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静岡県立大学は昭和 62 年 4 月 1 日に開学し、昨年創立 20 周年を迎えました。 

20 年のなかでみなさんはどのような大学生活をすごしましたか？？ 

楽しかったこと、悲しかったこと、いろいろなことがあったと思います。そんな一つ一つの思い出が、今の県大・

国関を築いてきたのではないかと思います。今後も学生たちの様々な思い出を歴史に刻んで、県大・国関は大き

く成長していきます。 

                            20 歳の県大・国関もよろしくお願いします。 

ESS 

華道部



 

 

卒業生インタビュー！ 
 

1. 現在の職業について（仕事内容や仕事のやりがい）について聞かせてください！ 

2. 自分の大学生活を語る上で，“これは欠かせない” というのは？ 

3. もし、もう一度県大で過ごすなら、何をしたいですか？ 

4. これからの県大や国関へのメッセージをお願いします。 

5. 卒業生の方へ一言 

 

 

                       

 
1. 私の会社は主に足の不自由な方のための義足や装具の製作

を取扱っています。私は 4 月に入社したばかりなので、現
在は研修として事務や営業同行などもやらせていただいて
いますが、配属が決まるとおそらく生産作業を担当するこ
とになり、そこでは足に問題を抱えておられるお客様の靴
や中敷を製作することになります。 
例えば、リウマチや糖尿病の方たちの中には足に問題が生
じ、既成の靴が履けない方も多くいらっしゃるのでそうい
った方々に安心して履いていただけるような靴を作りたい
と思っています。 
 

2. 大学キャンパスというオープンな場でいろんな人たちと出
会うことだと思います。県大には 5つの学部があり、それ
があのスペースにかたまっているわけですからサークルや
他学部の講義などを通じてたくさんの人に出会ってほしい
と思います。 
私もサークルには 3つほど入っていたのですが、そこでは
国関以外の友達もたくさんいて、自分とは異なる意見や考
えに触れることはとても刺激的なことだと感じました。 
 

3. 国関に限らず、学生時代に自分が選択しなかった先生の講
義に出てみたいですね。県大にはおもしろい先生方がたく
さんいらっしゃるので。 
あとは、草薙で友達と朝までだらだら遊びたいです。 
 

4. 大学の法人化に関してですが、重要なことはいかに自分の
大学の魅力をアピールしていいけるかだと思います。巷で
は外部からマーケティングの専門家を招いて大学の経営を
していこうとするところもあるようでそれも一つの案で良
いと思いますが、まずは内部の人間が動いて、大学を魅力
的なものにしていかなければならないと思います。大学側、
学生側双方が話し合い、将来的にどのような大学にしてい
きたいのか、どういった所を売りにして生き残っていくの
かを考える必要があると思います。 
 

5. 2004 年度卒ですから、同窓生のかたたちは就職してから今
年で 4年目になるわけです。そう考えると、みなさんは仕
事にも慣れ企業のなかでも重要な仕事を任されているのだ
ろうと察します。社会人の先輩としてまたアドバイスなど
いただけたら嬉しいです。 
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1. 外国人向けの食品（ハラルフード、スパイス他）や衣料雑貨
の小売りと、広告デザインのアシスタント。 
やりがいは特になく、惰性でやっているかも。 
今後は外国人技術者の紹介や派遣をやるために準備中で、こ
ちらはちょっと面白そう。 

 
2. 恋愛と飲みと野外活動とバイト。恋愛は好きな人がいて、い

ろんな事の原動力になったから。飲みは友だちとバカ騒ぎし
たり語ったりして自分をフル放射できるから。野外活動は昔
からキャンプ好きで、3 ヶ月に一度は 40～50 人集めて静岡の
山奥の廃校になった小学校で「オアシス（キャンプのイベン
ト）」をやっていたから。そこではもちろん飲みも。バイトは、
これがないと上の全ての活動が成り立たないから。 

 
3. もう大学でやり残したことはないので「無し」。 
 
4. まず入試の試験科目を増やす。科目を減らして一見偏差値レ

ベルが高そうに見えるカラクリをなくし、国関生の小さなプ
ライドを現実レベルに戻して自己点検できる冷静さを取り戻
すきっかけを作る。試験科目が増えれば当然入学希望者が減
るので、とりあえず有志者だけででも静岡大学か浜松医科大
学との合併協議を始めるか、大学院大学や研究所のようなシ
ンクタンク的位置付けの機構への変換を図る。あるいは、今
まで以上に民間企業との共同研究を推進して企業人が大学に
通う新たな大学像を世間に示す。さらに、葵学園を拡大し、
生涯教育の拠点として一般の学生と同様の教育サービスを静
岡県民に提供できる大学への変革を進めていく。 

 
5. 業績を残され、社会的立場を確立されている卒業生の方々に

お会いしてお互いの仕事に活かし合えれば嬉しいです。そん
な卒業生による異業種間の交流がしてみたいです。 

下田亮さん（平成 15 年度卒 義肢製作所）

黒澤親史さん（平成６年度卒 シズナール

インターナショナル・リミテッド日本支社）



 

 

金子衣美さん（平成１４年度卒 看護学生） 

1. 実は未だ学生です。大学卒業後、海外の NGO のボランティアとしてアフリカのボツワナ
という国でエイズ教育に携わりました。医療の分野で再びアフリカに関わりたいという
思いから、帰国後は看護師を目指し、現在は看護学校で勉強中です。来年卒業しますが、
さらに助産学や公衆衛生学などを学ぶためにさらに別の学校に進学予定です。卒後は臨
床で経験を積み、再びアフリカに関われるような医療者になることが目標です。 

 
2. 大学、サークル、バイトなどを含めて様々な人との出会い。 
 
3. 自分の専攻だった国際法をもっと真面目に勉強したいです。 
 
4. 私は回り道をして今の目標を見つけました。後輩の方には失敗や回り道を恐れず自分の

目標を見出して進んでいって欲しいです。 
 
5. お互い頑張りましょう！  

 

酒井美穂さん （平成１４年度卒 医療ソーシャルワーカー） 

1. 医療ソーシャルワーカーという仕事をしています。転院してくる患者様ご家族の相談や、在宅サービス利
用の調整等をしています。 
病院は治療の場であると同時に、病気や障害を抱えた状態で、次の生活の準備をする場でもあります。今
後の生活を一緒に考えることは、これまでの生活を理解する必要もあり、患者様・ご家族の人生に関われ
ることにやりがいを感じます。 

 
2. 玉置泰明先生との出会いです。途上国の人や野宿者の話題が出たときに「人の命の重さが平等でないこと

を感じる」と話をしたことが印象的です。先生からは、人とつながることの大切さを教えていただきまし
た。 

 
3. 当時県大でしたことと同じことをしたいと思います。 

サークル活動（ESS・アジアクラブ等）、NHK や家庭教師でのバイト・野宿者のボランティア・剣祭のスピー
チコンテスト出場・授業・教職・フィリピン大学への交換留学など、私の世界は自分が動く度に広がり、
かけがえのない出会いがあった 4年間でした。 

 
4. 学生が活発に考え議論ができる場であったほしいと思います。在学生の方は、自分のやりたいと感じたこ

とを、とにかくやってみたらよいと思います。あとでは取り戻せない「自由」を自分のために是非使って
ください。 

 
5. 今でも赤いレンガの建物と正面のモニュメントを見て懐かしく思います。いつまでも良い県大であるよう

に、卒業生もつながっていられたらいいですね。 

 

    島将之さん （平成 15 年度研究科卒 中日新聞社） 

1. 卒業後、中日新聞社に入社しました。初任地は滋賀県の彦根支局で、地元の警察をはじめ、
自治体の行政、地域ニュース、スポーツなどの取材に明け暮れました。現在は東海本社（浜
松市）で紙面のレイアウトをしています。忙しく不規則な生活になりがちですが、世の中で
起こっている様々な出来事に最初に触れられるのが、この仕事の魅力だと思います。 

 
2. 先生方に恵まれ、韓国、北朝鮮の研究にはまったことが、今の仕事を目指すきっかけになり

ました。そしてコーラス部に入り、音楽を好きになったこと、多くの仲間に出会えたことは、
大きな財産になっています。 

 
3. 大学時代の特権は、何より時間があること。まだ行ったことのない外国や、国内のいろいろ

な場所を旅行したいです。図書館でゆっくり本を読んだり、中国語にも挑戦したりしたいで
すね。 

 
4. 学ぶ喜びを知ると同時に、心のゆとりをつくり、生きていく強さを育む場所であってほしい

です。大学時代は思うより、ずっと早く「過去」になります。在学生の皆さん、一瞬一瞬を
大切に過ごしてください。 

 
5. それぞれ進む道は違っても、同じ場所で学んだ縁を大切にしたいです。社会人になっても、

さまざまな機会を通じて交流の輪を広げることができれば、と思います。 
 

 

                                                                            （順不同） 
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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。



現在、県大にはどんな部活・サークルがあるか知っていますか？伝統ある団体はもちろん新しく設立され

たものもあります。今回は国関生が活躍している 3 団体を紹介します。 

部部部活活活・・・サササーーークククルルル紹紹紹介介介   
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          ―県大とともに歩んできた部活― 

ESS 部長 佐々木俊輔さん 

英会話、スピーチ、ディベートが ESS の活動です。部員がそれぞれの

部門に分かれて、各リーダーのもとで活動をしています。英会話では、

セクションリーダーがテーマを決め、英語のみで自由に 1 時間 30 分程

話しています。テーマは自己紹介や雨の日に何を 

するか、などの身近な話題で、定例表現を使い 

英語力の基礎固めとして取り組んでいます。 

スピーチでは、3人の発表者が原稿を用意し 

5 分程話した後に全員で批評をし、また有名な人 

のスピーチを聞き、スピーチ大会に備えた英語力 

を養っています。ディベートは後期からを予定し、 

今は部員全員の英語に対する勉強意識の向上を目指しております。 

最後に、ESS を活性化させるためには、まだまだたくさんしなければ

ならないことがあります。みんなで意見を出し合ったり協力したりする

ことは、意見の食い違いなどでの苦労がありますが、今後より活性化で

きれば、と思います。 

＜MEMORY＞OB 今崎陽介さん 

ESS では、英会話でのスピーチ、ディベート、 

ディスカッションを通じて、コミュニケーション 

の重要性を学びました。 

今でも、厳しい決断に迫られた時、 

ESS で学んだ事が判断基準になっている気がします。 

これからも、どんなときも、ESS の OB であることが 

誇れる自分自身でありつづけたいと思います。 

 

―大学を飾る活動―   華道部部長 清水陽子さん 

 

華道部は月 2 回のお稽古をはじめ、森内先生や部員が大学の管理棟ロビーにお花を生け、 

図書館に部員の作品を飾るなど、お稽古以上の活動も行っています。季節の節目には、 

先生が本格的に立花を生けてくださり、大学のロビーも一段と華やかになっています。「大学に飾る」ことで、大学の雰囲気を明るくする、 

重要な役割をしていると感じます。お稽古で自分が学ぶだけでなく、人に見ていただき、またそこで学ぶことができる、すばらしい部活だと

思っています。 

昨年の剣祭では部員の作品を展示するだけでなく、部員全員が着物姿でお花を生けるデモンストレーションも行いました。 

OB の方にも数名来て頂き大変好評でした。今年も多くの OB の方が観覧に来てくだされば幸いです。また、近年中に華道部 OB 会を開きたいと

思っています。ご意見やご要望がありましたらご一報ください。皆様とお会いし、親睦を深められたらと願っております。 

＜MEMORY＞OG 北見はるかさん（旧姓：吉崎） 

華道部の思い出といえば、指導してくださった森内先生です。先生が、お花と会話するように生け直してくださったお花を 

見ると、「花を生けるとは、こういうことなのか」と実感することができました。 

                 

         

―アジアの子供たちの笑顔が見たいー  

広報担当 鈴木優花さん 

私たちあおいは、２００５年春『静岡の学生でＮＧＯを立ち上げよ

う！』という思いに、当時 JANIC（国際協力 NGO センター）の山崎

さんの手助けがあり誕生しました。現在は約３５名の様々な学部で

構成されたメンバーで活動しています！ 

国際協力といっても、世界には様々な問題があります。貧困問題、

環境問題、人身売買など…。その中であおいは東南アジアの児童買

春問題に取り組むことが決定しています。 

 私たちは、今はまだ支援をしていません。「アジアの子どもたちが

自らの意志と努力によって、将来の可能性を広げ、より多くの人々

が幸せを実現できる社会環境に貢献する」というあおいの理念に沿

って、しっかりと支援内容を決めていきます。子供たちの一生に関

わることなので、無責任な支援はできないと考えています。メンバ

ーの何人かは、現地の状況をよく知るために去年の夏にタイとカン

ボジアに、今年の春にタイに視察に行ってきました。 

これからのあおいもどうぞ宜しくお願いします。 

＜MEMORY＞OB 清水健太郎さん 

静岡学生 NGO あおいでの活動は、単なる思い出以上に、僕の心に焼

き付いています。同じ志を持った仲間たちと困難に立ち向かう大切

さと、自分が大切だと思った事から逃げてはいけないということを

教えてくれたたあおい。現在は、国際協力 

とは無縁の職場で働いていますが、 

あおいの第一期 OB であることは 

僕の誇りです。 

※紹介して欲しい部活・サークル等ございましたら、是非お知らせください。 

あおい 



  
 
 

 昨年度は赤石壽美先生、高木桂藏先生がご退職なされました。 

退職に際して、先生方からコメントをいただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新しく静岡県立大学に来てくださいました五島文雄先生に、 

先生ご自身のこと、県大の印象をお聞きしました。 

ゆく人くる人～人事異動～ 

赤石壽美 先生 

 

 国際関係学科  

行動コース 
 

 

 

静岡女子大学時代から 32 年を谷田の地で過ごしま

した。茶畑の間の坂道を登りきったところに簡素で端

正な白亜の建物がありました。芝生の中庭の池に泳ぐ

鯉。周辺に「花滴々」の歌碑そのままの萩の花群。振

り返れば秀峰富士。筍の出る藪。こころ休まるキャン

パスがここにありました。女子大学は 23 年の歴史をも

って幕を閉じ、県立大学となって、教養教育組織も姿

を消しました。今また、大学は法人化の渦中にありま

す。在学生のみなさまは、教職員と一体になって素晴

らしい大学をめざしてください。卒業生のみなさまは、

それぞれの道で、それぞれの花を精一杯咲かせてくだ

さい。 

高木桂藏 先生  

 

国際言語文化学科  

アジアコース 
 

現 国際ことば学院外国語専門学校 校長 

 

昭和 62 年、全国初の国公立大学国際関係学部として

発足したが、当時企業は指定校制度をもうけており、

無名であった県立大学のため、早速その年の夏から企

業まわりを始めた. 

「静岡大学さん？」 

「いや、静岡県立大学です。」 

「そういう学校あるのですか？」 

そういう悔しい思いをしたが、今では県大は全国ブ

ランドになっている。このことに国際関係学部の先生

がたと卒業生の果たした役割は大きく、「あの有名なシ

ズオカケンリツ大ですか」といわれることは誇りです。 

五島文雄先生 国際言語文化学科 アジアコース 

 

私の前任校は大阪外国語大学です。そこで東南アジアの国際関係や

現代ベトナムの政治経済などを 25 年間に亘り教育・研究指導してき

ました。 

 県大ではその経験を生かしつつ、学生諸君と接していきたいと思っ

ています。 

 私の県大に対する印象は、眺望の良い丘陵地に瀟洒なレンガ造りの

校舎が立ち並ぶキャンパスで数多くの「生真面目」な学生が学習して

いるところ、といった感じです。 

  

実物はもっとダンディーです！

（似顔絵作成：T.M.）

‐5‐



 
      

 昨年の剣祭初日の 10月 28 日に国関カフェを開催しました。そこでは、卒業生・教員の交流の場「談話ルーム」と、卒業生

と在校生の交流の場「就職相談スペース」を開きました。 

 

談話ルームとは、卒業生や先生方が楽しくお話していただける

場です。昨年は卒業生の方が出版された本や、2003 年に亡くなら

れた高嶋健一先生の短歌の展示を行いました。そして、卒業生の

方々みなさん楽しくお話をしている様子でした。 

 

 

就職相談スペースでは、6名の卒業生の方をアドバイザーとしてお招きし、在校

生にお話をしていただきました。在校生は、先輩の大学時代のお話、お仕事の話、

就職・将来のお話などを、熱心に、また楽しそうに聞き入っている様子でした。  

ご協力いただいた卒業生の皆様、誠にありがとうございました。 

 

今年も開催します！スタッフ一同心からお待ちしております。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーリングリストにご加入いただいている皆様には、行事予定の詳細などをいち早くお伝えすることができます。また、メールアドレスを

お知らせいただければ、同窓会からの情報を受け取りやすくなります。是非、この機会に同窓会メーリングリストにご加入、またはメールア

ドレスをお知らせください。 

 ご質問や、メーリングリスト加入依頼、懇親会参加希望などは静岡県立大学国際関係学部・研究科同窓会メールアドレス

（iralumni@u-shizuoka-ken.ac.jp）までお知らせください。 

『国関カフェ』アドバイザーや、作品提供などで

協力していただける方を募集しております！！ 

今年は平成 13 年度卒黒沢親史さん（シズナー

ル・インターナショナル・リミテッド）が来てくだ

さり、バングラディッシュの雑貨展示を予定してい

ます。 

県大をご退職された国際

金融専門の立脇和夫先生も

いらしてくださいました。 
就職相談スペースの様子。 

剣祭で国関カフェを開催いたしました。 

○8 月初旬      

理事会 
 

○11 月 10 日（土）     

剣祭にて「国関カフェ」開催、総会 

   同日 夜     

懇親会開催（草薙周辺にて） 
 

○12 月 9 日（日）     

毎日就職 EXPO にあわせ就職研修会＠東京

同日 夜 
懇親会開催（東京都内にて） 

 

○1 月～2 月    

OB・OG 訪問 

東京で開催される毎日就職 EXPO に合わせ、EXPO 前日

に在校生が研修を行います。研修では東京近郊在住の卒業

生の方々にアドバイザーとなっていただき、面接の指導など

をお願いしております。昨年は田中絵美里さん、久保麻子さ

ん、太田晴彦さんにご協力いただきました。 

また、9 日夜に懇親会を開催する予定です。場所は東京

都内で、2～3 時間の食事会です。 

‐６‐


