
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

去年の剣祭（10/29・

30）では、４名の卒業生

方をアドバイザーとして

お招きし、ジョブカフェを

開催しました。お茶とお菓子を手に、先輩方と会話を楽しん

でいる在校生や 1 人の先

輩 の 話に 熱心 に 耳 を 傾

け、就職・将来ついての疑

問や、先輩の大学時代の

経験を聴いている姿が見

られました。 

また卒業生と先生との

懐かしのご対面もあり、嬉しくなりました。ご協力いただいた

先輩方、足を運んで下さった皆さんのおかげで素晴しい機

会になりました。ありがとうございました。 

 

☆ご協力ありがとうございました☆ 

《アドバイザーとして参加してくださった卒業生》 

☆小関克也さん(1 期生)   ☆古賀雅江さん（10 期生）

☆左藤友治さん（14 期生）  ☆中川早紀さん（15 期生）

  

 

ジョブカフェの後には、

総会を開催しました。学部

長の稲田晴年先生からの

同窓会へご挨拶を頂いた

後、興津さんによる会計報告、そして同窓会をよりよくす

るためのご意見を卒業生方からいただきました。 

 

その後、懇親会をウオチョ－近くの「なすべえ」にて開

催しました。卒業生の方々、先生方、在校生あわせて約

30 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「栗丼」がアカペラを披露し、ドリカ

ムの♪Love Love Love～など息の合った素敵な歌声で

雰囲気を和ませてく

れました。また商品付

きのクイズ大会など

大いに盛り上がり、楽

しい時間を過ごすこと

ができました。 

今年も是非いらして下さい。お待ちしております☆ 
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Bonjour! 
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緊急募集！！ 
 剣祭ジョブカフェで就職に関してのアドバイザーとして協力して下さる先輩を募集しています。 

詳しくは同封した別紙チラシを御覧下さい。お待ちしております！ 
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    渡瀬康晴さん 藤枝市 高校教師（英語担当） 国際言語文化学科 平成二年度卒 

 

① 喜・・・２年次に Acoustic Club を立ち上げて、クラブをゼロからみんなでつくっていく喜びを感じました。また、E.S.S.や合気道部、サッカー部でも

いい仲間に会えました。大学院生になってからは、Jazz Dance 部に入部・没頭し、本当に楽しく充実した日々を過ごせました。みんなで１つの舞台や

ダンスをつくり上げる喜びと感動を知り、引退時には過去十数年来流したことのないような涙があふれ出てきました。 

② だるまや・・・よくラーメンや定食を食べに行っていました。仲間もよく来ていて楽しかったです。 

③ モニュメント上と下＆大講堂＆体育館２階・・・Jazz Dance 部で踊った場所です。 

一般棟三階の一番奥の部屋・・・Acoustic Club でクリスマスライブなどを行いました。 

英和短大チャペル・・・E.S.S.の英語新人スピーチ大会が行われ、２位になれました。 

④ 満・・・いっぱいいっぱいですが満足な生活を送っています。 

⑤ クリスマスキャロル・・・ほのぼのする感じがいいです。 

⑥ 県大での生活は、一言で言えばサイコーでした。第一期生として、好きなこと・やろうと

思ったことを積極的にやっていました。県大の学部を卒業後、教員として働いて10年が経っ

たとき、自分の中に新しい風を入れたくて、再び県大の、今度は大学院に入りました。大学

院では言語学を学び、部活はJazz Dance部に入部しました。暖かく迎え入れてもらえて、最

高の日々を送ることができました。 

 多くの仲間、そして教授達とともにとても幸せな生活を送ることができました。心より感謝

を申し上げます。 

 
 

    千葉（高畠）直子さん 主婦  国際言語文化学科 平成六年度卒 

 

① 楽・・・遊んで楽しかったのと楽をしすぎてもっと勉強すればよかったという後悔。 

② 居酒屋は決まってなかったのであまり覚えてませんが、遊んだのは 旅行やツー

リングで市外が多かったと思います。 

③ 新歓クラブ・・・寂しかったりしたらよくいってました。 

④ 育・・・1 歳と 4 歳の二人の子育てで忙しいから。 

⑤ 読書はしてないですね。読みたいですが今は絵本ばっかりです。 

⑥ 小さい大学だったのでアットホーム。バイトも珍しくてやりすぎました。今は横浜に

住み、地域でいろんな活動をしています。 

翔翔翔くくく国国国関関関卒卒卒業業業生生生   

① 学生時代を漢字一文字に例えると？またその心は？ 

② 学生時代よく行った遊び場所、居酒屋は？ 

③ 県大の思い出の場所は？ 

④ 現在の生活を漢字一文字に例えると？またその心は？

⑤ 愛読書は何ですか？またオススメポイントは？ 

⑥ コメントをお願いします！！ 

今回は 

こんなことをインタビュー

しました！！ 
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                   鈴木輝良さん 新聞記者（日本経済新聞社） 国際関係学科 平成三年度卒 

 

① 翔・・・剣道部に所属しながらテニスサークルを創設したり、学園祭で剣祭実行委員会でもないのに独自にイベント

を開いたり。不勉強な学生でしたが、気の合う仲間とわいわい楽しいことばかりしていました。 

亡くなられた元毎日新聞記者の鈴木静夫先生（フィリピン政治学）と玉置先生には精神的に大きな影響を受けました。

おふたりから戦争や平和について学び、現在の職業を決めました。 

 

② 県大そのもの・・・浜松から新幹線通学をしていました。 

   毎日大学に通うのが楽しくて、テニスコートや図書館など大学の施設そのものが最高 

の遊び場でした。 

③ 食堂・・・金欠でいつもラーメンばかり食べ、幸か不幸かヨメさんと出会った場所なので。 

④ 僧・・・職場で若手の面倒を見る機会が増えました。日々怒りを押し殺し、禅僧 

のような心境です。 

⑤ くるくる変わります 。ですが県大図書館で手にしたフランス人哲学者の一節は 

強烈に記憶しています。 

「愛国心は、悪党の最後の隠れ家である」 

⑥ 就職して１4年、いろんな取材を経験しました。地下鉄サリン事件、阪神大震災、小泉政権誕生、北朝鮮の現地取材など世の中を騒がせたニュー

スの現場に立ち会うことができました。学生時代は寝袋持参の海外一人旅が大好きで、昔も今も口癖は「なんとかなるさ」。そんな楽天的な自分を作

ってくれたのは、県大の良き友人たちや恩師との出会いです。4 年間の全ての思い出に「ありがとう」と伝えたいですね。 

 

 田島ひろみさん 石川県 人材紹介、社員教育、ISO コンサルティング会社総務経理 国際言語文化学科 平成七年度卒 

 

① 蕾・・・かなりおとなしかったと思います。真面目でした。それは今も変わりません。 

② カラオケ 2001 年・・・試験の後よく行きました。 

③ モニュメントがある階段状の広場・・・よくお昼を食べました。 

④ 膨・・・真面目なのは相変わらず。好奇心は以前にも増して強くなりました。いろんなことに挑戦をしてみたいと思っています。 

⑤ 特に決まった本はないです。その時々で興味を持っていることに関する本を貪り読みます。村上春樹や宮部みゆきはほとんど読んでいます。 

⑥ 県大時代の 1 番の思い出は Bob Greene にファンレターを送ったことでしょうか。彼のセクハラが発覚してしまった今となっては少し恥ずかしいの

ですが、ちゃんと返事が来て大喜びしたのを覚えています。 

現在は生活の中心は仕事です。働くこと自体は好きなので、ずっと仕事をしていたい

です。といいながらもストレスで円形脱毛症や不眠症になりました。しかしそれも今とな

ってはいい経験です。 

最近は仕事で取引先の方といろいろ話すことが楽しいです。なかには私と話すのが

好きだと言ってくださる方もいらっしゃいます。うれしいですね。 

学生時代から英語の勉強は続けています。卒業後、英検準 1 級、TOEIC800 点を取

りました。その他にも簿記 2 級や初級シスアドを取得しました。それは自信につながっ

ています。これからもどんどん新しい知識を吸収して行きたいと思っています。かっこい

いことばかり書きすぎたかな（笑） 
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                            中畑陽一さん  

 

デジタルハリウッド大学院 デジタルコンテンツ研究科 国際言語文化学科 平成十三年度卒業 

 

① 我・・・時に自分と向き合い、時に自分を表現し、時に自分に逃げ込んだ日々 

② 芝生公園で花見やサッカーをしたことは思い出です。カラオケ２００１やアピアはまだ健在ですか

ね？ 

③ 今は亡きシェイクスピア劇部で思索にふけっておりました。肝心の劇はあまりやってません…。 

④ 環・・・学生時代の「我」も含めて、社会や環境、頭の中や外、何もかもつながっていることを実感。しかもそれは「循環」しているのです。 

⑤ イワンのバカ（トルストイ）・・・価値観の逆転と申しますか、今の世界に広がってほしい考え方です。短くて簡単なので読んでみてください。 

⑥ ビジネスの世界でも「なぜ？」を５回繰り返せば相手の本音が見えると言いますが、

学生時代は自分に「なぜ？」を一万回くらい投げ続け、暴発寸前でした（笑）。そのおかげ

で、勉強するコツはさっぱりですが、考えるコツは少しは身についたかなあ、と思っており

ます。しかし、考えるばかりでなく、いろんな人と話し、リアルな体験を繰り返す事で、より

豊かで多面的な感覚が磨かれていくのだと実感しています。これからも冷や汗と赤っ恥と

仲良くやっていきたいものです。大学時代のサークル活動、地域情報サイト「草薙すくえ

あ」覗いてみてください。卒業後、地元高山の印刷会社の営業兼タウン情報誌企画取材

編集の日々でしたが、今年１月に会社を辞めて、４月より東京のデジハリ大学院にてＷＥ

Ｂ・ケータイをメディアツールとした社会貢献ビジネスのプロデューサー的役割を担えるよ

う、精進の日々です。何かありましたら、お気軽にご連絡を。cloudyexistence@yahoo.co.jp 

 

  

 

① 養・・・物事を幅広い観点から見る目を養う、教養の養。１年の頃から日本文学をと決めていましたが、必修科目の国際関係論など、自分の興 

                                    味以外の分野も学ぶことができ、幅広い知識を得ることができました。 

② 美術館・・・帰りに寄ったり、裏方見学ツアーに参加したりして、いろいろな展示を見まし

た。感性が磨かれたという感じがします。 

③ 上食・・・「お茶会」ということで、友達と 100 円ぐらいのお菓子を持ち寄っておしゃべりを

していました。楽しいひとときでした。 

 

④ 金・・・労働の対価としての賃金を得ているという感じです。社会勉強をしながらお給料をいただけるということはありがたいことです。 

⑤ おおきな木（シルヴァンスタイン）・・・無償の愛を感じることができる、何度読み返しても心があたたまる 

絵本です。中学か高校の頃、洋書版を見つけ、木の代名詞が she だったことに驚いたことを覚えています。 

⑥ 自分の好きなこと（文学など）をたくさん勉強することができて、充実した学生生活を送ることができました。 

とても幸せな 4 年間だったと思います。 

現在は仕事を頑張っていますが、また生活環境など大きく変わる可能性もあります･･･ 

その時々に与えられた環境に感謝し、素直に存在できるものでありたいと考えています。 

高柴先生、これからも人生の友として私の相談に乗ってくださいね！ 

 

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

とうございます。 
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藤巻令子さん 静岡商工会 国際言語文化学科 平成十五年度卒 



開開開学学学２２２０００周周周年年年記記記念念念   
国国国際際際関関関係係係学学学部部部研研研究究究科科科・・・学学学部部部長長長イイインンンタタタビビビュュューーー   

 

 

   八木 公生：国際関係学部長～平成 18 年 1 月就任 

  

                                                 西山 克典：国際学部研究科科長～平成 18 年 4 月就任 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

ゆゆゆくくくくくくるるる～～～人人人事事事異異異動動動～～～   

   

   

   鷲山 茂雄：国際関係学部言語文化学科日本文化コース(現国士舘大学文学部日本文学・文化専攻)   

   

 

 

 

            有泉 学宙：国際関係学部英米文化コース 

同窓会はどうしようか。そんなことを言っている場合ではない。

継続は力なり。10年前に本校に着任しましたが、これから学部・

大学院の実績が問われることになるでしょう。 

学生が自由に生き生きと中央思考ではなく地方で学ぶことがで

きる大学を目指します。 

飛び級制度・院生の学部ゼミへの参加等を実現させ、学部と大

学院の交流を活発なものにしていこうと構想を練っております。

最後に私から一言：卒業生は必ず後輩に恩恵を与えなければ

ならない。それが社会的ルールである。 

 国際関係学部には、国際関係学科と国際言語文化学科の

二つの顔があります。その両面(ヤヌス)は相互補完しつつ、

グローバリゼーションという世界的潮流のなかを生きる基礎

的教養と、未来を切り開いてゆける確かな智恵が学生の身に

付く事を目指します。要は、自らの関心にしたがって積極的に

研究室に赴きその扉を開けてみることです。語学留学であ

れ、海外研修であれ、教員の研究室は、そういった世界へ向

かって開かれた入り口なのですから。 

 静岡女子大学国文学科から静岡県立大学日本文化コ

ースに改組された当時からほぼ 18 年間。新しい組織の

元で新しい研究に挑む学生諸君を迎え頭を柔らかくして

対処しようと努力してはみたのですが、さあ、皆さん満足

していただけたかどうか・・・心許無い限りでした。 

 それでも国際関係学部という、枠組の中にあって源氏

物語を学ぶことは結構楽しんでもらえたと思っておりま

す。 

おまけに、こちらも広い視野に立って文学史なども教えな

ければならず研究の巾を広げることが出来たのは幸いで

した。 

県立大学の学生諸君はよそから見ると大変素晴らしい

環境や条件の下にいることを知って欲しいと思います。

卒業生諸君是非度々キャンパスに戻り後輩諸君を激励

してやってください。 

サーキュレーション道路の両側の欅が今を盛りと大枝を伸

ばしていることでしょう。この春リタイアして横浜に転居して

も、四季の樹木と草花に囲まれ、富士を望む県立大学の

見事なキャンパスは、目に焼きついて離れません。いやそ

れ以上に、いっしょにテキストを読み、飲んで語り、山を歩

き、芝居小屋に足を運んだみなさんといっしょの年月は、私

のかけがえの無い宝物になりました。同窓生のみなさん、

時には青春の初心に立ち返り、自信を持ってご活躍くださ

い。 

‐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。 
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.html 

 

入会されていない皆様へ 
今年度も、無事予算がつき会員

以外の卒業生の皆様にも会報

をお送りしています。しかし来

年度も会員以外の皆様にお送

りできるかわかりません！ぜ

ひこの機会にご入会ください。 

静岡県立大学国際関係

学部・研究科同窓会は、

平成 15 年に発足しまし

た。本同窓会は、卒業生

相互の親睦・交流をはか

り、さらに不況のなか厳

しさを増す在学生の就職

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。 
 

 

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。 

入会方法…入会金と名簿情報届の２つが必要です。 

入会金のお支払い方法 

入会金 10,000 円を会報に同封の振替用紙で、郵便局からお振込みください。本

同窓会員様は終身会員となっておりますので、年会費をお支払いいただく必要は

ありません。 
名簿情報届の提出方法 

名簿情報届は、会員名簿に登録するための個人情報です。（個人情報保護につい

ては下記をご覧下さい。）提出は次の３つの方法のいずれかでお願します。 

メールによる方法 

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

入会案内をクリック、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。 
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