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平成18年度の入学式が4月5日、本校大講義室で行われました。

第13回の入学生は惰報文化学科128人、情報システム学科191人
・■め合わせて3ユ9人。希望に胸を膨らませ、みずき野キャンパスでの
学生生活がスタートしました。

．率藤輝一学長が「国際化・情報化の社会に役立つ語学・文化と
情…報技術の理論と実践を学び、白らの価値観と責任を持って有意
㌔

奪皿楽しい学生生活を言匿歌してください」と祝辞を贈りました。また・

∵舜校生を代表して情報文化学科の斉藤巧一さんがrこの大学に
一ほ轡さんが期待している先進分野の研究、尊敬できる師と信頼し
あえる友人との出会いのすべてがあります。明るく楽しいキャンパ
スライフを楽しんでください」と歓迎の言葉を述べました。

これに対して新入生を代表して情報システム学科の山田正彦さ
んは「積極的に学び自分の可育暮性を見出し、有意義な学生生活が
送れるよう励みます」と力強く抱負を述べ、教職員、先輩らから激
励の拍手を受けました。
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学長告辞
強い向学心を持ち
有意義な4年間に

新入生の皆さん︑ご入学おめでとう︒

くことが必要です︒もちろん大学院への進学

所は伸ばすように︑短所はなくするよう努力

もお勧めします︒遠慮なく私ども教職貝に相

いよいよ今日から新潟国際情報大学での学

悩むことや悲しいことにも遭遇し︑あるいは

つきたいか︑何をやりたいか大よそ決めてお

失敗することもあるでしょう︒しかし成功よ

談してください︒

する一方で︑この頃には卒業後どんな職業に

りも︑まれに遭遇する失敗はその後の人生の

こともたくさんあるでしょうが︑時には思い

大切な糧となり︑その人の人間性に味と深み

寒さが続き︑新潟県内の降雪は異常に多く昭

生生活が始まります︒うれしいことや楽しい

を与又ることになります︒皆さんは若いので

和38年以来聞かれなかった

弐．
ロシア語の4カ国語のうちのいずれかユカ国

もに︑これとは別に英語︑中国語︑韓国語︑

す︒失敗に怯まず︑これを乗り超え︑先へ進

豪雪︒の名称が

つきました︒そして今寒かった冬も去り︑本

向にあり︑大学卒業生の就職率も良好であり︑

を申し上げることになってしまいました︒皆

す︒若いたくさんの新入生の皆さんを迎える

学の桜並木にもまさに花が咲こうとしていま

情報システム学科では英語の習得とともに︑

大変うれしく思っております︒大学におきま
しては︑皆さんが卒業後︑それぞれに適した

ご存知の通り︑国内総生産も最近は上昇傾

昨年12月から本年3月半ばまで例年にない

語を学び︑一方︑我が国の社会・文化と対比
しつつ外国の社会・文化を学び︑杜会のため

んでください︒

ひる

に貢献しうる人物を育成することを目指して

世界中に広く構築された情報技術および情報

職業が選択できるようにと︑2年次の後期か

おります︒

システムの理払理実際を学び︑同時に例又ば︑

3年次の夏期休暇中にインターンシップが行

い心を持った社会人に成長されますことを心

もに︑学生生活を調歌し︑人間性豊かで温か

いそ
さんが強い向学心をもって勉学に勤しむとと

ことができゑ暑びのあまり︑たくさんの希望

理会計︑マルチメディア情報処理など︑情報

経営および地域情報システム︑財務および管

ら3年次の前期にかけてキャリア開発教育が︑

システムの社会での応用を学び︑その知識と

が行われます︒従って平素自分自身をよく認

われます︒また3年次後期には就職希望調査

皆さんは大学に何を期待していますか︒先

べながら着席していました︒

いるさまざまな思い︑気持ちを胸に思い浮か

う︒3年前の今日︑私も今︑皆さんが感じて

また期待に胸膨らませている方もいるでしょ

活を迎え︑不安や緊張も多いかと思います︒

皆さんは今日から大学生としての新たな生

っています︒

活動に積極的に参加し充実した大学生活を送

理念のもと︑学生は学問︑部活動︑サークル

て人類の共存・共生に貢献する﹂という教育

から期待し︑皆さんを迎える言暴τ致します︒

育成することを目指しております︒

技術によって社会の発展に寄与しうる人物を

学問︑師︑友達と

素晴らしい出会いを

︑薫

識︑分析し︑自分の長所︑短所を知って︑長

最近は小︑中︑高等学校の教育の中でも︑

毅．迎一ρ

共通科目

また両学科にわたり︑基礎科目

を通して教養教育にも心掛けています︒本学
における教育︑研究の目的とするところをご

日ご列席くださいまし た ご 親 族 の 皆 さ ま も 大

生徒自身の白主性を高めるべく教育が行われ

理解いただければ幸いであります︒

変お喜びのことと存じております︒また多数

のある一杜会人とみなされ活動することにな

ていますが︑皆さんは大学卒業後︑思慮分別

このたびの入学は皆さん白身にとっての喜
びであることは申すまでもありませんが︑本

の元気溌刺として前途有為な皆さんを迎える

ち︑自ら発言・実行し︑自らの価値観を持ち︑

周辺の状況を冷静に見極めることは申すまで
もありませんが︑何事にも︑自らの意志を持

ればなりません︒他人の意見にも耳を傾け︑

ります︒白分で考又︑自分で生きて行かなけ

ことができます我が大学にとりましても大変
な喜びであります︒

このたび︑本学に入学された皆さんは︑情
報文化学科128人︑情報システム学科ユ9
1 人 ︑ 合 わ せ て 3 1 9人であります︒

本学の開学は比較的新しく平成6年の春で

進分野の研究︑尊敬できる師との出会い︑ま

てが新潟国際情報大学にはあります︒皆さん

そして自らの発言・行動に責任を持つことが

新入生の皆さん︑ご入学おめでとうござい

大切であります︒学生時代にこの習慣をしっ

かりと身に付けてほしいのであります︒もち

ます︒またご臨席いただきました多数のご父

は今日から本学で4年間の大学生活を送られ

ありました︒しかし︑既に開学後満12年を経

社会へと巣立って行き︑大いに活躍中であり

ろん人間社会の秩序を守るため︑ある程度︑

母の皆さま︑おめでとうございます︒皆さん

よって大きく左右されるものだと2年問の大
あります︒

るわけですが︑私は大学生活は自已の判断に

て明るく楽しいキャンパスライフ︒そのすべ

ます︒本学創立の理念は︑我が国の杜会︑文

個人の白由に制限はありますが︑無為に流れ
に身を任せて生きるのではなく︑これからの

本学は﹁情報社会を先導し︑また国・地域

の入学を在学生一同︑心より歓迎いたします︒

た心から信頼しあえる友人との出会い︑そし

情報化の社会の中で役立ち︑能力があり︑意

学生生活の一日一日を大切に︑宥意義に過ご

学生活で学びました︒大学生活の良し悪しは

化についての認識と理解を基礎に︑国際化︑

欲あり︑人間性豊かな人物を育成することで

そして文化の違いを尊重し︑国や地域を越え

情報文化学科では実用英語を習得するとと

ても再び戻ることはないのであります︒

すことを心掛けてください︒過ぎた日は悔い

斉藤巧一

武藤輝一

過し︑本年3月までに2657名の卒業生が

情報文化学科
在学生代表

新潟国際情報犬学長
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しみ︑気晴らしに友達と遊ぶ︒これが大学生

いです︒自己管理をしっかりして勉学にいそ

違いさまざまな面で自由に決められる事が多

ことを願って歓迎の言葉とさせていただきま

校生活が皆さんにとって充実したものになる

入学されたことを心から祝い︑これからの学

最後になりましたが︑今日皆さんが本学に

皆さん自身の姿勢しだいで決まることを忘れ
私は皆さんに大学生活のなかでぜひ三つの
活を充実したものにする一番の近道だと思い

ないでください︒

ことを身に付けてほしいと思います︒第ユは
す︒

一紙面の都合により一部省略しました一

私の入学の抱負とさせていただきます︒

献できるよう惜しまず努力することを誓い︑

らゆる可能性を見出し︑これからの社会に貢

る先生方からのご指導をいただき︑自分のあ

という環境において︑経験豊かな情熱あふれ

の特徴である充実した設備︑また少人数教育

最後に︑本学で学んでいくにあたり︑本学

りと励んでいきたいと思います︒

いて有意義な学生生活が送れるよう︑しっか

ナーを身につけるなど︑本学での4年問にお

も社会人としてのルールやモラル︑そしてマ

外活動やサークルにも参加し︑学外において

が︑これからは自らが積極的に学び︑また課

これまでは︑授業は与えられたものでした

はないでしょうか︒

ます︒

﹁知る﹂ことを積極的に学び
白分の可能性を見出す

私φ．抱一

先ほども述べましたが ︑ 自 分 自 身 で 考 又 て 物
事を判断する能力を身に付けていただきたい

ということです︒大学は杜会という嵐の前に

ある一時の静けさのようなもので︑大学生活
中に白己判断能力を獲得することは︑これか
らの皆さんにとって大きな糧となるでしょう︒

第2は豊かな人間性を身につけてもらいた
い と い う こ と で す ︒ 近年叫ばれているモラル
の 低 下 は 人 問 性 の 欠 如によるところが大きい
のではないでしょうか︒常に他人を気遣い︑

思いやり︑何事にも素直な人物になってほし
いと思います︒

第3は自分自身を管理できるようになって
もらいたいということです︒大学は高校とは

本日は︑私たち新入生のためにこのような
素晴らしい入学式を挙行していただき︑また
心のこもったお言葉をいただきありがとうご
ざいました︒

一一岡固一
■新潟県知事
■新潟市長

●㈱リクルート代表取締役社長
柏木 斉

●ノースウエスト・ミズーリ洲立大学学長
デイーン・ハバード

■新潟商工会議所会頭
■日本私立大学協会会長
●上越教育大学学長
●長岡技術科学大学学長
陽一郎
■長岡大学学長
■長岡造形大学学長
豊成
●新潟工科大学学長
成具
■新潟産業大学学長
邦夫
■慶煕大学校国際教育院院長
金 重蟹

陽

日本は︑日申関係の悪化や︑北朝鮮による
拉致問題︑BSE間題など︑世界の国々との

問で抱える多くの間題をなかなか解決できず
にいます︒そのような状況を打破するために
ことが必要なのではないでしょうか︒

は︑互いに相手の国を尊重し︑そして﹁知る﹂

また国内では︑IT企業による不正取引事
ざまな交通機関で起こる不祥事や事故︑増え

件︑建築業者などによる耐震偽装問題︑さま
続ける子供を狙った凶悪な犯罪︑そして︑と

どまることを知らない個人情報の流出などが

毎日のようにニュースで流れ︑今も問題とな
っています︒これらを防ぐためには︑情報を

ただ知るだけでなく︑正しい情報を正しく収

邦成豊一陽隆淳明昭裕
夫具成郎
彦

山田雅彦

集し︑正しく運用できる力が求められるので

吉布鎌原小渡大上篠泉
田村田 島邊沼原田田

情報システム学科
新入生代表

湧⁝婁源

編集後記に代えて

広報委員長越智敏夫

春の憂鐙

頓・？つつ

入学や転勤など︑この時期は生活の中
に変化が多い︒そのせいか︑なんとなく
憂欝である︒ ﹁春は旅立ちの季節︒新し
いことにチャレンジすることは良いこと
だ︒すばらしい﹂と言う人もいるかもし
・つそ
れない︒しかしそれは嘘だ︒今日と同じ
明日が来たほうが︑未知の明日より安心
できる︒だからこの季節に不安になるの
は当然である︒そして人々は変化を避け︑
退屈な﹁日常﹂を生きていく︒
このように日常をつまらないものだと
否定的に語るようになったのはいつから
なのだろう︒マックス・ヴェーバーが言
うように﹁聖と俗﹂の二分法が生活から
消え︑杜会の﹁合理化﹂が進んだときか
らかもしれない︒ではその日常に鑑々と
するのは個人の責任なのか︒革命家やロ
ック・ミュージシャンになれば︑私たち

はこの退屈さから逃れられるのか︒これ
も嘘である︒60年代末︑学園闘争のバリ
ケードの中︑学生たちは﹁少年マガジン﹂

ている︒

を読みふけり︑トランプ遊びで退屈さを
しのいでいた︒大金持ちのロックンロー
ラーにも退屈な日常はある︒巨大なリム
ジンも毎日乗っていては飽きるに決まっ

しかし革命の日常化について考疋るこ
とから新たな政治︵それが良いものかど
うかはさておき︶を構想したのは毛沢東
だったし︑スターの退屈な日常の恐怖を
歌つたデビッド・ボウイの音楽は私たち
の精神を揺り動かす︒変化が嫌だからと
いっても私たちはいつまでも幼稚園の砂
場で遊んでいるわけにはいかない︒退屈
であれば︑その退屈さそのものをラジカ
ルに考疋ることで︑この不安と相対する
しかない︒緬噸吻作業だけれど︑これも

春の憂鐙の醍醐味である︒

会を い積生つ今
誓占牟芒驚を采程軍

学るもたには学142
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奉笑案鷲蓋集丞薫

HLS㈱

㈱SFCG

越後さんとう農業協同組合
越後中央農業協同組合

㈱NS・コンピュータサービス
NDSシステック㈱
㈱エヌ・ティ・コニス

エヌ・ユー情報サービス㈱
㈱エフピーエム

㈱サンビックプライス
㈱サンケイ情報ファシリティ
三晃商事㈱
珊瑚礁㈱
㈱三宝
㈱サンメディア

CEC新潟情報サービス㈱
シェイク八ンズグループ
㈱シスプ□
信濃土地㈱
㈱シナプス
新発田ヤクルト販売㈱
㈱ジャパンネット
㈱ジュエ■」一フオンド

ジュングループ
㈱シリウス
（医）社団白美会白根大通病院
（医）新光会

㈱エム・アイ・ディジャパン

シンコール（㈱

遠藤商事㈱
大島農機㈱
㈱岡藤商事

㈱真電
シンワ測定㈱
㈱星光堂薬局
セコム上信越㈱
㈱ゼネラルスタッフ
㈱総研システムズ
㈱ソネツト
ダイア建設㈱
㈱第一印刷所
㈱大京住宅流通
㈱大光銀行
ダイダン㈱
㈱ダイナム
太平興業㈱
高砂熱学工業㈱
㈱高助
高野ガス㈱
タクトシステムズ㈱
田中税務経理事務所

㈱」l1内自動車

蒲原ガス㈱
㈱キタカタ
㈱キタック
北日本物産㈱
キヤノンシスラ＝ムアンドサポート㈱

協栄信用組合
㈱桐井製作所
銀座美容商会
㈱クラフティ
㈱幸楽苑
ニコクヨ北陸新潟販売㈱
㈱コメ■」

㈱コ□ナ
サークルK新潟嘉瀬店
サイバーコム㈱
財務省関東財務局（国家］種）
㈱佐文工業所

中越運送㈱

鶴木㈱
東光商事㈱
束テク㈱
㈱東北ロイヤルパークホテル
東洋熱工業㈱
東和薬晶㈱
㈱トップカルチャー
トヨタカ□一ラ新潟㈱
㈱N臼iT0
長岡垣用金庫

㈱原信
はるやま商事㈱
萬代電業㈱

（㈱編鳥アコール（弐萬團堂上越店）

㈱富±通新潟シスラ＝ムス

新潟運輸㈱

㈱PLANT

㈱BSNアイネット
東日本旅客鉄道㈱
㈱ビツト・エイ
㈱ひらせしrホームセンター
㈱フエキ農園
富±運輸㈱
㈱藤田製作所

㈱新潟オービックシステムエンジニアリング

㈱新潟クポタ
㈱新潟グランドホテル
新潟県警察
㈱新潟県厚生事業協同公社
新潟縣信用組合
新潟県総合生活協同組含
㈱新潟県農協電算センター
新潟綜舎警備保障㈱
㈱新潟ダイハツモータース
㈱新潟タキザワ
新潟中央青果㈱
（医）仁愛会新潟申央病院

新潟トヨタ自動車㈱
㈱新潟トヨペット
新潟日報販売㈱
㈱新潟藤日ヨ組
新潟■」コー㈱

西川運輸興業㈱
㈱日佑電子
日産プリンス新潟販売㈱
日精サービス㈱
日通商事㈱
日本通運㈱
日本郵政公社

指業

導予景
委定気
員者動
会の向
は採は
万用よ

フランドル㈱
㈱プレスメディア

防衛庁自衛隊
㈱北越銀行
北星産業㈱
㈱ホテル新潟
㈱堀」ll

㈱ホンダ産業
㈱本闇組
㈱マルイ
丸三証券㈱
丸新産業㈱
㈱マルス
マルソー㈱
㈱マル八ン
丸福証券㈱
源川医科器械㈱
モトーレンニイガタ㈱
山形酸素㈱
㈱吉運堂
㈱ヨドバシカメラ
㈱リオン・ドールコーポレーション
㈱リョーイン
㈱■」ン：〕一コーポレーション

㈱レオパレス21

全基う
の準や
体のく

制厳上
でし昇
学さ傾
生は向
を容と
支易な
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しはて
て変き
参わま
りりし
ままた

すせが
。ん
。大

就学
職卒

NOVAグループ

取得した資格

種別

人数

中国語（中国語検定試験）準2級

r名

ソフトウエア開発技術者（1日1種）

r名

基本情報技術者（1日2種）

初級システムアドミニストレータ

中国語検定3級
日商簿記2級
1種

業
説
明

㈱八一ドオフニコーポレーション
㈱パソナテック

㈱日ヨ村商店

I種

企

主な就職先覧

平成17年度卒業生
アークベルグループ
アークランドサカモト㈱
アイエスビー・ブレインズ㈱
㈱有沢製作所
㈱アルファプうイト
㈱伊藤園
㈱ウイング
㈱ウ才ロク
㈱エイジェツク

同

7名

がご よ名にのし学認によ
んざ資り
行奨たが定バう在
ばい格奨計わ学学指試ツと学
りまを学75れ金生定験クビ中

芒与蕃㌶㌶長と套三砧

r8名
14名
4名

CG検定2級

1名

丁0ElC600点

3名

HSK（国際的に公認されてし、る漢語水準試験〕5〜6級

r名

インターネット検定シングルスター

3名

秘書技能検定2級
建設業経理事務士2級
ファイナンシャルプランナー3級

14名
6名
2名

かで

らと

う

縢1（すにん取積挑

学種金。合

得極戦

長73）そ格大や的し

洛
．．1∫

エクトを立ち上げました︒シンポジウ
ム﹁21世紀のミナマター共に生きる新

ベントです︒参加者が患者や役人など

潟のために−﹂は︑その第−回目のイ
になってソーシャルドラマを演じ︑被

害者との対話を通じ実態を再認識しま
した︒

それを終えた今︑数々の反省点が浮
かんできますが︑その中でもやはり︑

ということを再認識しています︒来年

身近な間題を考えることは重要である

︵佐藤︶

度はこの経験を元に︑さらに活動を続
けて行きたいと思います︒

活動に取り組んでいます︒

親睦を深めて︑早速︑勉学とサiクル

水俣病の患者さんが暮らす地域では︑

恒例の新入生合宿研修が4月7日か

りだくさん︒今年のレクリエーション

さらに夕食後の教員との懇談会など盛

合宿研修の内容は情報センター利用
ガイド︑コンピュータ演習︑先輩の海

今もまだ偏見や差別が続いているとい

ら3日間︑赤塚のウェルサンピア新潟

ラス別対抗戦で新入生同士の交流がい

はドッジボールで︑教員も参加したク

外研修報告など両学科ごとに行われ︑

などに参加し︑初

た ︒私は現地調査
うお話は︑私の中にあった﹁水俣病は
すでに終わった事件である﹂という認

で行われました︒両学科のガイダンス

親睦を深め勉学に意欲
新入生が合宿研修

される複雑な対立

めて水俣病に内包

や大学生活の規律を理解し︑教職員や

歴任されました︒

笑い話へ変わった︒

苦い思い出も︑すべてが

は大きな声で笑われた︒

歩む︑事が運ぶ︒そんな

和やかにドッジボール

スを楽しんできなさい﹂

﹁なあに︑言葉は単なる
手段︒与えられたチャン

かった︒

初日は帰宅後に号泣︑
2日目の朝には逃亡計画
を企てた︒惨めで情けな

ずもなかった︒

私に同時通訳ができるは

に準備をしたところで︑

人と人との間に立つ際の
白分の立場︒でもどんな

お決まりの挨拶︑観光案内︑

に相談にのってくださった︒

先生は直前までこと細か

市岡研究室に駆け込むと︑

いかと声をかけられた︒

するロシア人団体に一週
間随行して通訳をやらな

ウラジオストクで出会
った友人のつてで︑来日

っそう盛り上がりました︒

本学の教授に迎えられま
した︒2004年に学部
長就任︒ロシア国立極東

黒山貴子

イッチー︒の笑顔
第一期卒業生

そう言って先生は笑っ
てくださった︒

3年生の夏︑単身でロ
シアに行ってみようと決
めたのも︑豪快な笑い声
に背中を押していただい
かに呼ばれる愛称があった︒

ただ︑すべての学生から
同じ愛称で呼ばれていた
のは市岡先生だけだつた

たからだった︒ひと夏の間︑

それがご本人の耳に届
いた時のこと︒

﹁余談ですが︑同じ発音

意味があるんですよ﹂

のロシア語には︑行く︑

泣きたいくらい大変なこ
とがたくさんあった︒帰
国報告の後︑やはり先生

かもしれない︒

失礼ながらたいていの
先生には︑学生の間で密

太陽みたいな

総合大学準教授︑環日本
海経済研究所所長なども

こうした経験から︑私は大学の仲間

流を進め︑白治体外交の
草分けを担ってきました︒
叫年に同市を退職し︑

独自に取り組んできたロ
シア極東などとの対岸交

約30年にわたって同市が

新潟市国際文化部長に就任︒

学友会との懇談やレクリエーションで

識を︑完全に覆してしまいました︒

平等の実態に触れ
たのです︒

対岸と交流

ロシアなど
前情報文化学部長の市
岡政夫教授が3月30日︑

心不全のため新潟市民病
院で死去されました︒硫歳︒

墓只都出身︒昨年
末︑体 調 を 崩 さ れ

した︒

入院治療中でした
が︑突然の計報で

市岡先生は早大
文学部ロシア語学
科を京 棄 後 ︑ 1 9
63年に新潟市役
所に入庁︒η171

年には三菱商事嘱
託としてアルメニ
アに駐在︒92年に

卒業生に囲まれて（昨年3月の卒業記念祝賀会で

たちと︑新潟水俣病を再考するプロジ

関係や︑差別︑不

それは大きな衝撃でした︒とりわけ︑

若い視点で新潟水俣病の教訓を学ぶ
﹁21世紀のミナマタ

⊥沃に生きる新潟のために⊥
主催者・アムネスティN∪−S
およぴ新潟国際情報犬学有志

︵05年度卒茎

代表・情報文化学科・佐藤孝輔
場 所・新潟国際情報大学新潟中央
キャンパス︵2月妬日︶

新 潟 水 俣 病 は 昨 年 ︑公式認定から珊
年を 迎 え ま し た ︒ こ れを機に新潟市を

−

中心に多くのイベントが開催されまし
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先生の言葉が温かかった︒

った︒

その後の残り数日間は楽
しかった︒本当に楽しか

そしてありがたいこと
に翌年の来日時にも︑再

すべての経験が社会へ

び声をかけていただいた︒

旅立つ前の私にとって︑

へと変わった︒

ほんの少しの白信と勇気

−いつもあなたのそばで︑

私の露和辞典の表紙裏
には︑市岡先生のサイン
とともにロシア詩の一節
が害かれている︒直訳は

太陽が輝いていますよう

いつからか︑私にとっ

に㌔︒

先日︑お別れの夜にみ

て魔法の呪文となった︒

﹁思い出す先生の顔ってさ︑

んなが同じことを口にした︒

全部笑顔だよね﹂

他にもっと怒りたいこ
ともたくさんあったであ
ろう先生にとっては︑あ
まりにも都合の良すぎる
教え子たちであることを

大変甲し訳なく思っている︒

ない︒

こと市岡先

でも︑私たちには笑顔し
か浮かんでこない︒私た
ちは先生の︑あの太陽み
たいな笑顔だけを覚えて
いる︒そしてそれはこの
先もずっとずっと変わら

︐イッチー

生へ︒

最後はお別れの言葉で
はなく︑心からの感謝を

﹁ありがとうございました﹂

込めて︒
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開学してから満12年が過ぎ︑みず

ートし︑既にフル運転に入っています︒

紅翔祭・通学・奨学金やアルバイト
などです︒何か心配なこと不安なこ
とがありましたら︑学生部の先生や
学生係に声をかけてください︒いろ

います︒且偉的には学友会・課外活動・

アクティブな
学園生活を

学生部では︑大学生活にかかわる
ことのうち︑学習指導・就職以外の
ほぼ全般にわたることを取り扱って

とと思います︒

己点検評価や学生による授業評価を
実施してきましたが︑今年度も学生
による授業評価を継続し︑情報シス
テム学科ではJABEE一日本技術
者教育認定機構︶による外部評価を

人材を育成

教育の質を高め

教育の質を高めるため︑今まで自

に効果的に用いなければなりません︒

そのためには学生個々人に基礎的な
知識を蓄積させ︑能動的な行動意欲
を充実させる必要があります︒ 嚢
はその手段であり︑限られた時間内

できるように育成することにありますu

学生諸君には︑まず何事も白分白
身で考え︑白分の意志に基づいて発
言し︑行動するという白主性︑自律
性を備え︑自らの言動について責任
を持つ習慣をつけるよう常々お話し
ています︒2年次から3年次にかけ
て行われるキャリア開発教育の第一

のような生き方をしようとするのか︑

歩は︑自分自身を十分に認識︑理解
することから始まります︒白分でど
どのような職業を選択するのか︑考
え覚悟しなければなりません︒もち
ろん長い人生ですから時に考えの変
わることもあります︒しかしその時々

に︑それまでの道を振り返り︑さら
に進むべき道を決め実行して行くの
ですから︑後日悔いること
はないでしょう︒

正樹教授

入学のこのとき︑ ﹁これから4年間遊
べるぞ﹂と思っている方がもしいたら︑

高橋

﹁白学自習﹂の力を付けよう團

鰐W

雌水を差すようですが︑ちょっと厳しいこ
廻とを申し上げておきます︒

け入れてくれません︒

みなさんが生まれた1988年前後︑
日本はバブル経済の真っ盛りで︑卒業す
ればどこか就職できる状態であり︑大学のレジャーランド化が
言われていました︒ところが18年後の2006年はがらりと変
わり︑若者の失業率は10％になっており︑今後さらに上昇が予
想されています︒社会に余裕がなくなり︑勉強しない学生を受

ですから︑4年間しっかり勉強してください︒そして︑何が
しかのまとまった知識をつけて欲しい︒英語でもロシア語でも
結構です︒あるいは︑国際問題の研究でも結構です︒さらに︑
その過程で﹁白学自習﹂の力を身につけてほしい︒

から4年問と私たち教員がみなさんを待っています︒

教員は︑一生みなさんに付いていてあげられません︒例えて
いえば︑みなさんに魚を一生やり続けることはできません︒必
要なことは自分で魚を釣る方法を学ぶことです︒その方が卒業
後に職場の配置転換で新たな勉強が必要になったとき︑一念発
起して資格試験に挑戦するとき︑あるいは社会的な問題にぶち
当たったときなど大いに役に立つはずです︒そのために︑これ

情報を有効に写ために勉学煮教授

大学が1994年に開学して13年目に

に激しいものでした︒葦3姜環境の世

なりますが︑この間における情報技術の
進歩や情報をとりまく環境の変化は非常

界標準化︑ADSLによるインターネッ
ト環境の充実︑携帯からのインターネッ

ト利用などが代表的なものです︒

情報やパソコンという言葉が身近になってはいますが︑情報
に関する基本的な理解の程度はこの13年間で思ったほど変化は
ないのかもしれません︒情報システム学科はコンピュータを使
いこなすことを目的としている学科ではありません︒コンピュ
ータを使って人間の情報行動を支える有用な情報システムを作
ったり︑情報システムを使って経営などに情報を生かしたりす
ることを学ぶことが目的の学科です︒パソコンそのものだけで
なく︑情報を有効に使うために情報システムについて4年間勉

ようでした︒

高校に﹁情報﹂科目が導入されて初めての卒業生が今年大学
に入学することになります︒そのため情報システム学科では従
来以上に習熟度に違いが出ることを想定して︑1年から情報処
理演習を複数のコースから習熟度に合わせ自由に選択できるよ
うにしました︒しかし今年度実施した推薦入学生に対する入学
前演習の結果を見ると︑情報の学習レベルに大きな変化はない

学に取り組むことにしましょう︒

死亡率はあまり変わりません︒しかし︑
昭和30年以前は︑20歳がもっとも死

現在は医療が発達し︑どの年齢も

に残る学生生活を送ってください︒

亡確率が少なく︑皆さんの年齢が人
生で最も充実した時期であることが
分かります︒貴重な時間であること
を意識して︑ぜひアクティブで印象

持ちのよい学生生活を送ってください︒

基本的なマナーを守ってお互いに気

白由もありますが︑義務も生じます︒

また︑学生も社会の一員であり︑

いろなアドバイスができると思います︒

です︒

個々の授業科目に関しても継続して
改善してまいりますが︑本学が育成
する人材が本当に社会二ーズに適合
しているのかどうかについては︑大
学の外部に位置する卒業生や関係す
る組織体︑企業の方々の評価が最も
有益な評価であると考えます︒さま
ざまな場面において本学に対する忌
悼のないご意見をいただければ幸い

科のカリキュラムを見直すとともに︑

さまざまな評価を通して︑学部学

を進めてまいります︒

受審する予定です︒さらに︑来年度
は情報文化学部として外部評価機関
による第三者評価を受審すべく準備

念致しております︒

新年度の大学の諾活動が︑それぞ
れに実り多きものとなりますよう祈

を大切に過ごそうではありませんか︒

人間誰でも人生の終わり
には大なり小なり悔いが残るもので
しょうが︑生きているこの一日一日

全教科・ゼミの新展開を期待

き野校舎前の構内道路に並ぶ桜並木
2人の教員が他大学に赴任され︑新
も成長し︑見事な花を咲かせるよう
しい3人の教員をお迎えしました︒
になりました︒
学部・学科長はじめ皆さんの抱負を
今春も犯人の一兀気溌刺とした新入
うかがい全教科・ゼミの新展開が期
生を迎え︑一段と活気に満ちあふれ
待されます︒
ています︒しばらく低迷し

ていた日本経済もようやく

上昇傾向にあり︑本年3月
の卒業生の就職率も90％を十分に超

え ま した︒これで合計2657名の
卒業生が社会へと巣立ち活躍中であ
り ︑ たくさんの就職先企業などから

公一

情報システム学科教授

新 年度の新しい学内の体制がスタ

お褒めの言葉を頂戴することが多く︑
これもうれしいことでありました︒

情報文化学部長

槻木
少子化の時代
を迎え︑生き残
りをかけて大学
ではさまざまな
改革が進められ

ています︒これらの改革の大部分は︑

少子化時代でなくても本来やるべき
こ と でありますが︑やはり黒船到来
のように時間的に待ったなしの状況
になってようやく進み始めた感があ
ります︒

大学の役割は︑学生を一人前の社
会人としてさまざまな組織体で活躍

進

情報システム学科教授

近藤

20年ぶりの大

雪も終わり︑草
木が一斉に芽生
える春となりま
した︒雪が解け
後退すると︑そ
のあとから次々と新しい命がわき出
してきます︒今年入学された皆さん︑

それぞれ進級された皆さん︑気持ち
も新たに新しい年度を迎えているこ

建英
ランスは︑﹁私が人生を知ったのは︑人

したフランスの小説家アナトール・フ

唾

情報文化学科教授

からである﹂と一一冒う︒中国の古典﹃呂氏

と接したからではなく︑本と接した

ることは︑必ずしもえらいものだと畏

童蒙訓﹄も︑﹁天性︑その才が優れてい

﹁知識は︑われ

われが天に飛翔

れる要はない︒ただ本を読んで深く
尋ねる研究心の強い人こそ後生畏る

知性を培う場に

する翼である﹂

とシェークスピ

アが述べたよう
に︑知識は人類の持つ優れた精神性
によって経験や実験の中から得られ︑

人に計り知れない力をもたらすもの

読書の価値への共感は西洋でもア

べきものである﹂と子供たちに教又る︒

ジアでも同様である︒大学において︑

のあり方である︒

授業を通じて知識を学ぶのは重要で
あるが︑自主的に読書をするのも︑
まさに知性を培う大学生らしい勉強

セクシュアルハラスメント

である︒

長 い歴史経験の中で無数の人々が
取得した知識は書籍に収められてい
るため︑有限な経験しか持たない一
人 ひ とりの私たちは書籍から豊富な

192！年ノーベル文学賞を受賞

知的栄養を吸収することができる︒

平成18−19年度委員長

91名のゼミ生と一緒に勉強しました︒

ができたことです︒安定した環境の中で︑

貞三

第2に︑朝鮮近現代史に関して数多くの研究

引き続き半島と交流

を越える論文︑翻訳などを発表しました︒

前情報文化学科教授広瀬

の三つに従事しながら︑次第に大学の仕組や全

まで計

の学生に教え︑1期生から

じたことは︑恵まれた情報環境にもかかわらず︑

短い期間でしたが︑NUISで教又ていて感

体像が見えてきました︒授業では韓国語を多く

第1に︑大学教員としての仕事を
覚えたことです︒教育︑研究︑校務

本学に感謝したい点が二つあります︒

と一緒に楽しく仕事ができました︒

した︒この間︑多くの学生︑教職員

開学した叫年から12年間︑在職しま

学科に赴任し︑本学を退職しました︒本学には

4月から福岡大学人文学部東アジア地域一一一日語

熟できない理由の根本的なところは︑やはり

ことを心から期待しています︒

本学が開学20周年に向け︑さらに飛躍される

と新潟の新たな出会いがあるかもしれません︒

り︑家を出ています︒このため︑妻と二人で
新しいスタートを切ります︒私はこれから主
に福岡県と韓国︑北朝鮮との交流拡大に尽力
したいと思っています︒諸活動の中で︑福岡

本学への赴任時に小学生2年生︑5年生だ
った子供はそれぞれ社会人︑大学−年生にな

れ著書の形でまとめるつもりです︒

●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ■●●●●●●● ●●●●●●●●●●●■ ●●●■●●●●●●●■●●●●●●●●■●● ●●●●●●●● ●●●●●● ・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■●●●

対策委員長

一金沢大学へ赴任一

個人の意欲の有無です︒高い目標とそこへ達
するための努力は︑どんな時代でも必要です︒
目標を高く持つことは︑たとえそこに到達
できなくても︑現状で妥協するよりはるかに
高いレベルに自分を引き上げてくれるからで
す︒そういう実感を持って勉学をする人が︑
あまりにも減ってきているのではないか︑と
いう危倶を覚えます︒NUISの学生さんに
は︑情報システム能力を使いこなす人材に育
つことを望みます︒環境は整っているのです

Autonomy

情報センター長
（兼）図書セクター長厘

から︒

Howard Gordon
Brown

10期生一3年のみ一

大学は︑厳しい時 代 に
入っています︒厳しいとい

う意味は︑受験者の総数が減っていることだけ
ではありません︒学生 さ ん に と っ て も ま た ︑ 大

学に入って何を身につけるのかが真
剣に問われるという意 味 で 厳 し い 時

目標を高く持ち努カを
前惰報システム学科助教授平田透
それを生かした成果を身につけて卒業する人の
少なさです︒国立大学よりもはるかに良い情報
環境にありながら︑コンピュータを徹底的に習

Le田meI

3．SelfAcces畠a1ld

■

1．Co耐entTeaohing

代でもあります︒

最近の傾向として︑ 単 位 取 得 を 甘
くせざるを得ないとい う 話 を よ く 聞
きます︒これは︑おそらく学ぶ側の
学生さんにとっても不幸な傾向です︒安易な単
らで す ︒

位取得で︑それが標準 レ ベ ル と 思 っ て し ま う か

Re且di皿g
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高校生はじめど刺1＝でもこ参加でき京す！

0PEN・CAMPUS2006
◎開催日

4月29目（土）

10115〜14：10

◎会場新潟圓際情報大学本校
新潟市みずき野3−1−1

徒歩7分）

（JR新越後赤塚駅下車

＞＞＞スケジュール

◎会場新潟国際情報大学本校
新潟市みずき野3−1−1

受付

9145〜

徒歩7分）

（JR新越後赤塚駅下車

「向分にあった進路選択」

10：「5〜11105

学科及ぴカリキュラム説明

講演「進研プレス」編集長

関

一慈

氏

入試情報説明
「進路について考えてみよう！！」

11：「5〜12130

入試問題の傾向と対策
模擬講義

パネルディスカッション

新潟県教育庁

コンピュータ実習

語学体験

虹

高等学校教育課企画振興係

個別入試相談
就職相談

指導主事

山賀

淑雄

氏

日本文理高等学校

進路指導部

田中

誠

氏

セコム上信越

総務人事部長

阿部

賢一

氏

進研プレス

編集長

関

一憲

氏

新潟国際情報大学

学生部長

近藤

株式会社

海外留学相談
学生との懇談

12130〜13110

昼食（学生食堂で試食ください。無料）

学内見学

13110〜14110

「大学ってどんなところ？」

進

本学学生1こよるパネルディスカッション

※当日は、学内見学も可能です。

高校の進路指導の先生、
もしくは右記にお申込みくださし1。

〒950−2292

■1㎜■

．1一■咀■．1
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■平成19年盾 入学音選抜試験慨要（要約
高校長推薦
同

校
長
推
薦
入
試

指定校制

高校長推薦

公募制
高校長推薦
スポーツ

社会人入試

情報文化学科

10

情報システム学科

20
30
35

情報文化学科
情報システム学科

情報文化学科

若干名

情報文化学科

入

試験利用

推薦依頼を行し、ます。
面接・小論文

18年11月1目（水）〜
18年11月7目（火）

18年11月12日（日）

新潟

95
情報システム学科

60

情報文化学科

15

対象種目については、募集要項で確認してください。

情報システム学科

20

19年1月9日（火）〜
19年1月22目（月）

19年2月2日（金）

新潟
上越

19年2月1日（木）〜

・国語1国語総合（現代文）・現代文
・数学1数学I・数学I

（数学Iは、微分・積分を除く）
・外国語：英語1・英謁皿

19年2月15日（木）

19年1月20日（土）、21日（日）

学科試験を課さず、19年度のセンター試験の
成績で判定。全教科の申から2教科2科目選択

の入試センター試験を受験

配点1香教科100点o
（3科目以上受験した場合は薔得点の

していること

2教科2科目を合否判定に便用）

試

・国≡薔1国語総合（現代文）・現代文

後

情報文化学科

10

情報システム学科

15

25

期

19年2月16目（金）〜
19年3月2日（金）

・数学：数学1・数学皿

19年3月9日（金）

新潟

上記3教科の申から2教科を試験場で選択

19年2月7日（水）
19年2月7日（水〕

19年2月16日（金〕

19年2月23日（金）
19年2月23日〔金〕
19年3月9目（金）

19年3月13日（火〕
19年3月13目（火）
19年3月23日（金〕

●学費臨時給付奨学金（全学年対象）授業料・

施設設備費の当該期分全額又は1／2
●表彰奨学金（2〜4年生対象）10万円
●海外派遣留学・海外研修奨学金（2年生対象）15万円〜20万円 ●学費奨学融資制度奨学金（34年生対象）
借入利患相当額
●資格取得奨励奨学金（全学年対象）I種5万円、口種2万円

奨掌金制盾（給付）
▲

（数学皿は、微分・積分を除く）

・外国語1英語I・英語n

●学費特別給付奨学金（全学年対象）授業料全額又は1／2

木学独目の

18年11月30日（木〕

面接・小論文

上記3教科の中から2教科を試験場で選択

35

18年11月16日（木）
18年11月16日｛木〕

面接・小論文

若干名

35

学力推薦要件1全体の評定平均値3．8

以上又はL、ずれか1教科の評定平均値が4．5以上であること。

情報システム学科

期

入試センター

本学が指定校と定めた高校長あて1こ

情報システム学科

惰報文化学科
前

覧）

30
65

新潟市みずき野3−1−r

広報係品掩鵠島肌踏肝岨・…

新潟国際情報大学

．

鮒醐嗣舖欄蹄榊醐欄蹄髄鰯蟷甜繍睡1鰯鮒甜撒嗣嗣欄鮒

●

・

獺醒醐鵬冊醐甜鰍醐醐柵胴撤面欄酬醐蹄醐瀧捌固醐欄醐摘棚醐嵩醐醐撒麟甜醐蜻醐欄職鰍醐囲蟷鞘棚醐甜糟醐鵬掘＝苗昔三踊欄三：1搬f

．っかけだった︒この大学で培ったこと︑それ

この大学に入ったこと︑それがすべてのき
こから︑ノリで動いてもいいという考えが芽

たから︒それが一番の理由だろうと思う︒こ
とで︑とても充実し

くの人と出会えたこ

私の大学生活は多

を深めたのだと思い

有でもあり︑結束力

との貴重な経験の共

卒業を目前にして︑

やってきてしまった︒

ついに卒業の時が

実などなど思い出し

痴の数々︑衝撃の事

過ぎるものまね︑愚

が僕を成長させ︑変えさせた︒出会ったすべ

生えたといっても過言じゃない︒確かに案外
かなりの勇気が伴う︒実は予定外のハプニン
グだ︒しかし︑それを乗り越えればこそ白分

ての人に感謝している︒

特に今までの考え方を大きく変えたのは︑
特に印象に残って︑

た生活になりました︒

た時はとても充実し

ます︒学園祭を終え

とは初め．てだ︒楽し

たくないと思ったこ

これほどまで卒業し

れも私の心を揺さぶ

たらきりがない︒ど

スライフ︑これ

すぎたキャンパ

怒って︑そして

本当にたくさん

人たちに出会え

とう︒

させてくれたバ
ら汕
レー部に︑みん
晴ス
素勅 なに︑本当に感
で情 謝している︒私

し戦

である・ありがい川 らって︑いろい

て︑いろいろな
さま・そして友 動麻
人たちのおかげ 感川 経験をさせても

4年間を通し

子 感動した︒

たことが私の大

そして︑一番
感謝を伝疋たい
のは・部活で関
わった人たちで

これから︑後輩

はすごく幸せだ︒

学校関係者の皆矢

きな財産になっ

ある︒思い切つ部

て話をします︒

ぎます︒その中

一

大学4年間はあ

に幸せな気持ち

っという間に過

おかげで・そこレ
でたくさんの素バ

日が来ることを

で卒業を迎える

後輩︑かつこよすぎ

できる先輩︑可愛い

たくさんつくって︑

これからもバレー部

祈っている︒そして

を大切

たら今よりもっと多

るプレイ︑面倒だけ
どやりがいのある仕

楽しんでほしいと思

思います︒社会に出

ればなりません︒そ

くの人と関係しなけ

悲しい出来事︑面白

事︑うれしい言葉︑

私は︑新潟国際情報大学に入学してから︑

ごしていたはずです︒

なく何も分からず︑人と関わりを持たずに過

なら︑杜会のことをこれほど多く学ぶことも

㌔つ︒

ですてきな思い出を

の時きっと役に立つ

たちも同じよう

晴らしいものに

と思うからこそ︑

出会い

出会った︒尊敬

後輩たちには︐

にしてほしいと

ろなことを考え

での出会いは一

て部活に入った

たと思います︒

生のものになる

多くの関係した

って︑泣いて枠天って

た達成感を感じるこ

とができました︒

大きな影響を受けた

ノリで動く大切さも

勉強にも力を入

を学ぶことがで
かもが初めての

きました︒何も
経験で新鮮でし

の人と出会えたことです︒

高校時代までは︑人と話すことが苦手で︑

卒業をするまでにたくさんの人と出会うこと

の人たちと話した

ができました︒そ

ことで︑いろいろ

なことを学びまし

人と出会っていく上で︑話すことを苦手にせ

今後も︑仕事でもプライベートでも多くの

た︒

情報システム学科花岡

たくさんの出会いで学ふ

たことはありませんでした︒しかし︑アルバ

自分の知っている人以外とは︑ほとんど話し

イトを始めたこと

や大学での大人数
の授業などによって︑
話す機会がどんど

ん増え︑人と話すことが次第に楽しくなりま

私は︑高校時代には就職をすることも考え

ずに︑たくさんの知識を学んでいきたいと思

います︒

ていました︒もしあのときに就職をしていた

した︒

は親︑先生々

今でも当時の

ある人から今の自分は漢字で云えば﹁拓﹂

れましたが︑紅

立教大学の小川ゼミ

一度も会ったこと

た︒

学園祭は運営
のほとんどを学
生が仕切ります︒
かけて練り︑ 夏休み

企画を長い時間
も渉外に行くなど︑

とにかく多くの時間
を費やしました︒ま

はずです︒

惰報システム学科安澤さやか

大学生活の中で一番の思い出は︑たくさん

に活動していた仲問

た︑その時間は一緒

伸間でよく会つ

！年生のときに

た今︑小さなころは

会に入ったこと

紅翔侭嚢行委員

と感じるのは︑

はさらに大きくなれる︒それに向かう面白さ︑

紅翔祭の運営に参加し充実

あると知ってしまっ

なろうとも思わなかった夢に向かって走り出

情報文化学科石丸

アメリカ留学で変わった

大学2年のアメリカ留学だ︒異国の地で︑容
姿からもちろん考え

方ま で 何 も か も が 異
ちに出会えた︒見たこともない満天の星空も

している 白 分 が い る ︒

だと言われ︑本当にうれしかった︒今思う︑

が︑2004年12月

のない人たちとの合

ものの︑始まってみ

で︑緊張の中で

初日は研究発表
徹底的に勉強し
た︒二日目は︑

湯沢の市街地を

がったと思う︒

スキルアップにつな

のこれからの仕事の

ベント企画という私

を務めたことは︑イ

この合同合宿で幹事

ている︒

やりがいも感じ

に言われ安心し︑

った﹂とみんな

てから﹁楽しか

合宿が終わっ

深めた︒

散策して友好を

情報文化学科山澤頁

じて多くのこと

白分の名前のように﹁大志﹂を抱いてこれか
らも歩んでいければ︑と︒

翔祭の準備を通

です︒もちろん

全身で感じた︒留学が最高だったから大学3
年でも再び参加したし︑大学4年でも短期で
なぜ自分が海外に行一﹂うと思い立ったのか︑

アメリカを訪れてしまった︒

いまだによくわからない︒ただ面白そうだっ

しなければと常に使
u・η日に越後湯沢

宿ということで︑不

幹事の方に決めてい

命感と脅迫感にさい
で合同ゼミ合宿を行

安はたくさんあった

我々の臼井ゼミと

歳で社会人入学して︑

なまれて︑ガムシャ
った︒私はこの合同

信じられない︒55

若い 学 生 と 一 緒 に 卒
ラに勉強をしたのも
ゼミ合宿の幹事とし

れば学生同士す

ただいた︒

業である︒3年生で
良い思い出になった︒

4年間を振り返

ぐに打ち解ける

地理的問題︑お互

立教大とゼミ合宿で友好

蝿蝋鰍蟻鰯鱗鰯綴鰯鋤購鮒鱗徽鰯咀灘理
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なる素晴らしい人た

し、囲と

醸垣㊧庭つで』

た︒一生懸命に勉強

歴史学部に留学し︑

4年生のときに

て︑成功に向けて

の基礎がほとん
どで︑土台が築

いの学生同士だれ

ことができた︒

半年間動き回って
いた︒

ると全然勉強が

してからが本当

こととなっていた︒

調べ︑発表し合う

のテーマを双方が

大学での授業

かれただけであ

一人知り合いのい

ないことなどなど
問題が多かった︒

一番頭を悩ませた
た︒30人以上が泊

のが宿泊施設だっ

まり︑ゼミを行う部

になって立教大学の

の候補を挙げ︑直前

た︒何とかいくつか

のはとても困難だっ

屋がある施設を探す

られ素晴らしい

がとうございました︒

皆さん本当にあり

4年間でした︒

生の授業を受け

多くの立派な先

ならないと思う

建設しなければ

つかりと自分を

り︑その上にし

新潟と東京という

は人生の︑学問

ない︒

合宿では︑3つ

足りない︒卒業

も単位互換制度
を利用して受け

そして邦楽部

た︒

︵琴︶を立ち上

げ︑新潟市役所
でのロビーコン

サートの成功は

忘れられない出

季︒
4年生の2月
にはベトナムと
カンボジアに佐々

木ゼミで同行し
は卒業旅行で︑

た︒私にとって

最高に楽しいうれし
いことでした︒

大学に入学してか
ら日本育英会の奨学
金を得ることができ

の勉強かもしれ

新潟大学の授業

情報文化学科伊藤桂子

中国の北京師範大学

55歳で社会人入学をして

！

信なくば立たず1

時に思考の転換を
卒業生の皆さんご卒業おめでとう︒
この日を迎えられた卒業生の皆さんに︑
またご父母の皆様に新潟国際情報大学の役
員︑ 教 職 員 一 同 を 代 表 し て ︑ 心 か ら お 祝 い
申し上げます︒また本日ご出席のご父母の
皆様には晴れの卒業式でご子弟を目の前に
され︑お喜びはいかばかりかとご推察申し
上げ て お り ま す ︒

この度の本学卒業生は情報文化学科ユ2
0名︑情報システム学科ユ67名︑合わせ
て 2 8 7 名 で あ り ます︒このように溌刺と
して︑希望と期待に溢れ︑前途有為の皆さ
んを送り出すことができますのは︑新潟国
際 情 報 大 学 に と り まして大きな喜び︑かつ
大 き な 誇 り で あ り ま す︒

4年前の入学式での皆さんの様子を︑あ
らためて新潟国際情報大学広報第15号で拝
見しました︒覚悟を新たに引き締まった顔︑
自信ありそうな顔︑やや不安そうな顔など
いろいろでしたが︑本学での4年の学習を
完了した今︑感慨はいかがでしょうか︒4
年の月日はあっと思う間に過ぎたことでし
ょ う ︒ 本 学 で の 学 生生活は有意義でしたか︑

悔いは残りませんでしたか︒回り灯籠の絵
のように巡る数々の思い出を胸にしつつ︑
皆さんは住み慣れた学び舎を後に︑実社会
へと旅立つことになりました︒

のであります︒

社会での職場実務経験についてはインタ
ーンシップでの経験だけという人も多いか
と思います︒一抹の不安があるかもしれま
せんが︑新しいことへの挑戦ということで︑
むしろファイトが湧いてくることでしょう︒
皆さんが一員となる組織には︑どのような
組織といえども習慣的な思考や活動があり︑
それも一様ではありません︒したがって︑
最初からすべて皆さんの思い通りに進むわ
けではないでしょうが︑強い覚悟と信念を
持ちつつ︑他人の提一言にも耳を傾け︑努力
して白らの遣をつくり上げてください︒
どのような組織にしてもオーケストラの
ような社会であって︑目標に向かって一体
感があり︑組織そのものに力と責任がある
一方で︑組織の中の個人に対しては必ずし
も寛大ではありません︒皆さんは信頼され
る言行と誠実さとによって︑それぞれの人
間性と能力が評価されるのであります︒残
念ながら︑最近︑国内では社会を裏切るよ
うな行為がしばしば報道されています︒信
頼があってこそ成り立つ人間社会でありま
す︒ ︑信なパ賦立たず の言葉を皆さんの
これからの蟹言の中の一つに加えてほしい
衆知のごとく21世紀に入ってからの情報
技術の進歩はさらに著しいものですが︑遺
伝子操作などの生命科学技術の進歩や新し
い薬剤の開発などを含め︑多くの分野で著
明な進歩︑開発が見られており︑皆さんが
勤務する分野も例外ではありません︒この
迅速な変化に対応しながら活動するために
は常に自らの知識や披能の新鮮化をはかり︑
時に思考の転換をはかることが必要です︒
これは自分の仕事の漸進的革新にもつな

てください︒

がります︒したがって︑卒業後も継続して
学習するという︑いわゆる︑生涯学習︒を重
ノ
く考えずに︑人生の伴侶として考え実行し

ご存知の本学中央キャンパスでのオープ
ンカレッジも生涯学習の一つであります︒

例えば︑企業の技術系分野で活躍中の社員
が︑週日の夜間や土曜︑日曜日を利用し︑
大学院ビジネススクールで学んでいる例な
どはよく見られることです︒あるとき︑後

輩の後塵を拝していることに気がつき︑慌
てるのではなく︑常に白らの知識や技能の
増進︑開発を心に留め︑余裕のある明るい
人生を送るようにしましょう︒
第9回卒業生の皆さんを加えて︑本学創
立以来の卒業生は2657名に達します︒
大変うれしいことです︒同じ大学の同級生︑
先輩︑後輩︑教職員の人たちとは不思議と
容易に喜怒哀楽を共にすることができます︒
自分の悩みを打ち明け︑役立つ示唆をうけ
ることができます︒同窓会はこのような機
会のきっかけともなります︒本学の同窓会

現状を打破する心を持って
新潟国際情報大学の卒業式にあたり︑卒業

は毎年︑本学の中央キャンパスと東京都内
で開催されます︒勤務多忙のため必ずしも
容易ではないでしょうが︑ぜひ出席してく
ださい︒皆さんの社会生活の経験の中から︑
母校に対する意見や後輩に伝えたいことな
どありましたら遠慮なくお知らせください︒

母校の今後のあり方に役立たせ︑後輩の諾

君に伝えたいと思います︒

新潟県では昨年12月から本年2月にかけ
例年にない豪雪と寒さに見舞われました︒
そして今︑雪は消え︑暖かい春が訪れつつ
／
あります︒うれしい季節になりました︒︑春
なのに という気持もするのでしょうが︑
とうとうお別れの時になりました︒桜の花
咲く4月には︑皆さんは一人の社会人とし
て溌刺とした面持ちで新しい勤めに専念し
ていることでしょう︒これからの人生への
希望と期待を胸に大いに活躍してください︒
皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げ
ると共に︑前途に幸多かれと祈り︑送る言

セコム上言越株式会社は︑今年

葉と致します︒

私の会社

も今日の卒業式を終えた学生を迎えますが︑

すでに同じ学窓を巣立った先輩社員は︑県や
国の壁を越え︑グローバルに広がる情報杜会
の中で︑日夜︑目標に向かってがんばってい

私は今日︑学窓を巣立つ皆さんに︑はなむ

ます︒私は皆さんのこれからの努力とエネル
ギーの発揮に大きな期待と夢をかけています︒

その第1は︑常に現状を打破する心を持ち

けとして︑二つの言葉を贈ります︒

続けることです︒私たちを取り巻く実杜会に
は数百年も続いた習慣や常識が残っています︒

とは無限の可能性を秘めており︑現状打破の
中にこそ将来の発展がみえてきます︒これを

うかという現状否定と発想の転換が必要です︒
グローバルに広がる情報社会にとってこのこ

貴重なものもありますが︑それが現在︑未来
の発展への阻害になっているものが多いので
す︒すべての事に関して︑これで良いのだろ
国際化︑情報化社会に対応する学問を身に

忘れないでほしいと思います︒

される皆さんに心からお祝い申し上げます︒

であります︒

つけた皆さんの門出に︑社会人の先輩の一人
として大きな期待をかけ︑活躍を祈るばかり
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第2は︑当たり前のことを当たり前にやる
姿勢を身につけてほしいということでありま
す︒私はこのことを今年の年頭の辞でも社員
に伝えましたが︑簡単なようで非常に難しい

ことです︒地道な毎日の行動から新たな発見
も︑現状を打破しようとするエネルギーも生

まれてくるのです︒それぞれの立場で当たり
前のことを当たり前にやり︑白分を燃焼させ
て出す汗の尊さを知ることは︑これからの人

︑つ︒

生にきっと大きな意味をもたらすことでしょ

この2点を︑今日︑卒業される皆さんへの
はなむけの言葉とし︑これからの御多幸を心

に属し︑4年問︑さまざまな分野から雇⁝報﹂

﹁文化﹂を﹁情報﹂の

■文脈から読み解いた一つの応用学問を学んだ
ことは︑実に私個人への﹁生の源泉﹂となり

ちを打ち明ければ︑そこには大きな期待と同
時に︑不安と寂しさを感じざるをえません︒

が︑最後に4年問計り知れぬほどのご指導︑
ご鞭捷を頂いた教職員の皆様︑支え続けてく

支えていきたいと思います︒

加速する大学市場社会のなか︑なお︑本学か
ら好奇心に満ちた多くの学生︑教職員による
隆々とした学風が生まれるよう︑多方面から

を﹁文化﹂に創造し︑

学生はもちろん︑教員︑職員もまた時ととも
に流れ入れ替わり︑年々その色を変えていく
号に至る﹁国際・情報﹂
を読めば︑いまだ僅かな歴史のなかでも︑確
ものです︒現在は

ませんから︑これからは別のフィールドから︑

ました︒既に過ぎた4年問に戻ることはでき

o目自g8昌竃ニコ

実に我が校︑我が学部が変化していることを

の光に浮き足立ってそれまであった臭い過去
に蓋をするという傾向があるように思います︒
しかし︑アメリカで﹁卒業﹂とは終わりと同

実感できます︒

時に始まりの意味を含む

メンスメント︶﹂ということばを用います︒
したがいまして︑この答辞において私が触れ

新潟国際情報大学の学風に対し︑正直な気持

個人差はありますが︑少なくとも私にとって
大学4年間という時問︑空間は︑あまりに衝
撃的で︑そのほとんどが入学時の想像を大き

すべての方々︑仲間に感謝致します︒

卒業を迎えたこの場で︑今後も移り変わる

る﹁卒業﹂とは︑現在をまっさらな状態やゼ
ロに戻すという行為ではなく︑それまでの過

く超えるものでした︒だからこそ今︑この場︑
この時から立ち去るということは﹁寂しい﹂

代表取締役社長廣田

正治

幹人

代表取締役社長

小池

信介

■㈱リオン・ドールコーポレーション

代表取締役社長

●新潟中央青果㈱

田村

●文部科学大臣
小坂 憲次
●新潟県知事
泉田 裕彦
●新潟市長
篠田 昭
●新潟商工会議所会頭
上原 明
■日本私立大学協会会長 大沼 淳
■上越教育大学学長
渡邊 隆
■長岡技術科学大学学長 小島 陽
○敬和学園大学学長
新丼 明
●長岡大学学長
原 陽一郎
●長岡造形犬学学長
鎌田 豊成
○新潟工科大学学長
布村 成具
■新潟産業大学学長
吉田 邦夫
○新潟青陵大学学長
関
昭一
●新潟綜合警備保障㈱

一嗣国一

一紙面の都合により一部省略しました一

祈って︑私の答辞とさせていただきます︒

つか新潟で真の平和と民主主義が実ることを

すが︑春を待つ雪国のようにひたむきに︑い

開学の理念から引用し︑若干大きな言葉で

ださった家族︑親戚︑そして大学で出会えた

終わりを嫌い︑だらだらと長くなりました

次に︑ ﹁卒業﹂という言葉の意味から派生
して︑9期卒業生として︑原点を忘れぬため︑

気持ちを通り超し︑実のところうまく実感で

去を全身にひき受けて︑未来に向けて新たな
現在をつくりだす覚悟や行為として位置づけ
たいと思います︒どうぞご理解ください︒

本学開学の歴史に立ち戻ってみます︒
本大学は︑1994年︑日本で初の﹁情報

舎︑みずき野において日本初の情報文化学部

潟国際情報大学9期目卒業生として語ること
に大きな誇りを持っています︒新潟市の片田

しかし同時に︑私は今後︑社会で自らを新

きていないほどです︒

文化﹂学部を備え開学しました︒郷土を愛す
る創訓竪只小澤辰墨削理事長︑現学院長は﹁新
潟で平和と民主主義を考疋る﹂という熱い理
念を胸に︑新潟県︑新潟市など産・学・官・

民の協力を得て運動を進めました︒
当時︑大学の基本構想は︑内山秀夫初代学

高橋清二
代表取締役
野沢慎吾
総務部長
㈱総研システムズ
清水 保
常務取締役
ダイダン㈱
児玉貞雄
常務取締役業務本部長 岡本保彦
高砂熱学工業㈱
総務部長
鶴木㈱
天野敬作
統括部長
東洋熱工業㈱
関口建之
取締役総務部長
㈱新潟クボタ
山宮規男
執行役員
新潟綜合警備保障㈱
北村栄一
新潟リコー㈱〕
管理部部長
小黒 亘
防衛庁自衛隊新潟地方連絡部 新潟募集案内所長
松田心司
㈱マルイ
人事部次長
貫龍太郎
代表取締役社長
源川医科器械㈱
源川海雄

長︑浦昭二初代学部長︑第二代石川真澄学部
長の3先生らが︑まるで三銃士の心意気で︑

ご存知のように﹁国際・情報﹂は︑本学の

日夜議論を交わしながら熟考したといいます︒

広報誌として保護者︑関係者および卒業生に
配布されているものです︒その記念すべき第
−号から目を通すと︑今も古びず生きた眼を

せられた一流の情報文化人であったことを痛

持つ3先生の姿と︑新たに生まれた﹁情報文
化学部﹂に対するそれぞれの並々ならぬ思い
を知ることができます︒3先生のことばを読
むほどに︑私は︑彼らが明らかに﹁知﹂に魅

一つ参考に挙げるならば︑浦昭二先生は︑

感し︑畏敬の念を覚えざるをえません︒

を好奇心を大切にした﹁生の源泉﹂の学園に

新潟国際情報大学10年史のなかで︑本学こそ

さて現在︑本学がかつて浦先生が描いた﹁生

したいと語っておられました︒

の源泉﹂であるかと問われれば︑4年問を終
えようとする今も︑私にはその意思に応じる
このように︑大学という一つの公共空間は︑

自信はあ り ま せ ん ︒

セコム上信越（株）

からお祈りいたします︒

卒業おめでとうございます︒

生の源泉で学んだ誇りを胸に
未来に向け新たな現在を創る覚悟
本日は私たち卒業生 の た め に ︑ こ の よ う な

盛大な式を挙げていただき︑誠にありがとう
ございます︒またご来賓の皆様︑並びに関係
者の皆様におかれましては︑県内で多くの式

﹁卒業﹂

典が重なる3月にこうして足を運んでいただ
きましたこと︑卒業生を代表して心よりお礼
先 に ︑ 答 辞 を 述 べ る 前提として︑

申し上げます︒

ということばの意味について少し触れさせて
いただきたいと思います︒一般に︑日本で烹†

新津厚子

べてを水に流す︑また︑目の前に広がる未来

業﹂といいますと︑気安く過去を美化してす
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取締役人事部長

㈱ウオロク

報文化学科（総代）

聯磁；打箪麗撃繋簸1籍鋤で紀脅

晴れやかに287人の門出を祝う

㌧ン

ぴ㌶奪警1鷺鴛：鴛；篇簑鐵瓢緑ご篤鰍驚蝋雛畿簑簑燃
ステム学科167人）の卒業生が決意新たに社会に巣立って行きまし潅自

ました。

学位言己を授与したあと武藤輝一学長は「新しいことへの挑戦にファイト

最後に吹奏楽部の演奏で校歌陛がある風がある光がある」を卒業生

を湧かせ、強い覚橿と信念を持って自らの道をつくり上げてください」と告辞。

と一緒に教職員、来賓や父兄の方々も斉唱し、全員が大きな拍手で前途を

また、小澤辰男学院長が開学の由来をあらためて紹介し、環日本海・國際

化時代に通じる語学と情報教育の継続を希望しながら「世界に通じる社
会人として頑張ってください」と激励しました。
これに対し、卒業生を代表して情報文化学科の新捧厚子さんが「私たち

は未来に向けて新たな現実を創り出す覚悟でいます。国際情報という開

激励して記念式典を終了しました。

同日タには恒例の卒業記念祝賀会がホテル新潟で開かれました。晴れ
やかなスーツやドレス姿の卒業生たちは教職員を取り囲み別れを惜しみ、
同僚と夢を語り合ったり激励し合ったりして、門出を祝う華やかなパーティー

がいつまでも続きました。

『r

平成17年度（第9回）299人（情報文化12r人・構報システム178人）
平成16年度（第8回）294人（情報文化115人・構報システム179人）
平成15年度（第7回）314人（情報文化118人・情報システム196人）
平成14年度（第6圓）277人く惰報文化111人・構報システム166人）
平成13隼度（第5回）291人（情報文化118人・惰報システム173人）
平成12隼度（第4圓）294人（憎報文化114人・情報システム180人）
平成11年度〔第3回）303人く情報文化126人・惰報システム177人）
平成10年度（第2回）290人く情報文化124人・惰報システム166人）

平成9年度傑個）295人（構報文化116人・惰報システム179人）

糊月傘藁生含む
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