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新入生325人︵情報

人︑情報ヅステム学科

︶が大き掻財待に胸を膨らませ︑

キャンパ又で め 学 生 生 活 を ス タ ー

平江征夫学長が÷国際化と情報化が急
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察笛・器化すポ現代の多婁課
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「考えるカ」を身に付け

心豊かな社会人に成長を
のにしてください﹂と歓迎

分の夢・目標を確かなも

これに対し︑新入生を

の言葉を述べました︒

代表して情報システム学

科の近嵐元さんが﹁世界

にあふれている情報を正
しく理解するために︑白

的に挑戦し︑真剣に学び

分の学びたいことに積極

と力強く抱負を述べま

続けることを誓います﹂

式典では本校と派遣留

した︒

学・海外夏期セミナiを

韓国︑アメリカ︑カナダの

提携しているロシア︑中国︑

新任教員紹介3人

セージも各国語で披露されました︒新入

退任教員あいさっ3人

5大学からの祝福メッ

生たちは素晴らしい晴天で一気にほころん

めていました︒

だ校庭の桜の下で︑あらためて身を引き締

入学式特集
学長式辞 理事長祝辞
在校生代表・歓迎の言葉
新入生代表・私の抱負

新年度を迎えて新入生、在校生を激励
学長、学部長、学生部長、情報センター長

20年麿

報大学入学式

平成19年度主な就職先

進路ガイダンス・オープンキャンパス案

留学体験学生が国際交流フェァ
派遣留学・夏期セミナー帰国報告会
駐日ドイツ大使が本学表敬
内山秀夫初代学長が死去

平成21年度入試概要・奨学金制度

平成19年度卒業式特集
思い出一言・特別表彰・スナップ
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学長式辞

自らの意志を持ち
自ら考え発一一一目・行動を
新入生の皆さん︑入学おめでとう︒お祝い申し
あげますとともに︑心から歓迎申しあげます︒

新潟国際情報大学は本日第！5回の入学式を迎

え︑今年もこのように前途有為な溌刺とした新入
生を迎えられましたことは︑本学の何よりの喜び

この日を迎えられました新入生の皆さんはもち

であります︒

ろん︑ご同席のご父母の皆さまもさぞかし大きな

として本学の設立に大いなる期待を込めて支援を

少なさが指摘されていました︒そのため︑当時知事

も低く︑その原因の一つとして県内大学の受け皿の

を傾け︑自らの意見と比較することも大切です︒

言・行動してください︒もちろん他の人の意見に耳

の意志を持って︑自らの考え自らの意見を持ち︑発

くまで主役である皆さんの自主的な取り組みが
なければ実現されません︒今日から何事にも白ら

ります︒しかし学ぶことを通じて自立するのは︑あ

よう最大限の支援を教職員一体となってやってまい

本学は皆さんのこうした目的が達成されます

先につくことより︑有意義な人生を送るために必

ます︒大学生として目指すべき目的は︑良い就職

でも皆さんの方を向いて両手を広げて待っており

どんどん先生方にぶっかってきてください︒私もいっ

その必要条件です︒どうかそのためにも遠慮せず

くのは教職員の一体となった努力が必要ですが︑何

たいと念願しています︒良い大学をつくり上げてい

後に振り返った時︑思ってもらえるような大学にし

学が私という人間を大きく育ててくれた﹂と卒業

生で最も大切なことを学ぶことができた﹂﹁この大

その期待に見事に応えてこられた大学関係の諸先

決定したことを︑今懐かしく思い起こすとともに︑

白已の確立と他の人との協調をどう調和させてい

大学にしてまいりたいと思います︒﹁この大学で人

輩︑卒業生に深く敬意を表します︒

くかも重要な課題です︒
そして︑大学生時代は人生の﹁夢﹂を描く﹁青

返しから身に付きます︒どうかこの大学で大いに

皆さんは本学の開学の理念に賛同し︑また何ら
かの魅力を感じて入学されたことと思います︒近

春﹂の時でもあります︒﹁青春時代に描いた夢が大

るでしょう︒そのことは︑他人の気持を思いやれる

さんに豊かな自然の四季の変化を感じさせてくれ

学んでください︒

人々に多くの経済的・文化的恩恵を及ぼしました︒

年の国際化と情報化の急速な進展は︑地球規模で

きければ大きいほど︑夢はその人を大きく育てて

こには︑その夢に向かって最大限の努力をするとい

しょう︒人間が自然の中で生かされていること︑ご

人間性豊かな若者を育む大きな力にもなるで

越後平野の真っ只中にあるこのキャンパスは︑皆

要な﹁知識と考える力﹂を身に付けることです︒

よりも皆さん学生の大学生活での積極的参加が

一挙に世界を一つに結び付け︑お互いを身近なもの

くれる﹂と言います︒私もそう思います︒しかしそ

れていることに謙虚に感謝しながら︑大学生活を

しかし︑その一方でグローバル化した世界の市場

う前提があることを忘れてはなりません︒
この大学でよき親友を得て︑勉学だけでなくス

大いにエンジョイしてください︒

に引き付けました︒

を求めて動き回り︑サブプライムローン問題など世

ポーツや文化などのクラブ活動に青春を調歌して

どんなに楽しいことであり︑また将来において大き

の夢の実現のために大いに学んでください︒それが

を調歌し︑心豊かな社会人に成長されますよう

初めての学長挨拶のためかたくさんのことを要

の言葉

識︒をはっきりと持ってもらいたいのであります︒こ

があり︑何をしようとしているのかというカ自己認

人間社会でどんな立場にあり︑どんな長所や短所

もう一つ︑皆さんには︑自分という人間が何であり︑

う心掛けてください︒

百を︑後日悔いることの無いよう︑大切に過ごすよ

の4年も同様であります︒これからの本学での百

と戻ってくることはありません︒これからの本学で

ますか︑；冒申し上げたいと存じます︒
ヵ人生・には往復切符はなく︑一度出発したら二度

ますが︑希望と申しますか︑励ましの言葉と申し

皆さんの本学における学業は本日から始まり

ます︒

本日は元気溌刺として前途有為の325人の
皆さんの入学式に出席させていただき︑新潟国際
惰報大学の設置母体であります新潟平成学院の
理事・評議員を代表して心からお祝い申し上げ

いたします︒

心より期待申し上げ︑私の皆さんを迎える言葉と

望してしまいましたが︑勉学にいそしみ︑学生生活

お祝

皆さんと一緒に学びながら︑この大学をさらに良い

私も4月から本学の学長に就任した新人です︒

な人生の力になるかを知ってください︒

父母をはじめ多くの方たちが皆さんを支えてく

界経済を揺るがしかねない問題も引き起こしてい

ください︒併せて人生の夢をどんどん膨らませ︑そ

を︑情報手段を駆使したヘッジフアンドなどが利益

ます︒そして地球規模の文明の進展は︑温暖化な
ど深刻な地球環境問題を引き起こしています︒

このことは︑私たちに﹁進歩する技術を地球環
境を守りながら︑どう人間の文明の発展に活かす
皆さんはこうした時代をこれから生き抜いてい

か﹂という課題を突きつけています︒

くわけです︒それは必ずしも生きやすい時代では
ないかもしれません︒そして複雑化する現代のさ
い︑白らの考えで判断し︑自己責任の下で行動する

まざまな課題をきちんととらえ︑それに向かい合
ことはそう容易なことではないでしょう︒でも問題

そして皆さんはこれからの大学生活に大いなる期
教職員一同そうした期待に応えるべく全力でこれ

待をされておられることと思います︒本学の役員︑

です︒私の経験から申し上げるのですが︑そのため

を適確にとらえ︑正しいジャッジをすることは可能

喜びをもつてこの日を迎えられたことと思います︒

本年︑本学に入学された皆さんは︑情報文化学

には事柄の本質を見極め︑正しい答えを﹁考える

人生に往復切符は無い
4年の目々を大切に
新入生の皆さん︑ご入学誠におめでとうご
ざいます︒

輝一

武藤

からの大学生活を支援してまいりたいと恩います︒
科127人︑情報システム学科198人︑合わせて

力﹂を身に付けることです︒

一﹂うした﹁考える力﹂を身に付けるために︑大学

325人であります︒本学では平成6年春の開学
以来満14年を経過し︑この間3247人の卒業生

を社会に送り出しました︒卒業生は故郷新潟を

になる準備を整えることが︑皆さんが大学時代に

時代に大いに学ぶことが大切です︒それが皆さん
が大学時代にすべき最も重要なテーマです︒大学

創立の理念であります﹁わが国の社会︑文化につい
ての認識と理解を基礎に︑国際化︑情報化の社会

やるべきことです︒それには専門的分野の深い知

中心に実社会で活躍中であります︒そして本学の

の中で役立ち︑能力があり︑意欲があり︑人間性豊

識とともに︑幅広い知識を習得し︑考える訓練を

を卒業して社会人になるまでに︑﹁白立した人間﹂

かな人物を育成する﹂という目的が次第に達成さ

す︒考える力は﹁学び︑考え︑また学ぶ﹂ことの繰り

積み重ね﹁考える力﹂を身に付けることが必要で

学校法人新潟平成学院理事長

征夫
平山

本学の設立当時は︑本県の大学進学率は全国で

れつつありますことを喜んでおります︒

、、

新潟国際情報大学長

学業の完遂や大学卒業後の職業選択に大きく影

のしっかりした︑白己認識︒を持つことは在学中の

また4年間という時間も決して長い時間ではあり

にできるかどうかの重要な分起点だと思います︒

でも︑一つの情報だけを信じて検討をせず︑偏った知

間違っている情報も数多く存在します︒現実世界

もちろん︑見つけた惰報がすべて正しいとは限り

ことも多々あります︒気付いたころには大学生活

の真か偽か分からない情報があふれる中︑私たち

識を見に付けてしまうこともあります︒たくさん

ません︒インターネット上には正しい情報もあれば︑

よい生活をする上で必要不可欠です︒

響することになります︒

といろいろなことができたのではないかと反省する

ません︒私は今年度から3年次生になりますが︑
今までの2年間もあっという間で今考えるともっ

が終わっていて︑4年間何となく過ごしてしまった

それでは︑皆さんが本学でたくさんの知識・技能
を習得し︑心温かく︑人間性豊かな人間に成長さ

れますよう期待し︑お祝いの言葉とさせていただ

に必要なことは︑情報をただ﹁使う﹂だけではなく︑

きます︒

というような大学生活を皆さんには送ってほしく

えます︒インターネットの普及により︑それに伴う

そのことを正しく﹁理解する﹂ことが必要だと考

以上のことを踏まえて︑作家・高橋歩さんの﹁夢

やはり知識が必要ではないのでしょうか︒

危険も同じように増えています︒回避するには︑

ありません ︒

は逃げない︑逃げるのはいつも自分だ︒﹂という言葉

大学の授業は初めてなので︑今までと違いとても

を贈らせてもらいます︒みなさんは諦めなければ

自分の夢・目標を実現できる力があるはずです︒

に挑戦し︑知識を身に付けながら︑情報について広

湧く昌Ω要源

編集後祝に代えて

広報委員長越智 敏夫

古い記憶にユ972年のレコード大賞があ

ると確信していた︒発表の瞬聞︑テレビは椅子

る︒そのとき自分は﹁瀬戸の花嫁﹂が受賞す

に座っている小柳ルミ子を映していたが︑受賞

そのときの小柳の表情は忘れがたい︒当時

したのは﹁喝釆﹂だった︒

の私も地味だという印象しか受賞曲にはもっ

てなかった︒しかしそのとき以降︑小柳の曲を

不安ではあります︒自分の学びたいことに積極的

く考えて勉強するのはもちろん︑社会人としての
マナーを身に付けて︑本学での4年間の学生生活

この大学生活の中で皆さんは自分の夢・目標をよ

を送っていきたいと思います︒

り確かなものにできるよう願っています︒

最後になりましたが︑今日皆さんが本学に入学
されたことを心から祝い︑これからの学園生活が

一方向からの考え方だけではなく︑幅広い考え方を
して︑さまざまなことに目を向けられるよう日々

努力し︑真剣に学び続けることをお誓いし︑入学の
抱負とさせていただきます︒

新潟県知事
新潟市長

会長

学長

学長

日本私立大学協会
上越教育大学

長岡技術科学大学
学長
学長

長岡大学

長岡造形大学

学長

学長

新潟産業大学

店長

新潟工科大学

㈱三越新潟店

セ﹈ム上信越㈱代表取締役社長

代表取締役社長
国立極東総合大学︵□シア︶

㈱リクルート

北京師範大学︵中国︶
慶煕大学校︵韓国︶

裕彦

その決定の妥当性にっいては誰も予想できな一

い︒人生︑濡れ手で粟だから︒

くよくよせず︑体だけは大事にしてもらいた

だから卒業生の皆さんには目の前のことに

力的である︒

言で失職と復職を繰り返す原辰徳監督は魅

選手はつまらん存在だったが︑﹁人事異動﹂の一

﹁僕の人生に挫折はない﹂と言い切った原辰徳

しみ方があるような気がする︒その意味で

れど︑そこには自分の決定を離れた別種の楽

思いどおりにならないことが多い人生だけ

を好きになるのが人間である︒

篶㍑讐㌶帖㍑壮㌧

ら面白かったとか︑つまらない芝居だと思って一

・い︒嫌な仕事だと思っていたけれどやってみた

斉

慎習

文弘

俊男

成具

良子一

陽一郎一

陽一

隆

淳

昭

である︒好悪︑良否︑優劣とさまさまであるが︑一

私たちは日常において決定しつづける主体

をえない︒不明を恥じる次第である︒

はないが︑ちあきなおみに関しては認めざる

﹁年齢相応の理解力﹂という話は本来好きで

生の私は理解できなかったのだろう︒こういう

である︒ちあきなおみの傑出した才能を小学

フルコ⊥フスで聞いたことはほとんどない︒思い

皆さんにとって充実したものになることを願って歓

界にあふれていて︑私たちは比較的簡単にそれらの

最後に︑本学での先生方からのご指導に対して︑

出したように聞いてしまうのは﹁喝釆﹂のほう

迎の言葉とさせていただきます︒

私の抱負

情報を正しく理解するため
学びたいこと積極的に挑戦

家にいながらでも知りたいことが手に入り︑私たち

アルバータ大学︵カナダ︶

ノースウエスト・ミズーリ州立大学︵米国︶

柏野福広布上原小渡大篠泉
木沢井川村山 島遷沼田田

■歓迎の言葉

夢は逃げない⁝
目標をより確かなものに
新 入 生 の 皆 さ ん ︑ ご 入 学 おめでとうございます︒

またご臨席いただきました多数のご父母の方々︑
おめでとうございます︒皆さん の 入 学 を 在 学 生 一 同 ︑

皆さんは今日から大学生としての新たな生活

心より歓迎いたします︒

を迎え︑新しい環境に不安や緊張しているかと思
います︒また︑期待に胸膨らませている方もいるで
しょう︒私も2年前の入学式この会場で皆さんと
同じように期待と不安で胸がいっぱいだったことを
よく覚えています︒

これから皆さんが送る大学生活は授業や課外
活動など︑さまざまな面で今までの生活とは違っ

らしい入学式を挙行していただき︑そして︑激励の

本日は︑私たち新入生のために︑このようなすば

已の判断・自己の責任が求められます︒この点が今

う︒特に大学は何事にも自由な面が多く常に自

思います︒

の生活は楽なものになります︒今の時代︑これらの

現在は︑技術の発展によりさまざまな情報が世

先ほども言いましたが︑大学は何事においても
自由なため︑日々を何となく過ごしてしまいがち

ことはとても大切であって︑情報を学ぶことはより

情報にアクセスすることができます︒これによって︑

ですが︑その中で自分の目標や目的をしっかりと

までの高校生活と大学との最も大きな違いだと

言葉をくださってありがとうございました︒

たものになり︑戸惑うこともたくさんあるでしょ

t
i:

戸志仁
佐藤

設定できるかが4年間の大学生活をよりよいもの

酬

v; T * *
,]
tft
.=rT)

惰報システム学科
在学生代表

鰯学長

山征夫
越後平
野に春が

くの優秀な卒業生を送り出し︑その

ら14年︑本大学は地元地域等に多

足したことを思い出します︒それか

づいて︑多くの人々の期待を担って発

真似ることが勉強でしたが︑大学生

親︑先生︑先輩等を見て良い振りを

を示してもいます︒高校生までは両

るこの言葉は人間の成長の在り方

す︒﹁振り﹂と﹁舞う﹂からできてい

﹁振る舞う﹂という言葉がありま

とを学ぶ時期です︒白分の性格︑能

活ではそれを自分流の舞にするこ

に築かれた本大学の﹁白主・白律﹂の

伝統は︑今年の新入生にも引き継が

期待に十分応えてきました︒この間
任した私も新人です︒新入生と一緒
れることでしょう︒

く時でしょう︒今春新たに学長に就
に学びながら共に成長したいと考え

大学生活はそれまでの高校生生
活とは全く異なり︑大きな白由と

身に付けるのが大学です︒卒業す

力にあった他の人にはない踊り方を

ています︒

て︑自分の目指す大空に向かって︑

る時にはたくましい翼を身に付け

訪れるとと

そのためには自分の考えで行動する

引き換えに大きな賛任も負います︒

しています︒

大きく羽ばたいていくことを期待

た︒国際化・情報化に加え地方分権

白主性と︑その言動とに責任を持つ

後期課程修了

本大学は私が知事に就任して1
年半後の平成6年春に開学しまし

白律性が求められるでしょう︒

泌

北陸先端科学技術夫学院大学博士

もに︑今年

地域で育てようという高い理念に基

時代を迎え︑地域に必要な人材を

簡単に言えば︑その分野の﹁本﹂を

﹁本﹂とは図書だけではなく︑人の語

白分で読めるようになることです︒

や講義︑講演などと幅広く捉えてく

ださい︒そのためにはちょっとした壁

98年4月＾2008年3月

も大学の
キャンパスに15回目の新入生を迎え

心が持てる対象や分野を見つけ出

ぶ﹂ことだと思います︒

ました︒大学 が ！ 年 間 で 一 番 活 気 付

暗記して︑卒業に必要な単位数を取

す努力をしてください︒在学4年間

いずれにしても︑知的興味や好奇

打ち込むことも大切です︒

るだけでは﹁大学で学ぶ﹂意義を見

ではその対象や分野における基礎

ん︒苦手な授業も受けなければなり

を越える必要があるかもしれませ

す︒皆さんには若さの特権である可

の力で知識を取得し拡大していく
社会人へと成長することができま

ません︒でもここを突破すれば︑自ら

的な知識を得るわずかな時間しか

﹁大学で学ぶ﹂ということ

失ってしまいます︒また︑目的もなく

ただ︑言われたままにひたすらに

考えてほしいと思います︒

鰯情報文化学部長
情報システム学科教授

槻木公一

﹁何のため

以前︑本
学のオープ
むンキヤンパス
において︑

無為に時間を浪費していると︑賛重

に大学に行
くのか﹂ということを自分なりに考

大発展させていくメソッドを同時に

ありません︒しかし︑その知識を拡

能性と時間があります︒ぜひ自ら

しまいます︒もちろん授業に出て単

を願っています︒

納得のいく学生生活を送られること

な大学時代は矢のように過ぎ去って

2つを手に入れることが﹁大学で学

獲得することができます︒私はこの

があります︒ 入 学 さ れ た 皆 さ ん に

し︑授業以外にスポーツや課外活動に

位をきちんと取ることは大切です

えてください と い う お 話 を し た こ と

ぶ﹂ということについてもう一度よく

ところが︑昨年︑本学も応じた東

ケートでは︑﹁勉強もしない︑サークル

大による全国の大学生に対するアン

﹁良き社会人﹂﹁良き職業人﹂﹁良き

方の習得や勉強の仕方などに加え︑

市民﹂として︑基礎的な知識や考え

るという緒果が出ました︒私たちの

もしない﹂学生の割合が多くなってい

学生の本分である授業を中心と

ところです︒

生の大人としての行動を指導する

は︑気持ちを新たにして﹁大学で学

鰯学生部長

高橋正樹

情報文化学科教授

コミュニケーション能力や企画力といっ

秀明英光庸等学校（埼玉県〕勤務（担当英語）

福山大学工学部、人問文化学部
口8年4月 新潟国際橘報大学一1 請報文化学部准教授

2007年1月山2008年3月

した勉学は教員の計画︑指導︑評価

願いは︑できるだけ多くの学生が大

d酬目1叩r□目□t

1998年3月
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1998年マンチェスター・メト□ポ■」タン大学卒業

たより広い能力の重要性が再確認
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高橋

1委員長
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聾門演習A・口、卒業研究
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泌版
−

］ンピュータソフトウェア、

清孝

図書セクター長岸野

Nadasdy

情報システム学科
准教授

く担当科目〉

情報文化学科

センター長

洋

石川

Pau1Bela

く専門分野〉
ソフトウェア科学，形式仕様記述に関する研究。情報システ
ムの解析や横証が司能となるような璽求仕横、設計仕様な
どの記述法や検証法の提案、体系化
＜酷歴〉

3．丁冨宮k−b冒昌目d1目冒ming目□d「nt目r■angu目昌目

いうまで

学に愛潜と居場所をもち︑大学を
生活の中心として勉学にそして課

鰯鶉淵醐

もなく︑大

﹁ワクワク﹂生きましょう

組んでくれることです︒私たちは︑そ

外活動に﹁ワクワク﹂しながら取り

ために存在

学は学生の

のなかで︑

います︒

のための環境作りに努力したいと思

します︒そ

の白主的活動は︑それ白体︑学生生

されています︒サークル活動や学生

に︑これらの能力を高めるために貴

活を有意義にさせてくれると同時

が自主的に企画し活動する﹁課外
活動﹂があります︒これも広い意味

他方で︑サiクル活動のように学生

での学修活動として大学は積極的

ス内外での活 動 に つ い て 学 生 を 支 援

指導するためにあります︒具体的に

に支援しています︒今日の社会では︑

学生部は︑正課の授業以外のキャンパ

は︑サークル活動や学生の各種白主

重な成果を提供してくれます︒
活動についての支援や︑学内外での学

平成20・21年度の委貝長

コンピュータシステム，

ネットワークコンピューティング、

鰯情報センター長
情報システム学科教授

情報セン
ターは本学

学の専門図書館を管撃運営する部
極的な利用を期待します︒

田良事務局次長は︑﹁確かにイン

白分の仕事や︑人生にかかわる判断

タiネットは役に立ちます︒しかし︑

といわれて久しくなります︒学内で

に必要な情報を体系的かつ網羅的
に得るためには本が最適です﹂と

最近︑若者が本を読まなくなつた

の学生を見てみると︑本を読みふ

・

大学においては︑授業を通じて知
けっているのはほんの少数で︑携帯電

門です︒
識を得ることは重要ですが︑単に受

れています︒これは一夜漬けでは決し

く︑話しの浅さが目立つ﹂と指摘さ

﹁学生の受け答えが次へと続かな

語っています︒就職試験の面接では

動的に先生から知識を教えてもら

最良の仕事・人生を得るために

備わっていくのです︒最良の仕事︑人

読むことの積み重ねにより︑深みが

て身に付くものではなく︑日々本を
立ちます︒インターネットで情報を

話片手にメiルを打つ姿ばかりが目

東京に行くことになった女性の送別会で彼女が言ったセ

なるまで待てない−﹂というその映画の中で︑関西から

私にも行くところはいっぱいあるが︑帰るところはない︒

ぱいある人が私は好きである︒

める人も︑それはそれで立派だけど︑行くところがいっ

どうだろうか︒﹁俺の行く道はこれしかない﹂と思いつ

本誌﹁国際・情報﹂の主な読者である本学の卒業生は

口

回

一国士舘大学へ赴任一

ないでください︒それでは︑お元気で−

苦手だった学生の方は︑くれぐれも私の講義を取ら

今年の前期は︑非常勤としてこちらに来ます︒私が

のだな︑とそんなことを考えています︒

繰り返しの中で︑さまざまな経験をし︑成長してきた

あちこちを転々とし︑また新しいところに赴く︒その

えば︑札幌の近くの田舎町で生まれ︑その地を離れ︑

時の幼かった自分のことなどを思い出しています︒思

今︑研究室の掃除をしながら︑この曲の歌詞︑その当

すので︑退職するという実感がまだ持てません︒ただ︑

正直︑また非常勤講師としてこちらに来る予定で

一阿木耀子さん作詞︑穂口雄右さん作曲︶

歩いて行くんですね﹂

私たち歩いて行くんですね

123それぞれの道

畳の色がそこだけ若いわ−一中略︶−

机本箱運び出された荷物の後は

ほこりの渦を踊らせています

﹁春一番が掃除したてのサッシの窓に

う曲だったと記憶しています︒

キャンディーズの最後の曲は︑﹁微笑みがえし﹂とい

によって︑解散宣言をしたことでも有名でした︒

彼女たちは︑﹁普通の女の子に戻りたい﹂という名一言

ディーズという女性3人によるユニットがありました︒

学生のみなさんが生まれるはるか昔に︑キャン

み︑話をするのが好きなだけだが︒

ことにしている︒もっとも私の場合は単に皆と酒を欽

から︒私も同窓会やOB会にはできるだけ参加する

なく︑今の自分の立ち位置を確認する作業でもある

には参加すればいいと思う︒これは︑﹁帰る﹂ことでは

どちらの人も︑みずき会という立派な同窓会組織

口○

o

岸野 清孝

▲

の最も重
要な組織

の一つで﹁教

育・研究セ
うだけでなく︑自主的に本やイン
ターネットなどにより情報を収集

にお役に立てることを期待します︒

生を得るために︑情報センターが大い

クター﹂と﹁図書惰報セクター﹂から

成ります︒前 者 は 惰 報 関 連 の 機 器

いようです︒日本図書館協会の常世

仕入れるので︑不白由を感じていな

oo

し︑理解を深め︑身に付けることが

ロ

要求されます︒それゆえ皆さまの積

ことを︑陰ながら支援していきたい︒

ている︒本学が︑22世紀︑23世紀に存在する大学である

ることにより︑本学が存在する価値が生まれる︑と思っ

学生一人ひとりを教職員一体となって育てる努力を続け

な広告をするより堅実な広告であると私は思っている︒

卒業生が活躍できれば︑広報活動や取って付けたよう

卒業生一人ひとりを適所に就職指導することにより

う過程を思うとうれしくなる︒

そして本学まで採用活動のために来てくださった︑とい

いと経営者が思ったとき︑本学卒業生の後輩が欲しい︑

りに活躍して事業を拡大し︑さらに従業員を増やした

言ってきたときである︒本学の卒業生が入社し︑それな

きて︑来年の卒業生をわが社に採用させてください︑と

ロ

およびシステムを整備・管理して教

先生は﹁人工知能システム開発のこれまでとこれ

育と研究に供 す る 部 門 で ︑ 後 者 は 本

長年にわたり︑本学の発展にご尽力された永

られました︒

留学先のアルバータ州立大学からも感謝状が贈

が贈られ︑また情報システム学科の夏期セミナー

および最近の話題−ΩOO阻Φを中心にして﹂︑樋口

教授

武

光明

教授

今はゴジラなども監督している大森一樹が︑京都府立

大学の使命は学間の追究である︒しかし︑新設の本学

医大の学生だったころ自主制作した映画がある︒﹁暗く

の卒業生は︑学問に就くのではなく職業に就くと私な

﹁行くところはいっぱいあるの︒帰るところがないだけよ﹂

リフが︑30年以上たった今でも妙に心に引っかかっている︒

私にも何度目かの転身の機会がやってきた︒もちろん

りに判断し︑授業︑演習︑卒業研究指導に加えて就職活
れしいのは︑卒業生が白分の会社の社長とともに本学に

動支援も行ってきた︒この！3年間の大学生活で最もう

こととしたい︒

でうれしかったことをここに記し︑新潟へ別れを告げる

かったこと︑そうでもなかったこといろいろあるが︑その中

方々に心から感謝する︒その間︑楽しかったこと︑うれし

退職した︒13年間︑私を受け入れてくださった新潟の

3月末に！3年間奉職した新潟国際情報大学を定年

永井

情報システム学科

した︒永井先生は﹁私とインターネットの関わり

から﹂と題して講義︒最後に大きな拍手の中花束

迎えτ

両氏の最終講義が2月16日に本校で開催されま

2008年度を

井武︑樋口光明両先生が定年を迎えられました︒

鰍麗
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国際交流フェアにようこそ

︑一

キヤノンイメージングシステムズ㈱
㈱キューピツト

㈱空港保安事業センター
㈱頸城建エ
グ□一バルホーム㈱
㈱ケーオーケーケー
㈱ケー・シー一シー

興栄信用組合
㈱コーケン
㈱コメU
コンピュート□ン㈱

斎長物産㈱

新潟日報販売㈱
㈱新潟臼報旅行社
㈱新潟フジカラー

㈱マルト長谷川コ＝作所

㈱みかづき
瑞穂医科工業㈱
みずほインベスターズ証券㈱

JA新潟みらし、

日建レンタコムクループ
日産プリンス新潟販売㈱
日本通運㈱
臼本郵政グループ
日本サムスン㈱
㈱日本ビジネスサポート
㈱ニューアサヒ
㈱ニューメヂィア総研

太平興業㈱
大和リース㈱
㈱高儀
㈱高助
高野ガス㈱

三≡三菱電機メテックス㈱

㈱明和住販
㈱メガスポーツ
㈱メデイア・アナライザ
㈱メビウス
ヤマ八㈱ ヤマ八英語教室
㈱湯沢クランドホうニル

ネッツトヨタ新潟㈱

㈱八一ドオフコーポレーション
㈱八一モニック

㈱武富士
ダムズグループ
中越運送㈱
中越クリーンサービス㈱
中越通運㈱
鶴木㈱

パール金属㈱

THK新潟㈱

㈲ティータイム

日門

㈱バイタルネット

㈱レオバレス21

原信ナルスホールディングスグループ
はるやま商事㈱
㈱パワーアシスト
㈱パワーズフジミ

㈱レンタルのニッケン
ワタナベグループ
㈱綿半ホームエイド

廿」

・榊

刊 ｝≒

㈱レックス

叩

；

榊・

肝

㈱ヨドバシカメラ
㈱リビンクギャラリー
㈱リョーイン
㈱リン〕一コーポレーション

㈱Noah

タクトシステムズ㈱

押−

、1州

新潟トヨペット㈱

㈱ダイナシテイ

門．﹂

一明岬芋＝1岬ヰ門

㈱プルボン
㈱プ□デュース
㈱文武堂
㈱ヘイシア
㈱へ一シック
㈱北越ケーズ
㈱北玄
㈱北陸銀行
㈱堀川
㈱マルイ
マルソー㈱

新潟酒販㈱
新潟綜合警備保障㈱
新潟大栄信用組合
新潟タイヤモンド電子㈱
新潟中央ホーム㈱

㈱大光銀行
㈱第四銀行

5■月に新潟市で開催される主要国

北日本物産㈱
北臼本防食㈱
㈱きむら食品

㈱富士通新潟シスうニムス
ヴリヂストンタイヤ新潟販売㈱

JA新潟市

シリウスグループ
信越ペプシ〕一ラ販売㈱
シンコール㈱
㈲すゴき生花店
㈱スポット良食生活館
㈱スミック長岡硝子
セコム上僑越㈱
㈱セントラル情報センター
㈱総研システムス
綜含スタッフグループ
㈱損害保険ジャパン

首脳会議︵サミット一労働相会合を前

かんど歯科・小児歯科クリニック

藤田金囑㈱
㈱藤田製作所

㈱新潟県農協電算センター
㈱新潟ケンヘイ

㈱ジヤパンネット
㈱ジョイックスコーポレーション

に︑同市を視察したハンス・ヨアヒム・デ

柏崎信用金庫
カネ美食品㈱
㈱川内自動車

㈱フクエー
富士ゼ□ツクス新潟㈱

新潟縣f蓄用組含

清水商事㈱

ア駐日ドイツ大使が3月14日に本学

オスポツク㈱

芝通アドバンス㈱
シマトエ業㈱

を訪問し︑武藤理事長らと親しく懇史

㈱オーシャンシスラ＝ム

㈱ひらせしrホームセンター
㈱フォーワテック・ジャパン

㈱新潟クボタ
㈱新潟クランドホテル
新潟県庁
新潟県警察

㈱新潟県厚生事業協同公社
新潟県信用漁業協同組合連合会

新発田信用金庫

談しました︒同国ではサ︑︑︑ツト開催を障

オークス㈱

システムリサーチ㈱
㈱シスノーツ

保

㈱ジェー・アイ・イー・シー

機に﹁ドイツ社会保障史﹂展を本学の

㈲イートウオーク
㈱イートうスト

㈱エムーアイ・ディジャパン

会一

㈱シーディーネットワークス・ジャパン

㈱エヌサイト
エヌーユー情報サービス㈱
㈱エビス

日から開催することになり︑会場提

︑一

㈱ビツプ

」展

㈱ビツト・エイ

新潟クオリうニィサプライ㈱

㈱アルプス技研

新潟中央キャンパスを会場に4月30

︑．

㈱トップカルチャー

CEC新潟情報サービス㈱

NSGグループ

同大使は武藤理事長らと親しく

︑−

JAささかみ
三条商工会議所

萬代電業㈱
㈱BSNアイネット
東日本高速道路㈱
東日本旅客鉄道㈱

東北交通機械㈱
東洋電子工業㈱

㈱アミリ

HLS㈱

供が縁で表敬となりました︒

︑一

東京アプリケーションシステム㈱
東京コンピュータサービス㈱

外山産業グループ
新潟運輸㈱

工一ス交易㈱
㈱NS・コンピュータサービス

いサミット開催となるだろう︒今回の

︑一

サイバーコム㈱
㈱サカイ引越センター
佐川急便㈱
サキヤクリエイト㈱
㈱サンテック

㈱ウオロク
㈱エイエイピー

懇談し﹁新潟は美しい街で︑素晴らしイ∴

︑−

新潟でのサミット毒

浅野金属工業㈱
味の索システムテクノ㈱

㈱池の平ホテル
㈱インテックソUユーションパワー
㈱ウイング

会合を契機に教育問題でも交流が

︑一

していました︒

﹁ドイツ社

展は5月21

会保障史﹂

︑一■

されます︒

︑一

日まで開催

︑−■

地域との交流の架け橘に

4月21日から国際交流センター

3 0 日 か ら 新 潟中央キャンパスで

毎年実施している異文化交流︑異文化理解と目的

とした﹁派遣留学﹂﹁海外夏期セミナー﹂は︑本校の語

学 研 修 の 主 要 な 柱 で す が ︑ 参 加学生による﹁2008

流センターで︑30日から5月22日までは新潟中央キャ

年度国際交流フェア﹂が︑4月21日から本校・国際交

ロシア︑中国︑韓国︑アメリカ︑カナダの5カ国の提携

ンパスで開催されます︒

が︑これら参加した学生が中心となって︑各国での体

大学への留学に昨年度は最多の学生が参加しました

の パ フ ォ ー マ ン ス な ど で 披 露します︒本学の国際交流

験と成果を 写 真 や パ ネ ル ︑ 提 携 校 の 紹 介 ︑ 民 族 衣 装 で

だき︑地域 と 国 際 交 流 の 架 け 橋 に し た い と い う 願 い も

活動を広く仲間の学生や地域の人たちに知っていた

込められています︒

アークベルグループ
アークランドサカモト㈱
㈱アイエックスときわテクノ□ジー
㈱アイテツク
㈱アクティオ

■叩

叶叩一

≡

1榊

叩榊岬

」「苛榊……榊咄

刊岬甘」

叩榊

帖

恒例の﹁学内合同企業説明会﹂が2月14︐15

が舞い底冷えのするあいにくの天候にもかかわ

日の2日間︑本校体育館で開催されました︒雪

らず︑本学学生のために県内外から過去最多

となる222社の企業に参加いただき︑来春卒

参加した約300人の学生はリクルートスーツ

業生の就職活動がスタートしました︒

に身を包み︑緊張しながらもお目当ての企業

ブースを訪れ︑熱心にメモを取っていました︒2

月の声を聞くと︑学外でも多くの﹁合同企業

説明会﹂が開催されますが︑本学学生にとって

も︑この﹁学内合同企業説明会﹂が就職活動の
第一歩となります︒多くの企業の担当者による
親切な説明を聞くことができ︑今後の就職活

となりました︒

動を進めて行くうえで︑極めて有益な2日問

学内合同企業説明会開く

過去最多の222社が参加

す︒真っ赤に燃えるような赤いキムチの

なことばかりでした︒そして極めつけは

ような状態になったりと︑とにかく大変

は学校が停電︑バスに乗り生徒全員で
避難︒その後も同時に3本の注射を打
たれたり︑まさかの発砲事件に遭遇し
たり︑降電の危険性のため学校閉鍍の

悪天候のためかなり遅れ︑次の日の夜に

る︑衝撃の毎日を過ごしてきました︒ハ
プニングの連続でした︒行きの飛行機は

顔で返してくれます︒最初は銃を持っ

的です︒知らない人に声をかけても笑

アメリカの人々はとても優しく友好

のスピードで英語力が上達していました︒

自分の課題をこなし︑現地でできた友
人と英語で会誘をし︑目に見えるほど

と思いたいです︒ほかのみんなは着実に

といわれる毎日でした︒その分成長した

ため睡眠時間は削られ︑顔が死んでいる

深まり︑日本から定期的に連絡をくれ

れ︑同じロシア留学メンバーとの友情が

ロシア人や韓国人との間に友情が生ま

経験が自分にとって財産になったから﹂

をするにも自分で決めていたから﹂

さんの悪いこと︑いい人がいっぱいいたこと︑

色︑そして辛くて刺激的な味がするよ

勉強面では毎日課題に追われている

見ず知らずの他人と長話するのが 好 き
うな情熱的で激しい国でした︒日本との

る友人のありがたさも感じた﹂

生きている言語に触れ︑相手の言って
とです︒無事に帰ることはできました
いることも分かるようになってくると︑ が︑そのときは乗り継ぎもうまく行か

なのだと実感することができました︒

も私たちとなんら変わりない同じ人間

なイメージばかりが先行していました

であって︑大切なのは伝えたいという強い

本語が通じない状況におかれ感じたの
は︑言葉は気持ちを伝えるための手段

そして私は﹁兄3HK﹂言葉です︒日

ている︑人種差別をするなど︑マイナス

・笹川大輝﹁貝Pyx6a友惰︒現地で

・熊倉静﹁c0KP0BH岨a財産︒この

・駒木根和敏﹁cB06o貝a白由︒何

それらすべてが初めての発見﹂

で︑語学力の無い私の中国語に対しても

過去最多の5コース72人参加

平成19年度の留学・海外セミナーの

親身にきいてくれる︑人情味あふれる人

貴重な体 験 ︑ 成 長 ぶ り 披 露

流センターで開かれ︑貴重な体験を語
違いに驚きっぱなしでした︒

帰国報告会が1月16日︑本校国際交
たちでした︒

私たちが乗るはずだった帰りの飛行機
が存在しないと飛行場で宣告されたこ

り合い互いに成長をたたえ合いました︒

不安でいっぱいでした︒

ず︑日本に帰れないかもしれないという

情報文化学科2年鴨井

︿□シア﹈ース﹀

勇太

が︑実際に生活を共にすることで︑彼ら

こちらから話しかけることも楽しく

語学留学に行きながら変な感想で
すが︑言葉が通じないことはそれほ ど 大
なっていきました︒そのうちに自然と自

無事終了した情報文化学科の派
遣留学＾ロシア︑中国︑韓国︑アメリカ︶︑

の留学を通じて学んだことです︒必死

変なことではないなあと感じたのも︑こ

︵カナダ︺ の 合 わ せ て 5 コ ー ス の参加学
できるようになっていったのです︒言語を

分から話しかけに行き︑楽しく話しが

カリキュラム検討委貝会の中心と

の目的・特色など開設準備委員会︑

開学にあたり設置構想や教育

として本学の基礎を築かれました︒

評論を展開して注目されました︒

与えました︒また新聞等に多くの

叱唯して学生たちを激励︑刺激を

想や辛口の政治︑社会批評︑勉学

を共にし談論風発︑大学教育の理

員や学生たちと気軽に酒席など

・小野澤友里江﹁C皿eπ一軌跡︒留学は

すでに過去の記憶で︑その記憶や人との
山山会いの過程や思い出を忘れないよう

めての海外で︑日本とは違うこと︑たく

りました︒

■OHHMaT﹄．

﹁もし︑言葉や気持ちが通じなかった

らどうしよう﹂という不安を胸に︒しか
し︑カナダの人たちは思いやりがあり︑

たり︑逆にこっちが話しかけると笑顔で

とそれを察してくれて声をかけてくれ

対応もしてくれました︒そして︑言葉が

の気持ちを伝えることができました︒．

しかし︑ただ黙っている訳にはいかないも

の︒カナダ人は日本人と違い友好的で︑
とにかく見知らぬ人でも気軽に話しか

けます︒そのため︑ぎこちない英語で会

けてみよう﹂という考えに変化したのが

今まで日本限定での尺度で物事を見

自分でも分かりました︒

ていた私にとってこの夏期セミナーは︑文

じることができる︑よいチャンスでした︒

・渡邊美弥﹁0TKPHTHe発見︒初 化という世界の広さを自分の身体で感

会いはまさに一期一会だった﹂

・高橋勝一﹁He﹄OBeK人︒人との出

繋がっていることを実感した﹂

日本にいる両親や友達と離れていても

んの人と出会って繋がりが持てたことと︑

なくても︑がんばって言葉を伝えようと
時間の中での密の濃さ﹂
・冨永由賀﹁CB日3﹂繋がり︒たくさ した生活が﹁言葉が分からないから黙つ
ていよう﹂から﹁分からなくても話しか

なので︑日本と違う4ヵ月半という短い

ア人と遊び歩いて︑授業も全部ロシア語

・青木早苗﹁ryCTOTa密︒毎日ロシ 話をする日々が続きました︒その結果
セミナーの終わりごろには英会話がで
きるほどに上達しました︒言葉が通じ

繋がりを感じられた﹂

ころで触れ合うことができ︑人と人との

るなど︑まるで母親と娘のように深いと

うで出会ったロシア語の講師が︑勉強の
ことだけではなく︑健康を気遣ってくれ

・小田千由希﹁Ten刀O暖かさ︒向こ 通じなくても︑ジェスチャーによって自分

とのない面との出会い﹂

同じロシア留学メンバーの︑今まで見たこ

い︒いろいろな国の人との出会いだったり︑

・馬場綾香﹁3HaKOMCTBO出会 何かこっちが困っている素振りを見せる

にしたい﹂

貴旭

学は︑私たちにとって本当に良いもにな

話すことよりも理解すること︒この留

HeM roBoP班TL﹂大切なのは

﹃BaXHee

を理解しようとすることです︒

気持ちがあること︑それを伝えようと
すること︑相手の言葉ではなく気持ち

情難システム学科の海外夏期セミナー

かり伝わるのです︒ですから﹁国 際 交

に身振り︑手振り︑気持ちで示せ ば し っ

勉強するのに︑人と会話することに勝

生は総勢72人という過去最多となり
流﹂は︑言葉が壁ではないとしみじみ思

ました︒武藤学長が全員の無事帰国
と成功をたたえてあいさつ︑槻木学部

今回ロシアには12人が参加したので

；古で伝える思い

すが︑全貝に﹁4ヵ月半の自分の留学生

るものはないと実感しました︒

海を越え︑国境を越え︑偏見を越え︑

活を一一一冒で例えてください﹂と質問し︑

︿カナダコース﹀

・大野縞花﹁ロシア語でKPyr日本

私が代表者として紹介します︒

国人の日本に対するイメージを変えく

情報システム学科2年富山

なって論議を重ね﹁建学の精神﹂を

大学名誉教授︒慶応義塾大学名

世界の広さを実感

語で輪です︒ロシアでも韓国人や他県か

亡くなられた︒78歳︒突然の計報

確立︑また国際化・情報化・地域化

誉教授︒主な著書は﹁政治におけ

から﹂

る﹂という私の一つの留学での目標も少

しています︒
︿アメリカ﹈ース﹀

情報文化学科2年大橋

人生を形成した体験
白分の人生を形成する上で意味のあ

綾

ろ︑その目標以上のものを得たと確信

しは達成できたように思えます︒むし

ら来た日本人などと友情の輪ができた

せんでした︒﹁一人でも多くの韓国人︑中

には反日感情という偏見は何一つありま

の伸間をつくることができました︒そこ

﹁韓国語﹂という共通点で私はたくさん

いました︒
＾韓国﹈−ス﹀

情報文化学科2年齋藤

刺激的なキムチの国

はありません︒

チの国﹂というのは食事面だけのことで

の国﹂でした︒しかし︑私が韓国を ﹁ キ ム

ありました︒韓国埜言で言って﹁キ ム チ

い興奮︑喜び︑不安︑さまざまなことが

日本では決して味わうことので き な

雄介

長の音頭で乾杯の後︑各コースの代表

が留学の成果を発表しました︒初体
験の不安︑会話の苦戦と楽しみ︑カル
チャーショック︑多くの外国留学生との

交流など︑テーブルの軽食と飲み物を
囲んで︑いつまでも思い山山話が弾みま
した︒

情報文化学科2年渡辺 浩太

＾申国コース﹀

言葉は壁ではなかつた
興味本位で﹁行ってみたいなあ﹂と
韓国の人々は感情をむき出しに︑ス
思って臨んだ中国留学は︑さまざまな
トレートに表現します︒悲しいと き は
出来事と人々との出会いの連続でし 悲しいし︑うれしいときはうれしい︑怒
た︒中国人は考え方が大雑把 で す ︒ る と き は 本 気 で 怒 り ま す ︒ そ れ を 包 み
しかし中国人は買い物などの場面で 隠さず︑思ったことをそのまま表現しま

近代政治学の第一人者で︑教職

に︑新学期が始まったばかりの学内

ティ大学﹂構想とユニークなカリ

る理想と現実﹂︵＝二書房︶︑﹁政治

け奔走され︑94−97年度︑初代学長

本学の開学に多大な貢献をされ

が悲しみに包まれました︒

キュラムを編成︒そして﹁新潟とい

学における現代﹂一同︶︑﹁民族の基

開学の理念を確立︑辛口政治評論など展開
初代学長を務めた内山秀夫氏が

内山氏は1930年︑東京生ま
れ︒慶応義塾大学経済学部・法学

う環日本海の対岸諸国との交流

済評論社︶など多数︒

︵同︶︑﹁私学の立場から﹂︵日本経

層﹂一三嶺書房一︑﹁比較政治学﹂

98年3月︑退職︒新潟国際情報

都卒︒同大学院法学研究科政治
学専攻博士課程修了︒専攻は政

力と構想力︑情報処理能力を兼ね

拠点に立地する大学として︑語学

理念を確立しました︒

備えた知識人を養成する﹂という

の3つの教育原理による﹁コミュニ

4月6日︑東京都日野市の病院で

授︑福沢研究センター所長︑日本政

治理論︑近代日本研究︒同大学教

開学のおよそ4年前から新設に向

治学会理事などを務めた後︑本学
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＝新潟脅陵高等学校
進路指導部
永井 孝史氏 1
1（株〕コ□ナ
総務部人事課上田 佳則氏 ＝
1ベネッセグループ
進研アド
小林 俊也氏 1
1新潟国際庸報大学
学生部長
高橋 正樹
＝

＝12：30〜13110＝屋食（学生食堂でこ試食ください。無料！）

1

＝13：10〜14：10＝本学学生1こよるパネルディスカッション

l

：

l「大学っτどんなところ？」

≡

※変更となる場合もありますので、
事前1ここ確認くださし、。

※当日は、学内見学も可能です。

高校の進路指導の先生、

お問い合せ先

〒950−2292

もし／は右記までお申込み／舳新潟国際情報大学

一
．帥

推

屠

乖

薔校長推薦
指定校制

情報文化学科

高校長推薦
公募制

情報文化学科

薦
．入

学

≡

i

10

三

．

1｝・呂

翫三呂

一
榊

三
止一

肺

二・
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高校長推薦

面接・小論文
20年11月1日（土〕

スポーツ

情報文化学科

崖

÷

「

学力推薦要件1金体の

評定平均値3．8以上またはし1ずれか1教
科の評定平均値が4．5以上であること

．誠

験

嵩

推薦依頼を行います

65

情報システム学科35

。

広報係錺識独uiよ二葦コニ榊3690

本学が指定校と定めた高校長あて1こ

30

情報システム学科20

30

≡サ

新潟市西区みずき野3−1−r

11月11目（火〕

若干名

20年11月16日（日）

情報システム学科

面接・小論文
新潟 対象種目1〔ついては、募集要項で

20年11月20日〔木〕

20年11月20日（木）

1

12月5日（金〕

確認してください

情報文化学科

社会人入学試験

面接一小論文

若干名

情報システム学科

情報文化学科

前

35

期

95
情報システム学科60

般
1入

学

大学入試
センター試験

利用

情報文化学科

15

35
情報システム学科20

試

21年1月6日（火〕
21年2月2日（月）
壬
1月22日（木〕

個語1国語総合（現代文）・現代文
新潟 ．数学＝数学I 数学］
（数学］は、微分・積分を除く）
上越
・外国語1英語1・英言吾II
上記3教科の中から2教科を試験場で選択

21年2月7日〔土）

21年2月7日（土）
1
2月17日〔火〕

学科試験を課さず、平成21年度の大学
21年1月30日（金〕 21年1月17日（土〕、18日（日） 入試センター試験の成績で判定、全教
21年2月21日〔±〕
科の中から2教科2科目選択
の大学入試センター試験を
21年2月21日（土）
｛
配点：各教科100点
2月16日〔月〕 受験してし、ること
（3科目以上受験した場合は高得点の2
3月10日（火）
教科2科目を合否判定に使用）

；験

情報文化学科
後

・国語1国語総合（現代文）・現代文

10

25

期

情報システム学科15

・数学1数学1・数学n
21年2月16日（月）
（数学］は、微分・積分を除く）
21年3月10日（火〕 新潟
｛
・外国語：英語1・難吾n
3月3日（火〕
上記3教科の中から2教科を試験場で選択

21年3月13日（金）
21年3月13日（金〕

1

3月24日（火）

本学独自の奨学金制度（給付）
●学費特別給付奨学金（全学年対象）授業料全額又は1／2
●資格取得奨励奨学金（全学年対象）I種5万円、1種2万円
●表彰奨学金（2〜4年生対象）r0万円
●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r／2
●海外派遣留学海外研修奨学金（2年生対象）r5万円〜23万円●学費奨学融資制度奨学金（34年生対象）借入利息相当額
豊

▲

．

蕎．

．

．

…

●

・

i

1

．

．

﹁4年間何もしないで遊んでいるのも貴重な体

楽しく教えるためには︑何倍もの知識と何時間

小・中・高校生を対象に︑世界の難しい問題を

感じてもらうための進行内容を熟考しても︑学

にもおよぶ準備︑そして即興性が必要だ︒問題を

験︑何かするのも貴重な体験︒だから無駄な時

何かをし て 速 く 大 き く な ら な く て は と 焦 っ て

間はないんだ︒﹂

私は﹁伸間﹂とい

朝鮮学校の生徒を文

格させたり︑ゼミで

サークルから部に昇

という表現の素晴ら

ます︒

をしていたように思い

ほとんど資格の勉強

大学生活4年間は︑

楽しい場所でした︒そ

思っています︒とても

て︑本当によかったと

選んだ竹並ゼミに入っ

学生活で一番思い出に

学したことが︑私の大

ダ・アルバータ大学へ留

2年の夏休みにカナ

ナダの広大な自然や

行では味わえないカ

な場所へ行き︑観光旅

バータ州のさまさま

たが︑英語や文

くることができ

グラムは︑例年に

カナダ留学プロ

2005年度の

がとうございました︒

います︒本当にあり

親に感謝したいと思

話になった大学と両

最後に︑4年間お世

す︒

りたいと思いま

大きな人間にな

のような︑器の

し︑カナダの自然

重な体験を糧に

ら︑このような貴

社会人になった

ます︒これから

にそれだと思い

の留学などまさ

いわれますが︑こ

いことがあると

生にしかできな

学生時代は︑学

した︒

文化にじかに触れま

残っていることです︒

させてくれて︑

化など︑とても

い留学期間でし

そこではとても

多くのことを学

5週問という短

白然な自分でい

ぶことができま

も好きなことを

ることができ︑

ました︒普段の

私が参加した

した︒

授業も︑合宿

絶好の機会でし

に︑友達を作る

語を学ぶととも

学生が多く︑英

比べて参加した

落ちてよかったと

最初のゼミに

い出です︒

も︑本当にいい思

を楽しく締めく

お陰で大学生活

たちがいて︑先生

こにはとても明るい人

4年間で5回資格
を受けました︒

合否は2勝3
敗︑散々な緒果
です︒しかも︑資

い

格の勉強に集中

するあまり︑私

な

い

に入れませんでら

は志望するゼ︑︑︑

した︒ゼ︑︑︑に入

る努力を怠ったは
のです︒そのゼ︑︑︑悔

−﹁

以外考えていな後
かったためかな

りヘコみました敗
が︑私は資格を失

はいいませんが︑

の5週間を共に過ご

た︒実際に︑留学期間

受け続けたこと

はありません︒たとえ

したことで︑今は多く

失敗イコール悪いことで

の友達に恵まれてい

まったことも︑反省は

失敗をしても︑白分で

ます︒留学中は︑アル

も︑ゼミに落ちてし
すれ後悔はしていま

らないと考えています︒

決めたことに後悔はい

その後2次選考で

せん︒

ちにはこの場を借りて感謝の気持ちを伝えたい︒

大学の先生︑大学生活で出会った友人や仲間た

で︑今の私がここにいれるからである︒親をはじめ

と︑実に多くのことを学び体験することがで

とができた︒

く成長するこ

私白身も大き

ン能力や行動
力が身に付き︑

人との出会いがあったからこそ︑コ︑︑︑ユニケ﹂ンヨ

情報システム学科駒形

多くの出会い一生の財産に

ナダ留学︑遊びや飲み会︑インターンシップ︑就

職活動︑卒業
研究︑挙げて

みるときりが
そしてこれら

ないくらいだ︒

なら多くの人との出会いや支えがあったおかげ

だろう︒これはとても幸運なことだと思う︒なぜ

社会人として精いっぱい頑張っていきたい︒

に︑これら大学生活で得たものを糧に︑春からは

を通じて多くの人々とも出会えた︒
日々の生活ではあまり実感がわかないが︑あらた
その出会いは私にとって今後一生の財産になる
めて顧みると強く実感することができる︒最後

高広

きた︒大学での授業に限らず︑アルバイトやカ

今までの大学生活4年間を振り返ってみる

祐太朗

年・クラスの雰囲気−人数によって同じテーマでも

う表現を大学で初め

化祭に招待し民族舞

と出会った︒私は大

しさを伝えて︑そし

カナダが私に与えたもの

いた！年の頃︑この言葉が胸に響いた︒そう肩の

同じ条件ということ

もたちへ投げかけ︑

はあり得ない︒子ど
蘭夢
反応を見て言葉遣

いや説明を変えたりする︒人に教える立場を経

情報文化学科小出

﹁今し李きないこ 教える立場を経験し学んだ

力を抜いてみると︑

とをしょう﹂という

自分の思いに気づく
ようになった︒そして︑授業︑ 留 学 ︑ ア ル バ イ ト ⁝ と

これからはもっと大きな舞台に放りだされるこ

験して︑総合的な力を勉強できたと思う︒

とになるが︑2年間かけて体験した貴重な時問

機会があれば何でもしてきたが︑今思えばまだ

のは︑3 年 か ら 参 加 し た 国 際 交 流 イ ン ス ト ラ ク

う当たり前のことに
て知った︒それまでの

踊を踊ってもらったり

活を充実したも

学生活でさまさまな

て最高の仲間と共に︑

拓也
情報システム学科川上

鰯鰯燃鰯韓鯉醐鰯

欄融辞
融
欄鰯

鴛欄彗王鮒三王臓埋艶榊蜻撤瀞鵠麟職繍岩湘燃蝕1甜鱗鰯鰯盟鰍灘韮麟麟蝋鰯鷺1蝋蛸謀蹴瑚醒鶯1臓＝罵麟囎欄翻撤

まだ受け身だったように思う︒そこから脱出した

入学してしばらく
楽しさは︑白分の知ら

気がつきました︒私の

私の中での親しい人

は︑きっと今後の糧になると信じている︒

の間︑大学生活は想

を指す代名詞は﹁友

ターだった︒

像していたものとは
とたくさんの人に出

ない世界を知ること

などの挑戦だ︒

これらの挑戦が

裕すべて成功に終

一

りたいこと は こ こ で は

達﹂であった︒

初めてこ の 代

名詞を聞いたと

き私は︑人とた野わったのは︑力
人との強く熱え短を合わせてくれ
いっながりを感会−希間がいたか
じた︒友達とい出蝋らで麦︒この
うよりも︑仲 一﹂化 仲間たちのおか
文

な

間と表現したほ問鱗げで今の私があ
うが︑一緒に何中 り︑彼らがいた
︷
かをするというく からこそ大学生

でのにすることが

意味が感じられ

た︒

できた︒
は︑多くの﹁仲友 これからは︑

大学生活で達
知の世界でのさ

ことにも白から挑戦

ことに挑戦してきた︒

私がこの﹁仲間﹂

間﹂と呼べる人

していくことを大切

新たな仲間に出会っ
ていきたい︒

硬式野球部を部員み
んなで力を合わせ︑

にしていきたいです︒

がありますが︑どんな

まざまな出会い

したら︑また未

大学を卒業

した︒

うになっていま

も向き合えるよ

も白分自身と

ちで学校生活と

までにない気持

た時から︑それ

するようになっ

から進んで行動

とですが︑白分

そんな簡単なこ

会うことです︒

大きく違い︑自分のや

といつも思ってい

見つけられない

ました︒学校に
いても特に楽し
いこともなく︑ど

とが学校にはな

うして楽しいこ
いのかという思
いでいつぱいでし
た︒

しかし2年次

後期にアメリカ
に行き︑いろいろ

なことに進んで

取り組むように
なったことで︑

自ら挑戦する大切さ学ふ

﹁楽しさ﹂はどこかに

あったり誰かが持って

きてくれたりするも
のではなく︑自分で見
つけるものなのだとい

崇子

情報文化学科片野

情報システム学科後藤

禰獺徽鰍鰯鱗鰍撚鱗
繍踊櫛麟鞭融融撒理鰍鰯鰯燃鰍醐醐
培徽撤
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；−峯平成19年度

高い潜在能力と
習慣的能カを発揮しよう

わず自主性︑自律性を備えた社会人として船出

を続けようではありませんか︒平素気がついたこ

の強みと弱みをあらためて認識して︑人生の歩み

て︑それまでを振り返り︑白らの変革を行い︑白ら

たいと思います︒

を︑大切な教訓・として心に留めておいていただき

いたことでしょう︒残念でありました︒先生の言葉

けていれば︑本日は元気にこの卒業式に出席されて

越後で育った人は何事にも控えめであり︑おと

ればなりません︒大学の卒業式の告辞の中で申し

人生を過ごすためにはなんといっても健康でなけ

ところで︑これから精いっぱい活躍し︑悔いのない

会い︑悩みを聞いてもらうこと︑示唆を受けること

同窓会では同級生︑先輩︑後輩︑教職員の人たちに

内において同窓会関東支部総会が開催されます︒

キャンパスにおいて同窓会総会が︑7月には東京都

例年︑6月には新潟市内の本校あるいは中央

とを手帳に書き留めておき︑反省の資料にするこ

なしいと言われておりますが︑一旦その気になりま

上げるのはあまり例のないことでしょうが︑平素︑

す︒多忙と思いますが︑皆さんの同窓会への出席を

とをお勧めします︒

すと高い潜在能力を発揮すると言われています︒

健康の維持を心掛けるよう強調しておきたいと
思います︒まずはご存知のBMIの測定も簡単で

するものと信じております︒

然し中にはその優れた潜在能力を発揮せずに一生

便利な方法です︒一定年齢に達してからの職場や

かでしたが︑北風が強く大変寒い冬でありました︒

昨年の暖冬に比べ︑今年の新潟市内の積雪は僅

ができ︑何よりもその後の生活に勇気づけられま

の講義や実習︑さらに学生生活から得た習慣的能

を終える人もあることでしょう︒皆さんが大学で

期待しております︒

しょう︒癌腫︑肉腫などの悪性腫瘍は皆さんの年

校庭の桜並木の蕾も開花の時を待ち構えているよ

市町村での定期健診や特定検診は必ず受けま

齢層でも見られますし︑年齢が高くなるほど発生
率は高くなります︒皆さんが講義を受けた某先

力は︑これからの社会生活の中で大変役立つこと
と思います︒習慣は第二の天性とも言われ習慣的

に放置しますと︑ときには徐々に消槌して行きま

能力もその中の一つでありますが︑そのまま使わず

す︒然しこれに新しい知識や技能が加えられるこ

生はちょうど2年前に胃癌でなくなりました︒2

で︑お客さまからも社内の仲間からも非常に信頼

しゃっていましたが︑辛抱強い︑粘り強いということ

り組んでいる︒それから︑先ほど武藤先生もおっ

の高さもさることながら︑常に前向きに仕事に取

に高い評価を得ています︒それは︑ITリテラシー

この情報大の学生さんたちは︑当社に入って非常

一番大きなグループのひとっでございます︒

て！2人になります︒私どもの会社でいえば約5％︑

続いており︑この春にさらに2人に加わっていただい

当学の学生さんは第一期生が入って以来︑ずっと

採用させていただいています︒

開学以来ずっと切れ目がなく︑優秀な学生さんを

と致します︒

皆さんのご卒業を心からお祝い申し上げるとと
もに︑前途に幸多かれと祈り︑皆さんを送る言葉

︑つ︒

うです︒この桜が咲き乱れる4月には︑皆さんは一
社会人として真剣な面持ちで活躍中のことでしょ

とによって︑元からあった習慣的能力は活性化され

増大されます︒このような力を持つのが皆さんご
存知の生涯学習や継続学習と呼ばれるものであ
ります︒生涯学習をしかつめらしく考える必要は
ありません︒平素の余暇の中で可能であります︒

より︑本学にとりましても大変な喜びであります︒

大きい夢と高い志を

ねφと私に申されました︒そしてその1週間後に
亡くなられました︒定期健診で発見し手術を受

年前の卒業式に車椅子に乗って出席された先生は
しみじみと︑定期健診を受けていればよかつたです

この日を迎えられた卒業生の皆さんに︑またご父

学習は必ずしも大学︑大学院︑各種学習センター

本日︑一三に多数のご来賓並びにご父母の皆様
にご出席いただき︑第u回新潟国際情報大学卒業

母の皆様に新潟国際情報大学の役員︑教職員一同

きます︒常に新しい知識や技能を身につけるよう

式を挙行できますことは︑卒業生の皆さんはもと

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

心がけましょう︒真面目に仕事をしていても︑漫然

などでなくとも︑マスメディアも利用することがで

を目の前にされ︑お喜びは如何ばかりかとご推察

と流れに身を任せていては職種の進歩・発展に同
ともできません︒

調することはできませんし︑自らの向上を図るこ

システム学科ユ79名︑合わせて299名でありま

企業︑機関の中で︑平素の真面目な勤務状態が
認められ︑急に他の人の上に立つ立場に昇格した

この度の卒業生は情報文化学科120名︑情報

申し上げております︒

途有為の皆さんを送り出すことができますのは︑

す︒このように溌刺として︑希望と期待に溢れ︑前

とき︑全く白信を喪失し︑ノイローゼになってしま

と仕事に従事し︑自らの知識︑思考や技能の向上︑

う人があります︒一見真面目に見えながら︑漫然

我が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︒
皆さんが入学された平成1 6 年 に は ︑ 新 潟 県 内 で ︑

新鮮化を図ってこなかった人に起こり易いようです︒

ころです︒私が最も期待をする若手のメンバーの中

県央を中心とした水害及び中越地震があり︑さ

まずは︑卒業生の皆さん︑本当におめでとうござ
います︒卒業生の皆さんが喜ばれているのは当り

本当に良い先輩が世の中に出ています︒私ども

を集めている︑そういう共通点を持っておヶます︒

前のことかも知れませんが︑今日まで育んでいただ

ております︒

に何人も当学の卒業生がおります︒非常に頑張っ

持ち続けてほしい
ること︑1年に2回は立ち止まって︑それまでの道

いたご両親やご家族の喜びは大変なものじゃないか

らに昨年︑中越沖地震がありました︒被災された

を振り返ることであるψと言いました︒フランシス・

なとお察し申しあげます︒
あるでしょう︒こんな時には︑ひとまず立ち止まっ

でとうございます︒私どものお付き合いは︑当学が

それに大学関係の先生方︑皆さん︑本当におめ

かも知れませんけれども︑皆さんに分かりやすく一

さて︑私も皆さんの先輩として︑先ほど武藤先
生がいろいろとお話をされており繰り返しになる

の会社では一番上が34歳くらいですので︑中堅のと

フクヤマは︑個人の成長と白己変革の繰り返しで

でしょうか︒ピータ！ドラッカーは︑仕事に集中す

ある︒と申しています︒これからの人生︑すべてが順

皆さんがこれから一社会人として自分なりに考
えて満足できる人生を送るために必要なことは何

に良かったと思っております︒

調とは行かないかもしれません︒迷いの出ることも

備えるよう希望しましたが︑これからは期待に違

無く学業を修了し︑本日卒業の運びとなり︑本当

の価値観を持ち︑自らの言動に責任を持つ習慣を

ことでありました︒然し被災された学生諸君も志

1,,,,y (t )

4年前︑皆さんの入学式の告辞の中で︑本学在
学中に自主性と自律性を備え︑白ら行動し︑白ら
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武藤

学生諸君とご家族の方も少なくなく︑誠に残念な
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新潟国際情報大学長

10

つだけお願いをしておきたいということで︑はなむ

を身につけたい︑そんな思いで中国留学を決意し

ターでの経験は︑入学した当初には想像できなかっ
た充実した毎日をもたらしてくれました︒自ら考

私にとって中国留学と国際交流インストラク

活に帰りたいと思うこともしばしばありましたが︑

かり実行することは難しいです︒これを繰り返し

え︑行動し︑省みる︒これは簡単なようですが︑しっ

ました︒留学当初は︑言葉も分からず︑慣れない生

共に学んだ仲間たちの支えがあり︑乗り越えるこ

ラクターの活動は私にとって大きな刺激となり︑将

実践する場となった中国留学や国際交流インスト

とができました︒この留学は私にとって変革のチャ

ンスとなり︑多くの人々と触れ合うことで物事を

学問だけでなく︑多くの人々と出会い︑議論した

来の礎となっていくことでしょう︒

多角的に捉えることができるようになり︑また世

界だけでなく自分の暮らす日本︑新潟についていか

るい未来に向かって広く社会に貢献していきたい

ことは大学生活の楽しい思い出となっており︑心の

に無知であるかを思い知らされました︒そして︑

また︑4年次に参加した﹁国際交流インストラク

と思っています︒

支えとなっています︒私たちが新潟国際情報大学

ター﹂の活動は県内の小学生や中学生と一緒に学

ようになり︑勉学にも力が入るようになりました︒

ようやく寒さも和らぎ︑やさしい春風とともに木

び︑考え︑触れ合うことで︑講義だけでは経験でき

さを教えてくださり︑時には厳しくご指導してく

もっと世界について︑日本について知りたいと感じる

木の新芽が揺れるのを目にするようになりました︒

ださった先生方︑素晴らしい環境を整えてくださっ

で得た財産は︑数え切れません︒4月から︑私たち
はそれぞれの道を歩み始めます︒その道は決して

ことだけは是非お願いしたい︒それもなるべく大

本日は私たち卒業生のために︑このような盛大

ない実践的な活動を行うことができました︒どう
すれば子どもたちに分かりやすく世界の現状を

そして仲間と一緒に過ごした時間は一生の宝物と

きな夢を持っていただきたい︒小さな夢ですと︑簡

な卒業式を挙げていただき︑誠にありがとうござ

伝えることができるのか︑どうしたら楽しんでも

私にとってこの中国での経験︑共に生活をした仲間︑

単に実現できてしまったり︑突然できてしまったり

います︒また︑ご来賓の皆様︑並びに関係者の皆様

た職員の皆様︑大学生活を支えてくれた家族︑そ
して4年間苦楽を共に過ごしたかけがえのない仲

一人の国際人として社会に貢献

知識を生かし自信を持って

けの言葉を考えてきました︒
それは﹁夢を持つこと﹂です︒当学の校歌の中に
います︒夢を創ること︑夢を持つことの重要さがそ

も﹁夢創り﹂という言葉が︑キーワードとして入って

の中に出ているんじゃないかなと思うんです︒夢を

見るとか︑持つとかっていうのは簡単に考えていま
すけれども︑今︑人前でなかなか夢を語ることがで

きにくくなっている︑恥ずかしがる︑そういう傾向
これは︑いろいろな小さい頃からの教育だとか︑そ

があります︒

ういうことも問題があるんでしょうけれども︑とに
かく恥ずかしがつて言わないんですね︒まあ万が一で

で︑あまり苦労だとか努力だとか工夫だとかがな

におかれましては︑ご多忙の中ご出席していただき

らえるのか︑アドバイスをもらいながら何度も議論

実現するための努力を必死なってやると︑その中に

と続けて継続して夢を持って い た だ き た い ︒ そ れ で ︑

うにあたり︑大学生活を振り返ってみますと︑4年

はあっという間に過ぎ去っていきました︒答辞を行

時が立つのは早いもので︑この4年間の大学生活

ができました︒

繋げていくと︑より良いワークショップを行うこと

りますが︑その反省を生かし︑次のワークショップに

ていきました︒成功することも︑失敗することもあ

を重ね︑時間をかけて一つのプログラムを作り上げ

間たちすべてに感謝致します︒

天野

浩

（株）総研システムズ

常務取締役部長清水

保

大和リース（株）新潟営業所

所長

関谷

剛

新潟綜合警備保障（株）

執行役員

北村

栄一

（株）マルイ

人事部長

貫

龍太郎

新潟国際情報犬学

父母会長

石□

康司

父母会役員

川上

久賀

同窓会会長

高橋

毅

新潟クオリティサプライ㈱

㈱文武堂
代表取締役社長

新潟県知事
新潟市長
日本私立大学協会長
上越教育大学学長
長岡技術科学大学学長
長岡造形大学学長
新潟工科大学学長
新潟産業大学学長

更なる発展を願い︑私の答辞とさせていただきます︒

三干夫
富±ゼ□ツクス新潟（株）

代表取締役社長松田完

（株）ウオ□ク

取締役人事部長高橋

（株〕エイエイピー

常務取締役

皆様の今後一層のご活躍と新潟国際情報大学の

必ずハッと気が付いた時に素晴らしい成長という

のように思い出されます︒講義やゼミなど︑高校ま

前︑期待と不安であふれていた白分が︑昨日のこと

でとは異なる授業に戸惑いもありましたが︑先生
清二

自己実現が待ってますので︑それは何事にも変え
ま す が ︑ も っ と 大 き な 夢 を 持 って︑もっと努力してい

方︑職員の方のサポートや友人との出会いによって︑
活へと変わっていきました︒

一﹂うした不安は吹き飛び︑楽しく充実した大学生

たら︑もっ と 違 っ た 人 生 が 歩めたかなというふうに︑

皆さんは卒業式だとか杜会に出るという非常に

今︑若干後悔しているところです︒

私は︑自分の社会に対する視野を広げたいと思
い新潟国際情報大学に入学しました︒外国語︑国
際関係︑地域文化など自分の知識や視野を広げ

ることができました︒また︑ゼミでは関心を持つ

てくれる講義は興味深く︑様々な分野をより広く
詳細に学ぶことができ︑将来につながる知識を得

鈴木

（株）NS・コンピュータサービス総務部長

良い機会に︑夢ということに対して︑夢の本質は何

とを真剣に考えていただきたい︒そして必ずや大

なんだろう？とか︑夢って何なんだろう？というこ

ば︑成長という見返りといったら変ですけれども︑

きな夢だとか難しい難解なものにチャレンジすれ
そういうものが必ずつきますので︑それがあれば

しかし︑入学当初はなんとなく時間だけが過ぎ

テーマに自ら取り組み︑研究していくという︑講義

ていったように感じます︒その生活を変えるきっか

とは異なる学問のおもしろさを学びました︒

はなはだ簡単ではございますけれども︑皆さん

けとなったのが︑2年次に経験した中国留学でし

小島 和夫

桑原 正寛

文幹
弘人

いうふうに思います︒

の門出に際しましてお祝いの言葉とさせていただ

代表取締役社長
新馬綜合警庸呆障㈱
代表取締役社長
㈱三越新潟店店長

広布鎌小渡大篠泉
川村田島遷沼田田
俊成豊
裕
男具成陽隆淳昭彦

福廣
井田

あるほど︑実りの多い人生を歩めるんじゃないかと

きたいと思います︒今日は本当におめでとうござい

ていませんでしたが︑白分を成長させたい︑中国語

た︒入学当初は留学をすることについて全く考え

卒業式采賓名簿

がたいものだと思います︒私も60年くらい生きて

最後になりましたが︑学ぶことの大切さと面白

ここで得た知識や経験を生かし︑白信を持って︑明

い も の で す か ら ︑ 成 長 し な い︒これが一番まずいこと

ましたこと︑心よりお礼申し上げます︒本日私を

平坦ではないでしょう︒しかし︑一人の国際人として︑

じゃないかと思う︒若者の特権でありますから︑ど

含め︑299名が卒業することとなりました︒

なっています︒

そ れ か ら ︑ 夢 も 一 回 見 た ら お しまいじゃなくて︑ずっ

うぞ高い志と大きな夢を持っていただきたい︒

すね言わなくても︑夢を持っていただきたいという

淳美
大谷

ました︒
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1清報文化学科（総代〕

蝶9月卒業生含む

卒業生おめでとう

鶉

平成1 9 年 度

潟市民芸術文化会館︵りゅ1とぴあ一コンサート

情報文化学科︵総代︶

情報システム学科

吉井

亨

大谷淳芙

惰報システム学科
天城 徹也
学業に励み合わせて憎報セキュリ

貴

」一

」一

ホiルで行われ︑299人一情報文化学科

ティーアドミニストレーターおよびソフ
トウエア開発技術者一−種一に含格した︒

石高 隆仁

2年間にわたり学友会会長および代

情報文化学科

義之

金丸 大介

行として︑極めて強い賛任感を持って学
友会の発展に尽力した︒

情報文化学科

児玉

渡辺

金丸君はバドミントン部の主将として︑
児玉君は同副主将としてチームをリー
ドし︑北信越選手権大会において顕著

な活鰯をした︒

情報文化学科

隆介

バレーボール部の選手として北信越選
手権大会の2部優勝に擦くなど︑工ー

塚田

スとして顕著な活躍をした︒

惰報システム学科

軟式野球部員として︑新潟県大会で目
覚ましい活耀をして優勝に貢献し︑ま
た県代表として第27固東日本大学軟
式野球選手権に出場を果たした︒

施に横極的に参加し︑多くの小・中・高
校から高い評価を得た︒

二

一1

、；

120人︑情報システム学科179人一の卒業

卒業生一人ひとりが名前を呼ばれ︑両学科総

生が決意新たに社会に巣立って行きました︒

代に学位記授与のあと︑武藤輝一学長は﹁希望

と期待にあふれ︑前途有為の皆さんを送り出す
ことができ喜ばしい︒大学生活から得た習慣的

能力にさらに新たな知識と技能を加え︑社会に
貢献を﹂と告辞︑前途を祝福しました︒

これに対し︑卒業生を代表して情報文化学
る多くの実践的な学問を学んだ︒一人の国際人

科の大谷淳美さんが﹁視野を広げ将来の礎とな
として社会に巣立つことができる︒学ぶことの
に感謝しています﹂と答辞を述べました︒

楽しさ︑厳しさを教えてくれた大学と多くの人

最後に吹奏楽部の演奏で校歌﹁空がある風
がある光がある﹂を卒業生と教職員︑来賓や父

母など参列者全員で斉唱し︑温かい大きな抽手
で卒業をたたえて記念式典を終了しました︒

新潟で開かれま

同日夕には恒例の卒業記念祝賀会がホテル

本問 景子
渡遷 悠規

片野崇子

五十嵐美紀

丸山達也
犬谷淳美

情報文化学科・惰報システム学科

真裕蘭恵隆
澄美夢理仁佳

本学の国際交流・地域交流に関する取
り組みが文部科学省の薦める平成19
年度現代的教育二ーズプログラムに採
択された︒以上のu人がこの塾業の実

和南小岡石山
田場出田高際

した︒晴れやかな

19年度（第11回〕

ちは︑教職員を取

9回）

表情の卒業生た

18埣度〔第10回）

り囲んで別れを

8回）

17年度（第

惜しみ︑同僚と互

7回）

16年度〔第

いに将来の活躍と

合って︑門出を祝

6回）

15年度〔第

夢を語り激励し

テイーを心ゆくま

計

合

う華やかなパー

14年度（第

つ
で楽しみました︒

5回）

1，948人
4回）

13年度（第

r，299人
3回）

12年度（第

3，247人
11年度〔第

179人
166人
177人
180人
173人
166人
196人
179人
178人
168人
186人
2回）

116人
124人
126人
114人
118人
111人
118人
115人
121人
110人
126人
10年度（第

295人
290人
303人
294人
291人
277人
314人
294人
299人
278人
312人
1回）
平成9年度（第

1
み
情報システム学科

惰報文化学科
卒糞者数

年度

新たな知識と技能を備

ユ

