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＞〉＞頑張っていますか？

　　　　　　　　　　　　同窓会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。6月

　　　　　　　．’・’に同窓会冊子をお送りした後、7月の県央地区を中心

　　　　　　　　とした水害更に10月の申越地方の地震と現在まで続いて

　　　　　　　いる余麓で、大変でした、、被災された同窓の皆様と在学生

　　　　　　並びにそのご藪族の皆様にお見舞い申し上げます、＝地区によっ

　　　　　ては全住民の方々か’、生まれ育rた土地を離れ、他の土地に家を

　　　　求めることにされたようです。その心’1’茜推察申し上げております。被

　　　　災された皆様、へこたれずに頑張rて下さい。

　　　　ご存知のように本学の卒業生は2，ooo名在超えました。本年春の卒

　　業生も新潟県内での就職を希望する人が多＜、首都圏に比ぺ新潟県内

　　での景気回復か’遅れていたた拘、残念ながら就職率は例年よりやや不良

　でありました。しかし、明年春の卒業生の就職率については、現在までの内

　定率から見まして従前の就職率まで圓復するものと思・〕ております。同窓の

　皆様からもご支援頂きたいと存じております、」

　昨年増築された情報セレター｛図書館を含む〕及び新説の国際交流七ンタ

ーは順調に使用されています、、中央キャンパスでの生涯学習講座には本学の

学生及びその家族の方々や同窓会員の方々も参加され、好評で由ります、本

学関係者の方々の受講料は割引されています。どうぞご利用下さい、、昨年春の

入学生から新しいカリキュラムが実施されます。本学発足以来2回目のカI」キュ

ラム改訂ですが、教育内容か’社会に出てより良く役立つようにと考えた結果であ

ります一．以上、被災された皆様へのお見舞いと本学の近況を申し上げました。

　皆樵の新しい年での益均のご活躍を祈念致しております。

〉〉〉震災にあたり

10月23目の新潟県中越地震により被審を受けられた皆様に心よりお見

舞い申し上げます。

被容の爪あとは尋常ではなく、家屋の倒壊・地盤の崩落など過去にない

　被害に見舞われ、また、終、富傾向にありつつも未だに続く余醒に不安

　　をもちなか’ら、復興にむけ心身ともにお疲れのこととお察し致します、、

　　水害といい地麗といい、今年の新潟はつらすぎます。緊急事態に

　　　何もでき在い自分自身を情け在く思いつつも、同窓会として何か

　　　　お手伝い出来ることがございましたら、遠慮なくご連絡ください。

　　　　　最大限の復興支援にご協力させていただきます、」

　　　　　　それでは、これから冬に向かいめきめきと寒くなりますので、

くれぐれも健康にはご留意され、一日も早い躍災復興と、

　よいお年在迎えられますようお祈りいたします．

王〉…’1・Zlリ虻1言．．J〇三、；rゴla、

■nf0■・ma－i0■1

第11回紅翔祭

　去る10月23日｛土〕24日個〕
に第rr回紅翔祭が行われました＝コ

　23日は天気も良く、校舎内では憲匠

を凝らした展示やイベントが行なわれ、

外に目を向けても様々な露店が建ち並び、

熱気を帯ぴた呼び込みの学生の声か’

響き渡るなど活気に溢れていました。

翌日の24日は地麗の影響もあり、講

演会などのイベントが残念なことに中止になりましたが、地震に負けず

に学生たちは日カの研究成果などの発表を元気よく行rていました・こ

のような時こそ、学生の若さ溢れるパワーで新潟全体を活気づけて欲しい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものです＝、同窓会の皆さん
　　　　　　　　凱がも棚活躍／確かめに・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年の紅翔祭に足在運んで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　見てはいかがでしょうか？

乏㍉肇㌻

新潟中央キャンパス
■開館時間／月～金9100～20100 ニヒ9＝00～17：00

学生はもとより1階・2階は卒薬生や学外の方にもご利用頂けます。

是非、お近くにお越しの際はご利用下さい。

1
階

2
階

●学生ホール　■資料展示室
●カフェテリア「YOU＆1」・無線LAN

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ｝シ
●情報・図蕎室

●閲覧コーナー

●情報検索コーナー・無線LAN

●校友室「みずきサ□ン」

●事務蜜

1200冊の図書が配架されており自由に閲覧できる他、貸し出しもおこ

なっています。また、情報検索用のパソコンも配置されており、常時

インターネットに接続可能で無料で利用できます。

新潟市上大川前通フ番町1169番

TEL．025－227－7111　1＝＾X．025－227－7117



rI

⊥　・「■’一≡⊥‘　　…≡

スにτ≡≡．．一会が行打わオ／．「00名を越す同窓生が其十まOました

的害・学耳三・1教授一事鴉局員の方々にも与・加していただ古ました

■『拓毅凸んの摸坤で総套は井’1まo．

　　皆’さんいかがお遇こ’しで」ようか？フ期生．の

　皆吉んお元五τすか？フ期卒菓生の西村1；■人で

　す．、早Lr七〇τ大学を卒堆、」τ甘らもヨ半．年止1ユ

　上か母ち一新生三舌’にも’旧ητ古たかと嗣，いま’す．、

　私はとL「ヨと、とうも学生瓦允方’嚇1ゴ吉ηてい

　甘」「ようで’「大人．」と」て社会に出τからとい

　う圭コの晒、勒苦1・＝・＝一〇日ψを渦こ’しτ」rます．．

　　去る6月26目｛土．jl二古田］o中央キ巾フ八

　　　　　　　　　　　　　　また小三垂理晒長はし

　　　　　　　　　　　　　出すき倉会長であ君

若古榿□よo平成r日年．度の投口’弔業皿ぴll！支決

筍・平曲r日年度の予算案o幸目告，そ」τ新雇■」会長としτ坪吾憧さ＾。o新仔＾と’の芋目

告かあO，註．有盆にτ同窓生の告’さんから承一．君在Lrたた吉まu’＝、」曲Oがとうこ’」rま

した。モの後、±冒所を食堂に移して型槻会が1；ljかれ、膏・々学牛時代o」居．」咄1’」吾巾近

況報告に花を咲かせて」rま」た．．久し一一’1Olこ会’ヨ左ヨ垂や教授とは話が尽音な七’’〕たよ

ヨτとτ七旦毒や甘な会となoました．．

　今回の手．一会’は「！ヨ．牲・一・・4期生の’呈加が争く．フ期士の・葦」．l！が一話少な」rといヨ1’’吉

里となOま」た、卒一．堤してまた1一■；jもない日」目とは」rえ7期生O〕事士1’1人…圭には鋏」いも

のがあコたので，次回の描会には足非沢山のカ1二＃加しτ丁竈古たL「と、害，〕τL「言す．、

　最僅に今回こ’杢加くださLrま」た方々、蛾に有難ヨこ’ざLr言≡した一＝欠回ω紬芸キ」よ

o一争くの卒蝶生1二こ’・隻加くたさるよう，揖□．一同据めτまいoます口〕でよろ」くお．■螢

」、致」ます。
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Graduate's activities 
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情報文化学科教授

澤口晋一

　　　　　　　　　　　I’・　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　この原手高を習こうとLてパソコ

　　　　　　　　　　、’　　　　　ンにスイッチを入れ、rさあ、伺

　　　　　　　　　　　　　　　　まさにそのとき大±也は大きくゆら

　　　　　　　　　　　　　　　　いだ山トカーコとクラrがほぼ同時

　　　　　　　　　　　　　　　　た．　P｛度もS｛底も甘L、、，直疽棄

　　　　　　　　　　　　　　　　自句一二どこカ、近くの言舌断層カ“垂土し、

　　　　　　　　　　　　　　　　たと思った、海で起こる地震の
　　　　　　　　　　　　　　　　ゆれでは決して塩い．．．とrさに
　　　　　与十に飛亡一出しτいた女房と吉良の無…碁を確…里し，近所の人と享豆

　　　　い言藁在交わし．家の中に入1た．、新潟市のごく近くならいいが、

　　　　ち上っと離れたところが麗源だったらこれは号目当やばいのではない

　　　かと患いつつテレビのスイ・，チを入れた」｛の瞬間、またしても家が

　　　大善くかしいだ、，同じようにデカい曲れだ、．意表在突かれた感じだ．二．

　　テレビでは中越地カに犬きな地震というテロ・！フが出r＝いる一中越地方，

　　長岡か！と思rた．．ゆれもおさまり、テレビの地麗速報にLばらく見入っ

　ていると、今度は見ていたテレピラ・カが犬きくゆか’ん芯．苗んと第ヨ油だ。．

　15分お吉く’らいに同じような大きさの地麗が続けて3度発生するというの

　はどういうことか、「地睡学の教科書にもこん右こと載コていなかrた、．確の

2回は余麗だというが、すべて本震といrてもおかしくないようなゆれかただ

った．

　実は長岡・小千谷、十日町といrた地域はわか国屈指の活断庸集中地

域である十．地質学的にはいつ地腰が起こrても不悪議のない地域である，、

今回の地醒はそうした地域の夫確藷だった活断層か’動くことで発生した、．L］

古志はその活断層のほとんど真上に位置する村だった．．長岡・小干谷の袖

審も尋常ではない．．阪神淡路犬麗災を思い出さずにはいられなL・．．阪神淡

路では激甚被害を受けた地域、なかでも中小木造家歴か’壊滅的に倒壊Lた

所はある土地条件で一致していた．それはかつての潟や河道が稜に埋租さ

れた所だった．」長岡、小千谷はどうだったのか．、気にな看、、こうした自然的

土地履歴在もっ所は、居住不適地と考えられ昔から水田と」て弄■」用されてき

たのだ．，Lか」、近年の市街地拡犬はそう」た土地をも居佳曲に毬えてしま

　一〕た士、このような土地は実は水害にも弱い．、≡条はどうだったのだろう＝」

　新潟市内でも同様の土地履歴を持っところが新潟地露以降急激に市街

　地化している。

　　　自然的±地条件とか土地歴歴と自黙災害といrたこと在…舌すと、私に

　　はよくわからないという反応在示す人が多い，「本単の授業でもそういう

　　　雰囲気をよく感uる．．．しかし、±±也条f牛在知らないということは、浮き

　　　草の上に乗rてそこが頑丈な岩盤の上だと勘違いして気づかずにい

　　　　るよう在ものだ。これからも新謂に暮ら」．新湯に生者ていく皆さん

　　　　にとコて±地条件は知らないで措まされることでは決してないのだ。

　　　　　いずれは±地を買い家在建て、そこで永く生活していくのである、

　　　　　　あなたが暮らす、あるいは将来墓らす場所を決めるに際して、

　　　　　　　駅が近いとか±地が安いとかいうことだけ在規準にせず、

　　　　　　　その堪所が本来的にもつ±地の条件を、この際よく調
　　　　　　　　べてみてはいかか’だろうか、、その際、圃土地理院発

　　　　　　　　　　行の±地条件図は強カな助っ入に右るはずだ一．

　　　　　　　　　　　　それにしても，卒葉生は，そLてそのご家族

　　　　　　　　　　　　の皆さんは犬丈夫だったのだろうか～被災し

　　　　　　　　　　　　　避難所生括を余儀なくされた1してい剖
　　　　　　　　　　　　　　　人も恐らくし、るので’土なし、だろうカ㌧

　　　　　　　　　　　　　　　　　一し配だi　もしいれは’どうかi壇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張ってもらいたいo

「轟ん臨元気榔～い？」
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情報システム学科教授

宗澤拓郎
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　開単以来早や11
年、共に創学の苦労　　　　．三・

糺た1期生、2期生　　　　　　。．
の目寺イ七は変わり、もう

12期生を決的る時期
になりました．、あの海

の北風に悩まされた数

年間はまるでうそのように変わり、学校の周辺に

も家が立ち並び、どうやら落ち措いた街に変わrて

きたこの顕です。

　私も今項那則でハリピー・リタイヤルトしますが、お

陰様で赤塚ての11年問の教員生活を楽しませていただ

き、君達とも友達になれ、今やこの新潟もすっカ、り第2の

故郷となりました一ヨ本当に新鴻は海と山、それに温集と、

自然に恵まれ、食ぺ物もおいしい魚、お米．そしてお酒、と

何でもあります。東京の人間は皆、『新潟って雪か’降ると、

2階の窓から出入りしているんだrてね」と思っています．、し

かし冬は冬て、スキーに温泉三昧と、すっかりエンジョイさせて

もらったこの10年問です。

　自称オジンの墨走族としては、この自然の中を北に南に東に

西に走り回一」、それか’車検場にも過uたのか、ご親切にも「も・

富40」＝もっと走れjという名蒼な㈹番号をいただきました一。こ

れからも大いに世界在走り回ろうと思っていますので、道で見か

けたらぜひ合図してくたさい。

　そう赤塚といえば白鳥。先日ro月初助の朝、犬学に撞いて

ふと上を見ると、先頭の1羽が「クワ・’、クワッ」と鳴きながら

柵羽程隊弼を組んで佐潟の方へ飛んで行くの在見かけました一

あれははるぱるシベー」アからやってきた白鳥で、■」一タ’一が、「き

rともう薗ぐだから頑張れよ」、といっているに違いないと思い

ました、

　私は毎朝目≡んぼへ餌取りに出勤する自鳥の群れにあこか

れて、SW＾Nゼミと名づけたものです。SW＾Nは
畠廿副目gio　World＾re罰N目twork幟略的国際ネットワー

ク〕の略です、この大学では語学と構報技術在身に付

け国際的に活躍する人を育てることを目的としています、．

これは晴代に舎った理念で、杜会に出て活躍してい

る諸君は，まさにこのこと在実感していると思います．＝．

国際的な観点から、戦略的にこの大学閤係者の

ネ・介ワーク在作って、ぜひ地元新潟県の発展

に貢献して下さい圭r

　今後も立派に有ったスワンが社会に飛

ぴ立rて．犬いに活躍してくれることを

祈っています．．

「みん漆元気勅～い？」
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C■ob　Repo“
［部活動報告］

■第49回北信越大学パドミントン選手権大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．’’’へ

　　　　　　　　　＝‘　　　　　．．＝・・’’占’’　　　一　．；　．　　　　　　■・一’．’．　’，■」

▲

　▲

　　　　■

　“　　回・・　喜・・　’圭i韮’’’＝＾■・　　　　　’三’　’’：≡　…

■第一試合法政大学　　　　　　　■第一試合近畿大学

新潟国際惰報大掌O－3法政大学　新溜国際1情報犬学　V昌　近畿夫掌

長苔j■■0（1■15〕2姫野」■■上2ビ5■4〕口守屋
　　　　　昌一15　　　木村　r5－r2　松浦

」■■上’口（1呂一15〕2　裡　山　新潟国際惰報大学　VS　日本大学

木村　　5－15　石堀　　　　　　　　　一一　　」■■上口（9－15〕2中尾
　　　　　　　　　　　　　　　木村　5－15　艶野

　　　　　平威16年11月　男女団体1部　4位

／」醐醐目竈

■Fシンクルス

平成1日年7月

■第2回オールジャパン・ジュニア

　レスリング大会

田中淳　擾勝
平成16年10月

τ聡戯；劉m耐蘭劇o□

●第59回国民体育大会
　新潟県予選会

男子ライト八ンド十70キロ級

優勝　佐藤司

男子レフト八ンド十70キ□細

優勝　佐藤司

平成16年8月

■第3回新潟県オープン
　ベンチプレス選手権犬会

3000MSC　2位　渋谷俊和 平成16年r口月

男子ライト級八ンド十75キ□級
優勝　細田敦史

胸鵬嚇釧
■第53回秋季北信越大学
　男女バレーポール選手権大会

平成16年r1月

男子2部　3位
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