


1総会の報告1
　去る6月25日（土〕に古町の中央キャンパスにて総会が行なわれ、100

名を越す同窓生が集まり、また小澤理事長はじめ各学科教授、事務局員

の方々にも参加していただきました。みずき会会長の挨拶で総会は始まり、

監査役員より平成1右年度の事業・収支決算及ぴ平成17年度の予算案

の報告があり承認されました。

　その後、場所をバンケットホールに移して懇親会が開かれ、各々学生時

代の思い出話や近況報告に花を咲かせていました。久しぶりに会う友達

や教授とは話が尽きなかったようでとても賑やかな会となりました。

　今回ご参加くださいました方々誠に有難うございました。次回の総会も

より多くの卒業生にご参加くださるよう、役員一同努めてまいりますのでよ

ろしくお願い致します。
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一Information
1お知らせi

K．皿I皿距H珊丁　　＝1

　　－1

　　・」〉関東支部会の報告
　　．l　l

　　　　　こんにちは、一期生の演口です。大学を卒業して早フ年、みなさんいかがお

　　　　過ごしですか？弘は卒業後、空調設備の設計施工会社「東洋熱工業｛株〕」

　　　　へ入杜して辞めずに頑張っています。学生の頃に比べ体蛋が10kOも増え

　　　　肥満に悩んでいます。今は東京に佳んでおり、会社で出会コた女性と結婚し

　　　　て二人の子にも恵まれました。卒業後も大学には図々しく関わらせていただき、
　　・1

　　≒1　今年は2月に1回・6月に2回■o月に「回と計4回新甥へ行きまLた。1回目は

　　．1　原□先生と宗澤先生の最終講義、NulS名物原口先生の最後をこの目で

　　　　見風推くてはと、とんぼ帰りで大学へ行きました凸2回目はみずき会会長高
ヨ＝’二1’’　　橋君の結婚式！彼も、彼の奥さんも友達なので自分のことのように嬉しかr

　　　　たです。3回目は、みず昔会維会への出席。家族で参加し会費以上に飲み食

　　　　いして帰りま」た。4回目は、紅翔祭でのボラレティア「クー」一ン大作戦」。卒

1二　誓ま鴛簑驚㌶隻簑賛鴛寛簑㌶篶
　　　　年は強風と来年こそは快晴のもとゴミ拾い在実施したいものです。

　　　　　さて本題ですが、6月には東京都内でみずき会関東支部総会を開催しまし

　　　　た。卑い話が卒業生と先生方の飲み会です。昔話や会社での近況報告在ど、

　　　　時問在忘れて飲みました。原□先生の轟快な一本締めは見応えがありますよ。

　　　　まだ参加してない方、是非、次回は来てくださいね。

　　　　　最後に、昨今の少子化、国立大学の独法化など犬学を取り巻く環境は厳

　　　　しい状況が続きます。生き残れるのは強い大学、すなわち学生がしっかりとし

　　　　た意患をもrていろん在ことに恐れずチャレンジすることだと思います。学生

　　　　は覇気をもってトライし、学校や先生方は学生が学ぴたいことを思い切りやら

　　　　せてあげられる環境を作り、卒業式では学生全員が「NUlS」でよかrたと思

　　　　えるような教育現場を構築していって欲しいと願っております。

1’■

1r’・

1’1

転’＝’売j！一二㌔r。．

年に2回みなさんにお風札ているみずき会報ですか’、以下の人土ちの分が毎回、宛

先不明で戻ってきてしまいます古佳所変更等の■1清報在お持ちでしたら、嘉務局にメーj」

在お願いします凸｛do］昌o］＠n］i昌．目o。」p〕もちろんご本人からの連絡もお待ちしています邊

小柚　舌出

ホ田　苗和

茜山　濡垂

加醇　　文

団田　顯市

中山　押行

山岸　萢仁

王本久珪干

片桐　　蝿

高畠　冒手

新黄　凹太

小坤弛苗郎

目崩　囲子

撞邊　　圭

顯竈　　用

描山記代手

荒ホ　値相

古慣　　士

堀錺　趾捌

柚最　曽仁

佳竈　≡蛸

硅繧　　＃

小山　岳仁

南　　智覇

小材　邦唖

野口韮由抽

野哺　嘉老

山哺　硯由

岳」l1描和

小堀　　亮

も肛汎1旺．㎜1引］［工几正1

レ新潟中央キャンパス

■学生ホー」L

■質料展示室

■カフ］＝テ■」ア「YOu晶1」・無線LAN

㊥

新潟市上大川前過フ番町rr百臼番

tel．025－227－7111　fax．025－227－7117



OU節畔苧．聰生の声．

　　　　　　　　　　　　　第1期卒業生／平成臼年度卒業〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『青幸目文イヒ学芽斗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子善文

　10月17目に整体院をオープンしました。院名を「くつろぎ整体」

と言います。長らくの希望のひとつが実現しました11ここまでのい

きさつを少々。

　大学卒業時から塾講師をしていました（現在もしているんですが〕。

「絶対に塾の先生になろう1」と思ってなったわけではありませんで

したので、「ホントは何がしたいんだろう？ホントの蓼って在んだろう？」

と目々悶々としていました。あれこれと資格在取ってみようかと，勉

強をしてみましたが、動機がはっきりしていないものですから、どれも

長続きしませんでした。そんなこんなが数年続き、とあるきっかけで

「整体を勉強しよう」と決意しました。もともと塾をしていた時も、自

分で教室を開きたいという願いを持っていました。

　しかし、「このご時世、二足でも三足でもわらじを履かないと、日々

の生活はでき在いだろう」と患っていました。「夜は塾の経営をす

るとして、昼にできることはないかな…？」巡る思考から浮かんでき

たのが整体でした。嵩校生の時、椎間板ヘルニアを整体の先生

に治してもらったことや、健康・病気予防に興昧があることから直

感的な決憲でした。資格を取った後、“修行”を目的に、とあるショッ

ピングセンターの癒しのテナント・スタ・’フとして働き、足ツボなどの

技術も身につけました（ごの問も塾講師は、もちろんしてました〕。

そして2005年、はれて独立開業となったわけです。

　ここにひとつ願いが叶ったわけ在んですが、「やってみたいこと

叶えたいこと」は、まだまだ山のようにあります。ただ、今は目の前

にあることに集中してがんばっていきます11

要是不雲休就准得到満足11加油1！（＾あきらめなければ望みは叶

う11がんばりましょう11’’〕

　というわけで、お疲れになった際は、当院をご活用ください。

1くつろぎ整体1新濡市天神尾1－1・71025－241－9262」

新潟駅南口を背にして、右手の方向にけやき通りをまrすぐ行きます。

丁字路にぶつかります＝角にローリンがあります〕ので、そこを右折すると、

ピンク色の外壁のお店があります。そこが当院と在ります凸

02鴇路岬岬
1同窓生の声i

　　　　　　　　　　　　　第1期卒業生｛平成9年度卒業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報システム学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若月壮

　卒業生の皆さん。お久しぶりです。第r期構報システム学科卒

の若月です。と言ってもあだ名のほうでしか知らない人が多いです

かね。『杜長」とよく呼ばれていた若月です。

　近況報告ですが、今現在は大学卒業時には考えもつかなかっ

た道に進むことを決意し、日カの生活在送っています。それは、『教

師』になることです。5年前、営業職の仕事を辞め、無職のときに、

地元1旧水原町、現在阿賀野市〕の役場で小学校でのパソコン

授業の補助員の募集をしていました。丁自分で操作は出来っけど、

教えることは出来ね在」と思いつつも、採用試験を受けてみました。

そして、どこ在どう問避ったのか！？採用の知らせが…。この時から

教育関係の仕事をする第一歩となりました。

　その後、中学校の特殊学級の介助員を経験し、平成15年度は、

今は同じ阿賀野市になった1日京ヶ瀬の京ヶ瀬小学校で国語、算数、

理科、社会の補助教員として仕事をしていました。そしてこの機会

をきrかけに、『教職の道へ進もう』と決心し、教職免許／小学校

教員〕を取得するために今現在、東京の明星犬学の通信課程に

在籍しています。平成r6年度は阿黄野市の臨時教員として、神

山小学校で舞数の補助教員｛主に少人数学習〕を経験しました。

枝務分掌やクラブ、委員会の顧問も任せられることもあり、毎目慌

しい日々在送りましたが、平成17年度は異動と在り、15年度在籍し

ていた京ヶ瀬小に戻り、3，4年生の算数、3年生の理科、体育を担

当しています。2年ぶりに見る京ヶ瀬小の子どもたちの成長在楽し

みながら毎日の生活を送っています。

　卒業生の中にも教職を目指している人や、もう教員になられた

方がいらっしゃいますか？私は今も同窓会（みずき会〕の副会長と

して大学にはお世話になっています。同窓会メールや総会の機会

に一1宥報交換等をしたいですね口

。・一　　‘　・　　　。

■■　　　■　　．　　　　　　一 ■
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卒論中間発表会

　　情報文化学科教授高橋正樹

　11月12日（±〕に、大学で情報文化学科の卒業論文の中聞発

表会がありました。卒業・生の皆さんはもうお忘れでしょうか。あの

学生時代．のラストヌパートでがんぱった卒業論文作成を。後輩た

ちもいま、最後のちからを振り絞って、卒簑論文に打ち込んでいます。

　ところで、先日その卒論中聞発表会に何人かの率業生が来て

くれて、熱心に発義者に対してコメントをしてくれていました戸これ

ば走いへんうれしいことです．卒業生が卒業研究についてコメント

をしてくれることはぺ4年生にとってどんなに励みになるでし」＝うか。

　私たち、教員にとってもたいへん刺激になります。わざわざ忙し

い時聞を割いて来てくれるのは、卒業しても母校に愛着壱もってく

れている証拠だと思います。言うまでも在く、犬学が卒業生とのつ

ながりを持ち続けることは、大学の活性化にとってたいへん重要在

ことです．幟．甥で家庭であるいは市民サークルで大学のことを自

慢してくれることでしょう。

　そのためには、まずは犬学が元気であることが犬切在ことはいう

までも捌」ません。大学としては、卒業生に期待することは大ですが、

当然それと同じくくらい卒業生は本学のますますの発展を強く’望ん

でいることでしょう。その意昧で、大学に責任のある者として、在学

生とその保竈者に責任があると同時に、卒業された皆さんに対し

ても大学を任された．責任在感じております。その責任壷果たすため

に必要巷ことは、結局はいま目の前にいる牲学生の向学心に十

分応えるよう珪教育を最童要の任務として邊進することでしょう止

　大学の使命の基本は、学生に対する教吉とそれを支える研究

以外・にありえないと思います．学生が大学に満足してくれれぱ、卒

業してからも末永く大学巷サポートしてくれるものと信じています。

l
1
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便利になったよ
みずき野の学生生活

　　　　　　　　　　情報システム学科教授大山毅

　近頃みず者野は巷かなかよい街になってきました。思い起こせぱ

平成6年の開学当時はこの地域にある建物は本学だけでした・周

囲に家は一軒も無くて、．木や草も植えられてい在くて、舗装もされ

ていない土の地薗がむ者出しになっていました。乾燥した日に風が

吹くとひどく土竣が舞い上がっていました。遠くから見ると土挨の

塊の上から夫学の屋上の部分だけ出ているのが見られたものです。

当時は晶ず者野という地名さえなかったのです．

　今は家屋が走くさん増えました，そして今も増え続けています。

いつでも数軒の鼓が建築中であることを見ていると街並みが充実

し続’けていることが実感できます。

　「新潟国際情報犬学前」というパス停がで者ました．正門を出

てすぐのところが内野営業所行きで道路の向かい側が赤塚駅行

者です。でも一日に4本ずつしかないのですけどね。

　それから、ゐずき野にコンビニが筥軒もで者ていることをご存知で

すか。学食の弥彦や喫茶室のコンティニューでしか食べられなかっ

た昼食を割安で食ぺることので者るお店もできました。「花美月」

は古くからあったのでご存知の方も多いでしょう。今もやっています。

ログハウス風の小さな食堂「ピーター・パラ」はカウンターに生野

莱を盛りつけた大皿が竈いてあって好者なだけ食ぺることがで者ま

す。お昼の定食は500円でメニューはありません七今日は何が食べ

られるめかは行ってみないとわからないというお店です。「ガーデン・

ティティー」はお魚の定食とお肉の定食から選ぶことができます。ハー

プティーなどの飲・み物つきで680円、他にパスタ巷どのメニューが

用意されています一「東麺坊」というラーメン屋さんもできました。「喫

茶パンジー」というお店もできたのですがこちらは現在閉店中のよ

うです。歯科医院や美容院や花屋さんもできました。越後赤塚駅

前’には新潟看華専門学校が開学しました．

　卒業生の皆’さん大学に来てみてくださ．い自そして変わり続けて

いるみずき野在散策して晶てはいかがでしょうか。
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5月第54回中部犬学バドミントン選手権夫会

呂月第50回北信越学生バドミントン選手権大会

呂月窮45回西日本掌生パドミントン撰手権大会

10月第56回秩父宮・秩父宮妃杯争毒

　　全目本学生バドミントン選手権大会

　　　’目　…　回」。・　　，　　1

10月第50回北信越大学パドミントン選手権犬会

Track　and－Fie1d一

5月第湘回北信越学生陸上競技対較選手権夫会

6月第空7回北日本学生陸上競技対校選手権大会

6月ゴールデンサマーlN新潟

7月平成17年度新潟県陸上競技選手権大会

呂月窮日o回国民偉育大会新潟県予選会

昌月窮49回北陸陸上競技選手権夫会兼

　　第90回日本陸上競技選手権夫会地域予選会

10月第36回北信越学生睦上競技選手権大会

BasebaI11

6月窮76回都市対抗野球第一次新潟県犬会

6月第ヨo回全目本クラブ野球選手権北信蓮大会

Basketba11

5月平成17年度県内リーグ

7月第50回新潟目報杯争蛮バスケットボール大会

日月第14回浜辺杯親善バスケットボー』L大会

明第5ヨ回北陸バスケットボール躍手権大会

10月平成17年度新潟県バスケットボール選手権大会兼

　　全日本繍合バスケットポール躍手権大会新潟県予選会兼

　　蜻25回北信越織合バスケットボール選手権大会新潟県予選会

10月第舶回北信越学生パスケットボール選手権大会兼インカレ予選

yρ119yり争旦
9月第41回秋季市民縮合体育祭バレーボール大会■男子

10月第24回僧越大学バレーボール犬会■男子

10月第開回秋季北信越大学

　　男女パレーボール選手権犬会■男子・女子

］ヨ1i七neSS

7月第17回一＾W＾全日本ジュニアアームレスリング

　　選手権犬会

7月第5回東日本アームレスりング選手権夫会

○月第14回新潟県アームレスリング選手権大会兼

　　第23回全日本アームレス■ルグ選手権犬会代表選考会

10月第4回新潟県オープンベンチプレス選手椎犬会
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