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年度卒業式

回︶卒業式が3月

緒に︑吹奏楽部の演奏に合わせて校歌

最後に卒業生と教職員と父母らも一

強く決意を述べました︒

して社会での使命を果たしたい﹂と力

大きな財産︒４年間で学んだ力を生か

えられない︒大学での奇跡の出会いは

引用し﹁友情と親交はどんな富にも替

木円花さんが答辞で︑ロシア語の諺を

274 人が新たな船出

日︑

晴れやかに新しい社会へ巣立ち︱平
年度︵第

新潟市民芸術文化会館︵りゅーとぴあ︶
で行われ︑２７４人︵情報文化学科１
０６人︑情報システム学科１６８人︶
が新たな人生に向かってスタートしま
した︒
式典は学位記授与から始まり︑まず
をコンサートホールに響かせ﹁友と歩
もう夢創る道を﹂と歌い祝福しました︒
引き続き恒例の祝賀会が夕方︑ＡＮ

平成

卒業生特別表彰

年度

荒木 円花

学長賞︵学業成績優秀者︶
情報文化学科︵総代︶

鈴木 桃子

荒木 円花

情報システム学科

学術賞
情報文化学科

五十嵐 望

新 潟ロシア語スピーチコンテストにおいて３
年 連 続 入 賞し︑う ち２回 を 優 勝 するなど優
秀な成績を修めた︒
情報文化学科

牧野

愛

第 回﹁漢語橋﹂世界大学生中国語コンテ
スト新 潟 予 選 大 会において優れた表 現 賞 を
受賞し︑
またＨＳＫ６級を取得するなど優秀
な成績を修めた︒
情報文化学科

大沼 竜二

第 回﹁漢語橋﹂世界大学生中国語コンテ
スト新 潟 予 選 大 会において優れた表 現 賞 を
受 賞し︑また中 国 語 検 定 試 験２級 を 取 得 す
るなど優秀な成績を修めた︒

課外活動賞

Ａクラウンプラザホテル新潟で開かれ
ました︒晴れ姿の卒業生たちは教職員

地域交流賞
情報システム学科
食育イベントチーム 代表

本間 竜一

西区が主催した食育イベントにおいて特徴
ある企画が多数の候補から採択され︑
さらに
実践結果も西区自治協議会より高い評価が
得られ︑
地域と大学との連携に大きく貢献し
た︒

日木 公美子

本 学 陸 上 競 技 部 員 として全 国 大 会 出 場・
北信越大会において優勝し︑
また４年連続で
﹁新潟県陸上競技 傑﹂に入るなど優秀な成
績を収めた︒

情報システム学科

代表 山口 裕加
nuis̲project
東日本大震災に対するボランティア組織と
して数多くの活動を行い︑
また同活動を発展
継 承させる提 案が本 学の学 生 企 画プロジェク
トの優 秀 提 案として採 択され︑本 学ボランテ
ィア活動の活性化に多大な貢献をした︒

情報文化学科

学友会執行部の中核として３年間活動し︑
さらに２年 間にわたり 学 友 会 長 を 務めて学
友会活動の活性化に多大な貢献をした︒

情報文化学科

※9月卒業生含む

と別れを惜しみ前途を祝し合って︑杯
を重ね記念撮影を繰り返し︑和やかに
学生時代最後のパーティーが盛り上が
りました︒

広 く 深 く 感 性 を 豊かに

て︑一緒に中身の濃い学生生活の醍醐
味を大いに楽しみましょう﹂と歓迎の
ことば︒これに対し新入生代表の国際
学部国際文化学科の藤田健人さんが
﹁社会︑文化︑経済などあらゆる分野
で急速にグローバル化が進み世界中の
人々と関わることができるように国際
社会に関する知識と語学を身に付け︑
勉強もサークルにも積極的に参加して
自分の感性
や考え方を
広く豊かに
したい﹂と
力強く抱負
を述べて応
えました︒
海外から届いた派遣留学・夏期セミ
ナー提携５大学の祝福ビデオメッセー
ジも紹介され︑気持ちを新たにした新
入生たちは︑学生会館で待ち受ける各
サークルのにぎやかな長い勧誘の列を
通り抜けて校舎に入り︑気を引き締め
て早速ガイダンスなどに臨み新しい一
歩を踏み出しました︒
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卒業生全員が名前を呼ばれて登壇し︑
平山学長が一人ひとりと握手し﹁おめ
でとう︒頑張ったね﹂などと前途を祝
福しました︒学長は式辞で﹁実社会の

平成27年 4月14日 発行

国際・情報

荒海に乗り出してもたじろがず前を向
いて未知なる道を進もう︒卒業後も学
び続け全力を尽くし納得いく人生を送
卒業生を代表して情報文化学科の荒

179人
166人
177人
178人
173人
166人
196人
179人
178人
168人
186人
168人
162人
193人
162人
181人
167人
171人
116人
124人
126人
116人
118人
111人
118人
115人
121人
110人
126人
117人
105人
117人
110人
113人
124人
107人
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LINEの「友だち追加」
から
「ID検索」
で登録

@nuis-line3111

iPhone・iPad・Androidスマートフォン・タブレット向け
App StoreまたはGoogle Playストアから新潟国際情報大学で検索
アプリをダウンロードしてご利用ください。

https://www.facebook.com/nuis.face

学 ぶこ との楽し さ 知 り

平成 年度の入学式が4月5日︑本
校体育館で行われ新入生３１６人︵情
報文化学部１８７人︑国際学部１２７
人︑編入学生２人︶が︑桜が開花した
みずき野キャンパスでの学生生活をス
タートさせました︒
希望に胸膨らまし緊張気味の新入生
に︑平山征夫学長は式辞で﹁目標に向
かって自ら主体的に楽しく学んでくだ
さい︒幅広
く深く考え
感性を豊か
にし︑包容
力のある人
間性豊かな
人格を形成し︑多くの友と夢を語り合
い︑自分の適正と能力を見定め将来の
生きる道を見出してください︒主役は
皆さんです﹂と激励しました︒
在学生を代表して情報文化学部情報
システム学科の山田和柾さんが﹁多く
の人と繋がって視野を広げて成長し︑
自由に行動できる時間を上手に使い︑
素晴らしい学びの環境を有効活用し

NUISスクールアプリ

NUIS公式フェイスブック

5,244人 2,094人 3,150人
計
合
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12〜16面
平成26年度卒業式特集
卒業にあたって・濃密な時間だった
学長式辞・理事長祝辞・卒業生答辞
JABEE認定10人に修了証書
特別表彰 式典スナップ
10・11面
“就活解禁”直前に企業交流会
本番さながらに模擬面接
平成26年度主な就職先一覧
科学の祭典に体験ブース出展
2・3・4・5面
平成27年度入学式特集
学長式辞
新入生代表・私の抱負
在学生代表・歓迎の言葉

教員の活動

8・9面
派遣留学・海外夏期セミナー帰国報告
両学部長のメッセージ

CONTENTS

6・7面
ズームアップ研究室
サークル紹介Ｑ＆Ａ（吹奏楽部）
韓国からインターンシップ
国際交流フェア案内
オープンキャンパス案内

情報文化学科 情報システム学科
卒業者数
度
年

295人
290人
303人
294人
291人
277人
314人
294人
299人
278人
312人
285人
267人
310人
272人
294人
291人
278人
平成9年度
（第 1回）
10年度（第 2回）
11年度（第 3回）
12年度（第 4回）
13年度（第 5回）
14年度（第 6回）
15年度（第 7回）
16年度（第 8回）
17年度（第 9回）
18年度（第10回）
（第 10回）
19年度（第11回）
（第 11回）
20年度（第12回）
（第 12回）
21年度（第13回）
（第 13回）
22年度（第14回）
（第 14回）
23年度（第 15回）
24年度（第 16回）
25年度（第 17回）
26年度（第 18回）

26
18
［本校］
〒950-2292 新潟市西区みずき野3-1-1
tel. 025-239-3111 fax. 025-239-3690
［新潟中央キャンパス］
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通7-1169
tel. 025-227-7111 fax. 025-227-7117
http://www.nuis.ac.jp
somu@nuis.ac.jp

第18回までの卒業生は合計5,244人に

22

胸を張り夢は大きく３１６人
平成27年度（第22回）入学式

国際 情報
Vol.66

荒 海でもたじろが ず
未 知なる道を進もう
27
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ろう﹂と激励しまし た ︒

学報

第

入学式

国際社会に関する知識も
感性や考え方も広く豊かに

私の抱負

自ら学ぶことの楽しさを知り
自分が主人公の人生スタート

回

ることで︑魚が自らの力でより力強いより
美しい泳ぎ方を身に付けるようにという思
いからです︒私もまったく同じ思いです︒
皆さんは学ぶ力をもともと持っているので
す︒学びたいという望みを持っているので
す︒その力を最大限引き出すのが私たち大
学の役割だと考えています︒でも︑
それには
自分の力を信じ︑泳ごうという意欲を持っ
て立ち向かってくれなければなりません︒
入学後極力早く泳ぎ方の基本を身に付けて
ください︒そしてどんな荒波でも乗り越え
られる泳ぎを修得して自立してください︒
もう一つのお願いは︑専門分野を深く学
ぶと同時︑﹁極力幅広い思考ができるよう
いろいろな問題に関心を持って学んでくだ
さい﹂ということです︒人生を乗り切る知
恵の引き出しをたくさん持ってください︒
そうすることで︑幅広い視野で考える力が
付き︑判断が正確になり︐自信ある行動に
つながってゆきます︒そしてそれは皆さん
の人生を豊かにしてくれるでしょう︒その
時大切なことは︑同時に相手の意見をも受
け入れる包容力を持つことです︒考え深く︑
包容力のある人間性豊かな人格を形成して
いくことが︑最も人生で大切な﹁信頼され
る人間﹂になる条件です︒
大学で専攻する専門分野を深く学ぶこと
はもちろんです︒同時に哲学︑
文学︑
歴史︑
美
術︑音楽など思考と感性を豊かにしてくれ
る分野にも大いに興味を持って取り組んで
ください︒クラブ活動や︑
先生や友人との人
間関係からも多くの事を得るでしょう︒積
極的に部活や友人づくりにも取り組んでく
ださい︒入学式の最後に本学の校歌が歌わ
れますが︑その中に私の好きな歌詞があり
ます︒それは﹁憧れを空に描いて 友と歩も
う 夢つくる道を﹂というところです︒ま
さに本学で皆さんは豊かな人間性を育み︑
友と互いの夢を語り︑その実現のため大い

年度

といった専門分野に関心を抱いて︑この分
野での将来の活躍を夢見て︑高等教育を本
学で学ぶことを選択したわけです︒私たち
は皆さんのそうした希望に応える責任があ
りますが︑皆さんにもご自分の目的に向か
って精いっぱい努力する責任があります︒
そこで最初のお願いは当たり前のことで
すが﹁目的に向かって︑しっかり勉強して
ください﹂ということです︒そのため︑
早期
に勉強する習慣を身に付けてください︒大
学では自ら主体的に学ぶことが求められま
す︒高校までのように決められた授業スケ
ジュールに従って学ぶのではありません︒
何を学ぶかを決め︑カリキュラムを選ぶの
は自分です︒しかも選んだ授業に出るかど
うかも自己判断です︒急に自由な生活に変
わって︑戸惑ってしまう学生もいます︒私
たちは入学後最初の半年の間に自ら学ぶと
いう生活習慣を身に付けることが何よりも
重要と考えています︒それができないと授
業についてゆけず︑欠席しがちになってし
まいます︒最初の半年のうちに学ぶ習慣を
きちんと身に付け︑学ぶことの楽しさを知
ってください︒
先般の卒業式では︑卒業生に社会人に踏
み 出 す は な む け と して︑﹁ イ ン ド 独 立 の 父 ﹂
マハトマ・ガンジーの﹁明日死ぬと思って
生きなさい︑永遠に生きると思って学びな
さい﹂という言葉を贈りましたが︑この言
葉は大学生となって﹁自ら学ぶ﹂人生をス
タートする皆さんにも深い意味を持った言
葉であると思います︒
もう一つお話ししましょう︒アメリカの
数学者が分かりやすい数学の本を書いて︑
本のタイトルに﹁ Letʼs teach a ﬁsh how
︵魚に泳ぎ方を教えよう︶﹂と付け
to swim
ました︒もともと泳げる魚に泳ぎ方を教え
ようというのは︑魚が持っている泳ぐ能力
を信じたうえで︑より正しい泳ぎ方を教え

平成
築いてください︒
本学は幸い多くの先輩教職員︑卒業生た
ちの努力もあって︑この 年余りの比較的
短い歴史にもかかわらず︑地域から頼られ
る存在として評価されるようになりまし
た︒皆さんにはこうした伝統を引き継いで
いただくとともに︑いっそう地域になくて
はならない存在になるよう新たな歴史を一
緒に刻みましょう︒
本学は 周年を期に種々の大学改革を実
施︑国際学部を新設し２学部制として昨年
スタートし︑さらなる発展のための体制を
整えたところです︒併せてより充実したキ
ャンパス生活を過ごせるよう皆さんの活動
の拠点としての﹁学生会館﹂を 周年記念
事業として建設︑昨年秋から学生活動の拠
点として機能しています︒どうぞ大いに活
用し︑クラブ活動など大学生活の充実に役
立ててください︒
本年は︑情報文化学部１８７名︑国際学
部１２７名︑編入学生２名︑合計で３１６
名の新入生を迎えました︒私をはじめ教職
員一同︑建学の理念であります﹁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︑情報化の社会の中で役に立ち︑能
力があり︑意欲があり︑人間性豊かな人物
を育成する﹂という目的に向かって︑皆さ
んが日夜勉学に勤しみ︑人格・人間形成に
努めることができるよう最大限サポートし
ます︒でも主役は皆さんです︒私たちに全
力でぶつかってきてください︒
入学式に当たり学長として皆さんにお願
いをしたいことがあります︒皆さんは先ほ
ど述べました本学の建学の精神等に共鳴し
国際文化︑語学︑情報システム︑経営情報

あります︒学生諸君だけではなく御父母の
方々にも一緒にお願いしています︒
それは︑こうして期待に胸を膨らませて
入学しながら︑途中で休退学する学生がい
ることです︒経済的理由によるケースも増
加気味ですが︑何といっても勉学意欲の喪
失︑実質は授業についてゆけないという理
由が一番多いのです︒しかもよくうかがい
ますと︑もっと早く相談してくれれば何と
か休退学に至らずに済んだのにというケー
スもあります︒私としましては極力こうし
た事態に至らぬよう大学も全力で皆さんの
相談に乗って問題解決に努めたいと思いま
すので︑どうか悩みを抱え込まず前広に相
談してください︒大学に行きたくないよう
な状態になり始めましたら︑すぐにゼミの
先生か学務課の担当者に相談してくださ
い︒昨年から大学としても体制強化のため
新しく﹁キャンパスライフ支援委員会﹂を
設置し︑面談などいっそうの対応力強化に
努めています︒私が委員長を務めていま
す︒

ご父母の方々にも家庭でお子さんと大学
生活についてお話くださるようお願いしま
す︒先ほど申しましたように入学後半年く
らいがポイントですのでよく見守ってくだ
さい︒ゼミなど欠席が続いた場合には大学
側から連絡させていただきます︒不幸にし
て途中で家庭事情の変化で勉学の継続が難
しくなった場合にも相談ください︒勉学意
欲を持った学生が経済的事情で学び続けら
れなくなることは何とか避けたいと︑父母
会の御尽力で一定の条件を満たすケースに
ついては支援する制度が 周年を期に発足
したところです︒どんな事態になっても勉
学意欲は持っていてください︒一緒に悩み
相談に乗ってくれる人がいることを忘れな
いでください︒
明日からこのみずき野の豊かな自然の中
で︑充実した大学生活を大いにエンジョイ
し︑
青春を謳歌してください︒卒業式では︑
私の友人さだまさしさんの﹁風に立つライ
オン﹂の話もしました︒実は︑さださんの
フアンの人気投票では︑この歌は第２位で
した︒第１位は意外と﹁主人公﹂というあ
まりみんなに歌われていないものでした︒
でもこの歌は﹁自分の人生は自分が主人公
なのだから︑選んだ以上精いっぱい生きよ
う﹂という静かなエールを送り︑多くの人
に激励を与えてきたようです︒明日から皆
さんも﹁自分が主人公﹂の人生をスタート
してください︒
本学では挨拶運動をしています︒この式
の後からは早速︑大学内ではお互い元気よ
く﹁おはようございます﹂﹁こんにちは﹂
と挨拶しましょう︒挨拶から信頼しあう人
間関係が生まれると信じてこの運動を続け
ています︒今日から皆さんは同じ仲間とし
て挨拶を交わしましょう︒さっそうとした
皆さんの大学生活ぶりを楽しみにし︑学長
としての歓迎の挨拶とします︒

辞

新入生の皆さん︑﹁入学おめでとう﹂︒
本学役員︑教職員等を代表いたしまして︑
皆さんに入学のお祝いを申しあげますとと
もに︑本学への入学を心から歓迎いたしま
す︒
本学は平成６年の開学以来︑皆さんで
回目の新入生を迎えました︒毎年このよう
に春とともにこのみずき野のキャンパスに
新入生を迎え︑入学式を挙行できますこと
を役員︑教職員一同︑何よりの喜びとして
います︒
皆さんはこれからこのみずき野キャンパ
スで大学生活を送るわけですが︑今︑皆さ
んの胸中には溢れんばかりの期待とともに
一抹の不安があることと思います︒でも心
配はいりません︒私ども教職員は皆さんが
スムーズに大学生活に解け込めるようサポ
ートしますので︑分からないことは遠慮な
く質問し︑一日も早く大学生活のリズムを

れて仕方ありません︒皆さんが学びたいこ
と︑学ぶべきことは必ずこの大学の中にあ
ると思って探してください︒本当に無いと
思った時は私に言ってきてください︒
今この入学式の場にも︑Ａさんと同じ気持
ちの新入生がいるかもしれません︒大学は
本来自ら学びたいことを持って自ら学ぶ場
です︒学ぶ目的をまずしっかり持って︑
学び
ながら徐々に自分の適正と能力を見定め︑
自身の将来の生きる道︑生き方を見出して
行ってください︒そうすればこの大学を選
んだことに悔いはなくなるはずです︒
先ほども申し上げたように明日からの大
学生活はこれまでとは全く違い︑限りなく
自由です︒自由であるからこそ自己管理を
しっかり行い︑メリハリのある計画的な大
学生生活を送ってください︒それには４年
間で何を修得するか目的を立て︑それを達
成する計画をつくって︑それに向かって一
日一日を有意義に過ごすことです︒
もう一つ︑あまり入学式にはふさわしく
ないのですが︑毎年お願いしていることが

てきています︒そのような社会の中で円滑
に生きてゆくためには︑国際社会に関する
知識と国際共通語である英語を身に付ける
ことが必要不可欠であると私は感じていま
す︒
また︑勉強だけでなく︑サークル活動や
ボランティア活動などの課外活動にも積極
的に参加し︑多くの人と関わることで自分
の感性や考え方を広く豊かなものにしてい
きたいと思っています︒
新潟国際情報大学での４年間で︑知識・
経験ともに豊富な先生方から教えをいただ
きながら︑先輩方や仲間と日々成長してい
くことをお誓いし︑私の抱負とさせていた
だきます︒
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式

に学んでください︒
先日の卒業式で大変うれしいことがあり
ました︒それは卒業生Ａさんの答辞です︒
第一希望の大学に入れなかったＡさんは︑
やむなく入学した本学の入学式で悔し涙を
流したそうです︒でもやりたかったロシア
語の勉強をするうちに︑先生や同僚と素晴
らしい人間関係ができ︑
ロシア語も上達し︑
﹁卒業する今は︑この大学を選んで本当に
良かったと思っています﹂と答辞を締めく
くったのです︒そこに至るにはＡさんの心の
葛藤と並々ならぬ努力︑そして同じ境遇で
入学した友人との切磋琢磨があったと思い
ます︒私がこの答辞のことを皆さんにお話
ししようと思ったのは︑大学生活が意義深
いものになるかどうかは︑希望の大学に入
学できたかどうかではなく︑自らが大学で
何を得ようと努力するかにあるからです︒
まれにですが﹁この大学には私の学びたい
ことがない﹂と言って中退してゆく学生が
います︒残念なことですが︑私にはその学
生自身に学びたいことがないのではと思わ
季節となりました︒
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
まして誠にありがとうございます︒また︑
数々のお祝いの言葉︑激励の言葉をいただ
き︑心より厚く御礼を申し上げますととも
に︑身の引き締まる思いでいっぱいです︒
ここ 年あまりで爆発的にインターネット
が普及し︑一般の人でも容易に世界とつな
がることができるようになりました︒その
結果︑世界中の人々と関わる機会が増え︑
社会︑文化︑経済などあらゆる分野で急速
にグローバル化が進んでいます︒
実際に︑社内の公用語を英語とする会社
や︑小学校での英語の必修化など︑その影
響は私たちが見て取れるほどに大きくなっ
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入学式

国際社会に関する知識も
感性や考え方も広く豊かに

私の抱負

自ら学ぶことの楽しさを知り
自分が主人公の人生スタート

回

ることで︑魚が自らの力でより力強いより
美しい泳ぎ方を身に付けるようにという思
いからです︒私もまったく同じ思いです︒
皆さんは学ぶ力をもともと持っているので
す︒学びたいという望みを持っているので
す︒その力を最大限引き出すのが私たち大
学の役割だと考えています︒でも︑
それには
自分の力を信じ︑泳ごうという意欲を持っ
て立ち向かってくれなければなりません︒
入学後極力早く泳ぎ方の基本を身に付けて
ください︒そしてどんな荒波でも乗り越え
られる泳ぎを修得して自立してください︒
もう一つのお願いは︑専門分野を深く学
ぶと同時︑﹁極力幅広い思考ができるよう
いろいろな問題に関心を持って学んでくだ
さい﹂ということです︒人生を乗り切る知
恵の引き出しをたくさん持ってください︒
そうすることで︑幅広い視野で考える力が
付き︑判断が正確になり︐自信ある行動に
つながってゆきます︒そしてそれは皆さん
の人生を豊かにしてくれるでしょう︒その
時大切なことは︑同時に相手の意見をも受
け入れる包容力を持つことです︒考え深く︑
包容力のある人間性豊かな人格を形成して
いくことが︑最も人生で大切な﹁信頼され
る人間﹂になる条件です︒
大学で専攻する専門分野を深く学ぶこと
はもちろんです︒同時に哲学︑
文学︑
歴史︑
美
術︑音楽など思考と感性を豊かにしてくれ
る分野にも大いに興味を持って取り組んで
ください︒クラブ活動や︑
先生や友人との人
間関係からも多くの事を得るでしょう︒積
極的に部活や友人づくりにも取り組んでく
ださい︒入学式の最後に本学の校歌が歌わ
れますが︑その中に私の好きな歌詞があり
ます︒それは﹁憧れを空に描いて 友と歩も
う 夢つくる道を﹂というところです︒ま
さに本学で皆さんは豊かな人間性を育み︑
友と互いの夢を語り︑その実現のため大い

年度

といった専門分野に関心を抱いて︑この分
野での将来の活躍を夢見て︑高等教育を本
学で学ぶことを選択したわけです︒私たち
は皆さんのそうした希望に応える責任があ
りますが︑皆さんにもご自分の目的に向か
って精いっぱい努力する責任があります︒
そこで最初のお願いは当たり前のことで
すが﹁目的に向かって︑しっかり勉強して
ください﹂ということです︒そのため︑
早期
に勉強する習慣を身に付けてください︒大
学では自ら主体的に学ぶことが求められま
す︒高校までのように決められた授業スケ
ジュールに従って学ぶのではありません︒
何を学ぶかを決め︑カリキュラムを選ぶの
は自分です︒しかも選んだ授業に出るかど
うかも自己判断です︒急に自由な生活に変
わって︑戸惑ってしまう学生もいます︒私
たちは入学後最初の半年の間に自ら学ぶと
いう生活習慣を身に付けることが何よりも
重要と考えています︒それができないと授
業についてゆけず︑欠席しがちになってし
まいます︒最初の半年のうちに学ぶ習慣を
きちんと身に付け︑学ぶことの楽しさを知
ってください︒
先般の卒業式では︑卒業生に社会人に踏
み 出 す は な む け と して︑﹁ イ ン ド 独 立 の 父 ﹂
マハトマ・ガンジーの﹁明日死ぬと思って
生きなさい︑永遠に生きると思って学びな
さい﹂という言葉を贈りましたが︑この言
葉は大学生となって﹁自ら学ぶ﹂人生をス
タートする皆さんにも深い意味を持った言
葉であると思います︒
もう一つお話ししましょう︒アメリカの
数学者が分かりやすい数学の本を書いて︑
本のタイトルに﹁ Letʼs teach a ﬁsh how
︵魚に泳ぎ方を教えよう︶﹂と付け
to swim
ました︒もともと泳げる魚に泳ぎ方を教え
ようというのは︑魚が持っている泳ぐ能力
を信じたうえで︑より正しい泳ぎ方を教え

平成
築いてください︒
本学は幸い多くの先輩教職員︑卒業生た
ちの努力もあって︑この 年余りの比較的
短い歴史にもかかわらず︑地域から頼られ
る存在として評価されるようになりまし
た︒皆さんにはこうした伝統を引き継いで
いただくとともに︑いっそう地域になくて
はならない存在になるよう新たな歴史を一
緒に刻みましょう︒
本学は 周年を期に種々の大学改革を実
施︑国際学部を新設し２学部制として昨年
スタートし︑さらなる発展のための体制を
整えたところです︒併せてより充実したキ
ャンパス生活を過ごせるよう皆さんの活動
の拠点としての﹁学生会館﹂を 周年記念
事業として建設︑昨年秋から学生活動の拠
点として機能しています︒どうぞ大いに活
用し︑クラブ活動など大学生活の充実に役
立ててください︒
本年は︑情報文化学部１８７名︑国際学
部１２７名︑編入学生２名︑合計で３１６
名の新入生を迎えました︒私をはじめ教職
員一同︑建学の理念であります﹁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︑情報化の社会の中で役に立ち︑能
力があり︑意欲があり︑人間性豊かな人物
を育成する﹂という目的に向かって︑皆さ
んが日夜勉学に勤しみ︑人格・人間形成に
努めることができるよう最大限サポートし
ます︒でも主役は皆さんです︒私たちに全
力でぶつかってきてください︒
入学式に当たり学長として皆さんにお願
いをしたいことがあります︒皆さんは先ほ
ど述べました本学の建学の精神等に共鳴し
国際文化︑語学︑情報システム︑経営情報

あります︒学生諸君だけではなく御父母の
方々にも一緒にお願いしています︒
それは︑こうして期待に胸を膨らませて
入学しながら︑途中で休退学する学生がい
ることです︒経済的理由によるケースも増
加気味ですが︑何といっても勉学意欲の喪
失︑実質は授業についてゆけないという理
由が一番多いのです︒しかもよくうかがい
ますと︑もっと早く相談してくれれば何と
か休退学に至らずに済んだのにというケー
スもあります︒私としましては極力こうし
た事態に至らぬよう大学も全力で皆さんの
相談に乗って問題解決に努めたいと思いま
すので︑どうか悩みを抱え込まず前広に相
談してください︒大学に行きたくないよう
な状態になり始めましたら︑すぐにゼミの
先生か学務課の担当者に相談してくださ
い︒昨年から大学としても体制強化のため
新しく﹁キャンパスライフ支援委員会﹂を
設置し︑面談などいっそうの対応力強化に
努めています︒私が委員長を務めていま
す︒

ご父母の方々にも家庭でお子さんと大学
生活についてお話くださるようお願いしま
す︒先ほど申しましたように入学後半年く
らいがポイントですのでよく見守ってくだ
さい︒ゼミなど欠席が続いた場合には大学
側から連絡させていただきます︒不幸にし
て途中で家庭事情の変化で勉学の継続が難
しくなった場合にも相談ください︒勉学意
欲を持った学生が経済的事情で学び続けら
れなくなることは何とか避けたいと︑父母
会の御尽力で一定の条件を満たすケースに
ついては支援する制度が 周年を期に発足
したところです︒どんな事態になっても勉
学意欲は持っていてください︒一緒に悩み
相談に乗ってくれる人がいることを忘れな
いでください︒
明日からこのみずき野の豊かな自然の中
で︑充実した大学生活を大いにエンジョイ
し︑
青春を謳歌してください︒卒業式では︑
私の友人さだまさしさんの﹁風に立つライ
オン﹂の話もしました︒実は︑さださんの
フアンの人気投票では︑この歌は第２位で
した︒第１位は意外と﹁主人公﹂というあ
まりみんなに歌われていないものでした︒
でもこの歌は﹁自分の人生は自分が主人公
なのだから︑選んだ以上精いっぱい生きよ
う﹂という静かなエールを送り︑多くの人
に激励を与えてきたようです︒明日から皆
さんも﹁自分が主人公﹂の人生をスタート
してください︒
本学では挨拶運動をしています︒この式
の後からは早速︑大学内ではお互い元気よ
く﹁おはようございます﹂﹁こんにちは﹂
と挨拶しましょう︒挨拶から信頼しあう人
間関係が生まれると信じてこの運動を続け
ています︒今日から皆さんは同じ仲間とし
て挨拶を交わしましょう︒さっそうとした
皆さんの大学生活ぶりを楽しみにし︑学長
としての歓迎の挨拶とします︒
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新入生を迎え︑入学式を挙行できますこと
を役員︑教職員一同︑何よりの喜びとして
います︒
皆さんはこれからこのみずき野キャンパ
スで大学生活を送るわけですが︑今︑皆さ
んの胸中には溢れんばかりの期待とともに
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スムーズに大学生活に解け込めるようサポ
ートしますので︑分からないことは遠慮な
く質問し︑一日も早く大学生活のリズムを

れて仕方ありません︒皆さんが学びたいこ
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今この入学式の場にも︑Ａさんと同じ気持
ちの新入生がいるかもしれません︒大学は
本来自ら学びたいことを持って自ら学ぶ場
です︒学ぶ目的をまずしっかり持って︑
学び
ながら徐々に自分の適正と能力を見定め︑
自身の将来の生きる道︑生き方を見出して
行ってください︒そうすればこの大学を選
んだことに悔いはなくなるはずです︒
先ほども申し上げたように明日からの大
学生活はこれまでとは全く違い︑限りなく
自由です︒自由であるからこそ自己管理を
しっかり行い︑メリハリのある計画的な大
学生生活を送ってください︒それには４年
間で何を修得するか目的を立て︑それを達
成する計画をつくって︑それに向かって一
日一日を有意義に過ごすことです︒
もう一つ︑あまり入学式にはふさわしく
ないのですが︑毎年お願いしていることが

てきています︒そのような社会の中で円滑
に生きてゆくためには︑国際社会に関する
知識と国際共通語である英語を身に付ける
ことが必要不可欠であると私は感じていま
す︒
また︑勉強だけでなく︑サークル活動や
ボランティア活動などの課外活動にも積極
的に参加し︑多くの人と関わることで自分
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いものになるかどうかは︑希望の大学に入
学できたかどうかではなく︑自らが大学で
何を得ようと努力するかにあるからです︒
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います︒残念なことですが︑私にはその学
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季節となりました︒
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
まして誠にありがとうございます︒また︑
数々のお祝いの言葉︑激励の言葉をいただ
き︑心より厚く御礼を申し上げますととも
に︑身の引き締まる思いでいっぱいです︒
ここ 年あまりで爆発的にインターネッ
トが普及し︑一般の人でも容易に世界とつ
ながることができるようになりました︒そ
の結果︑世界中の人々と関わる機会が増え︑
社会︑文化︑経済などあらゆる分野で急速
にグローバル化が進んでいます︒
実際に︑社内の公用語を英語とする会社
や︑小学校での英語の必修化など︑その影
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﹁人﹂
﹁時間﹂
﹁環境﹂を意識

国際学部

新入生の皆さん︑御入学おめでとうござ
います︒新入生の皆さんの入学を︑在学生
一同心から歓迎いたします︒また︑
御臨席い
ただきました多数の保護者の皆さまには︑
心からお祝い申し上げま す ︒
さて︑晴れて新潟国際情報大学の学生と
なった皆さんですが︑皆さんは大学生活の
ビジョンはお持ちでしょうか︒まだ︑期待
と不安が入り混じっている方もいれば︑既
に留学や資格取得などを考えている方もい
らっしゃるかと思います︒高校生活以上の
大きな可能性のようなものを感じている方
もいらっしゃるのではないでしょうか︒私
もこの大学に２年前に入学しましたが︑入
学式に新入生として出席したことをついこ
の間のことのように思い出せます︒そのく
らい︑大学生活はあっという間に過ぎてい
きます︒ですから︑ぜひ皆さんには︑卒業
後を見据えながら中身の濃い４年間を過ご
してほしいと思います︒
今回は中身の濃い大学生活を送るため
に︑皆さんに大学生活で意識してほしい三
つのポイントについてお話ししたいと思っ
ています︒大学生活では︑多くの方がこれ
までより行動の幅が格段に広がると思いま

中身濃いキャンパスライフを

和柾
山田

皆さんは ど ん な 経 緯 で こ の 大
学に来るこ と に な っ た で し ょ う
か︒念願の 第 一 志 望 だ っ た 方 も
多いかもしれません︒しかし﹁た
またま近く に あ っ た か ら ﹂ ﹁ 親
に勧められ た か ら ﹂ ﹁ 第 一 志 望
の受験に失 敗 し た か ら ﹂ な ど と
いう方もい る か も し れ ま せ ん ︒
あるいは︑ 中 学 や 高 校 の 延 長 と
して﹁ただ 何 と な く ﹂ ﹁ 皆 も 行
くから﹂大 学 の 進 学 を 決 め た と
いう方もい る か も し れ ま せ ん ︒

情報文化学部

情報文化学部は︑
開学以来﹁情
報システム学﹂をカリキュラム
の基本としています︒社会の変
化に伴い︑昨年度は︑さらなる
カリキュラム改訂を実施しまし
た︒１年から4年の各年次での

大沼

順不同

日本私立大学協会会長
泉田 裕彦 様

祝 電
新潟県知事
篠田

淳様

新潟市長
福田 勝之 様
山城 由紀雄 様

昭様

新潟商工会議所会頭
代表取締役

吉澤 克彦 様

株式会社日本ドリコム
株式会社リクルート
北関東マーケティング
代表取締役社長
野沢 慎吾 様
石﨑 とおる 様

セコム上信越株式会社
代表取締役会長
衆議院議員

だ複数の先生とみっちり対話を
しながら学びます︒それは皆さ
んの高校までの
﹁勉強﹂とはまっ
たく異なります︒大学での﹁学
問﹂は︑これまで偏差値やペー
パーテストによって輪切りにさ
れてきた皆さんの知的な可能性
を再び修復し︑開花させます︒

ゆう

西山

編集後記に代えて

げん

湧源
入試・広報委員

茂

は必須の技術です︒
一方︑経営コースは︑情報シ
ステムを活用できる能力を育成
し︑地域社会に貢献できる人材
の輩出を目指しております︒公
務員・金融系・企業などあらゆる
分野に挑戦できるように資格取
得を指導しております︒経営コ
ースで学ぶ中で︑卒業後の進路
を明確にすることが大切です︒
例えば将来︑情報システムを活
用して経営のできる人材︑ある
いは︑メディアの世界で活躍し
たいという目標です︒あるいは︑
公務員になり地域に貢献したい
という目標です︒
このように情報文化学部はグ
ローバル社会を生き抜く人材を
育成していきます︒

とだ﹂という真実を︑ずっと覚
えておいてもらえるとうれしい
です︒
ただ︑これら多くのチャンス
は︑まるで回転寿司のように︑
目の前を通過していきます︒ま
ず手を伸ばして︑それを実際に
食べてみなければ︑その味のお
いしさも分かりませんし︑栄養
も身につきません︒﹁食わず嫌
い﹂は︑大学ではもっとも大き
な罪です︒
自分の可能性をあらかじめ限
定せず︑食わず嫌いをせず︑新
しい事には何でも挑戦して︑ぜ
ひ﹁新しい自分﹂を発見してく
ださい︒それを求める学生には︑
本学部の教授陣は惜しみない支
援を送ります︒皆さんの健闘を
心からお祈りします︒

今年の2・3月の天候変化には驚かさ
れ た︒寒 暖 が め ま ぐ る し く 変 わ っ た り︑
みずき野の辺りで3月に2回も結構な量
の雪が降ったり︒それでも︑春はコーナ
ーを回ったようである★地域や年にもよ
る が︑春 を 3 月 か ら 5 月 の 間 だ と す る
と︑学び舎にとって春は大事な区切りの
時期である︒言わずもがなの卒業と入学
である︒大学の場合︑4年間で身に付け
たさまざまの知識とスキルを持った若者
を次のステップに送り出し︑その一方で
期待と希望に胸を膨らませてくる若人を
次のステップとして受け入れる︒われわ
れ教育機関の教職員の責任の重さをあら
ため感じるときである★日本の場合︑別
れと出会いの季節はこの時期に設定され
ているが︑これは日本ならではの季節感
のもたらした︑非常にうまい設定である
と思う︒この季節︑冬ごもりから抜け出
すと︑ものみな萌えてそれまでとはまる
で違う景色が出現する︒こんなにうまい
設定はなかなか無いのではないだろう
か︒欧米のように夏休みが明けたら次の
ステップというのは面白みがなさ過ぎる
★学び舎から去っていく諸君︑皆意外と
自覚がないようであるが︑諸君らはこの
4年間で多くのことを学び多くのスキル
を身に付けてきた︒どうか自信を持って
次のステップに進んでほしい︒また︑こ
れからも学ぶということを忘れずに︑新
しいことに進んで挑戦していってほしい
★学び舎に入学してくる諸君︑大学は楽
しいばかりのところではないが︑諸君ら
の 人 生 に 大 き な 影 響 を 与 え る 場 で あ る︒
さまざまなことに興味を持ち︑自分の可
能性を信じて進んでいってほしい︒そし
て︑楽しんでもほしい★私も1年間の湧
源の担当を終えて次のステップに進むこ
とにする︒

システムを示すものではなく︑
社会または個人の活動に必要な
情報の収集・蓄積・処理︵加工︶
・伝達・利用に関わる仕組みで
す︒
情報コースは︑プログラミン
グをベースにシステムを開発で
きる人材の育成︑
また︑
情報システムを構築す
るための情報技術︵含
むプログラミング︶と
ネットワークに関する
知識を習得し︑情報システムを
創造できる人材を育成すること
を目指しております︒新潟には︑
情報システム技術者を必要とす
るグローバル企業が数多くあり
ます︒特に製造業︵自動車︑部
品など︶︑農業においてもＩＴ

そのため︑研究の最前線で活躍
する先生方とじっくり時間をか
けたやりとりを行います︒それ
がゼミナールです︒ゼミナール
を通じて︑﹁勉強﹂が必ずしも
得意でなかった学生でも︑﹁学
問﹂に開眼するケースも多く見
られます︒
また︑派遣留学や個
人留学︑﹁国際交流イ
ンストラクター﹂制度
など︑学外での実践的
な学びの機会も多くあ
ります︒大学での学びは︑単に
机に座っているだけで得られる
ものではありません︒実際に身
体を動かし︑現場や社会の現実
に飛び込むことによって︑これ
までの小さな自分の殻を突き破
っていくことができます︒﹁本
当に学ぶとは︑自分が変わるこ

と思います︒また︑
多くの教職員の方や︑
共
に学ぶ学生の存在も忘れないでください︒
これらは︑多くの施設と同じぐらい重要な
環境です︒一つ目のポイントである﹁人﹂で
もお話ししましたが︑人との繋がりの広さ
は自分の視野の広さです︒学生同士のみな
らず︑機会があれば教職員の方とも交流を
深めてみてください︒
さて︑私からは三つのポイントをお話し
させていただきました︒皆さんの大学生活
の参考になれば幸いです︒そしてこれから
は︑皆さん一人ひとりの能力と行動で道を
切り開いていかなければなりません︒大学
生活には多くの選択肢が存在しますが︑そ
の選択は皆さんに委ねられています︒それ
が大学生活における自由であり︑大学生活
の醍醐味でもあります︒私たちと一緒に︑
有意義な大学生活を過ごせるように頑張っ
ていきましょう︒
最後になりますが︑皆さんの入学を心か
ら歓迎し︑ともに充実したキャンパスライ
フを過ごせることを願い︑歓迎の言葉とさ
せていただきます︒

機会を得ることになります︒
国際学部が誇るのは︑何より
もまずその個性的な教授陣で
す︒国際関係学を学ぶ上で︑こ
れ以上の教授陣と共に学ぶこと
のできる大学は全国でも多くは
ありません︒皆さんは1年から
4年生までずっと︑自分が選ん

す︒どこに意識を向ければよいか迷うとき
もあるでしょう︒そんな時に︑皆さんの行
動を選択する助けになればと思います︒そ
の三つのポイントとは︑
﹁人﹂と﹁時間﹂︑
そして﹁環境﹂です︒
まず︑一つ目の﹁人﹂についてお話しし
ます︒これは人との繋がりを意識してほし
いということです︒人との繋がりの広さは
自分の視野の広さに繋がります︒交友関係
を広げていくことは︑新たな知識や経験を
手に入れ︑自分を成長させるチャンスでも
あります︒特に新入生の皆さんは︑まだこ
の大学について詳しく知らないと思います
ので︑在学生とのつながりを持つことは非
常に有益かと思います︒また︑交友関係を
広げるためにクラブ活動に参加してみては
いかがでしょうか︒後日クラブ紹介が行わ
れますので︑自分の興味のあるクラブをぜ
ひ見つけてほしいと思います︒
次に二つ目の﹁時間﹂についてお話しし
ます︒皆さんは︑これから大学生活を送っ
ていく中で︑自分の自由に行動できる時間
が多いことに気付くと思います︒初めのう
ちはなんとなく過ごすことが多いと思いま
すが︑その時間をうまく使うことが大学生
活を充実させるコツです︒もちろん︑課題
等に追われたりもするでしょうが︑図書館
に行ってみたり︑クラブ活動などでスポー
ツやクリエイティブな活動をしてみたりす
ることで自分の世界が広がっていくはずで
す︒ぜひ自分なりの時間の使い方を見つけ
てください︒
そして︑最後に﹁環境﹂についてです︒
新潟国際情報大学には去年新設された学生
会館をはじめ︑
勉学︑
運動︑交遊に役立つ施
設がたくさんあります︒資格取得や留学︑
就
職等のサポート面も幅広く対応してくれま
す︒これだけの環境を利用できる機会とい
うのはそうないと思いますので︑ぜひこれ
らを有効活用して大学生活を送ってほしい

けれども︑これから皆さんがこ
の大学で経験する新たな出会い
によって︑そんな当初の動機は
まるで嘘のようにつまらないも
のであったことが分かると思い
ます︒
あえて言いますが︑皆さんは
運がいい︒どんな理由で本学に

入学したにせよ︑これから始ま
る国際学部での学びと経験は︑
他のどんな大学や専門学校でも
なかなか経験することのできな
い貴重なものになると思いま
す︒今後皆さんは︑卒業後も世
界のどこに行っても胸を張るこ
とのできる高度な教育を受ける

本 当の 学びに 惜しみない支 援

担当教員を配置し︑学生と教員
との距離が短くなり一人で悩む
ことがないような体制ができま
した︒１年後期には︑グループ
ワークを主体としたＰＢＬ

から帰国後は︑自分の目標が定
まり︑進むべき方向に向かって
勉強に励んでいます︒昨年から
実施した東南アジア︵マレーシ
ア科学大学︶への海外インター
ンシップもさらに拡大してマレ
ーシア科学大学およびインドネ
を導入
(Project Based Learning)
を貸与し
Tablet
し︑５人に１台

情報システムを創造︑活用する
たＩＴ教育も好評でした︒
昨年度は︑カナダ短期留学に
人参加しております︒カナダ

シアのボゴール農業大学へと拡
大実施予定です︒情報文化学部
として︑積極的に海外の大学と
情報システムを通して交流を進
めております︒
情報システムとは︑単にコン
ピュータを中心にした技術的な
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一同心から歓迎いたします︒また︑
御臨席い
ただきました多数の保護者の皆さまには︑
心からお祝い申し上げま す ︒
さて︑晴れて新潟国際情報大学の学生と
なった皆さんですが︑皆さんは大学生活の
ビジョンはお持ちでしょうか︒まだ︑期待
と不安が入り混じっている方もいれば︑既
に留学や資格取得などを考えている方もい
らっしゃるかと思います︒高校生活以上の
大きな可能性のようなものを感じている方
もいらっしゃるのではないでしょうか︒私
もこの大学に２年前に入学しましたが︑入
学式に新入生として出席したことをついこ
の間のことのように思い出せます︒そのく
らい︑大学生活はあっという間に過ぎてい
きます︒ですから︑ぜひ皆さんには︑卒業
後を見据えながら中身の濃い４年間を過ご
してほしいと思います︒
今回は中身の濃い大学生活を送るため
に︑皆さんに大学生活で意識してほしい三
つのポイントについてお話ししたいと思っ
ています︒大学生活では︑多くの方がこれ
までより行動の幅が格段に広がると思いま
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皆さんは ど ん な 経 緯 で こ の 大
学に来るこ と に な っ た で し ょ う
か︒念願の 第 一 志 望 だ っ た 方 も
多いかもしれません︒しかし﹁た
またま近く に あ っ た か ら ﹂ ﹁ 親
に勧められ た か ら ﹂ ﹁ 第 一 志 望
の受験に失 敗 し た か ら ﹂ な ど と
いう方もい る か も し れ ま せ ん ︒
あるいは︑ 中 学 や 高 校 の 延 長 と
して﹁ただ 何 と な く ﹂ ﹁ 皆 も 行
くから﹂大 学 の 進 学 を 決 め た と
いう方もい る か も し れ ま せ ん ︒

情報文化学部

情報文化学部は︑
開学以来﹁情
報システム学﹂をカリキュラム
の基本としています︒社会の変
化に伴い︑昨年度は︑さらなる
カリキュラム改訂を実施しまし
た︒１年から4年の各年次での
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だ複数の先生とみっちり対話を
しながら学びます︒それは皆さ
んの高校までの
﹁勉強﹂とはまっ
たく異なります︒大学での﹁学
問﹂は︑これまで偏差値やペー
パーテストによって輪切りにさ
れてきた皆さんの知的な可能性
を再び修復し︑開花させます︒
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西山

編集後記に代えて

げん

湧源
入試・広報委員

茂

は必須の技術です︒
一方︑経営コースは︑情報シ
ステムを活用できる能力を育成
し︑地域社会に貢献できる人材
の輩出を目指しております︒公
務員・金融系・企業などあらゆる
分野に挑戦できるように資格取
得を指導しております︒経営コ
ースで学ぶ中で︑卒業後の進路
を明確にすることが大切です︒
例えば将来︑情報システムを活
用して経営のできる人材︑ある
いは︑メディアの世界で活躍し
たいという目標です︒あるいは︑
公務員になり地域に貢献したい
という目標です︒
このように情報文化学部はグ
ローバル社会を生き抜く人材を
育成していきます︒

とだ﹂という真実を︑ずっと覚
えておいてもらえるとうれしい
です︒
ただ︑これら多くのチャンス
は︑まるで回転寿司のように︑
目の前を通過していきます︒ま
ず手を伸ばして︑それを実際に
食べてみなければ︑その味のお
いしさも分かりませんし︑栄養
も身につきません︒﹁食わず嫌
い﹂は︑大学ではもっとも大き
な罪です︒
自分の可能性をあらかじめ限
定せず︑食わず嫌いをせず︑新
しい事には何でも挑戦して︑ぜ
ひ﹁新しい自分﹂を発見してく
ださい︒それを求める学生には︑
本学部の教授陣は惜しみない支
援を送ります︒皆さんの健闘を
心からお祈りします︒

今年の2・3月の天候変化には驚かさ
れ た︒寒 暖 が め ま ぐ る し く 変 わ っ た り︑
みずき野の辺りで3月に2回も結構な量
の雪が降ったり︒それでも︑春はコーナ
ーを回ったようである★地域や年にもよ
る が︑春 を 3 月 か ら 5 月 の 間 だ と す る
と︑学び舎にとって春は大事な区切りの
時期である︒言わずもがなの卒業と入学
である︒大学の場合︑4年間で身に付け
たさまざまの知識とスキルを持った若者
を次のステップに送り出し︑その一方で
期待と希望に胸を膨らませてくる若人を
次のステップとして受け入れる︒われわ
れ教育機関の教職員の責任の重さをあら
ため感じるときである★日本の場合︑別
れと出会いの季節はこの時期に設定され
ているが︑これは日本ならではの季節感
のもたらした︑非常にうまい設定である
と思う︒この季節︑冬ごもりから抜け出
すと︑ものみな萌えてそれまでとはまる
で違う景色が出現する︒こんなにうまい
設定はなかなか無いのではないだろう
か︒欧米のように夏休みが明けたら次の
ステップというのは面白みがなさ過ぎる
★学び舎から去っていく諸君︑皆意外と
自覚がないようであるが︑諸君らはこの
4年間で多くのことを学び多くのスキル
を身に付けてきた︒どうか自信を持って
次のステップに進んでほしい︒また︑こ
れからも学ぶということを忘れずに︑新
しいことに進んで挑戦していってほしい
★学び舎に入学してくる諸君︑大学は楽
しいばかりのところではないが︑諸君ら
の 人 生 に 大 き な 影 響 を 与 え る 場 で あ る︒
さまざまなことに興味を持ち︑自分の可
能性を信じて進んでいってほしい︒そし
て︑楽しんでもほしい★私も1年間の湧
源の担当を終えて次のステップに進むこ
とにする︒

システムを示すものではなく︑
社会または個人の活動に必要な
情報の収集・蓄積・処理︵加工︶
・伝達・利用に関わる仕組みで
す︒
情報コースは︑プログラミン
グをベースにシステムを開発で
きる人材の育成︑
また︑
情報システムを構築す
るための情報技術︵含
むプログラミング︶と
ネットワークに関する
知識を習得し︑情報システムを
創造できる人材を育成すること
を目指しております︒新潟には︑
情報システム技術者を必要とす
るグローバル企業が数多くあり
ます︒特に製造業︵自動車︑部
品など︶︑農業においてもＩＴ

そのため︑研究の最前線で活躍
する先生方とじっくり時間をか
けたやりとりを行います︒それ
がゼミナールです︒ゼミナール
を通じて︑﹁勉強﹂が必ずしも
得意でなかった学生でも︑﹁学
問﹂に開眼するケースも多く見
られます︒
また︑派遣留学や個
人留学︑﹁国際交流イ
ンストラクター﹂制度
など︑学外での実践的
な学びの機会も多くあ
ります︒大学での学びは︑単に
机に座っているだけで得られる
ものではありません︒実際に身
体を動かし︑現場や社会の現実
に飛び込むことによって︑これ
までの小さな自分の殻を突き破
っていくことができます︒﹁本
当に学ぶとは︑自分が変わるこ

と思います︒また︑
多くの教職員の方や︑
共
に学ぶ学生の存在も忘れないでください︒
これらは︑多くの施設と同じぐらい重要な
環境です︒一つ目のポイントである﹁人﹂で
もお話ししましたが︑人との繋がりの広さ
は自分の視野の広さです︒学生同士のみな
らず︑機会があれば教職員の方とも交流を
深めてみてください︒
さて︑私からは三つのポイントをお話し
させていただきました︒皆さんの大学生活
の参考になれば幸いです︒そしてこれから
は︑皆さん一人ひとりの能力と行動で道を
切り開いていかなければなりません︒大学
生活には多くの選択肢が存在しますが︑そ
の選択は皆さんに委ねられています︒それ
が大学生活における自由であり︑大学生活
の醍醐味でもあります︒私たちと一緒に︑
有意義な大学生活を過ごせるように頑張っ
ていきましょう︒
最後になりますが︑皆さんの入学を心か
ら歓迎し︑ともに充実したキャンパスライ
フを過ごせることを願い︑歓迎の言葉とさ
せていただきます︒

機会を得ることになります︒
国際学部が誇るのは︑何より
もまずその個性的な教授陣で
す︒国際関係学を学ぶ上で︑こ
れ以上の教授陣と共に学ぶこと
のできる大学は全国でも多くは
ありません︒皆さんは1年から
4年生までずっと︑自分が選ん

す︒どこに意識を向ければよいか迷うとき
もあるでしょう︒そんな時に︑皆さんの行
動を選択する助けになればと思います︒そ
の三つのポイントとは︑
﹁人﹂と﹁時間﹂︑
そして﹁環境﹂です︒
まず︑一つ目の﹁人﹂についてお話しし
ます︒これは人との繋がりを意識してほし
いということです︒人との繋がりの広さは
自分の視野の広さに繋がります︒交友関係
を広げていくことは︑新たな知識や経験を
手に入れ︑自分を成長させるチャンスでも
あります︒特に新入生の皆さんは︑まだこ
の大学について詳しく知らないと思います
ので︑在学生とのつながりを持つことは非
常に有益かと思います︒また︑交友関係を
広げるためにクラブ活動に参加してみては
いかがでしょうか︒後日クラブ紹介が行わ
れますので︑自分の興味のあるクラブをぜ
ひ見つけてほしいと思います︒
次に二つ目の﹁時間﹂についてお話しし
ます︒皆さんは︑これから大学生活を送っ
ていく中で︑自分の自由に行動できる時間
が多いことに気付くと思います︒初めのう
ちはなんとなく過ごすことが多いと思いま
すが︑その時間をうまく使うことが大学生
活を充実させるコツです︒もちろん︑課題
等に追われたりもするでしょうが︑図書館
に行ってみたり︑クラブ活動などでスポー
ツやクリエイティブな活動をしてみたりす
ることで自分の世界が広がっていくはずで
す︒ぜひ自分なりの時間の使い方を見つけ
てください︒
そして︑最後に﹁環境﹂についてです︒
新潟国際情報大学には去年新設された学生
会館をはじめ︑
勉学︑
運動︑交遊に役立つ施
設がたくさんあります︒資格取得や留学︑
就
職等のサポート面も幅広く対応してくれま
す︒これだけの環境を利用できる機会とい
うのはそうないと思いますので︑ぜひこれ
らを有効活用して大学生活を送ってほしい

けれども︑これから皆さんがこ
の大学で経験する新たな出会い
によって︑そんな当初の動機は
まるで嘘のようにつまらないも
のであったことが分かると思い
ます︒
あえて言いますが︑皆さんは
運がいい︒どんな理由で本学に

入学したにせよ︑これから始ま
る国際学部での学びと経験は︑
他のどんな大学や専門学校でも
なかなか経験することのできな
い貴重なものになると思いま
す︒今後皆さんは︑卒業後も世
界のどこに行っても胸を張るこ
とのできる高度な教育を受ける

本 当の 学びに 惜しみない支 援

担当教員を配置し︑学生と教員
との距離が短くなり一人で悩む
ことがないような体制ができま
した︒１年後期には︑グループ
ワークを主体としたＰＢＬ

から帰国後は︑自分の目標が定
まり︑進むべき方向に向かって
勉強に励んでいます︒昨年から
実施した東南アジア︵マレーシ
ア科学大学︶への海外インター
ンシップもさらに拡大してマレ
ーシア科学大学およびインドネ
を導入
(Project Based Learning)
を貸与し
Tablet
し︑５人に１台

情報システムを創造︑活用する
たＩＴ教育も好評でした︒
昨年度は︑カナダ短期留学に
人参加しております︒カナダ

シアのボゴール農業大学へと拡
大実施予定です︒情報文化学部
として︑積極的に海外の大学と
情報システムを通して交流を進
めております︒
情報システムとは︑単にコン
ピュータを中心にした技術的な
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さあ「新しい自分」を発見しよう！

日本と韓国は互いに鏡のような存在︒といって
もご存じのように日本と韓国は長年﹁近くて遠い
国﹂と言われてきました︒この陳腐な修飾語は︑

ゼミ生
の
卒
業研究
テーマ

日韓両国の課題を比較し
相互理解の大切さを学ぶ
４年・瀧川 未来
私たちは︑パワーあふれる申先生の下︑共
に派遣留学を経験し︑和気あいあいとした9
人のメンバーで︑文化・政治・歴史を中心に
日韓両国の比較を通して両国の抱える問題に
ついて研究しています︒
3年後期は︑第二次世界大戦がもたらした
出来事やその現代に至るまでの影響をさまざ
まな角度から学びました︒また︑私たちは実
際に韓国へ現地学習に行き︑ゼミで採り上げ
た人物に関する場所などを訪れ︑韓国側から
見た日本を知るという機会を設けました︒申
ゼミでは︑日韓両国を比較することで相互理
解の大切さを学ぶことができます︒

吹奏楽部
いですが︑だからこそ全員

現在の部員は５人と少な

文学作品を通して過去の支配・被支配の不幸な
がまとまって厳しい上下関

剣さが生まれるといえましょう︒

時代を生きた人々の姿に︑真摯に向き合って理解
係もなく︑和気あいあいと

井両学科長などからねぎらいの言葉

歓迎︑ぜひ気

心者問わず大

ると思います︒経験者︑初

数で演奏でき良い経験にな

ンブルは他大学と共に大人

歓会や学生ウインドアンサ

した雰囲気です︒また︑交

することが申ゼミの大きなテーマの一つですが︑

それには当然︑日本社会の﹁在日﹂または﹁在日

問題﹂も含まれます︒関連図書を読んで発表し議

論を進める他︑韓国社会や在日社会を描いた映画

やドラマを鑑賞し︑
感想を述べ合ったりもします︒

また今現在進行中のさまざまな問題についても詳

しく調べて積極的に議論をしています︒ゼミ生の

中にはもともと韓国に興味を持っていて韓国語を

勉強したり韓国に留学したりした学生が多く︑教

員の私としてはゼミ生一人ひとりの関心分野をで

きる限り尊重しながら共に学んでいく雰囲気をつ

くっていこうと努めています︒
柔軟な姿勢で韓国・朝鮮への理解を深め︑日韓

朝関係の望ましい近未来像について一緒に考えて

いきたいと思います︒﹁近くて遠い国﹂という陳

んの質問をしてくれる姿が
とても印象的でした︒この
ような機会をたくさんつく
っていただき︑学生たちと
とても親しくなれたと思い
ます︒
新潟国際情報大学は︑キ

腐な修飾語が完全に消える日を待ち望みながら︒

充実した留学生活の報告がありまし

もあり︑互いの健闘ぶりと失敗談な

軽に部活動見

学に来てみて

ください︒

︵熊谷航介部

長・情報文化

学科4年︶

学生たちの些細なことにま
で関心を寄せてくださる先
生方のお姿に深く感銘を受
けました︒そして学生たち
がうらやましくなりまし
た︒学生たちもとても情熱
を 持っていると思 い ま した︒
研究室を訪ねてきた学生た
ちとたくさんの話をする中
で︑学生たちの真面目さや
一生懸命さを感じることが
できました︒
短い期間でしたが︑言葉
では言い尽くせないほどた
くさんのことを学びまし
た︒韓国に帰っても新潟国
際情報大学のことを決して
忘れません︒このような素
晴らしい機会を与えていた
だいたことに心より深く感
謝申し上げます︒本当にあ
りがとうございました︒

Q．活動状況を教えてくだ
さい︒
︱去年までは︑
毎週火・木曜
の午後６時から７時 分ま
で教室を借りて練習してい
ました︒今年からは新しい
学生会館２階のスタジオで
練習することになります︒
Q．どんな大会
︵演奏会︶
に
参加していますか︒
︱去年は４月に大学の近く
の中原邸でのイベントで演
奏したほか︑学内では前期
に音楽祭︑
後期には紅翔祭︑
卒業式での演奏︑学外では
夏に新潟県内８大学吹奏楽
交歓会︑冬に新潟県学生ウ
インドアンサンブルに参加
しています︒
Q．吹奏楽部を一言でアピ
ールしてください︒
︱少ない人数だからこその
団結力のある部活です！
Q．入部のきっかけは何で
すか？
︱幼い頃に姉がピアノを弾
いていたのに影響されたと
いう人や単に音楽が好きで
ちょっと楽器を吹いてみた
いという軽い気持ちで始め
た人などさまざまです︒
Q．あなたにとって︑吹奏
楽部とは？
︱一生続けていきたい趣味
を一緒にできる場です︒

2回目

1回目

3回目
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互いの大衆文化の受容と発信︑民間レベルでの活
発な交流を背景にもう消えてしまったかと思われ
ましたが︑残念なことに﹁やはり日本と韓国は﹂
という両国民の気持ちの捻れを伴って最近再び登
場しています︒
私の専門は日韓比較文学ですが︑ゼミでは文学
作品に限らず︑政治︑
歴史︑
文化など多様な課題を
採り上げています︒言ってみれば﹁日本﹂と﹁韓
国﹂が互いにぶつかり合う場︒しかしそれは必ず
しも韓国人の教員と日本人の学生という構図を意
味するものではありません︒個
人と社会︑個人と国家の関係性

を視野に入れると日本人とか韓

国人という差異・境界は必ずし

も絶対的なものではないという

ことを︑身をもって体験し︑認

識を深めたうえで互いにあえて

ぶつかってみようと︑教員の私
もゼミ生の学生たちも臨んでい

ことができました︒
先生の前で私が直接授業
を行ったことはとてもいい
経験でした︒少人数クラス
なので効率よく授業を行う
ことができました︒また
﹃韓
国朝鮮文化論﹄の授業では

さん
韓国からインターンシップ 李智映 ︵イ・ジヨン︶

く分かりませんでしたが︑
来てみてその意味を自分で
はっきりと理解することが
できました︒
１カ月という短い期間で
したが︑いろいろな経験を
させていただきました︒学

るから で す ︒ そ こ に 緊 張 感 と 真

新潟国際情報大学でのイ
ンターンシップが決まった
時︑私より先にインターン
に来ていた先輩たちが︑ 新
潟国際情報大学の素晴ら し
さを語ってくれながら︑ と
てもよい経験になるだろ う
と言ってくれました︒こ こ
に来るまではその意味が よ

やホストファミリーとの交流の楽し

た︒

今回の5カ国への参加 学 生 は 合 わ

ども語り合い︑貴重な異文化体験を
激励し合いました︒

ャンパスはさほど広くあり
ませんが設備はとても充実
していると思います︒しか
し︑何よりも素晴らしいと
ころは他でもない先生方の
存在だと思います︒お忙し
い中でも学生たちを一人ひ
とり気にかけてくださり︑

﹁韓国社会と若者文化﹂を特別講義
生たちが卒論を準備し中間 ﹁韓国社会と若者文化﹂と
発表会を行っていることや︑ いうタイトルで講義をする
韓半島未来財団の脱北学生 機会を得ました︒日本語が
たちと楽しく交流をする姿 よくできないので申銀珠先
を見ました︒また韓国語授 生が通訳をしてくださいま
業を聴講しながら授業がど したが︑受講学生みんなが
のように行われているかを とても真剣に聞いていて︑
見て︑授業運用方法を学ぶ 質疑応答の時間にはたくさ

い思い出︑上達した語学力を披露し

派遣留学・海外セミナー帰国報告会

実り多い体験︑大きな 成 長 ⁝ 昨 年

の帰国報告会が2月5日 ︑ 本 校 ︵ み

せて 人︒多様な文化に 触 れ た 新 た

今後の進路に生かしていこうなどと

懇親会では平山学長や佐々木︑白

生活習慣の全く違う海外 生 活 で の 不

な発見や貴重な体験︑言 語 ・ 文 化 や

ターで開かれました︒

ずき野キャンパス︶の国 際 交 流 セ ン

外夏期セミナー︵情報システム学科︶ てのスピーチもあり︑実り多かった

度の派遣留学︵情報文化 学 科 ︶ と 海

成長を実感

陳腐な「近くて遠い国」の修飾語が消えるまで
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日本と韓国は互いに鏡のような存在︒といって
もご存じのように日本と韓国は長年﹁近くて遠い
国﹂と言われてきました︒この陳腐な修飾語は︑

ゼミ生
の
卒
業研究
テーマ

日韓両国の課題を比較し
相互理解の大切さを学ぶ
４年・瀧川 未来
私たちは︑パワーあふれる申先生の下︑共
に派遣留学を経験し︑和気あいあいとした9
人のメンバーで︑文化・政治・歴史を中心に
日韓両国の比較を通して両国の抱える問題に
ついて研究しています︒
3年後期は︑第二次世界大戦がもたらした
出来事やその現代に至るまでの影響をさまざ
まな角度から学びました︒また︑私たちは実
際に韓国へ現地学習に行き︑ゼミで採り上げ
た人物に関する場所などを訪れ︑韓国側から
見た日本を知るという機会を設けました︒申
ゼミでは︑日韓両国を比較することで相互理
解の大切さを学ぶことができます︒

吹奏楽部
いですが︑だからこそ全員

現在の部員は５人と少な

文学作品を通して過去の支配・被支配の不幸な
がまとまって厳しい上下関

剣さが生まれるといえましょう︒

時代を生きた人々の姿に︑真摯に向き合って理解
係もなく︑和気あいあいと

井両学科長などからねぎらいの言葉

歓迎︑ぜひ気

心者問わず大

ると思います︒経験者︑初

数で演奏でき良い経験にな

ンブルは他大学と共に大人

歓会や学生ウインドアンサ

した雰囲気です︒また︑交

することが申ゼミの大きなテーマの一つですが︑

それには当然︑日本社会の﹁在日﹂または﹁在日

問題﹂も含まれます︒関連図書を読んで発表し議

論を進める他︑韓国社会や在日社会を描いた映画

やドラマを鑑賞し︑
感想を述べ合ったりもします︒

また今現在進行中のさまざまな問題についても詳

しく調べて積極的に議論をしています︒ゼミ生の

中にはもともと韓国に興味を持っていて韓国語を

勉強したり韓国に留学したりした学生が多く︑教

員の私としてはゼミ生一人ひとりの関心分野をで

きる限り尊重しながら共に学んでいく雰囲気をつ

くっていこうと努めています︒
柔軟な姿勢で韓国・朝鮮への理解を深め︑日韓

朝関係の望ましい近未来像について一緒に考えて

いきたいと思います︒﹁近くて遠い国﹂という陳

んの質問をしてくれる姿が
とても印象的でした︒この
ような機会をたくさんつく
っていただき︑学生たちと
とても親しくなれたと思い
ます︒
新潟国際情報大学は︑キ

腐な修飾語が完全に消える日を待ち望みながら︒

充実した留学生活の報告がありまし

もあり︑互いの健闘ぶりと失敗談な

軽に部活動見

学に来てみて

ください︒

︵熊谷航介部

長・情報文化

学科4年︶

学生たちの些細なことにま
で関心を寄せてくださる先
生方のお姿に深く感銘を受
けました︒そして学生たち
がうらやましくなりまし
た︒学生たちもとても情熱
を 持っていると思 い ま した︒
研究室を訪ねてきた学生た
ちとたくさんの話をする中
で︑学生たちの真面目さや
一生懸命さを感じることが
できました︒
短い期間でしたが︑言葉
では言い尽くせないほどた
くさんのことを学びまし
た︒韓国に帰っても新潟国
際情報大学のことを決して
忘れません︒このような素
晴らしい機会を与えていた
だいたことに心より深く感
謝申し上げます︒本当にあ
りがとうございました︒

Q．活動状況を教えてくだ
さい︒
︱去年までは︑
毎週火・木曜
の午後６時から７時 分ま
で教室を借りて練習してい
ました︒今年からは新しい
学生会館２階のスタジオで
練習することになります︒
Q．どんな大会
︵演奏会︶
に
参加していますか︒
︱去年は４月に大学の近く
の中原邸でのイベントで演
奏したほか︑学内では前期
に音楽祭︑
後期には紅翔祭︑
卒業式での演奏︑学外では
夏に新潟県内８大学吹奏楽
交歓会︑冬に新潟県学生ウ
インドアンサンブルに参加
しています︒
Q．吹奏楽部を一言でアピ
ールしてください︒
︱少ない人数だからこその
団結力のある部活です！
Q．入部のきっかけは何で
すか？
︱幼い頃に姉がピアノを弾
いていたのに影響されたと
いう人や単に音楽が好きで
ちょっと楽器を吹いてみた
いという軽い気持ちで始め
た人などさまざまです︒
Q．あなたにとって︑吹奏
楽部とは？
︱一生続けていきたい趣味
を一緒にできる場です︒

2回目

1回目

3回目
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互いの大衆文化の受容と発信︑民間レベルでの活
発な交流を背景にもう消えてしまったかと思われ
ましたが︑残念なことに﹁やはり日本と韓国は﹂
という両国民の気持ちの捻れを伴って最近再び登
場しています︒
私の専門は日韓比較文学ですが︑ゼミでは文学
作品に限らず︑政治︑
歴史︑
文化など多様な課題を
採り上げています︒言ってみれば﹁日本﹂と﹁韓
国﹂が互いにぶつかり合う場︒しかしそれは必ず
しも韓国人の教員と日本人の学生という構図を意
味するものではありません︒個
人と社会︑個人と国家の関係性

を視野に入れると日本人とか韓

国人という差異・境界は必ずし

も絶対的なものではないという

ことを︑身をもって体験し︑認

識を深めたうえで互いにあえて

ぶつかってみようと︑教員の私
もゼミ生の学生たちも臨んでい

ことができました︒
先生の前で私が直接授業
を行ったことはとてもいい
経験でした︒少人数クラス
なので効率よく授業を行う
ことができました︒また
﹃韓
国朝鮮文化論﹄の授業では

さん
韓国からインターンシップ 李智映 ︵イ・ジヨン︶

く分かりませんでしたが︑
来てみてその意味を自分で
はっきりと理解することが
できました︒
１カ月という短い期間で
したが︑いろいろな経験を
させていただきました︒学

るから で す ︒ そ こ に 緊 張 感 と 真

新潟国際情報大学でのイ
ンターンシップが決まった
時︑私より先にインターン
に来ていた先輩たちが︑ 新
潟国際情報大学の素晴ら し
さを語ってくれながら︑ と
てもよい経験になるだろ う
と言ってくれました︒こ こ
に来るまではその意味が よ

やホストファミリーとの交流の楽し

た︒

今回の5カ国への参加 学 生 は 合 わ

ども語り合い︑貴重な異文化体験を
激励し合いました︒

ャンパスはさほど広くあり
ませんが設備はとても充実
していると思います︒しか
し︑何よりも素晴らしいと
ころは他でもない先生方の
存在だと思います︒お忙し
い中でも学生たちを一人ひ
とり気にかけてくださり︑

﹁韓国社会と若者文化﹂を特別講義
生たちが卒論を準備し中間 ﹁韓国社会と若者文化﹂と
発表会を行っていることや︑ いうタイトルで講義をする
韓半島未来財団の脱北学生 機会を得ました︒日本語が
たちと楽しく交流をする姿 よくできないので申銀珠先
を見ました︒また韓国語授 生が通訳をしてくださいま
業を聴講しながら授業がど したが︑受講学生みんなが
のように行われているかを とても真剣に聞いていて︑
見て︑授業運用方法を学ぶ 質疑応答の時間にはたくさ

い思い出︑上達した語学力を披露し

派遣留学・海外セミナー帰国報告会

実り多い体験︑大きな 成 長 ⁝ 昨 年

の帰国報告会が2月5日 ︑ 本 校 ︵ み

せて 人︒多様な文化に 触 れ た 新 た

今後の進路に生かしていこうなどと

懇親会では平山学長や佐々木︑白

生活習慣の全く違う海外 生 活 で の 不

な発見や貴重な体験︑言 語 ・ 文 化 や

ターで開かれました︒

ずき野キャンパス︶の国 際 交 流 セ ン

外夏期セミナー︵情報システム学科︶ てのスピーチもあり︑実り多かった

度の派遣留学︵情報文化 学 科 ︶ と 海

成長を実感

陳腐な「近くて遠い国」の修飾語が消えるまで
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※時間が変更となる場合もありますので事前にご確認ください。
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文化の違いに新鮮な驚き

平成27年4月発行
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が理解できずに困っていると︑ 生 活 を 充 実 さ せ よ う と 日 々 勉 強
私が理解できるようにゆっくり し ︑ 外 国 の 友 人 と 交 流 し ︑ 悔 い
話してくれたり︑
もっと簡単な単 のないよう毎日を楽しく過ごし
語で話してくれたりしました︒ てきました︒
まず私が皆さんに伝えたいの
彼らともっといっぱい話したか
ったので︑
必死で勉強しました︒ は︑中国という国はとても良い
彼らの存在が私のロシア語を学 国 だ と い う こ と で す ︒ 留 学 す る
ぶ上でもとてもプラスであり︑ 前 に ︑ 私 の 両 親 の 北 京 に 対 す る
何より彼らと一緒にいることが 印 象 は 良 く な い も の で ︑ 治 安 が
とても楽しかったです︒彼らに 悪 い ︑ 反 日 感 情 が 強 い と い う も
のでした︒しかし私が実際に体
は本当に感謝しています︒
験した北京は︑夜に一人で歩い
спасибо!
ても街は明るくて安全であり︑
反日感情を持つ人は全くいませ
中国コース
んでした︒﹁百聞は一見にしか
ず﹂という言葉はまさにこのこ
とで︑実際にその文化・人々に
触れるということは非常に大事
なことなのだと感じました︒こ
の体験を両親に話すと中国への
印象は変わり︑良い国なのだと
認識するようになりました︒
体験を生かせる職業に
私はより外国の異文化・国際
関係について勉強したいと思
い︑興味の幅もより広がりまし
た︒この体験を生かし︑私は日

しないでもらったりしました︒
しかし︑徐々にいろいろな人と
いろいろなことを話すようにな
るのがとても楽しく︑努力する
ようにもなりました︒また︑外
国人留学生同士は英語でコミュ
ニケーションをとることもよく
あり︑これも苦労しました︒私
にとって英語は韓国語よりもは
るかに難しいため︑諦めてしま
いましたが︑
そのおかげもあり︑
韓国語が上達したようにも思い
ます︒しかし︑韓国語と同時に
英語を勉強できるという点は第
二外国語圏留学の良い点である
とも思うので︑英語に挑戦して
みるのも良いと思います︒
挑戦という部分では︑私は自
分の関心のあるファッションを
通じて留学を充実させました︒
それは︑買い物から始まり︑ス
ナップ撮影やファッションウィ
ークへの参加などの活動を通し
て︑多くの人と交流することで
した︒これはとても刺激のある
経験になりました︒
国際・情報

派遣留学を無事終えた皆さん
と︑このように再会できてとて
もうれしいです︒私たちも留学

ることができ︑さまざまなこと
を経験できる機会でした︒実際
に生活をしてみると︑苦労もあ
りますがとても楽しいです︒何
よりいろんな国の留学生との交
流は︑私の持つイメージとの違
いに気づく機会になりました︒
私が最も苦労したのは︑コミ
ュニケーションでした︒最初の
頃は韓国人の友達にはゆっくり
話してもらったり︑言葉を省略

カナダ

情報文化学科

加藤 龍太

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

平成27年4月発行

アメリカコース

ロシア

勉強の成 果 を ス ピ ー チ

韓国

ロシアコース

アメリカ

今井 勇希

るうちに徐々に慣れていき︑気
が付けば自然と聞き取れるよう
になっていました︒授業以外で
も他の国の留学生とロシア語で
コミュニケーションをとってい
るうちにロシア語のスキルは向
上していきました︒
私はこの留学で多くの友人が
できました︒彼らは私よりも圧
倒的にロシア語のスキルがあ
り︑彼らの言っているロシア語

中国

生活の違 い に 困 惑 も

竹部 祐太

情報文化学科

大きなお金を出すと﹁もっと細
かい金は持ってないのか！﹂と
いう風に︑日本では考えられな
いような対応もされました︒し
かし︑ロシア人の先生方や生徒
たちはみんな温かく接してくれ
ました︒
授業はすべてロシア語で行わ
れました︒初めはほとんど聞き
取ることができなかったのです
が︑毎日ロシア語を耳にしてい

情報文化学科

こんにちは︒私たちは韓国のソ
ウルに約4カ月間の留学をして
きました︒この間で得たものは
本当に多く︑語学力の上達や︑
さまざまな発見︑外国人の友達
をはじめとする人との出会いな
ど︑自分にとって全てのことが
新鮮で良い経験になりました︒
今回で韓国に訪れたのは2回
目でしたが︑
留学の体験では︑
旅
行だけでは分からないことを知

新潟国際情報大学 学報

Здрав с т в у й т е !
私たちは4カ月間ロシアのウラ
ジオストク国立経済サービス大
学︵ВГУЭС︶へ留学しまし
た︒この4カ月間は私にとって
非常に有意義 な 日 々 で し た ︒
初めのころは不安も多く日本
との生活の違いに多少困惑もし
ました︒トイレに紙を流せなか
ったり︑水道水を飲めなかった
りと日本とはこんなにも違うの
かと驚きました︒例えばスーパ
ーでの体験︒日本の店員はみん
なが笑顔で﹁いらっしゃいませ
！﹂という風に対応してくれま
すが︑ロシアの店員は不愛想で

韓国コース

多くの国の学生と交流

アンニョンハセヨ︒みなさん
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本の人たちに私が体験した中国
の文化を知ってもらうために︑
メディアへ情報を提供するジャ
ーナリスト︑日本の人たちによ
り中国を知ってもらうツアーコ
ンダクターなどの職業に就きた
いと思いまし た ︒
また中国でたくさんの友人が
できたことは︑何よりも貴重な
財産になったと思います︒一緒
に留学を体験した同志はもちろ
ん︑日本語の通じない外国の人
たちとも交友関係を結びまし
た︒大学生というのは損得勘定
や仕事の人間関係が関わらな
い︑親しい友人をつくるチャン
スだと聞いたことがあります︒
彼らとの交流はともに中国語を
教え合い︑お互いを高め合うよ
きライバルともいえるような関
係であり︑生涯の友人であり︑
私はこのメンバーと共に留学生
活を過ごしたことを誇りに思い
ます︒

カナダコース

自分は変 わ っ た と 実 感

今回の留学を経
験して、私の日々
の生活が変わりま
した。自分の中で
最も大きく変わっ
たと実感できるこ
とは、初対面の人
を相手にしたとき
の対応です。
私はこの渡航
情報システム学科
前、とても恥ずか
大柴 千尋
しがり屋で、道を
尋ねるために知らない人に話しかけること
すらもできませんでした。しかし、渡航後
はできるようになりました。
カナダでは、自分が聞きたいことも「英
語だとどのように表現すれば良いのだろう
か」と考え、その時思ったことは「日本語な
らば簡単に聞くことができるのに」というこ
とでした。もちろん、
英語でも自分が聞きた
いことがあるなら積極的に聞くことが大事
であると思い、簡単なことなら、なるべく
聞くようにしました。それからは、知りた
いことは積極的に英語を使ってクラスメー
トに聞くことにしました。
授業で使った英語
が何か尋ねるときに使えました。
こうした思いをしたので、
日本に帰ってき
てからは、
恥ずかしがり屋の私も他人に聞け
るようになって、自分は変わったなと実感
できるようになりました。
カナダでは当初、不安だらけで、生きて
いけるか心配でしたが、実際に行ってみる
と不安はなくなり、行ってよかったと思い
ました。そして、楽しみにしていたBanﬀや
ゴルフですが、
やっぱり楽しいものでした。
渡航前にGoogleで調べたBanﬀは、写真に収
めようと思っても収まらないほど大きな素
晴らしい景色で、
「心のアルバム」にしっか
りと記録しました。
多くの思い出ができました。物事の考え
方や、人を相手にしたときの対応の仕方が
日本と違い、とても新鮮でした。一日一日
がとても濃密で、帰ってきたときは、とて
も疲労感がありましたが、楽しい貴重な日
々でした。
ここで最後に、ちょっとだけ英語で話し
たいと思います。
I'm pretty sure none of this would have
happened if I hadnʼt been gone to Canada.
I'm sure this would have changed my
shyness. Sometimes life hits you in the
head with a brick. Don't lose faith. I'm
convinced that the only thing that kept me
going was that I wanted to know everything. If you haven't found it yet, keep
looking. As with all matters of the heart,
you'll know when you ﬁnd it. It just gets
better and better as the years roll on. So
keep looking until you ﬁnd it. Donʼt be shy.
Thank you.

挑戦し学んだ有意義な日々
私は8月中旬か
ら12月中旬までの
約4カ月間アメリ
カのノースウェス
トミズーリ州立大
学に留学してきま
した。今日はアメ
リカでの授業や大
学生活、ほか大学
の外での体験につ
情報文化学科
いて、勉強の成果
大島 千歳
と復習をかねて英
語でスピーチさせていただきたいと思いま
す。
First, Iʼll tell you about my class. Secondly, Iʼll tell you about my college life.
Lastly, Iʼll tell you about my Thanksgiving
Day.
First of all, itʼs sure that my class made
me improve. In ﬁrst two months, I was
really nervous every day because it was
diﬃcult for me to understand what I should
do in my class. Although I did not understand what the teachers said, I had a lot of
homework. But it gave me many vocabularies and self-conﬁdence, and now I can
tell my opinions. Everything was getting
better than beginning. And my classmates
were interesting and funny. I wish that I
could study with them again.
Secondly, I enjoyed living in the Northwest Missouri State University. There
were many events such as Paint Party,
Football Games, and We The Kingsʼ
Concert. We do not have these in Japan, so
I was really excited. And I made friends
who are not from Japan, and I sometimes
hung out with them to eat and shop. I
enjoyed American school life.
Lastly, my Thanksgiving Day is the best
memory for me. Iʼve stayed with some
families for ﬁve days. My host, Bob and
Terri, are very nice. Their house was
beautiful, and I helped their Christmas
decollating. I was so comfortable, and I
really liked them. This was my ﬁrst time
to speak really only English. Nobody
understands Japanese around me in whole
break, so I spoke English so much. It was
a little hard, but Iʼm so glad to meet them.
In conclusion, this study abroad became
my greatest experience in my life so far.
My English skill became much better than
before. It was not only good things, but
my challenges made me strong. Iʼm sure
that my choice which I went to America
was great for myself, and I really want to
go back again. Thank you for your listening.
ありがとうございました。
2015年度 No.1
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文化の違いに新鮮な驚き
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が理解できずに困っていると︑ 生 活 を 充 実 さ せ よ う と 日 々 勉 強
私が理解できるようにゆっくり し ︑ 外 国 の 友 人 と 交 流 し ︑ 悔 い
話してくれたり︑
もっと簡単な単 のないよう毎日を楽しく過ごし
語で話してくれたりしました︒ てきました︒
まず私が皆さんに伝えたいの
彼らともっといっぱい話したか
ったので︑
必死で勉強しました︒ は︑中国という国はとても良い
彼らの存在が私のロシア語を学 国 だ と い う こ と で す ︒ 留 学 す る
ぶ上でもとてもプラスであり︑ 前 に ︑ 私 の 両 親 の 北 京 に 対 す る
何より彼らと一緒にいることが 印 象 は 良 く な い も の で ︑ 治 安 が
とても楽しかったです︒彼らに 悪 い ︑ 反 日 感 情 が 強 い と い う も
のでした︒しかし私が実際に体
は本当に感謝しています︒
験した北京は︑夜に一人で歩い
спасибо!
ても街は明るくて安全であり︑
反日感情を持つ人は全くいませ
中国コース
んでした︒﹁百聞は一見にしか
ず﹂という言葉はまさにこのこ
とで︑実際にその文化・人々に
触れるということは非常に大事
なことなのだと感じました︒こ
の体験を両親に話すと中国への
印象は変わり︑良い国なのだと
認識するようになりました︒
体験を生かせる職業に
私はより外国の異文化・国際
関係について勉強したいと思
い︑興味の幅もより広がりまし
た︒この体験を生かし︑私は日

しないでもらったりしました︒
しかし︑徐々にいろいろな人と
いろいろなことを話すようにな
るのがとても楽しく︑努力する
ようにもなりました︒また︑外
国人留学生同士は英語でコミュ
ニケーションをとることもよく
あり︑これも苦労しました︒私
にとって英語は韓国語よりもは
るかに難しいため︑諦めてしま
いましたが︑
そのおかげもあり︑
韓国語が上達したようにも思い
ます︒しかし︑韓国語と同時に
英語を勉強できるという点は第
二外国語圏留学の良い点である
とも思うので︑英語に挑戦して
みるのも良いと思います︒
挑戦という部分では︑私は自
分の関心のあるファッションを
通じて留学を充実させました︒
それは︑買い物から始まり︑ス
ナップ撮影やファッションウィ
ークへの参加などの活動を通し
て︑多くの人と交流することで
した︒これはとても刺激のある
経験になりました︒
国際・情報

派遣留学を無事終えた皆さん
と︑このように再会できてとて
もうれしいです︒私たちも留学

ることができ︑さまざまなこと
を経験できる機会でした︒実際
に生活をしてみると︑苦労もあ
りますがとても楽しいです︒何
よりいろんな国の留学生との交
流は︑私の持つイメージとの違
いに気づく機会になりました︒
私が最も苦労したのは︑コミ
ュニケーションでした︒最初の
頃は韓国人の友達にはゆっくり
話してもらったり︑言葉を省略

カナダ

情報文化学科

加藤 龍太

新潟国際情報大学 学報

国際・情報
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アメリカコース

ロシア

勉強の成 果 を ス ピ ー チ

韓国

ロシアコース

アメリカ

今井 勇希

るうちに徐々に慣れていき︑気
が付けば自然と聞き取れるよう
になっていました︒授業以外で
も他の国の留学生とロシア語で
コミュニケーションをとってい
るうちにロシア語のスキルは向
上していきました︒
私はこの留学で多くの友人が
できました︒彼らは私よりも圧
倒的にロシア語のスキルがあ
り︑彼らの言っているロシア語

中国

生活の違 い に 困 惑 も

竹部 祐太

情報文化学科

大きなお金を出すと﹁もっと細
かい金は持ってないのか！﹂と
いう風に︑日本では考えられな
いような対応もされました︒し
かし︑ロシア人の先生方や生徒
たちはみんな温かく接してくれ
ました︒
授業はすべてロシア語で行わ
れました︒初めはほとんど聞き
取ることができなかったのです
が︑毎日ロシア語を耳にしてい

情報文化学科

こんにちは︒私たちは韓国のソ
ウルに約4カ月間の留学をして
きました︒この間で得たものは
本当に多く︑語学力の上達や︑
さまざまな発見︑外国人の友達
をはじめとする人との出会いな
ど︑自分にとって全てのことが
新鮮で良い経験になりました︒
今回で韓国に訪れたのは2回
目でしたが︑
留学の体験では︑
旅
行だけでは分からないことを知

新潟国際情報大学 学報

Здрав с т в у й т е !
私たちは4カ月間ロシアのウラ
ジオストク国立経済サービス大
学︵ВГУЭС︶へ留学しまし
た︒この4カ月間は私にとって
非常に有意義 な 日 々 で し た ︒
初めのころは不安も多く日本
との生活の違いに多少困惑もし
ました︒トイレに紙を流せなか
ったり︑水道水を飲めなかった
りと日本とはこんなにも違うの
かと驚きました︒例えばスーパ
ーでの体験︒日本の店員はみん
なが笑顔で﹁いらっしゃいませ
！﹂という風に対応してくれま
すが︑ロシアの店員は不愛想で

韓国コース

多くの国の学生と交流

アンニョンハセヨ︒みなさん
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本の人たちに私が体験した中国
の文化を知ってもらうために︑
メディアへ情報を提供するジャ
ーナリスト︑日本の人たちによ
り中国を知ってもらうツアーコ
ンダクターなどの職業に就きた
いと思いまし た ︒
また中国でたくさんの友人が
できたことは︑何よりも貴重な
財産になったと思います︒一緒
に留学を体験した同志はもちろ
ん︑日本語の通じない外国の人
たちとも交友関係を結びまし
た︒大学生というのは損得勘定
や仕事の人間関係が関わらな
い︑親しい友人をつくるチャン
スだと聞いたことがあります︒
彼らとの交流はともに中国語を
教え合い︑お互いを高め合うよ
きライバルともいえるような関
係であり︑生涯の友人であり︑
私はこのメンバーと共に留学生
活を過ごしたことを誇りに思い
ます︒

カナダコース

自分は変 わ っ た と 実 感

今回の留学を経
験して、私の日々
の生活が変わりま
した。自分の中で
最も大きく変わっ
たと実感できるこ
とは、初対面の人
を相手にしたとき
の対応です。
私はこの渡航
情報システム学科
前、とても恥ずか
大柴 千尋
しがり屋で、道を
尋ねるために知らない人に話しかけること
すらもできませんでした。しかし、渡航後
はできるようになりました。
カナダでは、自分が聞きたいことも「英
語だとどのように表現すれば良いのだろう
か」と考え、その時思ったことは「日本語な
らば簡単に聞くことができるのに」というこ
とでした。もちろん、
英語でも自分が聞きた
いことがあるなら積極的に聞くことが大事
であると思い、簡単なことなら、なるべく
聞くようにしました。それからは、知りた
いことは積極的に英語を使ってクラスメー
トに聞くことにしました。
授業で使った英語
が何か尋ねるときに使えました。
こうした思いをしたので、
日本に帰ってき
てからは、
恥ずかしがり屋の私も他人に聞け
るようになって、自分は変わったなと実感
できるようになりました。
カナダでは当初、不安だらけで、生きて
いけるか心配でしたが、実際に行ってみる
と不安はなくなり、行ってよかったと思い
ました。そして、楽しみにしていたBanﬀや
ゴルフですが、
やっぱり楽しいものでした。
渡航前にGoogleで調べたBanﬀは、写真に収
めようと思っても収まらないほど大きな素
晴らしい景色で、
「心のアルバム」にしっか
りと記録しました。
多くの思い出ができました。物事の考え
方や、人を相手にしたときの対応の仕方が
日本と違い、とても新鮮でした。一日一日
がとても濃密で、帰ってきたときは、とて
も疲労感がありましたが、楽しい貴重な日
々でした。
ここで最後に、ちょっとだけ英語で話し
たいと思います。
I'm pretty sure none of this would have
happened if I hadnʼt been gone to Canada.
I'm sure this would have changed my
shyness. Sometimes life hits you in the
head with a brick. Don't lose faith. I'm
convinced that the only thing that kept me
going was that I wanted to know everything. If you haven't found it yet, keep
looking. As with all matters of the heart,
you'll know when you ﬁnd it. It just gets
better and better as the years roll on. So
keep looking until you ﬁnd it. Donʼt be shy.
Thank you.

挑戦し学んだ有意義な日々
私は8月中旬か
ら12月中旬までの
約4カ月間アメリ
カのノースウェス
トミズーリ州立大
学に留学してきま
した。今日はアメ
リカでの授業や大
学生活、ほか大学
の外での体験につ
情報文化学科
いて、勉強の成果
大島 千歳
と復習をかねて英
語でスピーチさせていただきたいと思いま
す。
First, Iʼll tell you about my class. Secondly, Iʼll tell you about my college life.
Lastly, Iʼll tell you about my Thanksgiving
Day.
First of all, itʼs sure that my class made
me improve. In ﬁrst two months, I was
really nervous every day because it was
diﬃcult for me to understand what I should
do in my class. Although I did not understand what the teachers said, I had a lot of
homework. But it gave me many vocabularies and self-conﬁdence, and now I can
tell my opinions. Everything was getting
better than beginning. And my classmates
were interesting and funny. I wish that I
could study with them again.
Secondly, I enjoyed living in the Northwest Missouri State University. There
were many events such as Paint Party,
Football Games, and We The Kingsʼ
Concert. We do not have these in Japan, so
I was really excited. And I made friends
who are not from Japan, and I sometimes
hung out with them to eat and shop. I
enjoyed American school life.
Lastly, my Thanksgiving Day is the best
memory for me. Iʼve stayed with some
families for ﬁve days. My host, Bob and
Terri, are very nice. Their house was
beautiful, and I helped their Christmas
decollating. I was so comfortable, and I
really liked them. This was my ﬁrst time
to speak really only English. Nobody
understands Japanese around me in whole
break, so I spoke English so much. It was
a little hard, but Iʼm so glad to meet them.
In conclusion, this study abroad became
my greatest experience in my life so far.
My English skill became much better than
before. It was not only good things, but
my challenges made me strong. Iʼm sure
that my choice which I went to America
was great for myself, and I really want to
go back again. Thank you for your listening.
ありがとうございました。
2015年度 No.1
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となり︑短期決戦の中で
就職活動となりました︒
早めの企業研究や卒業後
の進路︵就職先︶を明確
に定め︑積極的に行動す
ることが就活を成功させ
る大きな要因ともいえま
し︑事前に約２００社か
らアンケートにお答えい
ただき実施に至りまし
た︒
初の﹁企業交流会﹂は
2月4︑5日の2日間に
わたり︑県内外より１９
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㈱髙儀
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高野ガス㈱
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㈱タップカンパニー
㈱近正
チモロ㈱
中越クリーンサービス㈱
中越通運㈱
燕市役所
㈱つるや
東京コンピュータサービス㈱
㈱東横イン
㈱ＴＯＳＹＳ
㈱トカン
(医)徳真会グループ
㈱トップワイジャパン
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新潟運輸㈱
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㈱新潟クボタ
新潟県警察
新潟縣信用組合
新潟交通商事㈱
新潟サンリン㈱
新潟自動車産業㈱
新潟証券㈱
新潟綜合警備保障㈱
㈱新潟ダイハツモータース

新潟ダイヤモンド電子㈱
新潟中央青果㈱
新潟中央ホンダ販売㈱
新潟日産自動車㈱
㈱新潟フジカラー
西巻印刷㈱
㈱日産サティオ新潟
㈱日産サティオ新潟西
日産部品新潟販売㈱
日本郵便㈱
日本生命保険(相)
日本フローサーブ㈱
㈱日本旅行
ネッツトヨタ新潟㈱
㈱ハードオフコーポレーション
パートナーズプロジェクト税理士法人
ハーバーハウス㈱
㈱ハーモニック
パール金属㈱
㈱バイタルネット
バクマ工業㈱
㈱長谷川興産
長谷川ホールディングス㈱
㈱パナハートタカハシ
㈱ハヤマ
㈱ＢＳＮアイネット
東日本ハウス㈱
東日本旅客鉄道㈱
㈱ビット・エイ
㈱ひらせいホームセンター
㈱福田組
藤田金屬㈱
㈱富士通新潟システムズ
藤寅工業㈱
藤村フューム管㈱

防衛省 自衛隊
北新越ホーム㈱
㈱ホテル新潟
㈱本宏製作所
㈱ホンダオート新発田
㈱ホンダ四輪販売新潟
㈱マイナビ
㈱マツモトキヨシ甲信越販売
丸井産業㈱
㈱マルト長谷川工作所
㈱丸山自動車
㈱マンションセンター
ミサワホーム北越㈱
㈱三ツ葉パーツ
㈲ミドリ工務店
（介護福祉事業部：浜浦倶楽部）
源川医科器械㈱
㈱宮島化学工業
㈱ミロク情報サービス
明和工業㈱
モトーレンニイガタ㈱
森井紙器工業㈱
㈱モリタ装芸
(医)優樹会 岩塚診療所
㈱吉運堂
㈱吉田工業
㈱ヨドバシカメラ
㈱リオン・ドールコーポレーション
㈱菱電社
㈱リンコーコーポレーション
㈱ワタナベ
ワタナベグループ
㈱渡辺製作所
和平フレイズ㈱
平成27年3月現在〈五十音順〉

「光受信機を作ってリモコンの光を聞いてみよう！」
昨年に続き近藤研究室の4学生

科学の祭典に出展
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㈱アークベル
アークランドサカモト㈱
㈱アイエスエフネット
アイジャパン㈱
アクシアルリテイリンググループ
㈱アサンテ
㈱アスカプランニング
アルファテクノロジー㈱
㈱ヰセキ信越
㈱イタヤ
㈱インタークロス
㈱上野
㈱ウエマツ
㈱ウエルストーン
㈱ウオロク
㈱エイジェック
㈱エクセルシステム
㈱ＮＳ
・コンピュータサービス
㈱エヌ・テイ・エス
㈱エムテートリマツ
㈱大原鉄工所
岡三にいがた証券㈱
小形商工㈱
小木工業㈱
㈱オスカー技研
㈱小野組
㈱カネコ・コーポレーション
㈱川内自動車
㈱かんぽ生命保険
㈱吉兆楽
㈱キューピット
㈱きらやか銀行
クオリカ㈱
㈱クスリのアオキ
㈱クボ製作所

主な就 職 先 一 覧

﹁青少年のための科学の祭典﹂
新潟県大会が長岡市のアオーレ
長岡で2月7︑8日の両日に開
催され︑昨年に続き本学情報シ
ステム学科の近藤進教授と同研
究室の学生4人が体験ブースを
展開しました︒
この祭典は︑青少年が自分自
身で実験や工作を体験し︑科学
の面白さを実感できる平成4年
から始まったイベント︒今年は
2日間で1万3000人を超え
る入場者がありました︒
同研究室のブースのタイトル
は﹁光受信機を作ってリモコン
の光を聞いてみよう！﹂︒出展
ブースでは半田付けをしないで
回路を組めるブレッドボードを
使って︑光送受信機を製作する
体験を行いました︒光受信機に
向けてリモコンのボタンを押す
と︑見えない赤外線でブツブツ
とデジタル音が聞こえることを
確認してもらいました︒
また︑スマホからの音楽を送
信機でいったんＬＥＤの光にし
て︑その光を受
信機で電気に変
え︑スピーカー
からその音楽が
聞こえると︑多
くの来場者から
歓声が上がって
いました︒
人気となった
ブースでは︑ノ
ーベル賞の青色
ＬＥＤの発光実
験も行われ︑大
きな関心を呼ん
でいました︒

人物像﹂など幅広い視点
で交流を図りました︒
参加企業からは﹁就活
が始まる前に︑業界研究
できるのは素晴らしい﹂
﹁学生がより多くの企業
に触れられる良いオペレ
ーションだった﹂﹁学生
がいろいろな職種の方と
話ができる非常に良いシ

短期決戦に備え積極策

内定
定に
に向
向か
かっ
って
て好
好ス
スタ
ター
ート
ト！
！
内

192社が参加

り︑社会人と話すことへ
の抵抗感の払拭ができ︑
企業にとっては学生一人
ひとりの個性や本質を知
る良い機会となりまし
た︒
就活日程が変わること
で︑企業の求人活動が活
発になり︑学生にとって
は多くの企業の採用担当
者に耳を傾け︑情報を整
理しながら進路を絞る積
極的な行動が必要となり
ます︒今回の﹁企業交流
会﹂では多くの業界・企業
と触れ合うことができ︑
3月の就職活動解禁と同
時に積極的に訪問ができ
たことと思います︒
さらに︑4月 ︑ 日
には恒例の﹁学内合同企
業説明会﹂も開催され︑
参
加企業２００社からの情
報を基に︑就職内定に向
かって好スタートできた
ものと期待しています︒

対策を学び︑併せて面接マ
ナーの練習を行いました︒
午後の講座はグループに
分かれ︑本番を想定した面
接実践トレーニングを行い
ました︒３年生も面接官や
観察者の立場になって面接
を行うなど視点を変えて︑
多くの気づきと本番に向け
ての改善点を把握し︑就職
活動における面接の感覚を
つかんでいました︒
この講座で学んだことを
活用し﹁自分らしい﹂就職
活動で採用が決められるよ
う願っています︒

自分らしい活 動を

２社の企業・団体よりご ステム﹂など多数の意見
参加いただき︑２４１人 をいただきました︒一方
の学生が参加しました︒ ﹁1回の説明時間が短い﹂
より多く交流ができるよ などの意見もあり︑次年
う︑企業ブースと学生を 度にはより良い交流会と
5グループに分け︑一定 なるよう努めたいと思い
の時間内で﹁業界全体の ます︒また︑参加学生は
特徴や魅力﹂﹁仕事のや 企業の人事採用担当者と
りがい﹂﹁企業が求める コミュニケーションを図

るだけです︒
午前の講座では︑グルー
プディスカッションや面接
の実践を通じて自分らしさ
を確認︒採用選考の対策を
立てるとともに︑どうやっ
たら自分らしい活動ができ
るのかを考えました︒具体
的には﹁伝わる採用選考の
ポイント﹂と題して﹁伝えた
い私﹂を準備し︑一貫して
伝える︒応募書類︑面接に
共通するポイントとして︑
エピソードや経験を伝える
留意点を考え︑またグルー
プディスカッションの実践

情 報に流されずに

す︒
本学では各ガイダンス
やセミナー等で︑県内外
の企業をお迎えし︑業界
研究も数回実施してきま
したが︑講義回数に限度
があり︑就職活動目前に
企業と学生が接点を持て
る﹁企業交流会﹂を企画

えにくく︑就職情報サイト
などからのエントリーや説
明会への誘導が例年以上に
強いともいわれています︒
就活に王道はなく︑多くエ
ントリーや説明会をこなせ
ば内定が近づくのか︑少数
に絞り込んで集中して対策
を練ったほうが効果的なの
か︑などと考え方もさまざ
まです︒情報に流されず︑
自分に合った就職活動を進
めることの大切さを身に付
け︑逆に︑自分に合わない
活動をしたり︑背伸びして
アピールしたりすると疲れ

本番さながら模擬面接

〝就活解禁〟直前に﹁企業交流会﹂

来春3月卒業生の採用
スケジュールは︑﹁広報活
動開始﹂が3月1日以降
に︑﹁選考活動開始﹂は
8月1日以降と定められ
ました︒今年3月卒業生
に比べ3カ月の後ろ倒し

３年生向け就職支援と し
て毎年実施している﹁就 職
模擬面接講座﹂が２月 日︑
本校みずき野キャンパス で
開催されました︒この講 座
は平成 年から実施され ︑
就職活動開始前の実践講 座
として評価されています ︒
また︑キャリアコンサル タ
ントや就職支援業者︑社 会
人︑卒業生︑４年生を講 師
として県内外から招き︑ さ
まざまな面接パターンで 学
生にアドバイスしました ︒
就職活動の日程変更で ︑
就職・採用活動の流れが 見
17

平成26年度卒業生

教員の活動（本人申告による）
・（2015年）“Production Throughput Evaluation Using the Vasicek Model”
of Innovative Computing, Information and Control 11（1）1-17

１）
研究論文・図書

内田 亨（情報システム学科・教授）
・（2015年）「医療機関のガバナンス構築への取り組み」『medical
（4-7頁）

區

forum

CHUGAI』19巻1号

建英（国際文化学科・教授）

藤本

直生（国際文化学科・准教授）

・（2015年）““I was in their shoes”: Shifting Perceptions of Editorial Roles and Responsibilities”
The Journal of the English Scholars Beyond Borders (ESBB) 1（1） 109-142

２）
学会・研究会・講演等

・（2014年）「丸山真男思想史学与日本的改革」『思想』第27期 台湾聯経出版社（59-86頁）
・（2015年）「厳復思想中的国民形成与「中学」価値重構」『道家文化研究』第28輯 三聯書店
（315-332頁）
・（2015年）「解読厳復的自由観与公共精神」『厳復与近代中国社会思潮』 天津人民出版社
（196-217頁）

石川

神長

區

英輔（国際文化学科・准教授）

・（2014年）『「北洋」の誕生

白井

場と人と物語』成文社

洋（情報システム学科・准教授）

・（2014年12月11日〜13日）「ProBを用いたVDMの陰仕様の解釈実行の試み」(第21回ソフトウ
ェア工学の基礎ワークショップ 霧島国際ホテル)

建英（国際文化学科・教授）

・（2015年1月11日）「丸山真男の方法と中国思想の省察」(同志社大学人文科学研究所第84回公開
講演会 同志社大学)

健二（情報システム学科・教授）

・（2014年）“Validity of Production Flow Determined by the Phase Diﬀerence in the Gradient
System of an Autonomous Decentralized System” International Journal of Innovative
Computing, Information and Control 10（5）1727-1746
・（2014年）“Throughput Improvement Strategy for Nonlinear Characteristics in the Production
Processes” International Journal of Innovative Computing, Information and Control 10（2）
1983-1997
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International Journal

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

藤本

直生（国際文化学科・准教授）

・（2014年3月20日〜5月22日）““I was in their shoes”: Shifting Perceptions of Editorial Roles and
Responsibilities”（1st The English Scholars Beyond Borders (ESBB) Conference Dokuz Eylul
Universit・Turkey）
・（2015年2月5日〜7日）“Sustaining Reviewing Quality: Induction, Mentoring, and Community”
（2nd ESBB Conference Bangkok・Thailand）

平成27年4月発行
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３）
競争的資金獲得研究

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2014年7月〜2015年3月）大学生の力を活かした集落活性化事業「温泉集客策の提言による地
域活性化〜妙高市燕温泉を事例に〜」

近山

英輔（情報システム学科・准教授）

・（2015年3月〜2016年3月）平成26年度「農林水産業の革新的技術緊急展開事業（うち技術革新
を加速化する最先端分析技術の応用）」「食品のプロファイル解析プラットフォームの構築と
実証研究」

・（2014年12月16日）「行政と住民のコラボレーション―区自治協議会を中心に―第8回ゼミナー
ル」『にいがた市民大学講座「新潟学コース（大学コンソーシアム連携講座）まちづくりの現
在と行方』（新潟市生涯学習センター（クロスパルにいがた））
・（2015年3月6日）温泉集客策の提言による地域活性化〜妙高市燕温泉を事例に〜最終報告書
（新潟県総務管理部地域政策課提出）
・（2015年3月17日）温泉集客策の提言による地域活性化〜妙高市燕温泉を事例に〜最終報告（新
潟県庁講堂）

越智
近藤

４）
委員・社会的活動・記事・その他

敏夫（国際文化学科・教授）

・（2014年12月14日）衆議院議員選挙新潟選挙区解説（テレビ朝日系列ＵＸテレビ『選挙ステー
ション』）

進（情報システム学科・教授）

・（2007年4月1日から継続）し熱情報通信懇談会新世代情報通信網委員会委員長

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2014年7月29日）「行政と住民のコラボレーション―区自治協議会を中心に―」『にいがた市
民大学講座「新潟学コース（大学コンソーシアム連携講座）まちづくりの現在と行方』（新潟
市生涯学習センター（クロスパルにいがた））
・（2014年9月6日）大学生の力を活かした集落活性化事業―妙高燕温泉地の活性化中間報告書
（新潟県総務管理部地域政策課提出）
・（2014年9月13日）大学生の力を活かした集落活性化事業―妙高燕温泉地の活性化中間報告（新
潟県庁講堂）
・（2014年10月5日）「おいしい！」を言葉に〜特産品から考える味の表現〜『新潟市西区特色あ
る区づくり事業』（新潟市西区みどりと森の運動公園）
新潟国際情報大学 学報

国際・情報

佐藤

泰子（国際文化学科・英語講師）

・（2014年9月24日〜3月31日）平成26年新潟市シティプロモーション認定事業「留学生とともに
発信！食と郷土文化を学ぶ岩室温泉ツアー企画事業」−「IWAMURO」を英語で、一緒に
Let's おもてなし！新潟初バイリンガルなまちあるきガイドへの道 運営委員（通訳ガイドサ
ポーター）（岩室公民館/いわむろや他）

近山

英輔（情報システム学科・准教授）

・（2014年12月13日）相田大地 他「センサを用いた自動作曲アプリの開発」スマホアプリ発表会
（実例紹介とアイデアソン）（本学新潟中央キャンパス）
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となり︑短期決戦の中で
就職活動となりました︒
早めの企業研究や卒業後
の進路︵就職先︶を明確
に定め︑積極的に行動す
ることが就活を成功させ
る大きな要因ともいえま
し︑事前に約２００社か
らアンケートにお答えい
ただき実施に至りまし
た︒
初の﹁企業交流会﹂は
2月4︑5日の2日間に
わたり︑県内外より１９
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㈱熊谷
クラッシュアンドカンパニーグループ
㈱ゲイン
コマツレンタル㈱
㈱コメリ
㈱コロナ
㈱サイネックス
サイバーコム㈱
㈱三愛
㈱サンケイ情報ファシリティ
㈱サンソウシステムズ
㈱三宝
㈱シアンス
ＪＡ越後おぢや
ＪＡ越後さんとう
ＪＡ柏崎
ＪＡ豊栄
ＪＡ新潟厚生連
㈱システムアート
新発田信用金庫
㈱シマキュウ
昭和電機産業㈱
㈱シリウス
新日本海フェリー㈱
シンワ測定㈱
㈱スズキ自販新潟
㈱スプリックス
㈱スペースアルファーシステム
㈱セントラルパートナーズ
㈱綜合システムプロダクツ
㈱ソリマチ経営
㈱大光銀行
㈱第四銀行
大和冷機工業㈱
㈱髙儀

㈱高助
㈱たかだ
高野ガス㈱
㈱タカヨシ
㈱タチカワ
㈱タップカンパニー
㈱近正
チモロ㈱
中越クリーンサービス㈱
中越通運㈱
燕市役所
㈱つるや
東京コンピュータサービス㈱
㈱東横イン
㈱ＴＯＳＹＳ
㈱トカン
(医)徳真会グループ
㈱トップワイジャパン
外山産業グループ
トヨタカローラ新潟㈱
トヨタ東京カローラ㈱
㈱トラステック
㈱ナインエンターテイメント
㈱ナカムラ
新潟運輸㈱
㈱新潟エヌテーエヌ
㈱新潟クボタ
新潟県警察
新潟縣信用組合
新潟交通商事㈱
新潟サンリン㈱
新潟自動車産業㈱
新潟証券㈱
新潟綜合警備保障㈱
㈱新潟ダイハツモータース

新潟ダイヤモンド電子㈱
新潟中央青果㈱
新潟中央ホンダ販売㈱
新潟日産自動車㈱
㈱新潟フジカラー
西巻印刷㈱
㈱日産サティオ新潟
㈱日産サティオ新潟西
日産部品新潟販売㈱
日本郵便㈱
日本生命保険(相)
日本フローサーブ㈱
㈱日本旅行
ネッツトヨタ新潟㈱
㈱ハードオフコーポレーション
パートナーズプロジェクト税理士法人
ハーバーハウス㈱
㈱ハーモニック
パール金属㈱
㈱バイタルネット
バクマ工業㈱
㈱長谷川興産
長谷川ホールディングス㈱
㈱パナハートタカハシ
㈱ハヤマ
㈱ＢＳＮアイネット
東日本ハウス㈱
東日本旅客鉄道㈱
㈱ビット・エイ
㈱ひらせいホームセンター
㈱福田組
藤田金屬㈱
㈱富士通新潟システムズ
藤寅工業㈱
藤村フューム管㈱

防衛省 自衛隊
北新越ホーム㈱
㈱ホテル新潟
㈱本宏製作所
㈱ホンダオート新発田
㈱ホンダ四輪販売新潟
㈱マイナビ
㈱マツモトキヨシ甲信越販売
丸井産業㈱
㈱マルト長谷川工作所
㈱丸山自動車
㈱マンションセンター
ミサワホーム北越㈱
㈱三ツ葉パーツ
㈲ミドリ工務店
（介護福祉事業部：浜浦倶楽部）
源川医科器械㈱
㈱宮島化学工業
㈱ミロク情報サービス
明和工業㈱
モトーレンニイガタ㈱
森井紙器工業㈱
㈱モリタ装芸
(医)優樹会 岩塚診療所
㈱吉運堂
㈱吉田工業
㈱ヨドバシカメラ
㈱リオン・ドールコーポレーション
㈱菱電社
㈱リンコーコーポレーション
㈱ワタナベ
ワタナベグループ
㈱渡辺製作所
和平フレイズ㈱
平成27年3月現在〈五十音順〉

「光受信機を作ってリモコンの光を聞いてみよう！」
昨年に続き近藤研究室の4学生

科学の祭典に出展
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㈱アークベル
アークランドサカモト㈱
㈱アイエスエフネット
アイジャパン㈱
アクシアルリテイリンググループ
㈱アサンテ
㈱アスカプランニング
アルファテクノロジー㈱
㈱ヰセキ信越
㈱イタヤ
㈱インタークロス
㈱上野
㈱ウエマツ
㈱ウエルストーン
㈱ウオロク
㈱エイジェック
㈱エクセルシステム
㈱ＮＳ
・コンピュータサービス
㈱エヌ・テイ・エス
㈱エムテートリマツ
㈱大原鉄工所
岡三にいがた証券㈱
小形商工㈱
小木工業㈱
㈱オスカー技研
㈱小野組
㈱カネコ・コーポレーション
㈱川内自動車
㈱かんぽ生命保険
㈱吉兆楽
㈱キューピット
㈱きらやか銀行
クオリカ㈱
㈱クスリのアオキ
㈱クボ製作所

主な就 職 先 一 覧

﹁青少年のための科学の祭典﹂
新潟県大会が長岡市のアオーレ
長岡で2月7︑8日の両日に開
催され︑昨年に続き本学情報シ
ステム学科の近藤進教授と同研
究室の学生4人が体験ブースを
展開しました︒
この祭典は︑青少年が自分自
身で実験や工作を体験し︑科学
の面白さを実感できる平成4年
から始まったイベント︒今年は
2日間で1万3000人を超え
る入場者がありました︒
同研究室のブースのタイトル
は﹁光受信機を作ってリモコン
の光を聞いてみよう！﹂︒出展
ブースでは半田付けをしないで
回路を組めるブレッドボードを
使って︑光送受信機を製作する
体験を行いました︒光受信機に
向けてリモコンのボタンを押す
と︑見えない赤外線でブツブツ
とデジタル音が聞こえることを
確認してもらいました︒
また︑スマホからの音楽を送
信機でいったんＬＥＤの光にし
て︑その光を受
信機で電気に変
え︑スピーカー
からその音楽が
聞こえると︑多
くの来場者から
歓声が上がって
いました︒
人気となった
ブースでは︑ノ
ーベル賞の青色
ＬＥＤの発光実
験も行われ︑大
きな関心を呼ん
でいました︒

人物像﹂など幅広い視点
で交流を図りました︒
参加企業からは﹁就活
が始まる前に︑業界研究
できるのは素晴らしい﹂
﹁学生がより多くの企業
に触れられる良いオペレ
ーションだった﹂﹁学生
がいろいろな職種の方と
話ができる非常に良いシ

短期決戦に備え積極策

内定
定に
に向
向か
かっ
って
て好
好ス
スタ
ター
ート
ト！
！
内

192社が参加

り︑社会人と話すことへ
の抵抗感の払拭ができ︑
企業にとっては学生一人
ひとりの個性や本質を知
る良い機会となりまし
た︒
就活日程が変わること
で︑企業の求人活動が活
発になり︑学生にとって
は多くの企業の採用担当
者に耳を傾け︑情報を整
理しながら進路を絞る積
極的な行動が必要となり
ます︒今回の﹁企業交流
会﹂では多くの業界・企業
と触れ合うことができ︑
3月の就職活動解禁と同
時に積極的に訪問ができ
たことと思います︒
さらに︑4月 ︑ 日
には恒例の﹁学内合同企
業説明会﹂も開催され︑
参
加企業２００社からの情
報を基に︑就職内定に向
かって好スタートできた
ものと期待しています︒

対策を学び︑併せて面接マ
ナーの練習を行いました︒
午後の講座はグループに
分かれ︑本番を想定した面
接実践トレーニングを行い
ました︒３年生も面接官や
観察者の立場になって面接
を行うなど視点を変えて︑
多くの気づきと本番に向け
ての改善点を把握し︑就職
活動における面接の感覚を
つかんでいました︒
この講座で学んだことを
活用し﹁自分らしい﹂就職
活動で採用が決められるよ
う願っています︒

自分らしい活 動を

２社の企業・団体よりご ステム﹂など多数の意見
参加いただき︑２４１人 をいただきました︒一方
の学生が参加しました︒ ﹁1回の説明時間が短い﹂
より多く交流ができるよ などの意見もあり︑次年
う︑企業ブースと学生を 度にはより良い交流会と
5グループに分け︑一定 なるよう努めたいと思い
の時間内で﹁業界全体の ます︒また︑参加学生は
特徴や魅力﹂﹁仕事のや 企業の人事採用担当者と
りがい﹂﹁企業が求める コミュニケーションを図

るだけです︒
午前の講座では︑グルー
プディスカッションや面接
の実践を通じて自分らしさ
を確認︒採用選考の対策を
立てるとともに︑どうやっ
たら自分らしい活動ができ
るのかを考えました︒具体
的には﹁伝わる採用選考の
ポイント﹂と題して﹁伝えた
い私﹂を準備し︑一貫して
伝える︒応募書類︑面接に
共通するポイントとして︑
エピソードや経験を伝える
留意点を考え︑またグルー
プディスカッションの実践

情 報に流されずに

す︒
本学では各ガイダンス
やセミナー等で︑県内外
の企業をお迎えし︑業界
研究も数回実施してきま
したが︑講義回数に限度
があり︑就職活動目前に
企業と学生が接点を持て
る﹁企業交流会﹂を企画

えにくく︑就職情報サイト
などからのエントリーや説
明会への誘導が例年以上に
強いともいわれています︒
就活に王道はなく︑多くエ
ントリーや説明会をこなせ
ば内定が近づくのか︑少数
に絞り込んで集中して対策
を練ったほうが効果的なの
か︑などと考え方もさまざ
まです︒情報に流されず︑
自分に合った就職活動を進
めることの大切さを身に付
け︑逆に︑自分に合わない
活動をしたり︑背伸びして
アピールしたりすると疲れ

本番さながら模擬面接

〝就活解禁〟直前に﹁企業交流会﹂

来春3月卒業生の採用
スケジュールは︑﹁広報活
動開始﹂が3月1日以降
に︑﹁選考活動開始﹂は
8月1日以降と定められ
ました︒今年3月卒業生
に比べ3カ月の後ろ倒し

３年生向け就職支援と し
て毎年実施している﹁就 職
模擬面接講座﹂が２月 日︑
本校みずき野キャンパス で
開催されました︒この講 座
は平成 年から実施され ︑
就職活動開始前の実践講 座
として評価されています ︒
また︑キャリアコンサル タ
ントや就職支援業者︑社 会
人︑卒業生︑４年生を講 師
として県内外から招き︑ さ
まざまな面接パターンで 学
生にアドバイスしました ︒
就職活動の日程変更で ︑
就職・採用活動の流れが 見
17

平成26年度卒業生

教員の活動（本人申告による）
・（2015年）“Production Throughput Evaluation Using the Vasicek Model”
of Innovative Computing, Information and Control 11（1）1-17

１）
研究論文・図書

内田 亨（情報システム学科・教授）
・（2015年）「医療機関のガバナンス構築への取り組み」『medical
（4-7頁）

區

forum

CHUGAI』19巻1号

建英（国際文化学科・教授）

藤本

直生（国際文化学科・准教授）

・（2015年）““I was in their shoes”: Shifting Perceptions of Editorial Roles and Responsibilities”
The Journal of the English Scholars Beyond Borders (ESBB) 1（1） 109-142

２）
学会・研究会・講演等

・（2014年）「丸山真男思想史学与日本的改革」『思想』第27期 台湾聯経出版社（59-86頁）
・（2015年）「厳復思想中的国民形成与「中学」価値重構」『道家文化研究』第28輯 三聯書店
（315-332頁）
・（2015年）「解読厳復的自由観与公共精神」『厳復与近代中国社会思潮』 天津人民出版社
（196-217頁）

石川

神長

區

英輔（国際文化学科・准教授）

・（2014年）『「北洋」の誕生

白井

場と人と物語』成文社

洋（情報システム学科・准教授）

・（2014年12月11日〜13日）「ProBを用いたVDMの陰仕様の解釈実行の試み」(第21回ソフトウ
ェア工学の基礎ワークショップ 霧島国際ホテル)

建英（国際文化学科・教授）

・（2015年1月11日）「丸山真男の方法と中国思想の省察」(同志社大学人文科学研究所第84回公開
講演会 同志社大学)

健二（情報システム学科・教授）

・（2014年）“Validity of Production Flow Determined by the Phase Diﬀerence in the Gradient
System of an Autonomous Decentralized System” International Journal of Innovative
Computing, Information and Control 10（5）1727-1746
・（2014年）“Throughput Improvement Strategy for Nonlinear Characteristics in the Production
Processes” International Journal of Innovative Computing, Information and Control 10（2）
1983-1997
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藤本

直生（国際文化学科・准教授）

・（2014年3月20日〜5月22日）““I was in their shoes”: Shifting Perceptions of Editorial Roles and
Responsibilities”（1st The English Scholars Beyond Borders (ESBB) Conference Dokuz Eylul
Universit・Turkey）
・（2015年2月5日〜7日）“Sustaining Reviewing Quality: Induction, Mentoring, and Community”
（2nd ESBB Conference Bangkok・Thailand）

平成27年4月発行
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３）
競争的資金獲得研究

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2014年7月〜2015年3月）大学生の力を活かした集落活性化事業「温泉集客策の提言による地
域活性化〜妙高市燕温泉を事例に〜」

近山

英輔（情報システム学科・准教授）

・（2015年3月〜2016年3月）平成26年度「農林水産業の革新的技術緊急展開事業（うち技術革新
を加速化する最先端分析技術の応用）」「食品のプロファイル解析プラットフォームの構築と
実証研究」

・（2014年12月16日）「行政と住民のコラボレーション―区自治協議会を中心に―第8回ゼミナー
ル」『にいがた市民大学講座「新潟学コース（大学コンソーシアム連携講座）まちづくりの現
在と行方』（新潟市生涯学習センター（クロスパルにいがた））
・（2015年3月6日）温泉集客策の提言による地域活性化〜妙高市燕温泉を事例に〜最終報告書
（新潟県総務管理部地域政策課提出）
・（2015年3月17日）温泉集客策の提言による地域活性化〜妙高市燕温泉を事例に〜最終報告（新
潟県庁講堂）

越智
近藤

４）
委員・社会的活動・記事・その他

敏夫（国際文化学科・教授）

・（2014年12月14日）衆議院議員選挙新潟選挙区解説（テレビ朝日系列ＵＸテレビ『選挙ステー
ション』）

進（情報システム学科・教授）

・（2007年4月1日から継続）し熱情報通信懇談会新世代情報通信網委員会委員長

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2014年7月29日）「行政と住民のコラボレーション―区自治協議会を中心に―」『にいがた市
民大学講座「新潟学コース（大学コンソーシアム連携講座）まちづくりの現在と行方』（新潟
市生涯学習センター（クロスパルにいがた））
・（2014年9月6日）大学生の力を活かした集落活性化事業―妙高燕温泉地の活性化中間報告書
（新潟県総務管理部地域政策課提出）
・（2014年9月13日）大学生の力を活かした集落活性化事業―妙高燕温泉地の活性化中間報告（新
潟県庁講堂）
・（2014年10月5日）「おいしい！」を言葉に〜特産品から考える味の表現〜『新潟市西区特色あ
る区づくり事業』（新潟市西区みどりと森の運動公園）
新潟国際情報大学 学報

国際・情報

佐藤

泰子（国際文化学科・英語講師）

・（2014年9月24日〜3月31日）平成26年新潟市シティプロモーション認定事業「留学生とともに
発信！食と郷土文化を学ぶ岩室温泉ツアー企画事業」−「IWAMURO」を英語で、一緒に
Let's おもてなし！新潟初バイリンガルなまちあるきガイドへの道 運営委員（通訳ガイドサ
ポーター）（岩室公民館/いわむろや他）

近山

英輔（情報システム学科・准教授）

・（2014年12月13日）相田大地 他「センサを用いた自動作曲アプリの開発」スマホアプリ発表会
（実例紹介とアイデアソン）（本学新潟中央キャンパス）
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就職活動は自分の意志が
一番学ぶことができたの 肉を食べにいったこともあ
は︑人のつながりの大切さ りました︒2年次になると 本当に重要となる人生の分
だと感じています︒一緒に 学 生 生 活 に も す っ か り 慣 かれ道だと感じました︒周
勉学や遊びに付き合ってく れ︑少し余裕もできたため りが先に就職先を決めて︑
れた友人たち︑サークルで ＦＰの資格取得を目指して 取り残されたことに焦りを
は率先して盛り上げてくだ 勉強も始めました︒本学で 感じて手当り次第エントリ
さった先輩方︑
つまずいたと は資格取得すると奨学金が ーしてしまったこともあり
きにはアドバイスを必ずく 出ることから勉学の面でも ました︒精神的につらい場
れ励ましてくれる先生方︑ 手厚いサポートをしていた 面でもキャリア支援課の先
生方が優しく
優しさで溢れ
アドバイスし
た人が周りを
優しさ溢れた人々に囲まれ
てくださった
囲んでくれて
おかげで︑４
いました︒
情報システム学科 木下
和
年次の春には
１年次の頃
内定をいただくことができ
は ︑ 緊 張 し な が ら 自 分 で 時 だきました︒
そ し て ３ 年 次 に な り 就 ました︒
間割を設定し︑単位を取得
この結果は周りのサポー
するために一生懸命計画を 職︑ということを意識し始
立てていました︒情報シス め︑インターンシップで柏 トなしでは絶対に成し得な
テムという専門的な知識を 崎地域振興局に︒実際に働 かったと思います︒皆さん
友人たちと共に学び︑球技 くことで職種の本当の姿を に恩返しができるよう︑社
大会では全員参加の大縄跳 把握することができ︑就職 会人として一歩一歩歩み続
び大会で上位に入賞したこ 活動する際の大切な判断材 けていきたいです︒
と か ら チ ー ム と 先 生 で 焼 き 料になりました︒

年度

卒業式

陸上競技部で過ごした４ 更新するなど︑幸先は良か カレ優勝により︑２年連続
年間は︑これまでの人生で っ た も のの︑そ の 後 の ２ 年︑ で全日本インカレに出場す
最 も 密 度 の 濃 い 時 間 で し ３年次で手術を伴うけがを ることができました︒
こうして４年間を振り返
してしまい︑まともに走 れ な
た︒
入 部 当 初 は 部 員 数 が 私 を い日々が長く続きました︒ る と ︑ 諦 め た く な い 思 い と
しかし︑ここで諦めずに 困難をチャンスとして捉え
含め２名という︑高校時代
て実行してき
のような充実
たからこそ結
した練習環境
諦めず全日本インカレ出場
果に繋がった
とは一転し︑
情報システム学科 本間 竜一
のだと思いま
非常に酷な状
す︒これらの
況からのスタ
ートでしたが︑１１０ｍハ 取り組むことが一生の教訓 実行の原動力は︑自分の周
ードルで全日本インカレを になると信じ︑その時の自 りにいる家族や友達︑先輩
目標に可能性を信じて練習 分ができる最大限の努力を や後輩︑指導していただい
をしてきました︒試行錯誤 してきました︒その結果︑ た先生方がいたからこそだ
を繰り返していく中で１年 ３年次で北信越インカレ優 と思い︑とても感謝してい
次 か ら 自 己 ベ ス ト を 何 度 も 勝 ︑ ４ 年 次 で は 北 日 本 イ ン ます︒

平成

この4年間︑最も多くの れこれ試行錯誤し︑突っ走 たる一方︑多様な立場から
時間を費やし最も心に残っ っていました︒２年次に入 大学や自分のために活動で
ているものといえば学友会 ってからは紅翔祭実行委員 きることはないかと模索し
活動です︒きっかけは本当 長に抜てきされ大学や大学 始めました︒具体的には音
に些細なことで︑自分と同 祭を盛り上げる一方︑予算 楽祭等の学内イベントの企
じ中学︑高校の学生がわず や設備︑大学の規程やあら 画・運営を行い︑またＥｃ
かだったので﹁ここに入れ ゆる立場の人々︵学生︑教 ｏサークル・ボランティア
サークルを通
ば大学のこと
して他大学と
を少しは知る
の交流とその
ことができた
がむしゃらに学友会活動
促進を図りま
り︑仲間が増
した︒
えたりするか
情報文化学科 大沼 竜二
こういった
なぁ﹂と何と
経験が自分に
なく学友会執
行部に入ったのが始まりで 員︑職員︑近隣や地域の住 もたらした影響というのは
民など︶の要望等を踏まえ 計り知れませんし︑また今
した︒
1年次にはとにかくがむ て一番良い結果をつくって 後大学が発展していくきっ
しゃらに活動し︑執行部の い く 難 し さ を 実 感 し ま し かけになれればこの上ない
大学生活だったと思いま
学生に限らずさまざまな学 た︒
これを糧に３︑４年次に す︒
生と協力しながら大学で面
白いことができないかとあ は学友会長として職務にあ

このように充実した大学 の出会えたことは掛け替え
﹁やりたいことは全部や
る﹂これが私の大学生活の 生活の中でも私が最も尽力 のない財産です︒また活動
モットーです︒入学すると したのは﹁災害ボランティ 継続のために︑定款や事業
早速︑国際交流インストラ ア 団 体 nuis̲project
﹂ の 設 案を作成して学内外の助成
クターや学友会︑合唱部な 立および運営です︒福島県 金制度に応募したことも良
どに所属しました︒同時に 出身ということもあり︑東 い経験となりました︒
これら全て
アルバイトで
の活動は一人
お金を貯め︑
で実現できた
２年次にはロ
災害ボランティアに尽力
わけではあり
シアへの派遣
ません︒支援
留学に参加し
情報文化学科 山口 裕加
してくださっ
ました︒帰国
た先生方や職
後はロシア語
のスピーチコンテストや検 北の震災後の復興は私にと 員の皆さん︑切磋琢磨して
定にも挑戦しました︒さら って重要なテーマでした︒ 成長させてくれた友人︑そ
に４年次は︑卒業旅行とし 農業支援やがれき清掃など して活動を引き継いでくれ
て１週間のヨーロッパ旅行 さまざまな活動を通じて︑ る後輩に心から感謝してい
も実現することができまし 自分の肌で被災地の風を感 ます︒ありがとうございま
た︒
じられたこと︑多くの方と した︒

何か﹂といった議論が聞かれています︒よ
うやく真に社会に役立つ経済学の在り方と
して﹁幸福のための経済学﹂が重要である
ことに気付き始めたようです︒
皆さんがこれから羽ばたいてゆく現実の
世界は︑先ほど申し上げたようにそう生易
しくはありません︒中国等の成長鈍化や︑
ギリシャ問題の再燃や欧州経済のデフレ化
などの問題を抱えながらグローバル経済は
競争をさらに激化していますし︑
ＩＳ問題︑
ウクライナ情勢など国際政治の大きな火種
は何ら解決の見込みが立っていません︒先
月来日したピケティ氏は﹁格差﹂の固定化
の問題指摘をしましたが︑以前より大きな
格差を生むようになったそもそもの原因で
ある﹁自由な競争による成長の追求﹂が本
当に多くの人々を幸福にするシステムであ
るのか︑そして人類がいっそう厳しい条件
下で地球環境と調和していかなければなら
ない時に選択すべきシステムであるのか︑
今こそ真摯に見直すべき時にきていると私
は思っているのですが︑残念ながら少数意
見です︒永年政治・経済界で生きてきた私
には︑現在の世界の仕組みは﹁人々をより
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学長式辞

わが身を振り返ります︒
デフレ経済からの脱却を図ろうとする
﹁アベノミクス﹂は︑昨年暮れの一段の金融
緩和によりさらなる円安・株高が進行し︑
そ
の分の景気回復による雇用情勢の好転は︑
皆さんの就職活動に少なからずプラスにな
ったと思います︒でもその恩恵が過疎高齢
化に悩む地方にまで十分波及していないこ
となどが問題になっています︒フランスの
経済学者トマ・ピケティの著書﹁二十一世
紀の資本﹂の出版から世界的に﹁格差﹂拡
大問題が話題となっていますが︑所得格差
だけでなく地域間格差も問題です︒もう一
つ議論となっているのが﹁成長の持続﹂で
す︒超金融緩和による一時的な心理効果を
利用してデフレから脱却しようとする背景
には︑さらなる持続的な経済成長を追求す
る考えがあります︒一般的には﹁成長する
こ と は 良 い こと﹂で すし︑﹁ 豊 か に な れ ば 幸
福になれる﹂と信じられているからです︒
でも最近︑経済学者の中から﹁いつまで
成長を続ければ良いのか﹂とか﹁続けられ
るのか﹂︑あるいは﹁成長すれば幸せにな
るのか﹂とか﹁人々を幸福にする成長とは

卒業式に先立って、
JABEE
（日本技術者教育認定
機構）認定による情報システム技術プログラム修
了証書の授与式が行われました。平成26年度の同
プログラムを修了した学生は10人。
学長が一人ひと
りに証書を手渡して勉学の努力をたたえました。
このプログラムはJABEEが認定する教育制度
で、修了生は「技術士補」の資格が得られ、文部
科学省令で定める技術士資格１次試験免除の優遇
措置が受けられるとともに、情報システムを開発
する技術者になるために必要な教育を受けたとい
う社会的評価が与えられます。
情報システム学科では、情報とその関連分野の
教育内容について2007年に11月にJABEEによる
審査を受け、翌年5月に認定を得ることができま
した。12年11月には継続審査を受け翌年４月に認
定が継続となっています。
これで本学を卒業し修了証書を取得した学生は
合わせて121人となりました。
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卒業にあたって

掛け替えのない濃密な時間だった

は︑情報文化学科１０６名︐情報システム
学科１６８名︑合計情報文化学部２７４名
です︒皆さんは４月からは社会人としてそ
れぞれが選んだ道に新たなスタートを切る
わけです︒実社会では大学時代とは比べよ
うもない多くの困難にぶつかることでしょ
う︒プロの職業人として仕事で報酬を得る
ということは︑もともとそれほど易しいこ
とではありませんが︑現在の世界の経済情
勢を見ますと︑皆さんの多くが所属するこ
とになるそれぞれの企業にとっても容易で
ない時代であります︒そうした時代を社会
人として自立して生きてゆくのですから︑
多くの困難に遭遇するでしょう︒しかも大
学で学んだことはすぐ役には立ちません︒
だから︑当面皆さんは迷い悩むことでしょ
う︒でも︑大学で学んだことは必ず役に立
ちます︒それは︑あたかも地中に深く伸び
て木を支える根のように︑皆さんに人生で
必要な栄養を送り続けてくれるはずです︒
みずき野で学んだことがこれからの人生で
戸惑うたびに﹁考え︑判断し︑実行し︑解
決する力﹂として︑生きる知恵として皆さ
んを救ってくれるでしょう︒
その力をさらに高めるためにも卒業後も
学ぶことをぜひ続けてください︒私が社会
人になってからもずっと学び続けてきたバ
ックボーンとなっている言葉があります︒
それを社会に船出する皆さんへのはなむけ
の言葉として贈ります︒それは﹁インド独立
の父﹂マハトマ・ガンジーの言葉です︒ガ
ンジーのことは皆さんも良く知っているで
しょう︒﹁マハトマ﹂とは﹁偉大なる魂﹂
という意味ですが︑その名の通りガンジー
は私たちに教訓となる言葉をたくさん残し
ていますが︑その中でも最も有名な言葉で
す︒それは︑﹁明日死ぬと思って生きなさ
い︒永遠に生きると思って学びなさい﹂と
いう言葉です︒生き方と学び方の神髄を示
唆して︑いつ思い浮かべても意味の深さに

10人の修了生に証書授与

﹁地域で生きる﹂ことも
大きな価値を持った人生
本日︑ここに新潟国際情報大学の第 回
卒業式を迎えるに当たり︑まず初めに卒業
生諸君に心からお祝い申しあげます︒﹁卒
業おめでとう﹂︒
また︑ご列席のご父母の皆さまにもお祝
い申し上げます︒４年間家庭から支えて来
られたわけで︑本日卒業式を迎えられ︑喜
びいかばかりかとご推察申し上げます︒ご
臨席いただきましたご来賓の方々にも御礼
申し上げます︒開学以来本学に格別なるご
支援を賜りありがとうご ざ い ま す ︒
卒業生の皆さんは今卒業式に臨み︑４年
間の大学生活の思い出が走馬灯のように駆
け巡っていることと思います︒楽しかった
こと︑苦しかったことなどが思い浮かんで
いることでしょう︒
４年前︑皆さんは大きな希望に燃えて本
学に入学してきました︒そしてみずき野の
四季は巡り︑
４年の歳月がたちました︒みず
き野でのキャンパスライフはいかがでした
か︒弥彦と角田の山々を望む︑この恵まれ
た自然の中でスポーツにいそしみ︑友人と
友情を育み︑そして先生方の指導のもと勉
学に励んだ大学生活は︑皆さんが輝いてい
た青春の尊い記念碑にな る こ と で し ょ う ︒
今春︑みずき野から巣立ってゆく卒業生

JABEE認定プログラム

新潟国際情報大学
学長 平山 征夫
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就職活動は自分の意志が
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優しさで溢れ
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いました︒
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年度

卒業式

陸上競技部で過ごした４ 更新するなど︑幸先は良か カレ優勝により︑２年連続
年間は︑これまでの人生で っ た も のの︑そ の 後 の ２ 年︑ で全日本インカレに出場す
最 も 密 度 の 濃 い 時 間 で し ３年次で手術を伴うけがを ることができました︒
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は思っているのですが︑残念ながら少数意
見です︒永年政治・経済界で生きてきた私
には︑現在の世界の仕組みは﹁人々をより
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学長式辞

わが身を振り返ります︒
デフレ経済からの脱却を図ろうとする
﹁アベノミクス﹂は︑昨年暮れの一段の金融
緩和によりさらなる円安・株高が進行し︑
そ
の分の景気回復による雇用情勢の好転は︑
皆さんの就職活動に少なからずプラスにな
ったと思います︒でもその恩恵が過疎高齢
化に悩む地方にまで十分波及していないこ
となどが問題になっています︒フランスの
経済学者トマ・ピケティの著書﹁二十一世
紀の資本﹂の出版から世界的に﹁格差﹂拡
大問題が話題となっていますが︑所得格差
だけでなく地域間格差も問題です︒もう一
つ議論となっているのが﹁成長の持続﹂で
す︒超金融緩和による一時的な心理効果を
利用してデフレから脱却しようとする背景
には︑さらなる持続的な経済成長を追求す
る考えがあります︒一般的には﹁成長する
こ と は 良 い こと﹂で すし︑﹁ 豊 か に な れ ば 幸
福になれる﹂と信じられているからです︒
でも最近︑経済学者の中から﹁いつまで
成長を続ければ良いのか﹂とか﹁続けられ
るのか﹂︑あるいは﹁成長すれば幸せにな
るのか﹂とか﹁人々を幸福にする成長とは

卒業式に先立って、
JABEE
（日本技術者教育認定
機構）認定による情報システム技術プログラム修
了証書の授与式が行われました。平成26年度の同
プログラムを修了した学生は10人。
学長が一人ひと
りに証書を手渡して勉学の努力をたたえました。
このプログラムはJABEEが認定する教育制度
で、修了生は「技術士補」の資格が得られ、文部
科学省令で定める技術士資格１次試験免除の優遇
措置が受けられるとともに、情報システムを開発
する技術者になるために必要な教育を受けたとい
う社会的評価が与えられます。
情報システム学科では、情報とその関連分野の
教育内容について2007年に11月にJABEEによる
審査を受け、翌年5月に認定を得ることができま
した。12年11月には継続審査を受け翌年４月に認
定が継続となっています。
これで本学を卒業し修了証書を取得した学生は
合わせて121人となりました。

国際・情報
新潟国際情報大学 学報
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卒業にあたって

掛け替えのない濃密な時間だった

は︑情報文化学科１０６名︐情報システム
学科１６８名︑合計情報文化学部２７４名
です︒皆さんは４月からは社会人としてそ
れぞれが選んだ道に新たなスタートを切る
わけです︒実社会では大学時代とは比べよ
うもない多くの困難にぶつかることでしょ
う︒プロの職業人として仕事で報酬を得る
ということは︑もともとそれほど易しいこ
とではありませんが︑現在の世界の経済情
勢を見ますと︑皆さんの多くが所属するこ
とになるそれぞれの企業にとっても容易で
ない時代であります︒そうした時代を社会
人として自立して生きてゆくのですから︑
多くの困難に遭遇するでしょう︒しかも大
学で学んだことはすぐ役には立ちません︒
だから︑当面皆さんは迷い悩むことでしょ
う︒でも︑大学で学んだことは必ず役に立
ちます︒それは︑あたかも地中に深く伸び
て木を支える根のように︑皆さんに人生で
必要な栄養を送り続けてくれるはずです︒
みずき野で学んだことがこれからの人生で
戸惑うたびに﹁考え︑判断し︑実行し︑解
決する力﹂として︑生きる知恵として皆さ
んを救ってくれるでしょう︒
その力をさらに高めるためにも卒業後も
学ぶことをぜひ続けてください︒私が社会
人になってからもずっと学び続けてきたバ
ックボーンとなっている言葉があります︒
それを社会に船出する皆さんへのはなむけ
の言葉として贈ります︒それは﹁インド独立
の父﹂マハトマ・ガンジーの言葉です︒ガ
ンジーのことは皆さんも良く知っているで
しょう︒﹁マハトマ﹂とは﹁偉大なる魂﹂
という意味ですが︑その名の通りガンジー
は私たちに教訓となる言葉をたくさん残し
ていますが︑その中でも最も有名な言葉で
す︒それは︑﹁明日死ぬと思って生きなさ
い︒永遠に生きると思って学びなさい﹂と
いう言葉です︒生き方と学び方の神髄を示
唆して︑いつ思い浮かべても意味の深さに

10人の修了生に証書授与

﹁地域で生きる﹂ことも
大きな価値を持った人生
本日︑ここに新潟国際情報大学の第 回
卒業式を迎えるに当たり︑まず初めに卒業
生諸君に心からお祝い申しあげます︒﹁卒
業おめでとう﹂︒
また︑ご列席のご父母の皆さまにもお祝
い申し上げます︒４年間家庭から支えて来
られたわけで︑本日卒業式を迎えられ︑喜
びいかばかりかとご推察申し上げます︒ご
臨席いただきましたご来賓の方々にも御礼
申し上げます︒開学以来本学に格別なるご
支援を賜りありがとうご ざ い ま す ︒
卒業生の皆さんは今卒業式に臨み︑４年
間の大学生活の思い出が走馬灯のように駆
け巡っていることと思います︒楽しかった
こと︑苦しかったことなどが思い浮かんで
いることでしょう︒
４年前︑皆さんは大きな希望に燃えて本
学に入学してきました︒そしてみずき野の
四季は巡り︑
４年の歳月がたちました︒みず
き野でのキャンパスライフはいかがでした
か︒弥彦と角田の山々を望む︑この恵まれ
た自然の中でスポーツにいそしみ︑友人と
友情を育み︑そして先生方の指導のもと勉
学に励んだ大学生活は︑皆さんが輝いてい
た青春の尊い記念碑にな る こ と で し ょ う ︒
今春︑みずき野から巣立ってゆく卒業生

JABEE認定プログラム

新潟国際情報大学
学長 平山 征夫
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新潟国際情報大学の第 回卒業式にあた
り大学設置者であります学校法人新潟平成
学院を代表して一言お祝いと激励の言葉を
申し上げます︒本日をもって卒業する２７

理事長祝辞

幸せにするためではなく︑より成長し利益
をあげるための仕組み﹂であるように見え
ます︒こうした仕組みの中で生きてゆくこ
とは︑そう容易なことではありません︒皆
さんは今からそうした荒海に乗り出すので
す︒でもたじろいではいられません︒賢い
思考力・判断力と強い信念︑大いなる勇気
を持って挑戦しなければなりません︒いつ
の時代でもそうやって時代を切り拓いてい
ったのは若者だからです ︒
もうひとつ現在盛んに議論されているの
が﹁地方創生﹂です︒昨年５月に﹁日本創
成会議﹂が発表した﹁地方消滅﹂の報告は
大きなショックをもたらしました︒このま
まの人口推移と都市への集中および合計特
殊出生率で推移すると︑２０４０年には全
国市町村の半分が立ち行かなくなる危険が
あるという報告だったからです︒そのため︑
昨年末の総選挙以降﹁地方をどう再生する
か﹂が大きな政治テーマとなっています︒
皆さんは勇気をもって自分の人生を切り拓
いてゆくと同時に︑自分たちが住む地域・
故郷を維持し良くしてゆくことにも立ち向

られた︑結ぶ︑世界の界と書く﹁結界﹂と
いう定められた区域から一歩も外に出るこ
となく︑厳格な修行に明け暮れる﹁ 年籠
山行﹂は﹁静の修行﹂といわれます︒
本日︑新潟日報社の小田社長が来賓でお
いでになっていますが︑祖門師のことは昨
年 月に新潟日報夕刊に紹介されましたの
で︑ご存じの方も多いかと思います︒天台
宗で最高位の大僧正になられた祖門師が仏
門に入ったきっかけは﹁再誕﹂という言葉
だったそうです︒﹁再び誕生する﹂と書き
ますが︑旧制小千谷中学から旧制新潟高校

４名の皆さん︑卒業まことにおめでとうご
ざいます︒併せまして多数ご出席いただき
ましたご父母の皆さまに心よりお祝いと感
謝を申し上げます︒また︑年度末のお忙し
いなかご来賓の皆さまも多数ご出席いただ
きありがとうございました︒卒業生の就職
をはじめ日ごろ何かとご高配を賜っており
ますことも併せまして深く感謝申し上げま
す︒
さて︑卒業生の皆さんは今︑胸に何が去
来しているでしょうか︒東に遠く飯豊︑朝
日の青い山脈を望み︑西に大きく弥彦︑角
田山を仰ぎ見る︑緑豊かな﹁みずき野﹂キ
ャンパスでの懐かしい４年間の日々でしょ
うか︒それとも苦しかったアルバイトのこ
とでしょうか︒一人ひとり振り返る思い出
や感慨は違うでしょうが︑本日この日の︑
いま現在の心に思うことをどうか生涯忘れ
ないでほしいと思います︒
いよいよ実社会での人生が始まります︒

かって欲しいのです︒﹁地域で生きる﹂と
いうことにも大きな価値を持った人生を送
ってください︒
卒業式に当たって毎年申し上げているこ
とがあります︒それは卒業後も自分の人生
に夢を持ち︑その実現に向かって前進して
ほしいということです︒その実現が難しい
からといってそれを時代や他人のせいにせ
ず︑諦めずたゆまぬ努力をしてください︒
夢が実現することも大切ですが︑それ以上
に夢の実現に向って努力をすることこそが
大切です︒なぜなら︑それが自分の人生を
価値あるものにする唯一の道だからです︒
自分の人生は自分の足で立って︑前を向い
て自分の手で未知なる道をかき分けて進ん
でゆくしかないのです︒全力を尽くした人
生こそ納得できる人生です︒納得のゆく人
生を送ってください︒
このことの大切さについても︑ガンジー
は言っています︒
﹁重要なのは行為そのものであって
結果ではない
行為が実を結ぶかどうかは︑

に進み寮の先輩から︑この﹁再誕﹂という
言葉を問いかけられ︑衝撃を受けた祖門師
は以来この言葉が頭から離れなくなったと
いいます︒
京大に進学したけれどますます気になっ
てしょうがない︒１学期を悶々として過ご
したけれど﹁再誕﹂が頭から離れない︒そ
こで結局︑祖門師は大学中退を決意して比
叡山に導かれるように山に入り修行僧にな
ったそうです︒祖門師によれば︑﹁再誕﹂
とは﹁悶々とした旅の結果︑自分とは何か
と問い︑これまでのように他に依存する生

新しいステージを迎え旅立つ時に︑よく荒
海に漕ぎ出す船に例えますが︑これは単に
﹁波が高い荒れ狂う海﹂という意味だけで
はなく︑波静かな海であっても︑理解でき
ないような矛盾や非常識といったものが浮
き沈みし︑また暗い海底には︑許されない
ような不合理や不条理なことが沈殿︑堆積
しているとの意味もあるかと思います︒そ
うした大海原を今のところは小舟のような
皆さんは乗り出していかなければならない
のです︒
世紀の終わり︑これから 世紀を迎え
ようとしている時に︑しきりに﹁戦争の世
紀﹂との決別が叫ばれ︑世界の多くの人々
がそれを決意し︑また期待をしました︒し
かし︑現実はどうでしょうか︒民族間︑地
域間の紛争をはじめ宗教上の対立などから
戦火は無くなるどころかむしろ激化してい
るような局面が続いています︒さらにはテ
ロの脅威も強まり︑広がっています︒極端

自分でどうにかできるものではなく
生きているうちに分かるとも限らない
だが︑正しいと信じることを
行いなさい
結果がどう出るにせよ︑
何もしなければ
何の結果もないのだから﹂
卒業式の式辞としては︑ずいぶん説教め
いた話になってしまいましたが︑もう一つ
聞いてください︒それは︑どうか高い志を
持って﹁自己に厳しく他人に優しい﹂自我
を確立し︑人間味あふれた人生を送ってく
ださいということです︒私の友人の﹁さだ
まさし﹂さんの歌で︑現在映画化され上映
中の﹁風に立つライオン﹂は︑シュヴァイ
ツァー博士のように生きたいと青年海外協
力隊に参加し︑ケ二ヤ・ナイロビの熱帯医
学研究所に勤務した長崎大の若い医師の実
話が基になっていますが︑﹁空を切り裂い
て落下する滝のように僕はよどみない生命
を生きたい︒キリマンジャロの白い雪︒そ
れを支える紺碧の空︑僕は風に向かって立
つライオンでありたい﹂という歌詞に私た

き方を捨てること︒そして︑自覚的に生き
るため自分自身をもう一度生み直す︑とい
うことであった﹂と語っております︒
私が祖門師のことや﹁再誕﹂の言葉を知
ったのはかなり前になりますが︑もちろん
のこと︑自覚的に生きることや自分を生み
直すことなどできるわけもありません︒し
かし︑考えてみることは今でも時々ありま
す︒皆さんも卒業の記念に﹁再誕﹂という
言葉を頭の片隅にとどめて︑時々思い出し
てもらえれば幸いです︒以上︑長くなりま
したが激励の挨拶といたします︒

な自然現象による災害もわが国はじめ世界
各地で多発し︑加えてわが国ではメルトダ
ウンした原発を抱えて生き続けなければな
りません︒
皆さんは私が歩んできた時代とは違って︑
これまで経験したことのないようなさまざ
まな厳しい試練に直面することは確実︑と
いっても過言ではないでしょう︒しかし︑
そうした︑ある意味﹁不安の時代﹂という
か﹁逆境の時代﹂にあっても︑皆さんには
決してくじけない強固な心と覚悟をもって
力強く前進していってほしいと願っていま
す︒
ここで一つだけ新たな出発を機に︑皆さ
んに考えてみてほしいことがあります︒
京都大原に﹁三千院﹂という有名な天台
宗のお寺があります︒かつて歌にも登場し
ましたから知っている方もいるかと思いま
すが︑一昨年︑私の出身校の小千谷高校の
大先輩がこちらの門主に就任されました︒

ちは感動を覚えます︒それは風に向って立
つライオンが自分のためではなく︑他人の
ために命をささげる崇高な人生を歩む存在
だからでしょう︒
最後に卒業後も本学に想いを寄せてくだ
さるようお願いします︒本学は毎年歴史を
重ねながら︑より地域に必要な大学であり
続けるとともに︑この地域で活動している
本学の卒業生にとって︑誇りの持てる母校
であり続けたいと願っています︒時折︑﹁学
長︑私卒業生です﹂と声をかけられます︒
その時﹁おお！社会人としてしっかりした
人生送っているな﹂と感じることは︑学長
としてこの上ない大きな喜びです︒皆さん
も見かけたら声をかけてください︒
みずき野に春の訪れが感じられてきまし
た︒それは皆さん卒業生を送り出し︑新入
生を迎える春でもあります︒人々は春とと
もに新たな人生に向ってスタートを切りま
す︒皆さんはこの春︑社会人としての人生
に歩み出します︒そんな皆さんの前途に幸
多かれとエールを送って私のお祝いの言葉
といたします︒
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今日の感慨を生涯忘れず
﹁再誕﹂を胸に力強く前進を

順不同

篠田

力様

昭様

泉田 裕彦 様
鈴木

大沼
新潟市長

福田 勝之 様

日本私立大学協会会長

燕市長

古後 昌彦 様
渡辺 和市 様
代表取締役社長

関口 千房 様

上村 正雄 様

代表取締役会長

セコム上信越株式会社
ALSOK
代表取締役社長

新潟綜合警備保障株式会社

衆議院議員

廣田 幹人 様

神田 晨嗣 様

山城 由紀雄 様

森井

康様

清水 辰雄 様

代表取締役

代表取締役社長

石﨑 とおる 様

小池 信介 様

株式会社リオン・ドールコーポレーション

代表取締役

森井紙器工業株式会社

株式会社マルイ 代表取締役

東京営業部長

株式会社日本ドリコム

野沢 慎吾 様

株式会社ゲイン 代表取締役

株式会社NS．
コンピュータサービス

代表取締役

株式会社エクセルシステム

代表取締役社長

株式会社エイジェック

株式会社ウエマツ 代表取締役 福田 浩志 様

新潟商工会議所会頭

新潟県知事

祝 電

先輩などと軽々しく言えないのですが︑小
千谷市出身の堀澤祖門大僧正がそのお方で
す︒ 歳になられたと思います︒祖門師は
戦後初めて比叡山の過酷な荒行である﹁
年籠山行﹂を成し遂げた高僧として知られ
ています︒この荒行は下界を離れ﹁ 年︑
山に籠る﹂と書き﹁一期籠山行﹂とも言い
ます︒比叡山の荒行では峰々を駆け巡る﹁千
日回峰﹂の方が有名のようですが︑この修
行を﹁動の修行﹂とすれば︑
天台宗の開祖︑
皆さんもご存じの最澄を安置した山中のお
寺﹁浄土院﹂に 年間も詰め︑比叡山に張

卒業生代表 答辞
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奇跡の出会い友情と交友
尊い大きな財産になった

すなお

の︶縁も生かし続けることは何よりも替え
難い﹂と解釈します︒この言葉はまさに私
の大学生活を総括すると同時に︑一番の大
きな学びとなりました︒心から尊敬できる
恩師︑互いに高め合い︑信頼できる友人た
ちに出会えなければ︑私は受け身の姿勢の
ままで︑充実した４年間を送ることができ
なかったでしょう︒大学で得た交友関係は︑
私の人生における大きな財産になると確信
しております︒
明日からの人生の節目において︑大学で
育んできた力︑学びをそれぞれの分野で活
かし︑一人ひとりに託された社会での使命
を果たしていきたいと思います︒これから
踏み出していく道は︑決して平坦ではない
でしょう︒その時こそ︑友人たちと励まし
合い︑切磋琢磨しながら︑大学で学んだこ
とを糧に︑それぞれの目標に向かって︑よ
りいっそう励んで参ります︒
最後になりましたが︑学問の奥深さを示
唆し︑
学ぶことの面白さ︑
大切さをご指導く
ださった平山学長をはじめとする先生方︑
共に学び︑多くの時間を過ごしてきた友人
たち︑そして私たちを今まで育て︑大学に
まで通わせてくださった両親︑家族に心か
ら感謝致します︒これまで︑本当にありが
とうございました︒
本日ご臨席の皆さま︑後輩の皆さんのご
健康とご活躍︑新潟国際情報大学の輝かし
い発展をお祈りいたしまして︑答辞とさせ
ていただきます︒
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本日は︑平山学長はじめ︑先生方︑ご来
賓の皆さまのご臨席を賜り︑私たち卒業生
のために︑盛大な卒業式を挙行していただ
き︑誠にありがとうございます︒卒業生一
同︑心より御礼申し上げ ま す ︒
新潟の冬の寒さも峠を越え︑爽やかな春
の風が立ち︑卒業という事実と向かい合っ
ている今︑私たち一人ひとりの胸中には︑
さまざまな想いが去来していることと思い
ます︒
私は︑ロシア文化を学びたく︑新潟国際
情報大学に入学しましたが︑実は第一志望
の大学ではありませんでした︒入学式のあ
と︑私は悔しさのあまり涙が止まらなかっ
たこと︑大学に行く足が重かったことを今
でも覚えています︒しかし︑気が付けばそ

淳様

れが嘘のように大学へ行くことが楽しくな
り︑有意義な大学生活を送ることができま
した︒今では︑新潟国際情報大学で学んだ
ことを誇りに思います︒
４年間を通して︑特定の分野に限らず︑
幅広い視点から国際社会を勉強し︑ロシア
語の学習に加え︑コミュニケーションを重
視した英語の授業にも取り組み︑多面的に
考え︑
異文化を受け入れる姿勢︑
自分自身や
自分の考えを伝える力が身に付きました︒
２年次のロシアへの派遣留学は︑大学で
の学びを実践するよい機会でした︒最初は︑
ロシア語もうまく伝わらず︑
失敗を恐れて︑
話したいと思っても自分から会話をするこ
とができませんでした︒しかし︑一緒に留
学へ行った仲間からそれを指摘され︑その
仲間の果敢に挑戦する姿︑自分を伝え解け
合っている様子に刺激を受け︑私も徐々に
自分から会話をするようになり︑人に道を
聞いたり︑外国人の友人と出かけたり︑積
極的に取り組むようになりました︒
４年間における大学での学びは︑知識や
語学力の向上だけでなく︑人の縁の尊さ︑
感謝の気持ちまで多岐に渡りました︒ロシ
ア語にこのような言葉があります︒
︽
Народоная
длужба и братство
︾
дороже любого богатства.
友情や親交はどんな富にも替えることの
できないほど尊い︒私はこれを﹁人との出
会いは奇跡であり︑そこに至るまでの全て
の縁に感謝し︑袖触り合ってできた︵多生

円花

荒木
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新潟国際情報大学の第 回卒業式にあた
り大学設置者であります学校法人新潟平成
学院を代表して一言お祝いと激励の言葉を
申し上げます︒本日をもって卒業する２７

理事長祝辞

幸せにするためではなく︑より成長し利益
をあげるための仕組み﹂であるように見え
ます︒こうした仕組みの中で生きてゆくこ
とは︑そう容易なことではありません︒皆
さんは今からそうした荒海に乗り出すので
す︒でもたじろいではいられません︒賢い
思考力・判断力と強い信念︑大いなる勇気
を持って挑戦しなければなりません︒いつ
の時代でもそうやって時代を切り拓いてい
ったのは若者だからです ︒
もうひとつ現在盛んに議論されているの
が﹁地方創生﹂です︒昨年５月に﹁日本創
成会議﹂が発表した﹁地方消滅﹂の報告は
大きなショックをもたらしました︒このま
まの人口推移と都市への集中および合計特
殊出生率で推移すると︑２０４０年には全
国市町村の半分が立ち行かなくなる危険が
あるという報告だったからです︒そのため︑
昨年末の総選挙以降﹁地方をどう再生する
か﹂が大きな政治テーマとなっています︒
皆さんは勇気をもって自分の人生を切り拓
いてゆくと同時に︑自分たちが住む地域・
故郷を維持し良くしてゆくことにも立ち向

られた︑結ぶ︑世界の界と書く﹁結界﹂と
いう定められた区域から一歩も外に出るこ
となく︑厳格な修行に明け暮れる﹁ 年籠
山行﹂は﹁静の修行﹂といわれます︒
本日︑新潟日報社の小田社長が来賓でお
いでになっていますが︑祖門師のことは昨
年 月に新潟日報夕刊に紹介されましたの
で︑ご存じの方も多いかと思います︒天台
宗で最高位の大僧正になられた祖門師が仏
門に入ったきっかけは﹁再誕﹂という言葉
だったそうです︒﹁再び誕生する﹂と書き
ますが︑旧制小千谷中学から旧制新潟高校

４名の皆さん︑卒業まことにおめでとうご
ざいます︒併せまして多数ご出席いただき
ましたご父母の皆さまに心よりお祝いと感
謝を申し上げます︒また︑年度末のお忙し
いなかご来賓の皆さまも多数ご出席いただ
きありがとうございました︒卒業生の就職
をはじめ日ごろ何かとご高配を賜っており
ますことも併せまして深く感謝申し上げま
す︒
さて︑卒業生の皆さんは今︑胸に何が去
来しているでしょうか︒東に遠く飯豊︑朝
日の青い山脈を望み︑西に大きく弥彦︑角
田山を仰ぎ見る︑緑豊かな﹁みずき野﹂キ
ャンパスでの懐かしい４年間の日々でしょ
うか︒それとも苦しかったアルバイトのこ
とでしょうか︒一人ひとり振り返る思い出
や感慨は違うでしょうが︑本日この日の︑
いま現在の心に思うことをどうか生涯忘れ
ないでほしいと思います︒
いよいよ実社会での人生が始まります︒

かって欲しいのです︒﹁地域で生きる﹂と
いうことにも大きな価値を持った人生を送
ってください︒
卒業式に当たって毎年申し上げているこ
とがあります︒それは卒業後も自分の人生
に夢を持ち︑その実現に向かって前進して
ほしいということです︒その実現が難しい
からといってそれを時代や他人のせいにせ
ず︑諦めずたゆまぬ努力をしてください︒
夢が実現することも大切ですが︑それ以上
に夢の実現に向って努力をすることこそが
大切です︒なぜなら︑それが自分の人生を
価値あるものにする唯一の道だからです︒
自分の人生は自分の足で立って︑前を向い
て自分の手で未知なる道をかき分けて進ん
でゆくしかないのです︒全力を尽くした人
生こそ納得できる人生です︒納得のゆく人
生を送ってください︒
このことの大切さについても︑ガンジー
は言っています︒
﹁重要なのは行為そのものであって
結果ではない
行為が実を結ぶかどうかは︑

に進み寮の先輩から︑この﹁再誕﹂という
言葉を問いかけられ︑衝撃を受けた祖門師
は以来この言葉が頭から離れなくなったと
いいます︒
京大に進学したけれどますます気になっ
てしょうがない︒１学期を悶々として過ご
したけれど﹁再誕﹂が頭から離れない︒そ
こで結局︑祖門師は大学中退を決意して比
叡山に導かれるように山に入り修行僧にな
ったそうです︒祖門師によれば︑﹁再誕﹂
とは﹁悶々とした旅の結果︑自分とは何か
と問い︑これまでのように他に依存する生

新しいステージを迎え旅立つ時に︑よく荒
海に漕ぎ出す船に例えますが︑これは単に
﹁波が高い荒れ狂う海﹂という意味だけで
はなく︑波静かな海であっても︑理解でき
ないような矛盾や非常識といったものが浮
き沈みし︑また暗い海底には︑許されない
ような不合理や不条理なことが沈殿︑堆積
しているとの意味もあるかと思います︒そ
うした大海原を今のところは小舟のような
皆さんは乗り出していかなければならない
のです︒
世紀の終わり︑これから 世紀を迎え
ようとしている時に︑しきりに﹁戦争の世
紀﹂との決別が叫ばれ︑世界の多くの人々
がそれを決意し︑また期待をしました︒し
かし︑現実はどうでしょうか︒民族間︑地
域間の紛争をはじめ宗教上の対立などから
戦火は無くなるどころかむしろ激化してい
るような局面が続いています︒さらにはテ
ロの脅威も強まり︑広がっています︒極端

自分でどうにかできるものではなく
生きているうちに分かるとも限らない
だが︑正しいと信じることを
行いなさい
結果がどう出るにせよ︑
何もしなければ
何の結果もないのだから﹂
卒業式の式辞としては︑ずいぶん説教め
いた話になってしまいましたが︑もう一つ
聞いてください︒それは︑どうか高い志を
持って﹁自己に厳しく他人に優しい﹂自我
を確立し︑人間味あふれた人生を送ってく
ださいということです︒私の友人の﹁さだ
まさし﹂さんの歌で︑現在映画化され上映
中の﹁風に立つライオン﹂は︑シュヴァイ
ツァー博士のように生きたいと青年海外協
力隊に参加し︑ケ二ヤ・ナイロビの熱帯医
学研究所に勤務した長崎大の若い医師の実
話が基になっていますが︑﹁空を切り裂い
て落下する滝のように僕はよどみない生命
を生きたい︒キリマンジャロの白い雪︒そ
れを支える紺碧の空︑僕は風に向かって立
つライオンでありたい﹂という歌詞に私た

き方を捨てること︒そして︑自覚的に生き
るため自分自身をもう一度生み直す︑とい
うことであった﹂と語っております︒
私が祖門師のことや﹁再誕﹂の言葉を知
ったのはかなり前になりますが︑もちろん
のこと︑自覚的に生きることや自分を生み
直すことなどできるわけもありません︒し
かし︑考えてみることは今でも時々ありま
す︒皆さんも卒業の記念に﹁再誕﹂という
言葉を頭の片隅にとどめて︑時々思い出し
てもらえれば幸いです︒以上︑長くなりま
したが激励の挨拶といたします︒

な自然現象による災害もわが国はじめ世界
各地で多発し︑加えてわが国ではメルトダ
ウンした原発を抱えて生き続けなければな
りません︒
皆さんは私が歩んできた時代とは違って︑
これまで経験したことのないようなさまざ
まな厳しい試練に直面することは確実︑と
いっても過言ではないでしょう︒しかし︑
そうした︑ある意味﹁不安の時代﹂という
か﹁逆境の時代﹂にあっても︑皆さんには
決してくじけない強固な心と覚悟をもって
力強く前進していってほしいと願っていま
す︒
ここで一つだけ新たな出発を機に︑皆さ
んに考えてみてほしいことがあります︒
京都大原に﹁三千院﹂という有名な天台
宗のお寺があります︒かつて歌にも登場し
ましたから知っている方もいるかと思いま
すが︑一昨年︑私の出身校の小千谷高校の
大先輩がこちらの門主に就任されました︒

ちは感動を覚えます︒それは風に向って立
つライオンが自分のためではなく︑他人の
ために命をささげる崇高な人生を歩む存在
だからでしょう︒
最後に卒業後も本学に想いを寄せてくだ
さるようお願いします︒本学は毎年歴史を
重ねながら︑より地域に必要な大学であり
続けるとともに︑この地域で活動している
本学の卒業生にとって︑誇りの持てる母校
であり続けたいと願っています︒時折︑﹁学
長︑私卒業生です﹂と声をかけられます︒
その時﹁おお！社会人としてしっかりした
人生送っているな﹂と感じることは︑学長
としてこの上ない大きな喜びです︒皆さん
も見かけたら声をかけてください︒
みずき野に春の訪れが感じられてきまし
た︒それは皆さん卒業生を送り出し︑新入
生を迎える春でもあります︒人々は春とと
もに新たな人生に向ってスタートを切りま
す︒皆さんはこの春︑社会人としての人生
に歩み出します︒そんな皆さんの前途に幸
多かれとエールを送って私のお祝いの言葉
といたします︒
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今日の感慨を生涯忘れず
﹁再誕﹂を胸に力強く前進を
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の風が立ち︑卒業という事実と向かい合っ
ている今︑私たち一人ひとりの胸中には︑
さまざまな想いが去来していることと思い
ます︒
私は︑ロシア文化を学びたく︑新潟国際
情報大学に入学しましたが︑実は第一志望
の大学ではありませんでした︒入学式のあ
と︑私は悔しさのあまり涙が止まらなかっ
たこと︑大学に行く足が重かったことを今
でも覚えています︒しかし︑気が付けばそ

淳様

れが嘘のように大学へ行くことが楽しくな
り︑有意義な大学生活を送ることができま
した︒今では︑新潟国際情報大学で学んだ
ことを誇りに思います︒
４年間を通して︑特定の分野に限らず︑
幅広い視点から国際社会を勉強し︑ロシア
語の学習に加え︑コミュニケーションを重
視した英語の授業にも取り組み︑多面的に
考え︑
異文化を受け入れる姿勢︑
自分自身や
自分の考えを伝える力が身に付きました︒
２年次のロシアへの派遣留学は︑大学で
の学びを実践するよい機会でした︒最初は︑
ロシア語もうまく伝わらず︑
失敗を恐れて︑
話したいと思っても自分から会話をするこ
とができませんでした︒しかし︑一緒に留
学へ行った仲間からそれを指摘され︑その
仲間の果敢に挑戦する姿︑自分を伝え解け
合っている様子に刺激を受け︑私も徐々に
自分から会話をするようになり︑人に道を
聞いたり︑外国人の友人と出かけたり︑積
極的に取り組むようになりました︒
４年間における大学での学びは︑知識や
語学力の向上だけでなく︑人の縁の尊さ︑
感謝の気持ちまで多岐に渡りました︒ロシ
ア語にこのような言葉があります︒
︽
Народоная
длужба и братство
︾
дороже любого богатства.
友情や親交はどんな富にも替えることの
できないほど尊い︒私はこれを﹁人との出
会いは奇跡であり︑そこに至るまでの全て
の縁に感謝し︑袖触り合ってできた︵多生

円花

荒木
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学校法人 新潟平成学院
理事長 星野 元

12

（総代）情報文化学科

86

成

平成

年度卒業式

回︶卒業式が3月

緒に︑吹奏楽部の演奏に合わせて校歌

最後に卒業生と教職員と父母らも一

強く決意を述べました︒

して社会での使命を果たしたい﹂と力

大きな財産︒４年間で学んだ力を生か

えられない︒大学での奇跡の出会いは

引用し﹁友情と親交はどんな富にも替

木円花さんが答辞で︑ロシア語の諺を

274 人が新たな船出

日︑

晴れやかに新しい社会へ巣立ち︱平
年度︵第

新潟市民芸術文化会館︵りゅーとぴあ︶
で行われ︑２７４人︵情報文化学科１
０６人︑情報システム学科１６８人︶
が新たな人生に向かってスタートしま
した︒
式典は学位記授与から始まり︑まず
をコンサートホールに響かせ﹁友と歩
もう夢創る道を﹂と歌い祝福しました︒
引き続き恒例の祝賀会が夕方︑ＡＮ

平成

卒業生特別表彰

年度

荒木 円花

学長賞︵学業成績優秀者︶
情報文化学科︵総代︶

鈴木 桃子

荒木 円花

情報システム学科

学術賞
情報文化学科

五十嵐 望

新 潟ロシア語スピーチコンテストにおいて３
年 連 続 入 賞し︑う ち２回 を 優 勝 するなど優
秀な成績を修めた︒
情報文化学科

牧野

愛

第 回﹁漢語橋﹂世界大学生中国語コンテ
スト新 潟 予 選 大 会において優れた表 現 賞 を
受賞し︑
またＨＳＫ６級を取得するなど優秀
な成績を修めた︒
情報文化学科

大沼 竜二

第 回﹁漢語橋﹂世界大学生中国語コンテ
スト新 潟 予 選 大 会において優れた表 現 賞 を
受 賞し︑また中 国 語 検 定 試 験２級 を 取 得 す
るなど優秀な成績を修めた︒

課外活動賞

Ａクラウンプラザホテル新潟で開かれ
ました︒晴れ姿の卒業生たちは教職員

地域交流賞
情報システム学科
食育イベントチーム 代表

本間 竜一

西区が主催した食育イベントにおいて特徴
ある企画が多数の候補から採択され︑
さらに
実践結果も西区自治協議会より高い評価が
得られ︑
地域と大学との連携に大きく貢献し
た︒

日木 公美子

本 学 陸 上 競 技 部 員 として全 国 大 会 出 場・
北信越大会において優勝し︑
また４年連続で
﹁新潟県陸上競技 傑﹂に入るなど優秀な成
績を収めた︒

情報システム学科

代表 山口 裕加
nuis̲project
東日本大震災に対するボランティア組織と
して数多くの活動を行い︑
また同活動を発展
継 承させる提 案が本 学の学 生 企 画プロジェク
トの優 秀 提 案として採 択され︑本 学ボランテ
ィア活動の活性化に多大な貢献をした︒

情報文化学科

学友会執行部の中核として３年間活動し︑
さらに２年 間にわたり 学 友 会 長 を 務めて学
友会活動の活性化に多大な貢献をした︒

情報文化学科

※9月卒業生含む

と別れを惜しみ前途を祝し合って︑杯
を重ね記念撮影を繰り返し︑和やかに
学生時代最後のパーティーが盛り上が
りました︒

広 く 深 く 感 性 を 豊かに

て︑一緒に中身の濃い学生生活の醍醐
味を大いに楽しみましょう﹂と歓迎の
ことば︒これに対し新入生代表の国際
学部国際文化学科の藤田健人さんが
﹁社会︑文化︑経済などあらゆる分野
で急速にグローバル化が進み世界中の
人々と関わることができるように国際
社会に関する知識と語学を身に付け︑
勉強もサークルにも積極的に参加して
自分の感性
や考え方を
広く豊かに
したい﹂と
力強く抱負
を述べて応
えました︒
海外から届いた派遣留学・夏期セミ
ナー提携５大学の祝福ビデオメッセー
ジも紹介され︑気持ちを新たにした新
入生たちは︑学生会館で待ち受ける各
サークルのにぎやかな長い勧誘の列を
通り抜けて校舎に入り︑気を引き締め
て早速ガイダンスなどに臨み新しい一
歩を踏み出しました︒
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卒業生全員が名前を呼ばれて登壇し︑
平山学長が一人ひとりと握手し﹁おめ
でとう︒頑張ったね﹂などと前途を祝
福しました︒学長は式辞で﹁実社会の

平成27年 4月14日 発行

国際・情報

荒海に乗り出してもたじろがず前を向
いて未知なる道を進もう︒卒業後も学
び続け全力を尽くし納得いく人生を送
卒業生を代表して情報文化学科の荒

179人
166人
177人
178人
173人
166人
196人
179人
178人
168人
186人
168人
162人
193人
162人
181人
167人
171人
116人
124人
126人
116人
118人
111人
118人
115人
121人
110人
126人
117人
105人
117人
110人
113人
124人
107人
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LINEの「友だち追加」
から
「ID検索」
で登録

@nuis-line3111

iPhone・iPad・Androidスマートフォン・タブレット向け
App StoreまたはGoogle Playストアから新潟国際情報大学で検索
アプリをダウンロードしてご利用ください。

https://www.facebook.com/nuis.face

学 ぶこ との楽し さ 知 り

平成 年度の入学式が4月5日︑本
校体育館で行われ新入生３１６人︵情
報文化学部１８７人︑国際学部１２７
人︑編入学生２人︶が︑桜が開花した
みずき野キャンパスでの学生生活をス
タートさせました︒
希望に胸膨らまし緊張気味の新入生
に︑平山征夫学長は式辞で﹁目標に向
かって自ら主体的に楽しく学んでくだ
さい︒幅広
く深く考え
感性を豊か
にし︑包容
力のある人
間性豊かな
人格を形成し︑多くの友と夢を語り合
い︑自分の適正と能力を見定め将来の
生きる道を見出してください︒主役は
皆さんです﹂と激励しました︒
在学生を代表して情報文化学部情報
システム学科の山田和柾さんが﹁多く
の人と繋がって視野を広げて成長し︑
自由に行動できる時間を上手に使い︑
素晴らしい学びの環境を有効活用し

NUISスクールアプリ

NUIS公式フェイスブック

5,244人 2,094人 3,150人
計
合
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12〜16面
平成26年度卒業式特集
卒業にあたって・濃密な時間だった
学長式辞・理事長祝辞・卒業生答辞
JABEE認定10人に修了証書
特別表彰 式典スナップ
10・11面
“就活解禁”直前に企業交流会
本番さながらに模擬面接
平成26年度主な就職先一覧
科学の祭典に体験ブース出展
2・3・4・5面
平成27年度入学式特集
学長式辞
新入生代表・私の抱負
在学生代表・歓迎の言葉

教員の活動

8・9面
派遣留学・海外夏期セミナー帰国報告
両学部長のメッセージ

CONTENTS

6・7面
ズームアップ研究室
サークル紹介Ｑ＆Ａ（吹奏楽部）
韓国からインターンシップ
国際交流フェア案内
オープンキャンパス案内

情報文化学科 情報システム学科
卒業者数
度
年

295人
290人
303人
294人
291人
277人
314人
294人
299人
278人
312人
285人
267人
310人
272人
294人
291人
278人
平成9年度
（第 1回）
10年度（第 2回）
11年度（第 3回）
12年度（第 4回）
13年度（第 5回）
14年度（第 6回）
15年度（第 7回）
16年度（第 8回）
17年度（第 9回）
18年度（第10回）
（第 10回）
19年度（第11回）
（第 11回）
20年度（第12回）
（第 12回）
21年度（第13回）
（第 13回）
22年度（第14回）
（第 14回）
23年度（第 15回）
24年度（第 16回）
25年度（第 17回）
26年度（第 18回）

26
18
［本校］
〒950-2292 新潟市西区みずき野3-1-1
tel. 025-239-3111 fax. 025-239-3690
［新潟中央キャンパス］
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通7-1169
tel. 025-227-7111 fax. 025-227-7117
http://www.nuis.ac.jp
somu@nuis.ac.jp

第18回までの卒業生は合計5,244人に

22

胸を張り夢は大きく３１６人
平成27年度（第22回）入学式

国際 情報
Vol.66

荒 海でもたじろが ず
未 知なる道を進もう
27

26

ろう﹂と激励しまし た ︒

学報

