え晴れて社会人として働き始めました。なぜ、一緒に卒業した友人達より1年スタートが

遅れたのかを少しお話しようと思います。

　私はある会社に卒業前から内定が決まっていて入社しました凸その会社は高校時代

の恩師が4年前から経営している会社で私はやoてみたいという強い熱意を持って入社

しました由Lかし…1ヵ月目g給料がいつになrても入らず会杜のあらゆる事を調ぺてい

くうちに本社や支社、グループ会社全てが実在しないという≡詐欺行為在していた事を突

き止肋たのです。さらに、今までにも、たくさんの人が臨されて夢在崩され人生を変えさせ

られ、お金を脂し取られている事も発覚。常習犯の詐欺師ということなのです。恩師とは

高校時代からの7年間の付き合いで、信じられ．ず巨目惑し人商不振に陥．りそうでした。周

りから早く忘れて次へ進むようにアドバイスをされました凸し胡し私は、ここで裁判をしなか

ったら…　一生後悔すると強く感じました。拉き寝入りはしたくない。そして、これ以上被

害にあう人を増やしたくない。その気持ちから裁判で争うことに決めたのです。

　お金もなく弁講士はつけ’ていません巾弁護±のいない分≡、全て自分達の手で調べな

けhばいけ血いあセ、図善繭i三’行き、勉強す名毎日です凸

　裁芋■」の準備書面や証拠㌻類を弁護±なしで作成すること…ま簡単な事ではありません。

自分で謂ぺ歩き書類を作成しても、私避のような若者は相手にされ右いことが多いのが

現実です。しかし、私は最僅まで諦めません。

　裁辛■」は10回目’を迎え、この4月で’丸一年に’なりました凸周固は気’の毒だと私に気’を邊

い、あ封」裁判の嘉を聞いてきません。しかし、恥じる事でも瞳すことでもないと私は考え

ています。裁判の結果が出1た時、私の中の何かか’変わるだろうと思います。

　最僅まで諦め右いということ、それが今の私の課題です血

dousou＠nuis．ac．jp
あなたの投稿をお待ちしています。

｛1仁1手　　　　　　　　　　　　　　　　　　．■丁い：’．†．j■＝品近竈に・1；’｛ことや害ヰ⊥τ凹TLリート・迎

　　　　　　’二と’＝七瑚い司’〕王．⊥一；■＝1山鴉10〔｛†‘f「1君■可■’へ北1則一下1三■一1■i吉
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「みんな元気か～い？」

A
さ、さ服文のメ．ル、捌、がとうご乱飾就職

　　　指連委員とLて、何回も読み直しました凸「卒業後、

ん　　　就職につまずいて、初めて挫折感在味わっ左」こと在

　　　中心に、＾さんのメールは犬きく、三つのことが書い

へ　　　てありました。

　第一には、情報文化単科で学んだ内容が「一っのもの在

極めた感じがしない」とのことです。また、もrと資格重視の

教育をしてはどうかとも提案されています。ご指摘は謙虚に

受け止肋ます。ここでは現在「新カ■」キュラム」が4年目であ

ること．、すでにr新新カ■」キュラム」も検討中であること、構報

文化学科でも今年度から「インターンシップ」を始助ることだ

胱薔いておきます。第二に、社会に出られて本学の評価が

あまり高くないこと在、具体例在上げて示されています。菩名

な大学と比べればr口年の歴史しかないため、知名度が低く、

「大学のカ」が弱いことも車実です。これはもoと時間をかけ

ないと解決しない事柄です。第三に、意に反して退社した後、

意かなか次ぎの就職が決まらず、苦悩した日カがつづrてあ

りました。いずれの内容も率直＝な、しかも厳しい批判1他者・

白己〕であり，一教員として襟在正す点がたくさんありました。

　Aさん以外にも多くの卒業生が退職、求職、転職を経験

していることも知っています。あなたが感uた不安感や無力

感は、決して一人だけのことで’は在いでしょう。外見からはう

かがえない深刻な悩みを抱きながら、毎日を送っている卒業

生もいるに違いありません。元気右近況在寄せてくれる卒業

生も、実は「挫折」から立ち直り、その中から新しい活路を見

出したのかもしれません。

　人は生きていく限り、いくども「挫折」に見まわれます。私

自身も全てが嫌になり、投げ出したく右ることが何回もありま

した。今もよくあります。こうした時、私は一つの詩から勇気を

もらいます凸「しrかりやるんだよ　これからの本当の勉強は

ね　テニス在しなが’ら商亮の先生から義理で教はることでな

いんだ　きみのやうにさ　吹雪やわずかの仕事のひまで

泣き有がら　からだに刻んでいく勉強が　まもなく　ぐんく’ん

強い芽を瞳いていく　どこまで1のぴるかわからない　それが

これからの新しい学問のはじまりなんだ」1宮沢賢治「稲作

挿話」〕。

　Aさんはいま過去の学生時代を、一種の苦さ在もって振り

返っています凸その中で新たな勉強を始勘たいと述べてい圭

す。犬賛成です。その勉強が＾さんの目標としている職業の

ために必要茸ものなのでしょう。これからも「泣きながらからだ

に刻んでいく勉強」を続けていoてください。余計なこと在■

きすぎたかもしれません。あ在たの言葉が確かに私の肺肺に

届いたことを伝えたかrたのです。Aさんのご健闘を祈ります。

「みんな元気か～い？」

勉
強卒業生の皆さん、お元気ですか。ゴ．ルデレウイ

　　　　　　　　　　　　　　■　　　一クも終わり、身も心も■」フレンシュしたことと思います。

は　　　本学も開学からro年目を迎え、卒業生の皆さんの

　　　活躍により、特徴ある国際化・情報化教育に対する

続　　　評価も定籍してきました。日月には昌目の記念式典を

　　　中心に、6日には一般講演会、7日には学術シンポジ

＜　　　ウムが開かれます。また、10周年記念車業として、新

　、潟中央キャレパヌの開設や、図讐館・国際交流セ

　　　レターの増設も実現しました。気軽に新しい設備在
いのぞい榊人講漉会やシンボジ払に参加して

　　　みて下さい。
つ新！／でき燃央キ1ンバス1赤塚のキ1ン

　　　パスの聞には、国際情報犬学にふさわしいネットワ

ま　　　一ク環境を構築し、遠隔授業やテレビ会議ができる

　　　　　　　　■　　　設備を壇入する予定です。新潟中央キャンパスで、
で赤塚の授難同時に聴／ことができます僻ヤン

　　　パスではL＾Nを無線化し、ノートパソコンを持ってい

も　　　ればどこからでもネリトワーウに接続できる環境在整

　　　えます。最近、畠一ラーニングといってネットワークを活

用した還隔学習が注目を葉めています。インターネ・外で配

信される教材を使rて自分で学習する方式で、自宅や出張

先で好きな暗間に好きな内容を繰り返して勉強できます。学

生時代の一：うに、色カな勉強をしな叔ら自分の進路在探した

り、教員や友達とふれあい人問関係を作ることも教育の目的

である場舎は大学に集まって勉強する必要がありますが，勉

強したい内容がはっきりしているが犬学に通う時間がない杜

会人や遠隔地に住んでいる人には直一ラーニレグが効果を発

揮します。

　皆さんの中には、卒業するときrこれでやっと勉強やテスト

から開放される」と思った人もL；・ると思います。しかし社会に

出てみると勉強はいつまでも続けていかなけれぱならないも

のだと気づかれたのではないでしょうか。新しいコンピュータ

技術の勉強、情報処理や簿記の資格取得の勉強、語学検

定、顧客管理の方法やマーケッティングの勉強、お客様と話

をするときの時事問題、そのうち部下の人章管理の方法も

勉強しなければなりません。勉強は一生涯続けて’ください。

　本学も新しいキャレパヌと昌一ラーニレグを活用して、卒業

生の皆さんが知識をリフレッシュできる方法在考えていきた

いと思っています。それでは皆さんのご活躍をお祈りしていま

す。
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0議員に挑戦する二とを決意した理由は．、

　越撞赤塚駅をr5年間も掃除されている曄雪者の方々が外出
するのに、駅がパ■」アフ■」一に＃っていない為、遠回りしている車を

知り「誰かがやらなくてはいけ苗い』誰もやらないなら自分がやるし

かない」と思う」＝うに右rた為。

②市議会1鋼としてこれから取り組肘いことは＝＝
　パりアフ■」一問題巾　若年届の擢用対策。　新潟の国蹄化。

③尊敬する人物は、＝

　後醒田正春さん｛元官房長官〕豊富なテ’一虫収集カ、それを元

にLた判断カ、決断カ旧決断Lたことに封しての萱任感曲

④座右の’銘は．＝．

　ハムレ■，トの中からの「1oh自omo1廿ob畠1h目tr昌1h畠qu開tio［」

にのままでいいのか、いけ在いのか自それが問題だ〕

⑤好きな本は．二

　たくさん由っτ困”ますが、’堅苦しく在いところで推理小説の綾

辻『テ人の「館シリーズ」気分幸呈換＝二’±最高のシリース’ですo

⑥時問が由ったらやりたい二とは．．．

　曲rくり、のんぴりと山にキ十レプに行きたいですね由

⑦一番嬉しかrた二とは一．，

　選挙活動中に、おuいさんから、涙ながらに「これからの新’濡は

若い人に作ってもらいたい凸」と言われたこと。

⑧一番辛かったことは．．、

　選挙活曲がなにもわカ1らず、手榊j状態の申での経験力のなさ

を痛感Lたこと。

⑨…謹員として一番心か’H’たい二とは．二．

　市民の目線在常に持ち続けること。

　みずき会役寅でもある山際くんは、菩段から親Lみやすい人柄

ですが、今回のイレ虫ビュー巷摘しセ、更に親しくなりました。イレタ

ビューをして者と、彼の市政にかける意気込みか’ビレビン伝わrて

吉て、私も伺かに熱く在ら在くてはいけないな一と反省しま」た。また、

同窓生であることに誇帷感じました。これから、私たち青年のた助，

お年審りのた曲、市民のた助、そして庶民の代表として頑張って下

さい。

　今桂も、みずき会報では山際くん在追いかけて行芭たいと思います。

　今僅もよろLくね。山牒クン。
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あなたの投串をお待ちしています。

　　みず旨舗では・同窓会：の皆さんの蜘柳竈Lて中航脱気に概と
　　や会祉でのエピソード・芋脚舗ど・どんなことで印い蛇ん下記の醐

　　でみず者会■鴉所へお違リ下さい。皆さんのご投竈を1お待ちしています。
　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　！
　＿■内審！400字詰め原稿届紙t袖拉程度　＿＿＿．．　■　．．
　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　1■
　　｛勅ぱ馴も同封下さ・巾

　　●送付先■住弥氏名、在学中め学枠卒祭年虜竜明記φ上
　　〒曹写q物9皇新潟市みずき曇3一『一1

．一＿＿新濁国際忙報去裳内．．塊尤き会㌫務局行一一．

　　瀧1E男一ルで⑳ご投泊も量咄椥柵お鵬す苗　　　　　　　　　　　　　　　…鰯
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