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平成17年度入試日程

より効果的な教育を

新年度入学の学生からやや新しいカりキ．

ユラムが始まります︒少しでも効果的な役

立つ教育をと考えた結果であります︒平成

の新入学生数と大学受験者数一受験希望の

年春の大学入学に関しては︑全国の大学

庫負担分の減額︑これまで極めて限定され

高校新卒者数と浪人者数を合わせたもの一

しかし希望の大学に人れなければ浪人する

ていた混合診療の大幅な拡大一同時に国民

定率滅税廃止への歩みなど︑それなりの理

ガラガラ空いてしまう大学も出てくるので

人も少なくありませんから︑講義室の席が

とがほほ同数になると予想されています︒

由はあるのですが︑一部の人にとっては華

し上うか︒大変なことです︒本学は︑これ

させていただきます︒

ご協力をお願い申し上げ︑年頭のご挨拶と

今年も︑関係者皆さまの一層のご支援と

石よう努力しなければと思っています︒

人たちが受験し︑入学する大学であり続け

に見える制度の改変が行われるので︒篶よヶ

■︒■

までと変わらずに多数の高校生や社会人の

お互いに頑張りましょう︒

か︒必ずしも明るい年ではありませ為が︷．．

いで︑多くの人にとっては奉いでないよ一う

医療蟹国庫負担分の減額が予想される一一︑

今年は︑地方に交付される義務教育費国

し上げます︒

一希望を抱き新しい年へ
﹁．−．．

学長武藤

災害お見舞い申し上けます
明けましておめでとうございます︒

昨年は︑避け得ない大災とはいいながら

とくに水に襲われた県
央を申心とする地域の方々や︑

には大変不幸な年であ り ま し た ︒

地震に襲われた中越地方の方々

両災審では亡くなられた方も少
なくなく︑地区の全員が永年住
みなれた上地を離れ︑他の土地
に家を造らねばならぬ方々もあ

り︑何とも申し上げる言葉があ
りません︒私共の大学の学生や

その家族の方々︑同窓生︑卒業
生が勤務させていただいている
企業や機関︑平素ご支援いただ
いている企業や機関 で も 災 害 に

遭われた方々が少なくありませ
ん︒本学の役員︑教職員︑

湧源・編集後言己に代えて

学事日程

スポーツ活動の記録

工
新瀞国擦情報大学広報rづ寵5甘

㌍

一同を代表しましてお見舞い申

ビジネスメッセ報告

卒論中間発表会（構報文化学科

北京の2夫学で本学教員が特別講演

派遣留学の学生体験報告

企業懇談会報告
就職内定者の声

成果と意義・国際交流委員長

卒業生の便り 紅翔祭を終えて
ウラジオストク極東大学副学長が来較

キャリアサポート・就職指導委員長

圃

学外実習・インターンシップ体験報告

…
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慶煕大学︑アメリカ・ノースウェストニ︷ズ

里止総合大学︑中国・北京師範大学︑韓国・

ナーを実施している︒派遣先はロシア・極東

て︑平成u年度から派遣留学・海外夏期セミ

本学は国際理解や言語学習などを□的とL

年度の4年生には︑内定をもらった企業から

い会杜に就職したりする者も増えてきた︒今

外国の大学院に進学したり︑外国と交流の多

に国際交流活動に横極的に参加し︑卒業後も︑

している︒帰国後はさまざまな公益活動︑特

ある︒韓国・弘益大学校3年生の李帝煕さ

からの留学生も参加する占つになったので

置されたカリキュラムには︑本年度︑韓国

せはじめた︒北京師範大学に本学のため設

遣留学制度は︑さらに国際的な広がりも見

ーリ州市犬学

んである︒彼
キュラムをと

なく︑自分がどう行動するべき

さらに具体化していきたい︒

遭留学制度が結びつけていく方向︑これを

今後とも︑派遣先の国々の若者を本学派

ても良いものだと一一一日ってくれた︒

．︑︻︑︑

ξ︑

逐い︒

ろの止直な感想だった︒留学で んを肌で感じて︑習得するし茎

るのか﹂というのが︑最初のこ τかは・文化という形の無いもの

﹁文化の違う国でやっていけ

こうして着瑛に実績を穫んできた本学の派

の準備がその﹈的である︒

ジネスおよぴ他の中国とのビジネス業務習得

に行く学生もいる︒北京オリンピックでのビ

渡航費を捉供され︑巾国の上海・深釧に見学

享ダ・一一多襲佗箇霧巌優鞭熊鯉圖葵は我ξ−
バータ大学の
5カ 国 5 大 学 ︒ ■ 年 度までに計岬名の学生を

海外に派遣し︑帖年度はさらに引名の学生を

送り川した︒
参加学生は︑文化の異なる什会で国縢感覚

ます︒授業中も飲食自由なオー

を養い︑外国語も上達 し ︑ 人 問 的 に 大 変 成 長

■
︸情報システム学科2年
■
■ 一．
町屋大介

■
■■
■

■

まず︑英語の時間が木 曜 を 除
プンスタイルです︒

リ

く月曜から金曜まで・朝 8 時 か

が多くリラックスした雰囲気で

び撃はその場に飛び込んでみ
ないとわからないことを学ぶた

めの︑良い機会だ︒そして日本

4や・そこで害てい書分を外
よから見至いう・外垢てみな

︸

しまったヤツの勝ちだ︒

がるより先に飛ぴ込んで

いに﹁知り合え﹂る留学は︑怖

化で生まれ育っていても︑お互

■が︑どんな文
どこの国の人間

機会だとも思う︒

るいと見えないこと覧柔めの
〃

一

−■帥

＝＝

一．︷﹂

血霊．

一・一一︑・

スポーツ

バドミントン部．

情報システム科3年−王将木村

一賓

﹁インカレ出場﹂を目標に毎日の厳しい

練習に耐え︑精いっぱいやってきた︒その

出場権を勝ち取り︑初めて経験する全国の

員一丸となって大声で応援し︑選手もまた

舞台では今までにない雰囲気を感じた︒部

練習してきた成果を十分に発揮できた試合

だった︒結果は初戦敗退だったが今血の経

統となるようにしたい︒

てつかんだ全国出場が伝

て創部11年目にして初め

勝つことを目標に︑そし

これからもインカレで

験で私たちは今よりもっと強くなれると思

ったロ

ー﹂一．

全国大会に初出場

授業内容もゲーム形式のもの

ら至での・時間に青手業
その中には蕎度︑蓋の授

してくれます︒木曜日は同じ時

せませんが︑やさしい英語で話

上達を図るためのコーヒ︑プレの す︒先生は日本語がまったく話

翻 ず
式

問帯でパソコンの授業がありま

現地インストラクターとカワェ

会話を学ぶための時間 が あ り ︑

ーションクラブとい う 英 語 で の

形 す︒だいたい午後にはカンバセ
ム
ー

一グ

に行ったり買い物に行ったりし
ます︒

授業以外にも観光地め
ぐりなど数多くあり︑貴

きました︒

重な休験をすることがで

飛

寸

怖
罧

幸艮告

派遣留学

情報文化学科2年

際の印象は少々遣ったものにな

学前のロシアのイメージと︑実

イプなイメージを持つていたが︑

τ生活して室と不要どはあま

った︒どちらかと一一一日えばネガテ

拓郎

渡邊
留学当初は︑慣れない環 境 に

纂治

楠靴文化学科2年

遠藤
輔国での生活は︑最初こそ戸

韓国箭の授業や講義︑ゼミの

送っています︒

合間を縫って︑皆でソウル市内
へ出かけたり︑カラオケに行っ

た命ではすっかり悩れ︑留学メ し誕生﹈にはケーキを買ってお祝

惑いはしたものの︑2ヵ月たっ 乞て遊んだりしています口友人の

中農じな㌧

戸惑いを 感 じ る こ と も あ っ た が ︑

占カ
︑出来たと思っている︒
ること

︷乱

岨︷

舳儲㍗︑
ヰ・﹁・．﹂．

推娘蝸旭㍑一汁
・零仲宇

︑．

莞⑮岬㍗
川⑤冊

継箇剛

ト

五．

いろいろなことを教えてもらっ

してい皐生︑奉方奮套︒

尤ウミ一チユコタ←をしてくれ

日舎の人たち︑クラスメイト︑ト

々人と出会い芒た︒下箪幕

ンバーそれぞれ充実した日々を楽一し青もしま≒
をまた留学をしてさ妻差

今はウラジオストクの雰囲気を

のロシァ撃校の嚢はとても

る環境に感謝Lたい︒ こ の 2 カ

しさを感じている．他国の人た

気おもしろく勉苧ることに楽

地

・．㍍良月は︑とても菱し告︑を送

o1
しかし︑まだロシア語のレベ
︑也ルは満足いくものではなく・ロ
シアについてもまだまだ知らな

いことが多い︒残りの

時問を有効に使い︑留

た気がします︒

いことを︑韓国で学び︑体験し

と思っています︒

ないように過ごしたい

のユカ月半も︑晦いの

ました︒これから帰国するまで

■■■彊．

頑張ってください︒

にこつこつと勢力を積み重ねて

に行く皆さん︑常にポジティプ

いきたいと思います︒来年留学

ないようにこれからも頑張って

りました︒この留学を無駄にし

人たちとの出会いがたくさんあ

μボ

つらい中にも喜ぴがたくさんあ

が支えになり︑皆で頑張つて︑

時には落ち込んだり︑
するけれど︑留学メンバー全員

とを実感させられました︒

．

秀呆にいるだけでは分からな

と思いまLた︒それぞれの授業

す︑伝えたいと思う事が大事だ

授業では自分の意見を言うと
きがたくさんあり・横極的に話

りました︒

灘駄弦出
一；手

学を自分にとって意義
のあるものにしたい□
−

亜矢子

情報文化学科2年

酒井

私にとってアメリカでの5週

ヨンは︑事前準術の期問も短く︑

で行われた劇やプレゼンテーシ

㍊篶㍑ 穆櫻農レで隻杉
たものは人きく白分の英語力の
白信にもつなが り ま し た ︒ ⁝ ■

って良い発表になるよう頑張り

ました︒土日の休みは︑旅行に

課題も多いため︑寝る時問を削
アメリヵの文化を学

も行きいろんな物を見てそのた

はー㌔5限まで︑週

ぶと同時に︑

ぴに感動し︑アメリカにいるこ

ー回映両を鑑賞L︑

埋解力の確認にもな

誓

軟式野球部

で宣
情華ンステム科3年・主将堀井翔太
会手 ■月ほから栃木県□光市で開催された第
大選乃回束日本大学軟式野球選手権火会に出場
本しまLた︒同大会で我が校は選手官一誓の代

3年生の聴衆増える

情報文化学科3年山口

い機会になったのではないかと思います︒

なり︑3年生の意識を卒業論文に向けるい

とって素晴らしい論文を書くための刺激と

期に開かれるこの中間発表会が︑4隼生に

卒業論文完成の大詰めを迎える直前の時

という意欲がよく伝わってきました︒

に熱心に耳を傾け︑よりよいものを書こう

また︑発表者も教員・学生の質問や意見

かりでした︒

しれませんが︑個性的で関心を引くものば

納得できる発表ができた学生は少ないかも

論文はまだ作成段階ということもあり︑

年生の姿が多く見られました︒

外の学生が増え︑特に来たる年に備える3

表しました︒前年と比べて聴衆に4年生以

る卒業論文の構想を学生や先生方の前で発

名の4年生が︑大学生活の締めくくりとな

論文中間発表会が行われました︒今回はー

11月旧日︑O︷年度の情報文化学科卒業

季音

らすことができました︒

しくも逃Lた雪辱を晴

を県内リーグ一一位で惜

た全日本大会の山⁝場権

になり︑春に開催され

内の予選リーグで一位

たって我々は︑新潟県

の大会に出場するに当

まいました︒しかしこ

に1対9で大敗してし

た︒結果はー回戦で束関東代表の帝京大学

東表校に選ばれ︑個人的にとても緊張しまし

日

■z5≡，目菅目版

、

実

狂

心地よく感じることが多い︒留

地球がキャンパス

ソ

たものです︒

﹁インターンシップ﹂の目的は︑

を対象に新規科目﹁キャリア開猪

本学では来年度から2︐3年牛

きるように共通基礎科目﹁インタ

新たに惰報文化学科学生も履修で

実習﹂がありますが︑これに如兄︑

活用の実態を理解させることを目

ムの構築方法や企業における情報

は︑就業体験を通じて情報システ

ことです︒これに対し﹁学外実習﹂

業やキャリアについて考えさせる

就業体験を通じて学生に自分の職

1・π﹂を導入し︑これを就業体
ーンシップ﹂を導入します．これ
的としています□

康夫

験プログラムと連動させます︒就
は昨年度から2年間にわたって科

就職指導委員長
システム学科教授犬竹

業体験プログラムには従来から情

た口そこでは﹁仕事はで き な く

べ︑とても良い経験に な っ た と

けれど︑本当に多くのことを学

由香子

しかL︑工程を追って全体を見
ていくうちに︑各部署の賞任や

分からなくなることがあった︒

ったからだ︒

蛛リン﹈−コーポレイション

情報文化学科4年古川 裕介

最初に就職活動を始めたのは昨年のu月

何をやりたいか模索

ころです︒まだ白分が何をしたいのか分か
らず︑ただ漠然と就職のイベントに参加し
てみました︒その後もいろいろな説明会に
参加しながら︑白分が何をしたいのかを模

索しながらの就職活動でした︒だから︑私

の就職活動は特に職種や業種を絞りきらず︑

興味を持った会社があれぱ受験し︑また名

前も聞いたことなかった企業でも説明を聞
いて興味を持ったら受験する︑というよう

いろいろな企業を呵って如識をつけるこ

に進めていきました︒

とは︑今後の人生で牛かせるものだと思い

い人も多いと思います︒だからといって活

ます︒最初からやりたいことが見つからな

三輪

彰子

いことを見つけるような就職活動でもいい

動しないのではなく︑いろいろなところへ
積極的に参加して︑とにかく動いてやりた

んじゃないかと思います︒

情報システム学科4年

私が︑就職活動を始めたのは3年次の11

県外にも目を向けて
ではないことに気づかされた︒

外にも目を向けてみてはいかがですか︒

い仕事が見つかったら︑県内だけでなく県

していきたいのか自己分析を重ね︑やりた

今はまず︑自分がこれからどんな仕事を

ぶチャンスが増えます︒

本学の学生はほとんどが県内就職希望だと
思いますが︑県外企業は県内より断然企業
数が多いですし︑その分やりたい仕事を選

新潟で行われる合同説明会だけでなく︑東
京・池袋の合同説明会にも参加しました︒

私は︑最初から県外就職希望だったので︑

会が終わってからでLた︒

に企業を回りだしたのは︑最初の合同説明

月ごろでした︒そのころはまだインターネ
ット上でエントり−するくらいで︑具体的

なったと思う︒

白分を見直す大きなきっかけに

これは就職活動をするうえで

きた口

くことの楽しさを知ることがで

き︑さらに会社の一員として働

杜事が目分に合うのか再確認で

この実習を逓して︑やりたい

るようになった︒

ているのだという達成感も感じ

そして︑全員で商品を作り上げ

でき︑一人で仕事をしているの

役割の大切さを認識することが

ると何のためにやっているのか

が︑一つの作業だけを続けてい

実習ではいくつか作業をした

したのは︑興味のある仕事が実

や4尤い仕事を厚認識

際に体験できる良い機会だと思

私がインターンシップに参加

籠鳥

惰報文化学科3年

イワツキ㈱

目外プ□グラムとして試行してき

あることを教えていただきまし
た︒

また︑ホテル業という実際の
仕事内容と︑自分が想 像 し て い

た内容がまったく異なっていた
ことに驚きましたi

2週間という短い期間だった

ても挨拶＾あいさつ︶だけはし

に生かしていきたいと思います︒

思います︒その経験を就職括動

n

u．

ら

報システム学科の専門科目﹁学外

新潟東映ホテル
情報システム学科3年

中村 和規
私は以前から興味のあったホ
テル業界で働かせてもらいまし

っかりするように﹂と指導され
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多くの企業の協力で費重な体験をすることができた。
上は新潟東映ホテル。下はタカヨシ

、

(:/ 7‑;/:/
■

実習
学 タ

．㈱キューピツト
情報文化学科3年

加藤大費
今回の 実 習 先 に キ ユ ー ピツト

ヴ6

裏ん壼由は︑流嚢界とい力

〃

ニ

と皿山︒てのことだ︒乍 實

ナーなど︑多くのことを学ぺる

㍊ペデむ讐滋
︑

■

この碇習で得たものは︑一人
ひとりに課せられる責任の大切
さと︑何よりお客様 へ の 誠 意 の
﹁お客様の立場に立

って接する﹂というこ と を 学 び ︑

気持ちだ︒

そうした時に︑お客様から﹁あ
りがとう﹂と．再われた時︑とて

もうれLかつたことを今でも覚

新潟日産自動車㈱
備報システム学科3年

桜中宙州実
情報管理課に配属されて︑ネ
ットワーク管理の仕事を手伝った︒
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職場の方の親切と授業で学ん

だことに助けられて仕事をやり
遂げた時は︑味わったことのな
い満足感だったi

2週間を終えるころには︑も

ネヅトワーク箇理を弟伝ラ
ということの楽しさ︑市﹇びを︑

っとやりたいと思うくらい働く

普段パソコンを使っているから

身をもって実感できたいい体験

初日から難Lい作業が続き︑

といっても︑うまくいかないこ

これからは︑実習で学んだこ

えている︒

るようにがんぱっていきたいと

と︑経験したことを将来生かせ
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しました︒

職指導の方針﹂が紹介されました．

浅井信雄氏一長岡市出

生や大学のPRに推闘して汗を流

本学の教職員は︑名刺を片手に

会が始まりました︒

浅井信雄氏が特別講演
岡政尖学部長による学校説明会︑
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グランドホテル
県経営者協会

だったと思っている
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参加いただき︑大変盛人に開催す

ることができました︒

この懇談会は︑学生の就職活動

日産自動車
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情報システム学科4年横山 悠

本学を代表して︑今年も宗澤研究室は一﹂

のH月11−口日に新潟市産業振興センター

で開催されたビジネスメッセ2004に山

⁝川展プースでは︑地場産葉活性化に向け

展しました︒

て構築したシステムの実演や︑研究内容の

資料や大学案内の資料配布など積極的に行
いました︒その結果︑説明していそつちに

関心を寄せてくれたことや︑企業の方々と

さらに︑他大学との交流や大学受験を考

情報交換ができ︑今後の参考になりました︒

ただき︑研究だけでなく火学自体もアピー

えられている保護者の方まで足を運んでい

今回の参加により︑普段の学生生活では

ルできました︒

得られない貴重な体験をしました︒そして︑

今後も一ヒつした参加を継続L︑藤学連携を

深めていけたらと思います︒

地場産業活性化に向けて情報交換もできた
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ます︒この方法による光変調器で

散のない良好な絶縁体が形成でき

は変調速度一光スイッチの切換速

でつくられています︒この物質に

鉄をわずかに加えると絶縁体にな

度一が倍以上に向上します︒また︑

おもにインジウム燐という結晶上

り集積化が可能です︒しかし︑鉄

ンジウムガリウム砒素燐といった

インジウムアルミニウム砒素︑イ

情報システム学科・教授近藤

はP型半導体の添加物である亜銚

通信用光集積回路の絶縁体
︑．

と簡単に混じってしまい一杣互拡

半導体光素子用材料の絶緑化も可

では︑それぞれの素子を絶縁休︵電

散といいます一︑良好な集積化は

棄丁実現の可能性を秘めています︒

能で︑より複雑で高機能な光集積

を使った集積回路です︒集積回路

気を通さない物質︺で囲む必要が

困難でした︒一方︑鉄の替わりに

この特許は︑
路の絶緑体に関するものです︒計
あります︒レーザ・受光素子・光

いることを実感Lた︒車窓からは︑

険ドライバーの識別と燃費呵上︹呂％︺

省燃費運転診断方式を開発し︑危

準偏差と加速度歪度を用いた安全

㎜％一を検証しました③加速度標

測方式を開発し︑予測精度向上一

椛を用いた目的地への所要時間予

ーケヘの変換方式と︑蓄穣統計情

タから畔間帯・道路ごとの速度デ

みを得ました②トラック位置デー

一月額伽円一を求め実用化の見込

ータ取得周期一ω秒一と通信費用

システムを開発し︑最適な走行デ

①トラック位置管理と日報作成

に関する研究を行ないました︒

どの披術を活用し︑以下の情報化

無線通信︑遺伝的アルゴリズムな

具体的にはOPS︑車載端末︑

の活用を提案しました︒

度情報化を実現するため︑ITS

ルテニウムを添加すると︑杣互拡

通信用光集積回
算機のCPUやメモりはシりコン
変調器といった光通倍用 素 子 は ︑

一号一−TSの活用を提示
一21一

配送効率低下︑環境対策︑事故

﹁苧ギ㍑ ㍊㍗篶㍑ぺ㍑
る︒一般市民との交流はできなか

よる環境負荷低減を目標とした高
昨年7月η日から呂月H日まで

北朝鮮の山河や︑市民が懸命に働

内員と親しく接した︒

今回の体験は極めて限定された

く姿も日撃にした日

ったが︑案内貝3名や訪問先の案

フィールドワーク﹂の一員として

との先入観は︑政治権力と市民を

もので︑北朝鮮社会のごく一部を
見たにすぎない︒他の各種資料と

合わせて︑北朝鮮の客観的な全体
像を描き出すことが必要であうつ︒

を検証しました④トラックの配車
配送計面と拠点統廃合・共同配送
方式を開発し︑コスト低減嘉％一

︺
C

と走行距離の短縮によるO低減を

第1期〕新潟市女性センター、8月10日。

・講演「業務遂行と健康管理1生活習慣病」国土交通行政研修会（国
土交通省北陸整備局）、北陸技術事務所（北陸研修所越路館）、7月

矢口裕子（情報文化学科・助教授〕
・講演「雅子妃問題から考える日本のジェンダー」（にいがた女性大学・

武藤輝一（学長〕

・シンポ「消化器外科におけるR C T（Randomiヱ曲Oon廿olledTri創）」
第59回目本消化器外科学会定期学術集会（緊急企画シンポジウム「本

邦発信の消化器外科のホット・エビデンス」での特別発言〕、鹿児島
市立文化センター、7月23日。
・講演「在宅静脈経腸栄餐の研究と臨床1今日までの経緯とこれから」
第1回在宅静脈経腸栄養研究会（特別講演〕、新潟市民芸術文化会館、

9月25日。
・講演「消化管の発生からその機能と疾患を考える」新潟県臨床栄養
研究会、新潟ユニゾンプラザ、10月25日。
・シンポ「医師の心構え」第42回日本癌治療学会総会｛特別企画シ
ンポジウム「医学の歴史に学ぶ」での特別発言〕、国立京都国際会

館、10月28日o

藤瀬武彦1情報システム学科・教授）
・講演「健康づくりのための筋カトレーニングく初心者向けI）」
平成16年度第4回健康運動指遵士・健康運動実践指導者登録更新講
習会、新潟県健康づくり七ンター、呂月3日。
・講演「健康づくりと運動プログラム」およぴ「補強運動の理論と実
践」平成16年度健康運動実践指遵者養成講習会、新潟県健康づく
りセンター、10月13日o
・講演「健康づくりのための筋カトレーニング（初心者向け五〕」平
成16年度第7回健康運動指導士・健康運動実践指導者登録更新講習
会、新潟県健康づくりセンター、12月12日。
シンポ「大学生の体力とフィットネス教育について」新潟県体育学
会平成16年度大会（シンポジウム「新潟の子どもの体力低下と学
校体育」〕、新潟大学農学部、10月23日。
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間は過ぎ去つたi

人々の生活に直接触れたことであ
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（04年下半期・本人串告による〕（学術論文・図書と学会発表は次号に掲載）
青淵正幸（情報システム学科・助教授）
・執筆「学会ルポ・日本経営分析学会第20回秋季大会」 『企業会計」
（中央経済社〕第56巻第r2号（57頁〕、12月1日。
・教科蕃「退職給付会計」菊谷正人・岡村勝義編著『財務会言十の入門
講義」中央経済社（2004年10月、全239頁）第9童刑又、164−172頁。
・教科審「キャッシュ・フロー会計」 （共著〕前掲蕃第11童所収、
178−1昌6頁。

の巻頭言〕。
澤口晋一（情報文化学科・助教授〕
・講演「新潟平野の生い立ち」ほがらか学級、新潟市関屋地区公民館、

12月。
広瀬貞三（情報文化学科・教授）
・講演「日本の朝鮮支配と歴史認識」新潟県平和運動センター主催、

厘建英（情報文化学科・教授〕

・講演「権威主義の中日友好から、民主主義の中日友好へ」北京師範

大学、11月17日。
・講演「市民の連帯による中日友好」北京大学、11月1呂日。
越智敏夫（情報文化学科・助教授〕
・執筆「職業としての政治学者1追悼・高畠通敏」『図書新聞」2687号、

新潟県勤労福祉会館、7月21日。
・執筆「広瀬教授『北」リポート」 『新潟目報」8月24日。
・講演「韓国の政治と経済」本学エクステンションセンター主催、

新潟国際情報大学新潟中央キャンパス、9月4日。
・講演「大韓民国見聞」新潟市中央公民館主催、同館、9月22日。
・講演「新社会人に期待する」新潟日報杜主催、ホテル新潟、10月1日。

7月24日。
・執窒「市民不在の知事選候補者選定」

岸野清孝（情報システム学科・教授〕
・執筆「製造業の復興と技術士への期待」 『技術士1The ln昌t計utiOn
ofProfe昌昌ional Engin目島rs，Jap目nJoum宮1』Vol−16No−12（12月号

『新潟日報」日月28日朝干1」。

・講演「近くて遠い国『韓国」を知ろう1」新潟市中央公民館主催、

・執鍍「世界の崩壊と文化の国家独占」『地域文化学会会報j12号（10

同館、10月8日。

月号）。
・執筆「『周辺」の人々へ焦点1f映画の中の市民杜会』公開講座に

・講演「映像で見る韓国社会」新潟県立生涯学習推進センター主催、

寄せて」 『新潟日報」10月18日。
・シンポ「9・11とアメリカにおけるバック・ラッシュについて」

十日町情報館、10月23日。
シンポ「見たまんまの北朝鮮」北東アジアの平和を考える会主催、
新潟国際情報大学新潟中央キャンパス、10月29日。

新潟ジェンダー・ネットワーク研究シンポジウム、新潟市万代市民

・講演「日本軍慰安婦問題の今日的意味」消せない記憶実行委員会主催・

会館、9月17日。

情報文化学科スタッフ・セミナー共催、新潟国際情報大学新潟中央
キャンパス、12月4日。

・講演「市民社会の周辺1映画『H＾RUkOjについて」公開講座「映
画の中の市民杜会」新潟市万代市民会館、1O月27日。

・一

﹁

．

ー

1

︑一

．■

ノ．・

・争苓八等ル／蜂
㌔

私は中国評を選択し3年生の時には夢だった申国への短期
留学を経験し︑将来は巾国とかかわる仕事をしたい︑と考えて
いまLた︒そして卒業後﹁中国東方航空﹂というまさに理想の
会杜に入杜することができました︒

中国東方航空は︑新潟から上海と西安を結んでいます︒お客
さまの大半はH木人ですが︑留学や研修︑その家族などの中国
人もいます︒中国人といっても日本語が上手な方が多いです︒

しかL全く円本語のできない方もいるので︑そんなときに巾国

有・＼

∫

﹂

■平成17年廣 一般入試目潅

語を使います︒また英語の方もいて︑人杜したての時は空港で
の手続きの案内や航空券についての説明を外国語で説明するこ

とが難しく︑悪戦苦闘の毎日でした︒常に毎日が勉強という感

じです︒

私のできるH中友好

主な仔事と
して︑空港業
務では山⁝発・

翌1呂1≡1には北京大で、それぞれ特別講演を行った。

一一

．一
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さま・貨物の

到着のお客
ケアー︑支店

の予約・航空

業務は座席

のための座席の予約や調整︑来店したお客さまの予約発券︑ま

勇⁝蔓原

武

姑集彼牝に代えマ．

広報委員長永井

中越地震に被災きれた皆さま■に心か

らお見舞い申し上げます︒前号で7・
旧水害のお見舞いを審きましたばかり
ですのに︑自然はなんと残酷なものな

のでし芋λ
人類は古代エジプトの占星術から始

まって今日にいたるまで︑自然の摂理

の理解は進んだのですが地震予知に関
しては全く無力です︒地震が起きた後

合いが中越地方で発生したために起き

の気象庁地麗予報課長の報告は︑太平
洋プレートと日本海プレートのせめぎ

たというものですが︑そのような報告
は何の役にも立ちません︒地震の前に︑
太平洋プレートと日本海プレートのス
トレスがたまっているので︑地震が起

はおりませんでした︒次は粟海地方で

きる可能性があるなどとは全く一薔って

地震があるとはずっと以前から言って

この腹立ちは地震に被災していない

はいるのですがあてずっぽうな感じです︒

地麗予報があったらよか■ったと思われ

新潟市の私が思っていることですが︑
被災された方々はもっと切実に正確な

れますようお祈り致します︒

るでしょう︒一日も早い復興の日が訪

7〜rO目集中講義
3月日日
後期入試
15日〜
春休み
23目
卒業式
新璃市罠芸靹文化会館
開場12時・開式13暗

工O月23〜24日に行われた第11回紅翔祭『」
喜一憂 一笑一jは皆様のご協力により、無
事に終えることができました。
2日口には震度7を超える中越地震の被筈を
受け、櫻井よLこ氏の講演会を断念させられ
ました。列市の運休や被災地に実家をもつ学

中国の若き大学生に考えさせるため、北京大では日本
論講座を設け、国内外の研究者を招き講義を行い、北京
師範大も1司じ趣旨で特別講座を設衙した。そうした中1二1
友好のための講座に掘かれ、11月17日に北京師範大で、

η

コ■欄頸皿扁理蠣捌冒一覇亜！官丁｝＝1ニニ．而亜

甑i

券の発券です︒私は支店業務で︑旅行代理店が販売するツアー

た逓行時刻・中国情報等の案内業務です︒

諸問題で日中関係はたびたぴ報道で取り上げられています
が︑大きな問趣だけで考えずに多くの人に興味を持ってもら
い︑良い所を見つけてほしいです︒そのためにテレピやラジオ等メ

ディアを通じての広報活動も行っています︒また新潟には日中
間でビジネスをしている企業が多くあるので︑中国語を勉強し

平成17年度入学式

4月5日

学年終了

31日

前期入試

2月2目

一脇
近年日中関係に不協和音が生じ、04年アジアカップで
の中国民衆の「反H」的反応にまで発展してきた。 「つ
くる会」の歴吏教科書や靖国参拝に対する怒りが日本人
一般に向けられてきたのである。こ刎蓼着状態をどのよ

レ

て興昧を持った学生にはぜひチャレンジしてもらいたいです︒

1月11日
授業開始
15〜16目 センター試験
21日
後期授業終了
24…2島日後期定期試験

建英

北京大と北京師範大で講演榊文化苧利・搬厘

紅翔祭を終えて…
まさに「一喜一憂・笑」
葺11翔継行委服野澤正
1掘力を守っていくのか。
うに打開し、両国の友好

−

妙子

榊立化榊加11！軸欄小林
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極東大学副学長が本学来訪

本学捉携校の・ つである、ウラジオストック極束大学
より、デイカレフ副学長が、i2月に木学を訪問され、武
藤学長と懇談の機会をもたれました。ディカレフ副学長
は極束大学の国際交流を担当されており、その経験をい
かして、221ヨには文化学科スタッフ・セミナーで「大学
の国際交流・ウラジオストック極束大学の経験」と題す
る講演をなされました。

終わってみれば地震の義援金も集まり、今は
巾止せずによかったと思います。
昨年の新潟は7・13水害に申越地震と災害
に見舞われる年となってしまいましたが、そ
んな中だからこそ皆さまに笑顔を提供するこ
とができました。ここから我々が学んだ事を
後輩にも伝え、さらなる飛耀を日指し学友会
は日々精進していくつもりです。
生たちの事など不安は尽きなかったのですが、

