
 
 
 
 
 
  
   

去年の剣祭では、7名の卒業生方をアドバイザーとしてお招きし、就職相談会を開きました。一人の先輩につき二人

の在校生が座ってお話ができるようにセッティングさせていただきました。いろいろな先輩方をまわって話をしている在

校生、一人の先輩の話をじっくり聞いている在校生達の姿が見られ、就職に対する感心の深さが見られました。私たち在

校生は、先輩達の職業観や大学時代の経験がどのように今の仕事の糧になっているか、などといったことをお尋ねしまし

た。また就職活動についての疑問点などをお話しました。また事前に先輩方にお願いしたアンケートも張りださせていた

だき、大変参考になりました。先輩達から前向きなご意見をいただいたことで、就職に対する見方が明るいものになりま

した。協力してくださった先輩方、どうもありがとうございました。 
さらに相談会のスペースとは別に、談話ルームを設け、お茶やお菓子をご用意させていただき、子供づれの卒業生の

方たちが、そこで談笑してにぎわっていました。 
 就職相談会の後には、総会を開催しました。学部長の稲田晴年先生からの同窓会へのご挨拶の後、同窓会会則改正につ

いて、会計報告、その他卒業生方からのご意見をいただきました。 
また、親睦会を、県大隣の美術館内にあるレストラン「エスタ」にて開催しました。卒業生の方たち、在校生、先生

方あわせて45名が参加し、食事をしながら親睦を深めることができました。在校生が中心となって活動しているアカペラ

サークル内のグループmile feel you（ミルフィーユ）がアカペラを披露し、素敵な歌声で雰囲気を和ませてくれました。4
人の先生方からビデオメッセージもいただきました。こうした余興は好評で、楽しい時間を過ごすことができました。 
 今年度は10月30日土曜に、卒業生同士が集まって交流できる機会を設けますので、ぜひ県大にいらしてください。 

入会者募集中！ 

詳細は6ぺージを 

ご覧ください。 
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卒業生スタッフ募集のお知らせ 
同窓会は現在、在校生が企画し、理事会から助言をいただく形で運

営されています。卒業生の意見を活動に反映させ、より良い組織へ

と発展させていくため、在校生と共に企画の段階から携わってくだ

さる卒業生スタッフを募集します。 
活動内容は在校生スタッフの企画に助言を与えてくれること、卒業

生側からの交流会の企画提案や要望を在校生に伝え、共にその実現

のため活動してくれること、卒業生同士のコンタクトとネットワー

クを広げてくれる等です。 
現在のような在校生のみの運営ではどうしても在校生の要望が全面

にでてしまい、会報・剣祭におけるサロン等のイベントにおいても、

卒業生の要望が十分反映した内容の企画が難しい状況にあります。

在校生・卒業生が一体となり、県立大学のネットワークを広げてい

くため力添えをして頂ける卒業生の方、できる範囲のことで結構で

す。同窓会の連絡先は iralumni@u-shizuoka-ken.ac.jp です。詳し

くは同窓会のホームページをご覧下さい。 

《アドバイザーとして参加してくださった卒業生》 
伊藤麻衣子さん，市川文子さん，上島秀正さん，興津

昌利さん，小林真子さん，松下友紀さん，村尾彰彦さ

ん，若月泰さん 
《アンケートに答えてくださった卒業生》 
小原百合子さん、松山(後藤)詩歩さん、岸本絵理さん、

田中綾子さん、渡部高弘さん 
ご協力ありがとうございました。 

ホームページ更新  
ホームページは新たに更新され、以前よりも見やすく

工夫されています。母校の思い出とともに、ぜひ一度

訪れてみてください。 
http://fuji.u-shizuoka-ken.ac.jp/~dosokai/home.htm 
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総勢５名の同

窓生が登場！

 卒業生インタビュー！ 

 
 

◆体力勝負でもあります！··················古賀（山田） 雅江 さん シャネル株式会社 平成10年度 五味亨ゼミ卒◆

香水化粧品本部で、会社の販売戦略やプロモーションや

イベントなどの施策立案、営業、販売サポートなどを行

っています。 

全国にある百貨店の化粧品コーナーを廻ってコーナーの美容部員の

方とコミュニケーションを図り、会社のプロモーションを成功に導くこ

とは、非常にやりがいがあります。季節によって、異なる性質を持つ製

品の特性を考え、一年を通じていかにしてお客様の来店を促すか、また

どのようにして一人でも多くのお客様にシャネルの製品のファンにな

っていただくかということを考えつつも、現場でのモチベーションを上

げ、販売の環境を整えることは、手探りでとても根気がいる仕事です。

また、出張先では日に10数件の百貨店を廻ることもあり、体力勝負で

もあります。 

シャネルはファッションの会社で、イメージ

カラーは黒で、シャネルスーツが多いんだろ

うなぁ・・・と、まず入社初日の前夜、何を着ていくべきか非常に悩み

ましたが、実際オフィスでは 先端の格好をするような人も居らず、ジ

ーンズであったり、スーツであったり、普通の会社とかわらず、ほっと

しました（笑）。お洒落な人が多く、またオフィスも女性が90%を占め

る会社なので、日々のトータルコーディネートは悩みます。 

化粧品業界、とりわけ外資系の会社なので、綺麗で華やかなイメージを

抱いていましたが、実際は人とのコミュニケーションに頼る部分や、施

策の検証など数字を追いかけていく部分が多く、忍耐力や継続性が要求

される仕事です。 

現在 

研究や学部学科にとらわれず興味のあるジャンル

の本や映画をたくさん読みました。また、スペイン

語を専攻していた関係で長期休暇などを利用して何度と無くスペイン

に行って勉強しました。その頃の経験は何ものにも替えがたい貴重な経

験だったと思います。ゼミでは五味教授に、そして学部の諸教授には大

変お世話になりました。無事卒業させてくださってありがとうございま

した（笑） 

学生時代

『いつも「忙しい」を言い訳にする人たち』（べ

ス・ソーイ）、日々の時間の使い方、仕事の進め

方、ひいてはどのようにライフデザインするか自分や周囲の人間を重ね

ずにはいられません。普段の生活の質について考えさせられる本です。 

オススメ！

女性が活躍 

この度の同窓会発足を大変喜ばしく思います。卒業

をしてしまうと、なかなか母校へ足を運ぶ機会も減

り、また結束力という面で意識も薄れてしまいがちですが、このような

会を通じて、今後も先輩諸氏、教授、在校生の皆様と情報交換などの交

流を深めていけたらと思いますので、宜しくお願いいたします。 

同窓会

◆娘の成長が楽しみです·······································  松島（髙栁） 仁美さん  主婦 平成５年度 石川准ゼミ卒◆ 

卒業後、事務や養護学校の講師などの仕事を経て、現在

は主婦業をしています。主婦をする中で、家族の健康に

は気をつかいます。それから毎日どうすれば能率良く「業務」がこなせ

るか考えています。思い通りにいかないことばかりですけど。楽しいこ

とは、９月に２歳になる娘の無邪気な成長ぶりを毎日見られることです。

図書館には、二週間に一度ほど行きます。だいたい子供関連が多いです

ね。手遊び歌とか絵本、育児書など。余談ですが、朝の教育テレビ「い

ないいないばあ」「おかあさんといっしょ」は、ほぼ毎日みています。 

学生時代に熱心に取り組んでいたことといえばシ

ェイクスピア劇部です。演出の小田幸雄先生の迫

力の演技と音楽のように心地よい古典英語のリズムに少しでも近づけ

るようにみんなで練習したり、字幕や衣装など裏方の準備に明け暮れた

り、そうやって迎えた公演当日に関係者一同で行うカーテンコールに 

はいろんな想いがつまっていて、 

メイクもぐちゃぐちゃの本当に素敵な思い出です。 
現在 

当時は、卒業間近となっても積極的に社会に出

ていこうという気持ちになれなかったですね。

理想ばかりを夢見ていたのか、自分に自信がなかったのか、決まってい

た教職にも就かず辞退してしまいました。しかたなく社会に出てしまっ

たらその都度いろんな選択肢が待っていて、ひとつひとつ進んでいくう

ちに結局は学生時代目指していた教員の道に戻っていて、現実って結構

楽しいな～と思えるようになっていました。大きな10年でした。 

大きな１０年

養護学校の教師の資格がまだないので、いつか取得したい

です。自分のためだけに時間を使えた時代が懐かしい  

なあ。 

学生時代 将来

ゼミの石川先生へ、ゼミ中に居眠りしてしまい注意され

たのを未だに時々思い出します。今はしっかり育児も家

事もこなす、いいお母さんをやっていますので、どうぞご安心を！ 

先生へ

 
―２―



 

◆青春まっただ中！--- 島崎 敢さん 早稲田大学 大学院人間科学研究科 博士課程 平成10年度 関根忠直ゼミ卒 ◆

県大卒業後、大学院進学のため貯金をしようと、長距離ト

ラック、タクシー、タンクローリーのドライバーの仕事を

色々やりました。そうした経験から、交通事故の問題に関心を持つよう

になり、現在の研究室（安全人間工学研究室）に入りました。今は事故傾

向をもつ運転者の特性に関する研究をしています。 
研究を続ける中で、まだ将来の展望が出来ないところ

がプレッシャーですが、逆にこの歳でまだ色々と夢見

ていられるのは楽しいです。自分ではまだ青春まっただ中のつもりでい

ます。 

大学院というのは、大学で基礎知識を身につけた

人が、専門知識を深め、専門家になるために行くところだと思います。

従って、例えば、大学に入るときは「国際関係学を学びたい」と思って

受験するのでしょうが、大学院では例えば「シーア派とスンニ派の宗教

観の違いについて研究したい」というぐらいにやりたいことをピンポイ

ントに絞っている必要があると思います。 

現在 

皆様の社会でのご活躍を心よりお祈りしております。

社会が下す大学の評価というのは、偏差値などよりも、

その大学の出身者がどのくらい社会で活躍しているかだと思います。県

大の学生が肩身の狭い思いをする事のないように我々卒業生一同がん

ばって行きましょう。あと、どこかで会ったら酒のみましょう。 

 

青春！ 卒業生へ

アドバイス 

◆フィリピンが私を育ててくれた·················宮脇(木村) 貴子さん 日本赤十字社 平成10年度 富沢寿勇ゼミ卒◆ 

私は現在、日本赤十字社から派遣され、国際赤十字社赤

新月社連盟、東アジア地域代表部の職員として北京に駐

在し、HIV/エイズに関する支援活動を運営しています。 

国際機関で働く中でやはり英語に一番苦労していま

す。ネイティブと張り合うのは大変です。また、「ア

ジア文化」とは違う「白人文化」との対話が難しい

と感じます。同僚にはアメリカ人やイギリス人がいますが、彼らがロジ

カルに話す方法にのっとって話をしなければならず、それが私の今一番

とまどっているところです。 

学生時代に熱心に取り組んでいたことと言えば、フ

ィリピン語です。マリルウ先生、富沢先生には大変

お世話になりました。在学中に１年間フィリピンに留学し、フィリピン

が私を育ててくれたと思っています。 
現在 

国際機関で働きたいという夢と、就職を結び付

けない方がいいと思います。一般企業でもまれて学んでからでないと、

日本で仕事ができない人が国際機関に行っても仕事はできないと思い

ます。卒業して一般企業で1、2年働くというのはすごく大切なことだ

と思います。遠回りしているようでも、それが近道だと思います。 

県大の良いところは、少人数制であることだと思い

ます。私自身、お世話になった先生方と今でも連絡

をとっています。そんな先生方へ一言！小幡先生へ、飲み過ぎないよう

にしてくださいね。玉置先生、ご結婚おめでとうございます。そして、

今はお亡くなりになられた鈴木静夫先生に、感謝の言葉を述べたいと思

います。先生にお会いできたことが、今の私を形成してくれました。 

◆勉学・仕事を両立中！  中溝 一仁 さん 有限会社アクセスユープラン代表取締役 平成7年度 室谷哲ゼミ卒◆ 

自分自身で仕事をやりたいと思い、４年生の時にベビー

シッターの派遣業を始めました。また、県大を卒業した

年の秋入試で立教大学の大学院を受験し、翌年の４月から立教大学に通

い始めました。社会学で修士号を取得し、実は現在も立教大学の博士課

程に籍があります。平成12年より、中古パソコン販売・パソコン修理・

設定の出張サポートなどを行う会社を経営しています。 

経営者としてリーダーシップをとることに関しては、

大学時代にある程度身につけたと思います。よくみ

んなを集めて遊びに行ったりしていましたから。1、2 年はずっと遊ん

でいましたね。でも、3、4 年は室谷先生の影響でたくさん本を読みま

した。一週間8冊が目標だったから、月に30冊は読んでいたんじゃな

いかな。学生時代と今と比べて変わったとこ？体重！！（笑） 

内面的には、自分に余裕ができたことや、相手を気遣うことが少しずつ 

出来るようになったことですね。 

お勧めの本は『金持ち父さん 貧乏父さん』（ロバ

ート・キヨサキ：筑摩書房）です。これを読んで

世の中の「お金」の仕組みについてよく考えるようになりました。 

学生時代 

大変です 

アドバイス

県大！

オススメ！

現在 

将来の目標はやはり会社のことが多いですね。まず

店舗を増やしたいです。また、仕事以外ではいろい

ろ楽器をやっていたので、ピアノをまたやりたいです。同窓生のみなさ

んには、剣祭や同窓会などにたくさん来てほしいです。

これから

学生時代 

インタビューにご協力いただいた卒業生の皆様、

本当にありがとうございました。 

 
―３―



 
 

《主な就職先》
サービス(３７人) ＮＯＶＡ、秀英予備校、静岡中島

屋ホテルチェーン、ジェイアール東海ホテルズ、成迫

会計事務所、 園 他 エンジャパン、静岡ホーム学

( 人)卸小売・飲食 ２５  メガネトップ、スターバック

スコーヒージャパン、ユニー、静甲、ＣＦＳコーポレ

ーション、静岡リコー、エプソン販売 他 
( )運輸通信 １７人  鈴与 ４ 、全日空 ２ 、ＪＡＬスカ

イサービス(２)、清和海運、富士ロジテック 他 
( ) ( )

製造業(１６人) ロピア、幻冬舎、ヤマハ、和信化学

工業、ヤマハリビングテック、ジャトコ、日本電産 他

金融保険(１６人) 静岡銀行、浜松信用金庫、静岡市

同  農協、ニッセイ 和損保、損害保険ジャパン 他

旅行業(４人) ＪＴＢ(２)、静鉄観光サービス(２) 

△ 平成 17 年３月国際関係学部 
卒業生 業種別就職先比率(％) 

 
 

福永有夏先生 
インタビュー 

４年半

ちらにあるので迷ってしまったのを今でも

お茶畑に囲まれた大学で過ごした

はあっという間でした。お茶畑があちらこ

覚えています。学生からは「先輩」と呼び

かけられてしまったり、事務の人に間違わ

れたということもありました。授業では自

分をさらけ出す体当たりな講義をしてきた

と思っています。ゼミでは学生と夜中まで

人生について話合ったこともよく覚えて

います。これからも授業に研究に頑張って

いきたいと思いますので、卒業生の皆さ

んも頑張って下さい。 

～転出～ 
・菱田雅晴国際言語文化学科アジア文化コース教授から

法政大学法学部政治学科教授に転出されました。 
際関係学科政治経済コース講師から ・福永有夏国

早稲田大学社会科学部専任講師に転出されました。
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平成 17 年 3 月国際関係学部 4 年生進路動向
昨年度に比べ、4
年生内定者の率

が約 10％改善し

ましたが、依然と

して 60％と低い

状態が続いてい

ます。卒業生のご

支援をお願いし

ます。 

～転入～ 
星野昌裕 国際言語

研究内容 現代中国の政治、対外関係、少数民族 
う大切さを感じます。同窓会は利害関係なく、

関係だけを学んでいると思って

なく、様々なコースがあり、

、とて

文化学科助教授 

最近、人と出会

知らない人と仲良くなれて、ネットワークを広げる機会になると

思い 規
公務（３人) 静岡

県、自衛隊 他 
建設業(２人) 

ます。県大の規模は小さいですが、 模の小さい大学に

は、学部を超えてまとまれるよさがあると思うので、それを活か

していってほしいと思います。 

伊藤一瀬 国際関係学科講師 
研究内容 発展途上国の経済開発、政治体制 

国際関係学部と聞いて、国際

積水ハウス、住居

時間（ｽﾏｲﾙﾀｲﾑ）

エネルギー(２人)
ＴＯＫＡＩ、
ガス 

静岡

不動産(１人) 
第一不動産 

いました。しかし、政経コースだけで

様々な地域の専門家もいらっしゃいます。生徒も先生も

部全体も個性的で一人一人が一つの国のように感じられ、学

が国際社会の縮図のようです。小規模でも多様性のある学部

に来ることができて、これからが楽しみです。 
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－４－ 

在学生に春休みに行った国を聞きました。 
13 人中 10 人とアジアに行く学生が多く、他に

もヨーロッパ 4 カ国めぐり、スペインやペルー

！に一ヶ月滞在など、国関生はグローバルです



 

平成 14・15 年度決算、16 年度の予算は以下の通りです。 

決算
平成14年度14年11月1日から15年10月30日まで

差引残高
2510001 526344 1983657

内訳 入会金 2490000 内訳 文房具等 52166
寄付 20000 通信費 451210
利息 1 会議費 4088

謝金 10000
手数料等 8880

平成15年度15年11月1日から16年9月30日まで
差引残高

4622675 1147468 3475207
内訳 繰越 1983657 内訳 備品 207721

懇親会費 119000 文房具等 43200
入会金 2520000 通信費 514975
利息 18 会議費 184516

謝金 195000
手数料等 2056

予算
平成16年度16年10月1日から17年9月30日まで

差引残高
5825217 1075000 4750217

内訳 繰越 3475207 内訳 備品 220000
懇親会費 100000 文房具等 50000
入会金 2250000 通信費 520000
利息 10 会議費 200000

謝金 80000
手数料等 5000

収入 支出
総計 総計

収入 支出
総計 総計

収入 支出
総計 総計

平成 14 年度決算 
収入：入会金 249 万円は卒業生、在学生、現職・

退職教員から。 
支出：第一回会報（平成 15 年発行）の作成・送

付費用がほとんどで、平成 15 年度剣祭時の懇親

会案内のための通信費を含む。 

平成 15 年度決算 
収入：平成 16 年度新入生の入会金が入る。 
支出：備品はパソコン。会議費は平成 15 年度剣

祭時の懇親会の費用。謝金は平成 15 年度剣祭時

の相談会の講師に対する謝金。その他は第二回会

報（平成 16 年発行）作成・送付費用及び平成 16
年度剣祭時の懇親会の案内費用。 

平成 16 年度予算 
収入：平成 17 年度新入生の入会金 
支出：備品としてプリンタ（会報印刷可能なA３

カラープリンタ）を考えている。他は例年通りだ

が、平成 16 年度開催剣祭時の相談会の謝金は圧

縮予定。

同窓会会則第 18 条改定 

平成 16 年度総会において同窓会会則第 18 条

改定が承認されましたので報告します。 

変更点 
新「第 18 条 本会の会計年度は、10 月 1 日

に始まり翌年 9 月 30 日に終わる。」 
旧「第 18 条 本会の会計年度は、11 月 1 日

に始まり翌年 10 月 31 日に終わる。」 

変更理由 
剣祭時に会計報告を行えるようにするため。

～編集後記～ 

・今年の会報は、充実した内容になりました。在校生スタッフの

皆さんお疲れ様でした、そして協力してくださった卒業生及び

先生ありがとうございました。（友繁） 

・裏方の仕事をまじめにやることを学びました。これからも地道

にこつこつと努力していきたいです。（大橋） 

・「卒業生インタビュー」を担当させて頂き、素晴らしい先輩方に

出会えました。私も県大で頑張ります！（山崎） 

・インタビューでは様々な話が聞くことができとても興味深かっ

たです。この会報で少しでも今の県大を知っていただけたら幸

いです。（小林） 

・インタビューにご協力くださった卒業生のみなさん、本当にあ

りがとうございました。素敵な出会いに感謝です。（馬部） 

・昨年の苦い経験を少しでも活かそうとみんなで作った会報で

す。同窓会の発展につながりますように♪（鈴原） 

・同窓会スタッフになって初めての大きな仕事でした。とてもい

い経験になりました。（金城） 

・うまくできるか不安でしたが、皆で協力して作るのはとても楽し

かったです。ありがとうございました☆（浅井） 

－５－ 



メーリングリスト入会者募集  
卒業生相互のコミュニケーションを図ることを目的に、卒業生専用のメ
ーリングリストが作成されました。 現在約 50 名が加入しています。登
録方法は、同窓会ホームページのご覧下さい。卒業後もつながりを大切
に・・・。 

ご意見募集中  
更新された HP、会報に関する意見や感想、同窓会で開催して欲しい企
画等を募集中です。県大の卒業生と在校生が共に参加し、楽しめるよう
な場所にしていきたいと思っています。気軽にご意見をお寄せ下さい。

会報への記事、広告の募集  
「平成○年度卒業生同窓会開催」等のお知らせや、企業の広告を会報に
載せませんか。平成 17 年度募集要項はホームページをご覧下さい。
http://fuji.u-shizuoka-ken.ac.jp/~dosokai/home.htm

 

 

 

 

2005 年 4 月現在、同窓会に 641 名の卒業生が入会されました！卒業生のみ

なさまも懐かしい母校の同窓会にご入会されませんか。 

入会方法 

下記のいずれかの方法で名簿情報届をご提出下さり、いずれの方法で申しこ

まれる場合でも、入会金 10,000 円を同封の振替用紙で郵便局からお振り込み 

下さい。（終身会員）※年会費は必要ありません。 

入会されていない皆様へ

来年度の会報は同窓会員のみ

の発送とさせていただきます。

ご入会されていない卒業生の

皆様に、会報を通じて入会案

内を差し上げるのは今年が

後になります。ぜひこの機

会にご入会ください。 

今年が入会ラストチャンス！ 
入会者約700 名☆ 

メールによる方法 
 
静岡県立大学国際関係学部・

研究科同窓会について 

静岡県立大学国際関係学

部・研究科同窓会は、昨年

2 月に発足しました。本同

窓会は、卒業生相互の親

睦・交流をはかり、さらに

在学生の就職状況を改善す

ることを目的としておりま

す。このような主旨に基づ

き、同窓会では会員相互の

親睦会の開催、会員への各

種情報の提供などを積極的

に行っております。 
 

①ホ-ムページ http://fuji.u-shizuoka-ken.ac.jp/~dosokai/home.htm から、学

部用・研究科用・教員用それぞれのエクセルファイル「名簿情報届」をダウン

ロードする。 
②必要事項を記入の上、iralumni@u-shizuoka-ken.ac.jp あてにファイルを添

付して送信する。 
＊メールの件名は「名簿情報届○○○○△期」とし、「○○○○」には氏名を

記入。なお、姓が変わった方は、「○○（○○）○○」とし、カッコ内に旧姓

を記入する。＊△には期を記入。 

＊添付ファイルの名称も同様に「名簿情報届○○○○△期」とする。 

ＦＡＸによる方法 

①同封された名簿情報届に必要事項を記入。 

②054-264-5099（大学総務課 FAX）宛てにご返送下さい。 

郵送による方法 

①同封された名簿情報届に必要事項を記入。 

②返信用封筒にてご返送下さい。 

※返信用の郵送費を節約するため、なるべく郵送以外の方法による提出にご協力

お願いします。 

 
  

 
個人情報保護に関するお知らせ

 
 
 
 みなさまの個人情報は、同窓会会

報の発送・会費の依頼・支部活動の

支援のみにしか利用しません。 
会費などお振込みいただいた際

にお知らせいただく情報は、 新の

個人情報として更新させていただ

きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本人の個人情報に関するお問い

合わせ、開示、内容の訂正、利用停

止または苦情につきましては、同窓

会事務局までお知らせください。 

－６－ 


