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「出会い」の場を育む仕事

　現在、地方の私立大学を中心に、定員割れ、赤字経営が問題に

なっています。世界金融危機のあおりを受けて資産運用に失敗

し、何十億という赤字を出す法人も珍しくはありません。しかし

ながら、事は私立大学にとどまらず、早晩、国公立大学にも統廃

合・再編の荒波が押し寄せてくるでしょう。大学は今や「構造不

況業種」の色合いを濃くしています。

　このような状況下、高崎経済大学がこれまでどおり発展して

いくための、手軽な妙案などはありません。したがって、卒業生・

現役生合わせて約3万人の母校として存続していくため、本学では、地道に「教育力」の向

上に取り組んできました。

　経済学部でもカリキュラム改革に着手し、今では、1年次必修科目「市場と経済」「企業と

会計」で経済学・経営学の土台を学んだ後、各自の問題関心、進路希望に従い、専門科目を

段階的・系統的に学べるようになっています。2年の後期から始まる必修の演習（ゼミ）は、

少人数で専門的研究を深めるだけではなく、実社会で必要とされるプレゼンテーション

能力、コミュニケーション能力を養う場となっています。

　教養教育では、伝統的なリベラル・アーツを維持しつつ、「ファイナンシャル・リテラ

シー」や「キャリア・デザイン」、実践的英語能力を養う「キャリア・イングリッシュ」「アカ

デミック・イングリッシュ」が開設され、学生諸君の関心にも応えています。英語に関して

言えば、平成21年度入学生より、TOEICの受験が義務づけられるとともに、24時間在宅で

英語学習に取り組める「e-Learning」のシステムが導入されます。就職・昇進の「必要条件」

となりつつある英語能力向上を後押しする制度が整えられたわけです。

　こうしてカリキュラムその他の改革を進めてきたわけですが、それでも一番大切なこ

とは、今も昔も変わらないような気がします。制度に「魂」を入れるのは、生身の人間です。

これからの世界を支える学生諸君が豊かな人生を過ごせるように、いろいろな人、いろい

ろな本、いろいろな考え方との「出会い」の場、そして今まで気づかなかった自分との「出

会い」の場を育んでいくのが、私たち教師の仕事です。

　果敢に挑戦しながら失敗したり、落ち込んでいる若者に、「全面的な失敗なんてないん

だよ」「こんな考え方も、こんな可能性もあるんだよ」と諭し、次なるチャレンジの場へと

導く。経験に学び、小さな成功体験を積み重ねてもらう。遅々とした歩みであれ、そうした

学びと出会いの場を育むことが、遠回りに見えて、結果的に大学の生き残りにもつながる

のではないか。そんなことを考えながら、学部長として多忙な日々を送っています。

 矢野　修一
高崎経済大学経済学部長
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地域政策学部長に就任して

　2007年8月に第5代地域政策学部長に就任しました。女性とし

ては、初めての学部長ですが、地域政策学部の女子学生が４割に

もなっているので、それだけお役にたてることも多いのではな

いかと考えています。

　学部長に就任して驚いたのは、ルーティン的な仕事の種類と

量の多さです。4月は、新任の先生に学部の説明をする仕事から

始まって、入学式、新入生から4年生までのガイダンスと続きま

す。そして、自分の講義やゼミの指導も始まります。春から晩秋

までは、有難いことなのですが、高校の先生方の来校を多く受け、また、他大学の先生方や

自治体の方々や保護者の方々ともお会いします。夏は、オープンキャンパスもあり、夏休

みは、県内を中心に高校訪問もします。秋になると、入試の業務が本格化します。入試は、

大きいものだけでも、前期入試、後期入試、二種類の推薦入試、留学生試験が二回、それに、

編・転入入試もあります。この他に、社会人入試、聴講生、帰国生徒、科目等履修生もありま

す。このため、11月中旬から3月末までは国外に出ることは実質的に不可能になっていま

す。入試関連以外では、秋には同窓会や後援会関連の出張も多くなります。自分の研究の

出張と合わせると週末自宅にいることはあまりありません。当然のことながら、教務関連

の開講科目の調整などの仕事は、年間を通してあります。と言っても、これらはすべて、日

常的にこなしていく仕事にしかすぎません。

　学部長としての仕事は、大学を取り巻く環境が厳しく、そして、複雑化しているなか、学

部の特色をどのように伸ばし、また、社会にどのように還元していくかについて積極的に

取り組む創造的な仕事だと考えています。上記のルーティンの仕事を不備なくこなし、不

測の事態にも的確に対応し、学部の2000名の学生にとっての学びやすい環境、そして、50

名近い専任教員の働きやすい環境を確保し、地域貢献という観点からは、地域政策学部の

元祖である本学部をより活力のあるものにしていかねばと思っております。地域政策学

部は、今年で14年目とまだ新しい学部ですが、社会的にも高く評価されてきています。こ

れは、地域が抱える問題が複雑化しているため、それらの課題に主体的に担う人材が求め

られているからです。これらの社会のニーズに応えるべく、学部のより良い地域貢献、教

育・研究環境の整備に向けて、頑張っていきます。

大河原　眞美
高崎経済大学地域政策学部長



3

第51回三扇祭を終えて

　第51回三扇祭は、10月31日から11月３日の4日間開催されました。幸いなことに4日

間とも天気に恵まれ、沢山の来場者や学生で賑わいました。

　今年はテーマを「Glocal」と定め、本学の学生や大学関係者だけでなく市民や来場者の

方々にも広く楽しんでいただける学園祭を目指しました。例年、教室展示は文化サークル

の発表が中心でしたが、今年はゼミなどの参加が増えたので、来場者により多くの学生の

活動を知っていただくことができたと思います。図書館前オープンステージでは実行委

員主催のステージ企画をはじめ、本学学生のステージ発表や本学OBや一般の方のステー

ジ発表などが行われました。ステージ発表では、上並榎町八木節保存会による八木節な

ど、例年以上に市民の参加があり、より深い市

民と学生の交流ができたと思います。また、3

日目にはアントキの猪木とアンダーソンの二

組によるお笑いライブを、4日目にはI-luluと

いうアーティストによる学園祭ライブを開催

しました。また実行委員主催の企画として

3on3バスケットボール大会やスタンプラ

リー、榛名駅伝大会も行いました。

　そのほか、ゼミナール協議会主催の学内弁

論大会やESS主催の英語弁論大会、土肥ゼミ

ナール主催企画など学生主催の大会・企画も

多く行われました。

また、第51回三扇祭では導入6年目になるリ

サイクルトレーの使用をはじめ、環境に配慮

した間伐材割り箸の導入、廃油の回収・リサイ

クル、ゴミの8種類分別回収など、環境対策に

も力を入れました。学園祭という人の集まる

場で、分別回収やリサイクルに力を入れて取

り組むことで、学生や来場者の環境意識を少

しでも高めることができたのではないかと思

います。

　最後になりますが、第51回三扇祭を開催す

るにあたり、大学関係者をはじめとする沢山

の方々にご支援・ご協力頂きました。この場を

お借りして皆様に、心より御礼申し上げます。

ありがとうございました。

地域政策学部 3年 大澤　朋実
第51回三扇祭実行委員会　委員長

↑三扇祭の環境対策を紹介する看板

↑実行委員会主催企画のなかでも一際にぎわった
女装コンテスト「Takasaki Girls!? Collection」

↑お笑いライブ「笑撃!!～元気があれば何でもできる～」は生の
芸人を一目見ようと、たくさんの市民が来場してくださいました。
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第43期体育会本部　代表幹事
サッカー部所属

地域政策学部地域づくり学科　神戸　武将
　自分は今まで「スポーツ」によって成長を見出してきた。勝利に向かう

プロセスの中で、仲間とともに競い合い、高め合うそれこそが「スポー

ツ」の本質である。「スポーツ」は自発性と主体性を基本としているため、

自分の意志でグラウンドに立つのである。つまり「スポーツ」をする人は

少なからず、自分の意志で成長しようとすると言える。

　我が体育会の本質もその「スポーツ」の本質と何ら変わらない。確かに私立大学ほどの

整備された環境はない。でも、我が体育会はともに成長を志す仲間と目的や目標を共有す

る、そこでできた「絆」は、体育会からの恩恵である。自分自身この高崎経済大学の体育会

に恩恵を受けて、大学生活を送ってきた。つまり、体育会に所属したことで、自分の財産と

も言える仲間が出来た。

　この体育会の恩恵をよりたくさんの体育会員が得られることを目標に、これからもっ

と体育会の環境整備や支援を行っていきたい。また体育会だけでなく、他の学生団体とも

協力して高崎経済大学の発展に寄与したい。

体育会本部新代表からの挨拶体育会本部新代表からの挨拶
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第43期体育会本部員



第37期文化サークル協議会本部議長団　議長
会計学研究部所属

経済学部　近藤　修平
　この度第37期議長に就任いたしました、近藤修平です。私は35期の時

に一度本部を、ここ1年間は会計学研究部の幹事長を務めました。

　私がこの2年を通して感じたことは本部と各サークルの距離の遠さで

した。本部はサークルの為に活動しているのにそれが各サークルに十分

伝わっていなかったり、幹事長が抱える自分のサークルの悩みを本部や他のサークルに

言えなかったりすることがありました。

　そこで本部と幹事長を1年ずつ経験した私が文サの代表として、「本部がサークルのサ

ポート役になれるような文化サークル協議会を築いていかなければならない」、その使命

感で議長に就任し現在活動しております。

　第37期は「彩」というテーマを掲げました。これは各サークル・本部ともに独自の色（＝

彩）を引き出し共有・協調させていくことで文サ全体が一体となって発展していこうとい

う意味です。このテーマの達成の為に精一杯努力して参りますのでこれからどうぞ宜し

くお願い致します。 

文化サークル協議会新代表からの挨拶文化サークル協議会新代表からの挨拶
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いろどり

第37期議長団本部役員
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　今年の榛名駅伝は、第51回三扇祭のプレイベントとして、10月31日（金）に開催されました。
体育会、サークル、ゼミ合わせて20チームの参加がありました。全チームが無事ゴールするとと
もに記録面に起きましても、大変レベルの高い駅伝になりました。次回の大会でも多数の参加をお待
ちしております！

第46回 榛名駅伝結果報告

順　位

１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
１０位
１１位
１２位
１３位
１４位
１５位
１６位
１７位
１８位
１９位
20位

チ ー ム 名

HOX-JAPAN
硬式庭球部駅伝課
ワンゲル
創聖のスイエイブ
ローバースカウト
矢吹シャルロッテ
斎藤ジャイアンズ
リーダーぱぷひむにゃ
パフパフしよーよ☆
戸田書店と合気道より
第42期体育会本部
On The Beer
サイクリング部
日活ロマンズA
光☆GUNJI
山野駅伝部
おすぐっと
A.O.S.S Forever Love
宝木スタッフ～
日活ロマンズB

所　属

混合
硬式庭球部
ワンダーフォーゲル部
水泳部
ローバースカウト部
バドミントン部
A.S.RED STAR 
A.S.RED STAR 
パフパフしよーよ☆
混合
第42期体育会本部
会計学研究部
サイクリング部
矢野ゼミナール
バドミントン部
文化サークル
A.S.RED STAR
バロンドール

卓球部

矢野ゼミナール

タ イ ム

1:54:56
1:57:25
1:58:58
2:02:29
2:04:42
2:07:12
2:07:47
2:09:37
2:10:44
2:11:36
2:12:49
2:17:58
2:19:43
2:23:07
2:24:05
2:27:20
2:31:50
2:34:45
2:38:10
2:48:58
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　延長戦9対9、トップバッターは9番バッターの私に回ってきてしまいました。ソフトボ

ールには、タイブレークという独特のルールがあり、ランナー2塁から延長戦が始まりま

す。セオリーとしては、確実に塁を進めるバント作戦が取られます。もう１点も失うこと

が出来ないので、相手の守備陣は前進し、私にプレッシャーをかけてきました。

　私は、ゲッツーをとられたらどうしようとか、フライを上げてしまったらどうしような

どネガティブなことを考えていたが、実際に打席に入ると代打を出さずに自分に任せて

くれた監督の信頼に応えないといけないと思いました。サインは、バントのサインでし

た。

　初球、おそらく真ん中高めのライズボールをバントしました。ボールは、ピッチャーの

前にテンテンと転がり、2塁ランナーは進み、なんと自分も生き残るバントになりました。

最後は、さよなら犠牲フライが出て、逆転勝利をつかむことが出

来ました。一番緊張する場面で決められたあの最後の打席は、私

にとって大きな自信となりました。

　大分国体での最終的な結果は、台風の影響により準々決勝に進

んだチームの全優勝になり、山形県も優勝という最高の結果を残

すことが出来ました。

　国体に出場できたという経験は、とても名誉なことです。この

ような名誉な経験をさせていただくことが出来たのは、山形県チ

ームの皆様、山形県ソフトボール協会の方々、そして、ソフトボー

ル部の皆、支えてくださった皆様のおかげです。「本当にありがと

うございました。

『大分国体に参加して』

ソフトボール部　地域政策学部 3年　木村　徹

4列中、3列目一番左が木村さん4列中、3列目一番左が木村さん4列中、3列目一番左が木村さん
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　これまでに培ってきたものを発揮する。そして恥ずかしくない演武を。全国レベルとは

及びもつかない私たちはそれだけを心がけて演武をしてきたつもりです。結果だけを見

れば、健闘は報われず予選敗退となった全国大会でしたが、全国という場の雰囲気を肌で

感じることができたことは言葉で表す以上に良い経験だったと思っています。技の完成

度の差はもちろんのこと、一つ一つの動作におけるキレや気迫、間合いの取り方、演武の

展開における違いを実際に目にしたことで、目指すべき演武のはっきりとした理想像を

得ることができたように思えます。今後の私たちは、全国で学んだ理想の演武に近づける

べく意識をもって稽古に取り組むことができるはずです。

　こうして私たちが全国大会へ臨むことができたのは、自分たちの練習の成果だという

だけではなく、それ以上に部活の仲間

や先輩、先生方の指導や支えによるも

のが多大であると強く感じます。この

ように言葉にしてしまえば月並みに

言い古された文言となってしまいま

すが、これは頻りに使われるからこそ

それだけ切実で意味のある大切なも

のだと私は思っています。不束な文章

ですがこれを皆様への謝辞に代えて

私たちの報告とさせていただきます。

少林寺拳法全国大会出場in岡山

少林寺拳法部　経済学部２年　野口　修治



　私たち水泳部は、男子21名、女子11名の計32名で活動しています。学校にプールがな

かったり、練習が早朝だったりと、決して恵まれた環境とは言えませんが、4年連続で全国

国公立大学選手権水泳競技大会に出場することができました。この大会は、各種目ごとに

設けられている制限タイムを突破しなければ出場することができません。日々の練習の

積み重ねが４年連続という結果に結びついたのだと思います。

　また今回、過去と比べて快挙だったことがいくつかあります。まず一つ、過去最高の6名

が本大会に出場できたこと。二つめに、男子が400ｍメドレーリレーに出場できたこと。

そして、初心者で入部した人（←私です。すみません）が本大会に出場できたこと。これら

は、高経水泳部の長い歴史の中でも初めてのことです。リレーに関して言えば、一人だけ

速い人がいても結果は出ません。つまり、ある程度速い選手が揃っていなければいけませ

ん。選手層が薄いというのが高経水泳部の悩みでもあったわけですが、私が入部した当初

と比べるとかなり厚みが増したと思います。

　一つ残念だったことは、一人の入賞者もだすことができなかったということです。全国

大会ですので当然レベルは高いですが、決して不可能なことではないと思っています。現

段階で次の全国国公立大学選手権水泳競技大会の出場資格を得た選手もいます。リレー

でも出場できることが決まりました。是非後輩たち

には、さらなる高みを目指してもらいたいと思いま

す。

　最後になりましたが、これまで水泳部を支えてく

ださった多くの方々に深く感謝いたします。ありが

とうございました。これからも、高経水泳部をどう

ぞよろしくお願いいたします。
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全国国公立大学選手権水泳競技大会に出場して

水泳部　経済学部 3年　首藤　慧美



　大学を卒業して3年の月日が経ちます。

私は経済学部、経済学科を卒業しておりま

す。大学生活において勉学、自立、恋愛は大

事だと思います。特に皆さんのご両親が汗

水たらして働いて稼いでくれたお金を

使って、大学に来ている方が多いと思いま

すので勉強して下さい。また、私が重要だ

と思うのは、親元を離れ、あるいはアルバ

イトをし、社会に出る準備をする事だと考

えます。今の世の中、とても不景気で倒産

する会社、株価暴落により会社の資産が半

分以下になる会社、派遣の切捨てetc 　私

は、皆さんにハングリー精神を培って頂き

たいと思います。どんな逆境でも逃げ出さ

ず頑張って欲しい！！大した事でなけれ

ば別に良いと思いますが、これは真剣に考

えなければならない！と思った時は、絶対

逃げないで下さい！！大学を卒業し社会に出たら、適当に人生は生きていけません。やる

時に全力で立ち向かって下さい。社会に出るとストレスがかなりあります。うつ病になり

そうな時もあるかもしれない。そんな時、大学の友人でもいい、家族でも、恋人でも、誰か

聞いてくれる人がいると少しは癒されると思います。いないなら、私が聞きます！！私の

職業はMRです。知らない方も多いと思いますが、MRとは医薬情報担当者の事を指しま

す。業務内容ですが自社で開発した薬剤を、医師に御紹介し、病で苦しんでいる患者様を

救うために日々、精進して活動しております。私たちは医薬品業界です。仕事をする上で

患者様が救われることを念頭に置き励んでおります。やはり仕事をする上で、誇りを持つ

ことは必要だと考えます。私たちの会社の薬剤は、抗がん剤、抗ウイルス剤、抗生剤、HIV治

療薬などがあります。がんの患者様は決して完治しない方もおります。しかし、患者様の

命を少しでも延命し、家族との時間、大切な人との時間を延ばせたら嬉しく思います。い

ずれ大学を卒業して行く皆さんに最後に一言、人生は長いようで短いです。後悔しない人

生を歩むためにも、全力で生きて下さい。私は皆さんのOBです。何か悩み事が有ったら連

絡お待ちしております。
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平成１７年３月経済学部卒業
井戸　新さん

ブリストルマイヤーズ株式会社卒業生訪問



　私は、学業面では決して褒められた学生ではありませんでした。当時を

振り返って自慢できることがあるとすれば、それはサークル活動につい

てです。逆に、私の高経大での記憶はサークル活動のものに尽きる、と

言ったほうが正しいでしょう。漫画研究会（漫研）と演劇研究会（劇研）を

掛け持ちし、いずれのサークルでも友人・先輩・後輩に恵まれたことは幸

いでした。

　特に思い出深いのが劇研です。入学当初は演劇なんぞにこれっぽっちの興味もなかっ

たのですが、結果として１年留年するほどハマってしまうことに。漫研で最初に知り合っ

た友人に誘われ、なんとなく劇研のドアを叩いたのがきっかけでした。

　あいまいな上下関係、グウタラな雰囲気、ワガママな部員たち…。こう書くとどうしよ

うもないダメサークルのようですが、それらが奇跡的な角度で組み合わさり、無類の輝き

を放っていました。とにかく「面白いものを作りたい！」という情熱においては、誰にも負

けない集団だったことは間違いありません。ちなみに現在の劇研は真摯な活動をしてお

られるようで、頼もしい限りです。

　私の大学生活はほとんど演劇一色でしたが、今思えばあの仲間たちのいた「高経大の劇

研」にハマっていたのだという気がします。あの環境でなければ、あれほど演劇にのめり

こむことはなかったかもしれません。

　卒業後はシステムエンジニアとして5年ほど勤めましたが、現在は雑誌の編集や記事の

執筆に携わっています。SEから編集者という異業種間の転職を決意したのは、演劇と形

は違っても「自分の作ったもので誰かの心を動かしたい」という気持ちが根底にあったか

らです。

　出版の世界に飛び込んで以来、実に多くの方々と出会い、さまざまな体験をしました。

実際にはなかなか泥臭い仕事です。しかし売れっ子になりそうな漫画家の原石を見つけ

たとき、素晴らしい写真を見たとき、会心の一文が書けたとき…そんな感動を別の誰かに

伝えることには、格別の面白さがあります。

　正直なところ、学生時代には将来編集の仕事をすることになるとは思っていませんで

した。ですが、演劇をしていたからこそ今の仕事をしているのも事実です。どんな経験が

未来に繋がるかはわからないものです。皆さんが、大学時代にさまざまな体験ができるこ

とをお祈りいたします。
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平成１３年３月地域政策学部卒業

滝 沢　 誠 さん

卒業生訪問 職業／編集



　こんにちは。体育会アメリカンフットボール部です。私たちアメリカンフットボー

ル部は普段は週４回、春夏休みは週５回練習し、関東学生アメリカンフットボール連

盟に所属しています。そして、休日の練習には社会人の監督、コーチに来ていただい

て指導してもらっています。一昨年、リーグ優勝を果たし３部リーグに昇格すること

ができたのですが、昨シーズンは３部リーグで勝つことができずまた降格してしま

いました。自分たちの力不足を痛感させられたシーズンとなりました。

　ですから２００９年のシーズンでは、３部昇格はもちろん、３部でも戦える力をつ

けられるようなチームを目指し日々精進していきたいと考えています。

　ところで皆さん、アメリカンフットボールがどのようなスポーツであるか知って

いますか？ルールが分からないという声をよく聞きますが、単純です。４回の攻撃で

１０ヤード進むことができれば連続して攻撃でき、それを繰り返して相手チームの

エンドゾーンを目指します。要は陣取りゲームです。また、アメリカンフットボール

には本当に様々なポジションがあるので、誰でも自分の力を活かすことができます。

そして４年生の１２月まで現役としてプレーすることができます。少しでも興味が

ある方は一緒に活動し、心と体を鍛えましょう。練習は厳しいですが、試合に勝った

ときの喜びは大きいです。そして部員同士非常に仲がよく楽しい部活です。そんなア

メリカンフットボール部と共に楽しい大学生活を送りましょう。

（アメリカンフットボール部主将　地域政策学部３年　芳賀　健太）
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クラブ紹介

No.61 アメリカンフットボール部



　こんにちは、交通研究会です。私たち交通研究会がどのような活動をしているか、
ご存知ない方も多いと思いますので、ここで簡単に紹介させていただきます。「交通」
と聞くと、鉄道や自動車などの交通機関のイメージが強いと思いますが、私たちの活
動範囲はそれらにとどまらず、「観光」全般を対象に幅広く行っています。
　その中で、私たちが最も重点的に行っているのが「旅行業務取扱管理者」という国
家資格の取得を目指す勉強会です。取得しておくと就職に有利なこの資格は、観光庁
が新設され旅行・観光業界が注目を浴びている今、旬な資格と言えます。勉強会は前
期が週３日、夏休み中には試験直前の２週間徹底的に行います。その成果もあり、平
成２０年度は「国内旅行業務取扱管理者」に６名、「総合旅行業務取扱管理者」に３名
が合格しました。一般受験者の平均合格率がそれぞれ約２～３割なのに対し、当サー
クルからの受験者の合格率が毎年約５～７割前後なのが自慢です。また、部員によっ
ては「インターネット旅行情報士検定」や「京都観光文化検定」など、観光系の資格に
幅広く挑戦しています。
　その他の活動として、年に数回の合宿もあります。昨年は春に岡山・香川、夏には伊
豆、冬には鎌倉・江ノ島に行きました。普段勉強している観光地について実際に自分
の目で見るチャンスなので、観光と勉強を兼ねて楽しく有意義に旅行しています。
　今年１月現在で部員が１４人と小規模ですが、勉強するときはトコトンやる！遊
ぶときはノンビリと楽しく遊ぶ！大変仲の良いサークルです。資格を取りたい方、楽
しく旅行をしたい方、私たちの仲間になりましょう。部員一同、いつでも大歓迎でお
待ちしています。
（幹事長　地域政策学部２年　村井田　悠介）
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　徳島県は、四国の東部に位置し、瀬戸内海・紀伊水道・太平洋に面している一方で山

地も多くまた県全域を吉野川が流れており自然豊かな県です。恵まれた自然ゆえに

農産物・海産物の生産量も高く、すだちや阿波尾鶏、鳴門金時といった徳島ブランド

から、人参といった身近なものが日本一の出荷量を誇っています。また、壮大な自然

が織り成す鳴門の渦潮や大歩危・小歩危には見る者を圧倒させる迫力があります。

　そして、何といっても徳島県といわれて、多くの人が思い浮かべるものが「阿波お

どり」です。阿波おどりの起源については諸説ありますが、盛んに踊られるように

なったのは、天正15（1587）年に蜂須賀家政によって徳島城が落成した際、祝賀行事

として城下の人々が踊ったのが阿波おどりの始まりと言われています。

　徳島県内では地域によって多少のずれが生じますが、ほとんどがお盆の時期の8月

12日から8月15日の間に各地で阿波おどりが踊られます。その中でも最も盛大な賑

わいを見せるのが徳島市の阿波おどりです。（実は私自身、市内の阿波おどりを見た

ことはないのですが）毎年約130万人の人出で賑わい、夏の暑さに負けないほどの熱

気が溢れています。真夏の祭典といわれるほどの阿波おどり、有名連からにわか連ま

でさまざまな踊りを楽しむことができます。また、阿波おどり期間に来られなくても

「阿波おどり会館」では1年を通して阿波おどりを体験できます。

　今年（平成21年度後期）のNHK朝の連続テレビ小説でも、徳島県が舞台となってい

ます。阿波おどりを始めとして、さまざまな魅力溢れる徳島に是非注目してくださ

い！
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ふるさとを語る（国内編20）

徳　島　県
地域政策学部 1年

城埜　美幸



　驚きと発見の毎日
　私のLTUへの短期留学はトラブルから始まった。成田から飛び立った飛行機は一度シ

ドニーを経由して、国内線に乗り換え目的地であるメルボルンへ向かう行程であった。し

かし、トラブルはシドニー空港での国内線乗換えで起こった。空港に到着後、入国審査を

受け国内線のターミナルへ移動したのだが、到着したときにはすでに搭乗するはずの便

の最終呼び出しは終わり、出発してしまったのである！！とりあえず、案内窓口で電子辞書

片手に搭乗便に乗り過ごしたことを必死に伝え、何とか次の便に振り替えてもらうことが

できた。まさか初めての地で初めて発する英語がトラブル英会話だとは思いもしなかっ

た。今思い起こしても留学中これ以上の試練はなかったように思う。

　ラトローブ大学の生活では、クラスメイトにブラジル人やフィリピン人など様々な国の

人がいたことで、日本に居ては学ぶことができないことをたくさん学ぶことができた。それ

は文化の違いや考え方の違いであり、授業の中で発見することが多かった。先生が生徒

に対して質問をすると、必ず自分の意見をはっきり述べるし、授業を中断させても疑問が

あれば納得がいくまでとことん話し合うのである。授業の形式が日本とは違い自分の意見

を述べる場や発表の機会が多く、小さい頃から机に向かって先生の話を聞くという受動

的な、言うならば、日本的な学び方をしてきた自分にとっては戸惑う場面も多かった。英語

能力に関しても、同じレベルのクラスであるのに他国の人は英語を話すことも聞きとるこ

とも普通にできるのである。文法や読み取りをやらせれば自分たちの方がはるかにできる

のだが、生活していく上で必要なのは話す・聞くというコミュニケーション能力の方であ

る。いかに日本では英語を話す環境が少ないかと感じた。

　この5週間は自分にとって驚きと発見の連続であった。もちろん楽しい思い出もたくさん

できたが、失敗や苦労から学ぶことの方がはるかに貴重であると思うので、今の自分をさ

らに成長させたいと考えている人はぜひ参加してみてください。
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オーストラリア（ラトローブ大学）留学体験記 地域政策学部 3年

齊藤　慶太
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戦略的大学連携事業が始まる

副学長　大宮　登

　本学は政策研究大学院大学と成蹊大学と連携し、文部科学省が推進する戦略的大学連

携事業に申請し採択された。事業名は「地域活性化型知財戦略人材養成手法の高度化及び

学際的地域活性化実践研究」であり、代表校は政策研究大学院大学である。本学は、平成

20 年 1 月に政策研究大学院大学と包括的連携のための調印を行った。大学院を中心に研

究、教育、地域貢献の面において、積極的な連携事業を展開するための調印である。

  ご存知のように、政策研究大学院大学は東京都の六本木にキャンパスを有する大学院だ

けの国立大学であり、全国の自治体職員を 1 年間でマスターの称号を付与する研究教育

を実践し、併せてアジア地域の次期リーダーを 1 年間で修士号を取得させるコースを有

している大学である。アジアのリーダーを集めたコースはすべてが英語の授業であり、日

本のシステムをきっちり理解したメンバーを育成するためのコースでもある。

  事業期間は、平成 20年度から 3年間で、知財プログラムとまちづくりプログラムが中

心となるが、知的財産と中心市街地活性化に関する新しい教育モデルを作っていく事業

である。特許や地域商標などの知的財産が、高崎市にとって地域活性化に寄与する方向性

を考え、そのための手法やカリキュラムを考え出そうというプログラムである。

　首都圏と地方の連携で、新しい地域貢献、地域活性化を考えていく極めて独自性のある

試みが始まろうとしている。教員、大学院生、学生、市民の皆さんが一体となって、この取

り組みに協力していただくことを期待したい。

フィールドワーク 勉強会
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地方の元気再生事業

地域政策学部教授　津川 康雄

（高崎元気再生推進協議会　事務局長）

　本学及び政策研究大学院大学（本学の連携協力校）は、内閣府の平成 20年度「地方の元

気再生事業」に応募し採択に至った。この事業には全国から 1,186 件の応募があり、その

内 120件（10.1％）が採択された。事業内容は「地域産業振興」「地元の資源を活かした観

光振興」「まちづくり・都市機能向上」「大学と地域の連携」への支援など、省庁横断・施策

横断による支援を目指したものであり、地域活性化に対する自由な取組に対し国が直接

支援する方式がとられた。

　この事業に対応するため、両大学及び 12団体（高崎市、高崎市商工会議所、高崎青年会

議所など）からなる「高崎元気推進協議会（会長…吉田俊幸・本学学長、副会長…大宮 登・

本学副学長）」を組織し、高崎市の中心市街地（約 175ha）に対して高度複合集積都市実現

に向けて、商業の再活性化や産業育成の営み支援、人材育成を行うことを目指した。取組

内容は、①地元関係者によるまちづくり・産業おこしの活動実践支援〔ａ．街並修景・市

街地更新計画策定WS（ワーク・ショップ）による活動実践、ｂ．チャレンジ工房・アンテ

ナショップによる地域ブランド育成WS による活動実践支援、ｃ．まちなか居住WS によ

る活動実践支援〕、②街並修景・市街地更新による環境負荷等費用・便益算出による事業

実現支援、③地域再生・まちづくりの専門的人材育成、④広報・啓発のためのシンポジウ

ム開催などとなっている。

　これまでに、キックオフシンポジウムの開催（平成 20年 11月）、まちなみ景観とユニ

バーサルデザインや各種調査及び地域人材育成セミナー（平成 21年 1月～ 2月）『高崎

元気再生人材育成セミナー－高崎ブランドの創出に向けて－』の開催などの取組が行わ

れている。

キックオフ・シンポジウム 人材育成セミナー



群馬県内企業
――建設業――
㈱一条工務店群馬　四季の住まい㈱　大和ハウス工業㈱両毛営業所　トヨタホームはやて㈱　㈱ヤマト　ランド・ハウス工業㈱
――製造業――
㈱アイリス　㈱秋葉ダイカスト工業　㈱アサヒ　㈱池田製作所　ＮＳＫニードルベアリング㈱　関東精密溶断㈱　群栄化学工業㈱　群栄商事㈱
群馬精工㈱　㈱ＳＡＮＫＹＯ　㈱上毛新聞社　タチバナ食品㈱　東邦工業㈱　㈱長井精機　パリッシュ出版㈱　ハルナビバレッジ㈱　㈱平和
㈱ミツバ　三益半導体工業㈱　㈱美山化工　㈱山田製作所　㈱若草印刷
――卸・小売業――
安藤㈱　㈱板垣　岩瀬産業㈱　㈱カインズ　カネコ種苗㈱　カンサン㈱　関東食品㈱　㈱キャロッセ　㈱クスリのマルエ　群馬県卸酒販㈱
群馬トヨタ自動車㈱　群馬トヨペット㈱　群馬ビーエス㈱　㈱群馬マツダ　群馬ヤクルト販売㈱　群馬リコー㈱　㈱ジェイアイエヌ　㈱ジンズ
㈱スズキ自販群馬　㈱成電社　㈱セキチュー　㈱高崎高島屋　㈱タケイ　トヨタカローラ高崎㈱　㈱とりせん　ネッツトヨタ群馬㈱　富士ス
バル㈱　富士ゼロックス群馬㈱　㈱フレッセイ　㈱文真堂書店　㈱ベイシア　㈱ホンダカーズ群馬中央　㈱ヤマダ電機　(有)大和企画
――金融業――
アイオー信用金庫　あかぎ信用組合　かみつけ信用組合　桐生信用金庫　㈱群馬銀行　群馬県信用組合　しののめ信用金庫　高崎信用金
庫　館林信用金庫　㈱東和銀行　利根郡信用金庫　東群馬信用組合
――運輸・通信・電力・ガス――
㈱新井商運　太田都市ガス㈱　関東西濃運輸㈱　群馬日産自動車㈱　㈱群馬バス　群馬丸太運輸㈱
――サービス業――
㈱アイ・プロパティ　池上会計事務所　㈱うすい（うすい学園）　㈱ＦＭたまむら　大島公認会計事務所　オグリデザインワークス　(学)学文館
㈱カネコ・コーポレーション　㈱求人ジャーナル　㈱クライム　㈱クラフト　ぐんぎんリース㈱　㈱群馬イートレンド　㈱群馬経理　群馬テレビ
㈱　㈱群馬農協電算センター　コンピュートロン㈱　㈱婚礼衣装丸善　㈱さくら会計　システム・アルファ㈱　柴田会計事務所　㈱スリーアイ
㈱セイデン　㈱高崎共同計算センター　東京コンピュータサービス㈱　㈱中沢ビレッジ　㈱ニューコーポレーション　ＮＥＸＵＳ㈱　HALF 
TIME MUSIC　仏壇と香りのあすか㈱　㈱フレックス　マクロ㈱　マチダマーケティング㈱　(財）美原記念病院　㈱メモリード　本島ビジネ
スセンター㈱　㈱ライフシステム　㈱ラジオ高崎　㈱両毛システムズ　㈱早稲田学習研究会
――その他――
ぐんま共済・群馬県火災共済　群馬県医師国民健保組合　群馬県市町村職員共済組合　群馬県信用保証協会　(社福)群馬整肢療護園　佐波
伊勢崎農業協同組合　全国共済農協組合連合会群馬県　高崎市農業協同組合　みどり市社会福祉協議会　(社福)吉岡会　吉岡町第二保育
園
群馬県外企業
――建設業――  
アキラ㈱　㈱朝日リビング　㈱アーバンハウジング　安全建設工業㈱　㈱一条工務店　川木建設㈱　㈱木下工務店　㈱協和エクシオ　㈱き
んでん　ＪＫホールディングス㈱　清水建設㈱　首都圏松下電材システム㈱　新日本建設㈱　新菱冷熱工業㈱　積水ハウス㈱　大和ハウス工
業㈱　鉄建建設㈱　㈱トーエネック　栃木セキスイハイム㈱　トヨタホーム㈱　中日本高速道路㈱　長野中央ホーム㈱　名古屋電気㈱　日
本電設工業㈱　ニューハウス工業㈱　パナホーム㈱　富士ハウス㈱　ミサワホーム㈱　ミサワホーム西関東㈱　独立行政法人水資源機構　
三井ホーム㈱
――製造業――
アイシン精機㈱　㈱青池製作所　秋田プライウッド㈱　㈱アーク・コミュニケーションズ　㈱アピステ　アトミックス㈱　㈱アルバック　アルバッ
ク成膜㈱　アルプス電気㈱　石川島運搬機械㈱　石川島播磨重工業㈱　㈱伊藤園　岩田鉄工所　㈱エイチワン　エーザイ㈱　㈱エフテック
㈱エリエイ　㈱太田旗店　㈱岡村製作所　小名浜合板㈱　㈱小布施堂　河西工業㈱　片倉工業㈱　㈱カナオリ　河合楽器製作所　㈱キ
トー　㈱協和　麒麟麦酒㈱　㈱岐阜新聞社　㈱ケーヒン　㈱コロナ　埼玉日本電気㈱　佐川印刷㈱　サッポロ飲料㈱　サミー㈱　澤藤電機
㈱　㈱三景　㈱サン電子　㈱ジェイテクト　塩野義製薬㈱　澁谷工業㈱　㈱シンエイ・ハイテック　新光電気工業㈱　㈱新和　㈱スギヨ　ス
ズキ㈱　㈱スマイルズ　大王製紙㈱　大同特殊鋼㈱　大日本印刷㈱　㈱タカギベーカリー　タカノ㈱　(有)多田プレシジョン　田辺製薬㈱
㈱チノー　中外製薬㈱　㈱千代田グラビア　ツインバード工業㈱　　㈱ツカモトコーポレーション　津田駒工業㈱　デル㈱　東京特殊硝子㈱
東リ㈱　トーアエイヨー㈱　トーイン㈱　ＤＯＷＡホールディングス㈱　図書印刷㈱　凸版印刷㈱　トッパン・フォームズ㈱　トヨタ紡織㈱㈱中
村屋　ニチフリ食品㈱　ニチハ㈱　日本航空電子工業㈱　日本サーボ㈱　日本精機㈱　日本精工㈱　日本たばこ産業㈱　㈱日本デジタル
研究所　日本電気㈱　日本電産㈱　日本電産ニッシン㈱　日本バイリーン㈱　日本発条㈱　日本フィルター工業㈱　日本フェルト㈱日本フル
ハーフ㈱　日本ブレーキ工業㈱　日本ベーリンガーインゲルハイム㈱　㈱光新星　㈱日立製作所　平岡ボデー㈱　廣川㈱　ＰＩＡＡ㈱　㈱
ＰＦＵ　ファイザー㈱　㈱ファンケル　㈱福井村田製作所　福島キヤノン㈱　富士機械製造㈱　富士通コンポーネント㈱　富士電機ホールディ
ングス㈱　㈱ブルボン　㈱プレステン　㈱ベストフーズ　㈱ポーラ化粧品本舗　北陸コカ・コーラボトリング㈱　㈱北國新聞社　ボールドス
タッフ㈱　㈱前川製作所　前澤化成工業㈱　マックス㈱　丸栄工業㈱　㈱丸八真綿　三国コカ・コーラボトリング㈱　㈱三ッ和　美濃工業㈱
㈱ミヤノ　ミユキ印刷　㈱明電舎　㈱山形新聞社　ヤマザキマザック㈱　㈱山武　ヤンマー㈱　レンゴー㈱　ローランドディージー㈱　㈱
ロッテ　YKKAP㈱　渡辺林業㈱
――卸・小売業――
愛知トヨタ自動車㈱　㈱ＡＯＫＩホールディングス　青山商事㈱　㈱あさひ　旭興進㈱　旭洋紙パルプ㈱　㈱アステイ　敦井産業㈱　㈱アビス
テ　㈱アムスク　アルビス㈱　㈱イーシーデイズドットコム　イオン㈱　茨城リコー㈱　㈱ウエルネスムーブメント　㈱潮田クラヤ三星堂　㈱
エイ・ネット　㈱エコネコル　㈱ＳＯＵ　エプソン販売㈱　㈱オーケー・コーポレーション　㈱大塚商会　㈱カーテン・じゅうたん王国　花王販
売㈱　角上魚類㈱　㈱カクヤス　神奈川ダイハツ販売㈱　カメイ㈱　㈱カワチ薬品　関東礦油㈱　㈱関東島忠　関東日本フード㈱　㈱関東
マツダ　㈱紀伊國屋書店　㈱協和バック　㈱ケーズホールディングス　元気寿司㈱　興和㈱　コープさっぽろ　コスモ石油販売㈱　㈱小森
テレネット　サトーカメラ㈱　㈱サンエス　㈱三貴　㈱サンドラッグ　サンリン㈱　山陽物産㈱　静岡マツダ㈱　シナネン㈱　㈱示野薬局　
㈱しまむら　㈱シャノアール　㈱ジャパンイマジネーション　㈱スギ薬局　鈴与商事㈱　㈱スターゼン　スターバックスコーヒージャパン㈱　
住商液化ガス㈱中央　㈱スワベ商会　西華産業㈱　㈱成城石井　㈱セキ薬品　㈱セブンーイレブン・ジャパン　㈱千成　㈱そごう　大興電
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子通信㈱　ダイワボウ情報システム㈱　㈱タジマヤ　㈱たちばな　㈱中部近鉄百貨店　中部自動車販売㈱　㈱ちよだ鮨　㈱ＴＳＵＴＡＹＡ　㈱
ツツミ　椿本興業㈱　㈱テイツー　東海ニチユ㈱　東海ペプシコーラ販売㈱　㈱東京インテリア家具　東京国分㈱　東京ＴＴＣ㈱　㈱ドウシ
シャ　東邦薬品㈱　㈱ＴＯＫＡＩ　㈱トータス　トーヨータイヤ関東販売㈱　トシン・グループ㈱　栃木スバル自動車㈱　㈱栃木天海堂　轟産業
㈱　㈱巴商会　富山中央水産㈱　トヨタＵグループ　トラスコ中山㈱　㈱ドリームコーポレーション　㈱ドン・キホーテ　ナイス㈱　㈱長崎屋
㈱中松商会　㈱日伝　日産トレーディング㈱　日産部品福島販売㈱　日商エレクトロニクス㈱　㈱二トリ　㈱日本エム・ディ・エム　日本出版
販売㈱　日本酒類販売㈱　ネッツトヨタ石川㈱　㈱パスポート　㈱はせがわ　㈱原信　㈱パルコ　㈱パルタック　㈱バロー　東日本エアウ
オーターエネルギー㈱　日立コンシューママーケティング㈱　㈱ビック・エー　㈱ビックカメラ　㈱ファイブフォックス　㈱ファーストリテイリン
グ　フィリップモリスジャパン㈱　㈱フードスコープ　フードリンク㈱　藤井産業㈱　㈱富士通ビジネスシステム　㈱富士薬品　ブックオフ
コーポレーション㈱　㈱プレナス　北陸スバル自動車㈱　ホンダ自動車販売㈱　㈱マイカル　マックスバリュ東北㈱　松下制御機器㈱　㈱松
屋フーズ　㈱丸井グループ　丸紅インフォテック㈱　㈱ミツウロコ　㈱三越　ミニストップ㈱　㈱ミヤコヤ　㈱ムトウ　㈱ムトウ　モトーレンニ
イガタ㈱　モリリン㈱　㈱モンベル　㈱ヤオコー　㈱ヤナセ　㈱ヤマザワ　㈱山善　ヤマハ発動機販売㈱　㈱山星屋　ユアサ商事㈱　㈱ユ
ニクロ　㈱ヨークベニマル　㈱ライトオン　㈱菱食　㈱レインズインターナショナル　㈱レッドバロン　㈱ローソン　㈱ワンダーコーポレー
ション
――金融業――
㈱愛知銀行　㈱青森銀行　㈱秋田銀行　㈱足利銀行　㈱阿波銀行　㈱茨城銀行　㈱岩手銀行　㈱大垣共立銀行　㈱沖縄銀行　㈱香川銀
行　㈱関西アーバン銀行　㈱関東つくば銀行　㈱北日本銀行　㈱紀陽銀行　㈱京都銀行　㈱滋賀銀行　㈱静岡銀行　㈱七十七銀行　㈱清
水銀行　㈱十六銀行　㈱荘内銀行　㈱常陽銀行　㈱仙台銀行　㈱大光銀行　㈱第四銀行　㈱大東銀行　㈱千葉銀行　㈱千葉興行銀行　
㈱中国銀行　㈱東邦銀行　㈱東北銀行　㈱栃木銀行　㈱鳥取銀行　㈱富山第一銀行　㈱長野銀行　㈱名古屋銀行　日本銀行　日本トラス
ティサービス信託銀行㈱　㈱八十二銀行　㈱東日本銀行　㈱百五銀行　㈱百十四銀行　㈱福井銀行　㈱福岡銀行　㈱福島銀行　㈱福邦銀
行　㈱北越銀行　㈱北都銀行　㈱北洋銀行　㈱北陸銀行　㈱北海道銀行　㈱北國銀行　㈱みずほ銀行　㈱みちのく銀行　㈱三井住友銀行
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　㈱南日本銀行　㈱宮崎銀行　㈱八千代銀行　㈱山形銀行　㈱山梨中央銀行　㈱ゆうちょ銀行　㈱りそな銀行
――証券・保険・その他金融業――
青木信用金庫　旭川信用金庫　朝日火災海上保険㈱　朝日生命保険(相)　足利小山信用金庫　アメリカンファミリー生命保険会社　アリコ
ジャパン生命保険会社　飯田信用金庫　イオンクレジットサービス㈱　茨城県信用組合　磐田信用金庫　上田信用金庫　㈱ＳＦＣＧ　SMBC
インターナショナルオペレーションズ㈱　SMBCフレンド証券㈱　愛媛信用金庫　遠州信用金庫　岡崎信用金庫　岡三証券㈱　尾西信用金
庫　蒲郡信用金庫　川崎信用金庫　㈱かんぽ生命保険　岐阜信用金庫　京都北都信用金庫　㈱クオーク　甲府信用金庫　国民生活金融公
庫　埼玉縣信用金庫　埼玉県信用保証協会　埼玉信用組合　札幌信用金庫　三条信用金庫　㈱ジェーシービー　静岡県信用保証協会　静
岡県労働金庫　静岡信用金庫　㈱ジャックス　住宅金融支援機構　信金中央金庫　新光証券㈱　新日本商品㈱　巣鴨信用金庫　スターツ
証券㈱　住友生命保険（相）　全国銀行協会　セントラル短資㈱　㈱セントラルファイナンス　㈱損害保険ジャパン　第一生命保険(相)　大和
証券㈱　中央労働金庫　中小企業金融公庫　都留信用組合　東海東京証券㈱　東京海上日動火災保険㈱　東京信用保証協会　東北労働
金庫　栃木信用金庫　砺波信用金庫　豊川信用金庫　トヨタファイナンス㈱　長野県信用組合　長野県労働金庫　長野信用金庫　新潟県
信用組合　にいかわ信用金庫　日本興亜損害保険㈱　日興コーディアル證券㈱　ニッセイ同和損害保険㈱　㈱ニュートンフィナンシャルコン
サルティング　農林漁業金融公庫　のと共栄信用金庫　野村證券㈱　八戸信用金庫　浜松信用金庫　播州信用金庫　飯能信用金庫　福島
信用金庫　富士信用金庫　北海道労働金庫　松本信用金庫　丸三証券㈱　三島信用金庫　みずほインベスターズ証券㈱　㈱みずほフィナン
シャルグループ　三井住友カード㈱　三井住友海上火災保険㈱　三井住友銀リース㈱　三菱UFJ証券㈱　三菱ＵＦＪニコス㈱　水戸証券㈱　
水戸信用金庫　明治安田生命保険(相)　盛岡信用金庫　杜の都信用金庫　山梨信用金庫　山二証券㈱　㈱りそなホールディングス
――不動産・運輸・通信・電力業――
アットホーム㈱　㈱ウインドコーポレーション　㈱エイチ・アイ・エス　㈱ＡＢＣホーム　㈱エイブル　㈱エムシーコーポレーション　遠州鉄道㈱
オークラヤ住宅㈱　㈱オープンハウス　カリツー㈱　(財)関東電気保安協会　クラブツーリズム㈱　グローバル・ファンデックス㈱　㈱サンシ
ティ　㈱ＪＴＢ　㈱ＪТB関東　㈱ＪＴＢ西日本　静岡鉄道㈱　篠崎運輸㈱　㈱ジャパンエキスプレス　㈱ＪＡＬスカイ名古屋　㈱ジャルツアーズ
㈱ジョイント・レント　鈴与㈱　すみしん不動産㈱　住友不動産販売㈱　積和不動産九州㈱　センチュリー２１㈱オープンハウス　㈱タイセイ・
ハウジー　立山黒部貫光㈱　ディーアイエス物流㈱　㈱ＴＦＤコーポレーション　㈱ティー・ビー・エス　東急リバブル㈱　東京地下鉄㈱　東北
電力㈱　(有)ＴＡＵＲＡＳ ＨＯＵＳＩＮＧ　トップツアー㈱　浪速運送㈱　西日本旅客鉄道㈱　㈱日本航空インターナショナル　日本梱包運輸倉庫
㈱　日本社宅サービス㈱　日本通運㈱　日本トランスシティ㈱　野村不動産アーバンネット㈱　㈱阪急交通社　東日本電信電話㈱　東日本旅
客鉄道㈱　㈱光通信　ファミリーコーポレーション㈱　福徳設備工業㈱　北海道電力㈱　北海道旅客鉄道㈱　ポラス㈱　㈱ホンダロジスティ
クス　㈱丸運　三井倉庫㈱　三井不動産販売㈱　名港海運㈱　㈱山晃住宅　山二ガス㈱　郵便事業㈱　㈱ユニハウス　㈱レオパレス21
――サービス業――
慈泉会相澤病院　㈱アイティーネットワークス　㈱アイディーエイ　㈱アイデム　㈱アイライン　㈱アイレックスインダストリアルソリュウションズ
㈱アイレップ　アエルコーポレーション㈱　㈱アカデミー　㈱アクシス　㈱アグレックス　㈱アサンテ　㈱アセスコーポレーション　㈱アドバン
㈱アドバンスドシステムテクノロジー　㈱アトラ・アイシー　㈱アパマンショップネットワーク　アラコム㈱　アルス㈱　アルファインターナショナ
ル㈱　アルファソフトウエア㈱熊谷　㈱イクティス　茨城日立情報サービス㈱　ｅ－まちタウン㈱　医療法人社団博美会　インタアクト㈱㈱イン
テック　㈱インテリジェンス　㈱インテリジェンスITソリューション事業部　㈱ヴァーグ　上坂公認会計士事務所　ウッドオフィス㈱　ＡＪＳ㈱　
ＨＬＳ㈱　㈱ＨＢＡ　(有)ＳＪＰ　㈱ＳＢＳ情報システム　㈱ＳＰＧホールマン　ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱　ＮＴＴデータカスタマサービス㈱　㈱
ＮＴＴデータクイック　ＮＴＴデータソリューション㈱　ＮＴＴデータファイナンスソリューション㈱　ＮＴＴファイナンス㈱　ＮＢＣコンサルタンツ㈱　
ＥＬＢＥＣ教育図書センター㈱　エン・ジャパン㈱　㈱オービックビジネスコンサルタント　オープンシステムテクノロジー㈱　㈱オプサス　
㈱オメガコンサルタンツ　オリックス・リビング㈱　㈱ガイア　㈱開倫塾　㈱カウンタック　㈱カテナ　カトープレジャーグループ　神奈川クリ
ニック　北日本コンピューターサービス㈱　㈱キャリアデザインセンター　協同リース㈱　㈱グッドウイルエンジニアリング　グッド・コミュニ
ケーション㈱　㈱ぐるなび　㈱グルーヴィ　㈱クレスコ　ＫＴＣ外語学院㈱　㈱恵和ビジネス　神戸赤十字病院　税理士法人児玉税経　㈱コナ
ミデジタルエンタテイメント　㈱コミュニケーション・デザイン　㈱コラボス　㈱コール・トゥ・ウエブ　㈱コンセプトアンドデザイン　㈱コンピュー
タマネジメント　総合地域スポーツクラブ・フォルテ　サイバーコム㈱　税理士法人坂本＆パートナー　㈱三経フードサービス　㈱ＣＳＫシズテ
ムズ　㈱ＣＳＫ証券サービス　ジーク㈱　ＣＴＣテクノロジー㈱　㈱シーテック　㈱ジェイ・アイ・イー・シー　㈱シェイプアップハウス　㈱ジェイブ
レイン　㈱シジャム・ビーティービー　㈱システムコーディネイト　㈱システムトラスト研究所　㈱システムブレーン　㈱システムリサーチ　㈱
ジャクパ　ＪＡＣジャパン　㈱ＪＡＬビジネス　住信情報サービス㈱　㈱ジュピターテレコム　情報技術開発㈱　㈱人材開発　㈱新東通信　新風
学院　㈱スタジオアリス　住商情報システム㈱　スリープログループ㈱　(医)成仁　㈱セレノ　㈱綜合スタッフグループ　㈱ソピア　ソフトウエ
ア興業㈱　㈱ソフトウエアコントロール　損害保険料率算出機構　㈱ダイエー　㈱大黒屋　大都販売㈱　大明㈱　㈱大和証券ビジネスセン
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ター　大和工商リース㈱　WDB㈱　㈱チェンジマネジメントシステム　千葉一夫行政書士事務所　ＤＩＲシステムテクノロジー㈱　㈱ＤＭＳ　㈱
ТKＣ　㈱ディスコ　ＴＢＣグループ㈱　㈱TV８チャンネル　ディップ㈱　㈱ティラノ　データ・マネジメント㈱　テックファーム㈱　㈱デラ　㈱テ
レウエィヴ　㈱天晴データネット　㈱電通　㈱東急エージェンシー　東急リネンサプライ㈱　東京ＣＲＯ㈱　恩賜財団東京同胞援護会　㈱東京
リーガルマインド　㈱東祥　㈱東電ホームサービス　㈱トッパン・マルチソフト　㈱トヨタレンタリース栃木　㈱トライアンフ　トランスコスモス
㈱　中道リース㈱　成迫会計事務所　㈱日経統合システム　日本アクア開発㈱　日本インサイトテクノロジー㈱　日本ＳＧＩ㈱　㈱日本公文教
育研究会　日本興亜キャリアスタッフ㈱　㈱日本情報通信開発　日本赤十字社　日本電気計器検定所　日本ビジネスシステムズ㈱　㈱ヌー
ヴ・エイ　㈱ネクシィーズ　㈱ネスティ　㈱ＮＯＶＡ　ハイテクシステム㈱　㈱バウコミュニケーションズ　パシフィックスシステム㈱　㈱パソナ　
ハートアンドブレインコンサルティング㈱　ピーアークホールディング㈱　㈱ビー・ブレーン　㈱ＰＵＣ　㈱ビジネスブレイン太田昭和　日立ＩＮＳ
ソフトウエア㈱　㈱日立システムバリュー　㈱日立ビルシステム　㈱ビデオリサーチコムハウス　ヒューマン・グループ　ヒューマンリソシア㈱
㈱フィデック　富士ソフト㈱　㈱富士通大分ソフトウエアラボラトリ　フューチャーアーキテクト㈱　㈱フライングガーデン　古川税理士事務所
㈱プレント　㈱プロトコーポレーション　㈱平和情報センター　㈱ホンダ産業　毎日コミュニケーションズ㈱　㈱マルゴシステム　㈱マルハン
㈱ミズノ　みずほ情報総研㈱　三谷商事㈱　㈱ミニミニ　明治安田システム・テクノロジー㈱　㈱メッセ・ゴー　㈱モスキート　ヤマトシステム開
発㈱　郵便局㈱　㈱ＵＳＥＮ　ユーリーグ㈱　㈱ユビキタスエナジー　㈱ラウンドワン　㈱リクルートエージェント　リゾートトラスト㈱　龍高
ネットワーク㈱　㈱両備システムズ　㈱菱友システムズ　㈱レック四国　㈱ワイ・シー・シー　㈱ワイズマン　㈱ワオ・コーポレーション
――農・漁業団体――
茨城県信用農業協同組合(連)　茨城県農業協同組合中央会　岩手県信用農業協同組合(連)　全国共済水産業協同組合（連）　全国共済農業
協同組合（連）岩手　全国農業協同組合（連）青森　全国農業協同組合（連）新潟　とぴあ浜松農業協同組合　鳥取県信用農業協同組合（連）　
新潟県信用農業協同組合（連）　西三河農業協同組合　ホクレン農業協同組合（連）　北海道漁業協同組合（連）　北海道厚生農業協同組合
（連）
――法人・団体等――
国立大学法人群馬大学　国民生活センター　生活協同組合さいたまコープ　大学生活協同組合東京事業連合　全国生活協同組合連合会　
全国労働者共済生活協同組合連合会　学校法人埼玉医科大学　中小企業基盤整備機構　学校法人東洋学園　国立大学法人富山大学　新潟
総合生活協同組合　社団法人日本自動車連盟　日本生活協同組合(連)　福島県市町村職員共済組合　国立大学法人山梨大学　労働者健康
福祉機構
――公務員――
〔国家公務員〕
関東信越国税局　関東地方整備局(国土交通省)　経済産業省　航空自衛隊　国土交通省国土地理院　財務省　陸上自衛隊
〔都道府県公務員〕
愛知県警察本部　石川県庁　茨城県警察本部　岩手県庁　大阪府庁　群馬県教員　群馬県警察本部　群馬県庁　警視庁　埼玉県警察本部
静岡県庁　静岡県警察本部　東京消防庁　徳島県警察本部　栃木県庁　富山県警察本部　広島県警察本部　福井県警察本部　北海道警察
本部　山形県警察本部　山梨県教員
〔市・区・町・村公務員〕
伊勢崎市消防　伊勢崎市役所　上野村役場　邑楽町役場　渋川市役所　高崎市等広域消防局　高崎市役所　多野藤岡広域消防　富士見村
役場　前橋市役所　足利市役所　伊東市役所　宇都宮市役所　刈谷市役所　川口市役所　北秋田市役所　岐阜市役所　清瀬市役所　久慈
市役所　札幌市役所　下郷町役場　下野市役所　須坂市役所　茅野市役所　栃木市役所　新潟市役所　西村山広域行政事務組合　福井市
役所　富士市役所　富士宮市役所　水戸市役所　壬生町役場　山口市消防本部　結城市役所
――大学院進学――
高崎経済大学大学院　群馬大学大学院　北海道大学大学院　東北大学大学院　宇都宮大学大学院　埼玉大学大学院　一橋大学大学院　東
京学芸大学大学院　中央大学大学院　慶應義塾大学大学院　早稲田大学大学院　明治大学大学院　目白大学大学院　電気通信大学大学院
新潟大学大学院　上越教育大学大学院　横浜国立大学大学院　京都大学大学院　神戸大学大学院　西南学院大学院　岡山大学大学院　福
岡大学大学院

完成したばかりのキャリア支援室（7号館2階）
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平平平 座座講講開開公公年年 度度0022成成
　今年度の公開講座は、『私たちの暮らしと地域社会を考える』を共通テーマとし開催しました。
講義方式と少人数制によるゼミナール方式の２方式で行なわれ、多数の皆様にご参加いただき、
好評を博して終了しました。

■講義方式
　９月２６日～１０月２９日　全１０回　
受講者数　５０人（うち女性１０人）　平均年齢５７才

中 野 　 正 裕
山 﨑 　 薫 里
金 光 　 寛 之
伊 藤 　 宣 広
友 岡 　 邦 之
岡 田 　 知 之
小 牧 　 幸 代
佐 藤 　 綾 野
今 井 　 信 雄
吉 原 美 那 子

マクロ経済の動きから何を読みとるか

身近な暮らしの中に潜む数学の話題

悪徳商法に有効な法律

経済学と現実

文化施設の公共性とは

協調と競争 ―ゴミ出しの問題を中心に―

イスラム教入門～多文化共生社会に向けて

経済予測と計量経済学 ―日本経済の将来はどうなるのか？―

地域の暮らしと観光文化

地域で支える学校教育

■ゼミナール方式
　１１月１０日～１２月１１日　全８回（各講師２回ずつ）
受講者数　２２人（うち女性２人）　平均年齢６０才

木 下 　 　 崇
増 田 　 　 正
久 宗 　 周 二
熊 澤 　 利 和

会社の継ぎ方・継がせ方 ―事業承継について考える―

地域社会における政治と行政

地域に役立つバリアフリーの実践

ライフサイクルと健康 ―ターミナルケアを考える―
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■経済学部
〔前期日程〕
　試 験 日　平成21年2月25日
　募集人員　140名
　試験会場　高崎、札幌、仙台、東京、金沢、
　　　　　　名古屋、大阪、岡山、福岡
〔公立大学中期日程〕
　試 験 日　平成21年3月8日
　募集人員　240名
　試験会場　高崎、札幌、仙台、東京、金沢、
　　　　　　名古屋、大阪、岡山、福岡
○推薦入試A
　試 験 日　平成20年11月24日
　募集人員　70名
　試験会場　高崎
○推薦入試B
　試 験 日　平成21年2月1日
　募集人員　30名
　試験会場　高崎
○帰国生徒入試
　試 験 日　平成20年11月24日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○私費外国人留学生入試
　試 験 日　平成20年12月21日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎、東京
○社会人入試
　試 験 日　平成20年12月21日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○2・3年次編入・転入学試験
　試 験 日　平成20年12月21日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
◎3年次編入・転入学試験
　試 験 日　平成20年12月21日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎

○聴講生試験
　試 験 日　平成21年3月16日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○科目等履修生試験
　試 験 日　平成21年3月16日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
■地域政策学部
〔前期日程〕
　試 験 日　平成21年2月25日
　募集人員　200名
　試験会場　高崎、札幌、仙台、東京、金沢、
　　　　　　名古屋、大阪、岡山、福岡
〔後期日程〕
　試 験 日　平成21年3月12日
　募集人員　100名
　試験会場　高崎、札幌、仙台、東京、金沢、
　　　　　　名古屋、大阪、岡山
○2年次編入・転入学試験
　試 験 日　平成20年9月13日
　募集人員　10名
　試験会場　高崎
○3年次編入・転入学試験
　試 験 日　平成20年9月13日
　募集人員　25名
　試験会場　高崎
○帰国生徒入試
　試 験 日　平成20年11月24日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○推薦入試Ⅰ
　試 験 日　平成20年11月24日
　募集人員　50名
　試験会場　高崎、仙台
○推薦入試Ⅱ
　試 験 日　書類選考のため選抜試験なし
　募集人員　45名

入 試 実 施 状 況平成21年度 



31

○私費外国人留学生入試（1次）
　試 験 日　平成20年11月24日
　募集人員　25名
　試験会場　高崎、東京
○私費外国人留学生入試（2次）
　試 験 日　平成20年12月21日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎、東京
○社会人入試
　試 験 日　平成20年11月24日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○聴講生試験（20年度後期）
　試 験 日　平成20年9月13日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○科目等履修生試験（20年度後期）
　試 験 日　平成20年9月13日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○聴講生試験（21年度前期）
　試 験 日　平成21年3月16日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○科目等履修生試験（21年度前期）
　試 験 日　平成21年3月16日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
■大学院地域政策研究科入試
○博士前期課程秋季日程試験
　試 験 日　平成20年9月13日
　募集人員　20名
　試験会場　高崎
○博士前期課程春季日程試験
　試 験 日　平成21年2月14日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○博士後期課程試験
　試 験 日　平成21年2月14日
　募集人員　5名
　試験会場　高崎

○秋季日程聴講生試験
　試 験 日　平成20年9月13日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○秋季日程科目等履修生試験
　試 験 日　平成20年9月13日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○春季日程等履修生試験
　試 験 日　平成21年3月16日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○春季日程科目等履修生試験
　試 験 日　平成21年3月16日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
■大学院経済・経営研究科入試
○博士前期課程第1期試験
　試 験 日　平成20年9月13日
　募集人員　20名
　試験会場　高崎
○博士前期課程第2期試験
　試 験 日　平成21年2月14日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○博士後期課程試験
　試 験 日　平成21年2月14日
　募集人員　4名
　試験会場　高崎
○聴講生試験
　試 験 日　平成21年3月16日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
○科目等履修生試験
　試 験 日　平成21年3月16日
　募集人員　若干名
　試験会場　高崎
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平成21年度
高崎経済大学
経済学部 リレー講義リレー講義リレー講義
◆前期（経済学科担当） ◆後期（経営学科担当）

どなたでも

参加できま
す。

聴講無料。

　今年度は、「物流～その役割と仕組み～」と題して、㈱日通総合研
究所の物流に関する専門家の皆様をお招きして特別講義を開講し
ます。
　物流は単に物を運ぶだけではなく、消費者の多様なニーズに応
え、顧客の満足度を高めるために、生産と消費を結びつける最も効
率的な方法や手段を探ることを目的としています。そのために、最
適な輸送手段や輸送経路を選択します。また物流の流れ全体を最
適なものにするために、システム化したり、ITを導入したり、ロジス
ティックを考えることも重要です。経済のグローバル化にともない、
国内・国際物流の一体化が求められています。また、環境にやさしい
「グリーン物流」のあり方も問われています。特に最近では、国民に
とって安全かつ安心な物流に対しての関心が高まっています。
　このようなテーマに焦点を合わせて、物流についての基礎を学
び、物流が担う経済的な役割を理解することが今年の特別講義の
目的です。そして、日本における物流業界の将来像を皆様とともに
考えてまいります。

○開講日時
○場　　所
○受  講  料
○参加方法
○問合せ先

平成21年4月15日～平成22年1月27日までの毎週水曜日　午後2時20分から午後3時50分まで
高崎経済大学　7号館　731番教室（入口3階）　高崎市上並榎町1300番地
無料
事前申込は、不要です。当日、直接教室においでください。
高崎経済大学事務局教務課教務担当　電話027-344-6264（教務課直通）

回 開講日 講　師講　義　テ　ー　マ 回 開講日 講　師講　義　テ　ー　マ

（本講義は、経済学部の正規の授業です。経済学部の学生と一緒に受講していただきます。）

「物流～その役割と仕組み～」 「国際化時代の企業経営とキャリア形成」
 現在、私たちはかつて経験したことがない世界的な経済不況に見
舞われています。多くの企業の業績の悪化、多くの派遣労働者や期
間労働者の解雇、多くの企業の倒産など、これまでの常識では太刀
打ちできない時代に突入しています。
   しかし、こうした極めて厳しい時代でも、いや、こうした時代だか
らこそ、国際的に果敢に挑戦しながら仕事をされている方々が日本
国内にはたくさんいらっしゃいます。本講義では、こうした方々の中
から１５名に来学していただき、グローバル環境下での仕事の楽し
さや苦労、仕事上の工夫、夢、海外事情、資源、戦略、国際理解、歴
史問題、期待される社員像など多くの現実的な事柄について学び
ます。
   この特別講義は、グローバルという舞台の最前線で活躍されてい
る方々のお話を直接伺える貴重な機会です。特に学生諸君には、こ
の講義を通して、国際化時代を前提とした企業経営やキャリア形成
における自分自身の在り方について千思万考してほしいと思いま
す。

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

4月15日

4月22日

5月13日

5月20日

5月27日

6月3日

6月10日

6月17日

6月24日

7月1日

7月8日

7月15日

7月22日

物流とは
～経済における物流の位置づけ～

㈱日通総合研究所
経済研究部　研究主査

佐藤 信洋

トラック輸送
～物流を支える基幹モード～

都市内物流
～まちづくりとの調和を目指す取り組み～

鉄道輸送
～鉄道貨物輸送の盛衰、そして復権へ～

航空輸送
～スピーディー・高付加価値な輸送サービスの提供～

海上輸送
～島国・日本の大動脈～

ロジスティックス　
～経営の中枢を占める企業活動～

国際物流　
～企業活動のグローバル化に伴う展開～

物流システム　
～物流現場とは何をしているところか～

物流情報システム
～ＩＴによる物流のみえる化・効率化～

環境対策　
～地球環境に優しい物流を目指して～

トラックの構造と先進技術
～安全と環境に向けた技術革新～

物流業界の現状と将来像
～産業と生活支援への更なる展開～

経済研究部
担当部長　主任研究員

大島 弘明

物流技術環境部
環境グループ研究主査

室賀 利一

経済研究部
研究主査
峯 猛

経済研究部
研究主査
浅井 俊一

経済研究部
研究主査
金澤 匡晃

ロジスティックス
コンサルティング部
研究主事　伊津野 範博

経済研究部
研究主事補
町田 一兵

物流技術環境部
輸送・作業品質グループ
研究主査　井上 文彦

ITソリューション部
研究主査
上田 徹

物流技術環境部
環境グループ

研究主事　近江 貴治

物流技術環境部
物流技術・安全グループ
研究主査　佐藤 大二郎

物流技術環境部
物流技術・安全グループ
主任研究員　村田 好正
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2
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4
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6

7
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12
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9月30日

10月7日

10月14日

10月21日

10月28日

11月4日

11月11日

11月18日

11月25日

12月2日

12月9日

12月16日

1月13日

1月20日

1月27日

世界で戦う夢づくり キンセイ産業代表取締役
　金子　正元

企業・個人にとってのグロー
バリゼーションとは？

国際化時代の企業経営とキャ
リア形成

異文化社会での企業活動と
キャリア形成

世界と世間

窯職人からみたグローバル資
源の活用

日本小売業のアメリカ進出に
おけるビジネスバリア

私の新海外事情－日本から上
海・ヴェトナムへ

グローバリズムと異文化理解

グローバル化する経済環境下
における国際物流と人材戦略
グローバルIT企業の日本における
ビジネス展開、働くことの面白さ
製造メーカーのグローバル戦略と期待さ
れる社員像－文科系社員は何でも来い！

世界で戦う自分作り

日本人が直面する東アジア歴史問題
－まずは相手の心を知ろう

化学メーカーの海外営業

岡谷鋼機関連事業部副部長
　松岡　篤史

サンデン常務執行役員
安井　祐一

富士重工業情報企画部
副部長　渡辺　浩

メディカルクリエーション会社役員
　堤　秀作

増田煉瓦代表取締役
増田　晋一

高島屋玉川店販売４部
副部長　楠　和夫

馬場家具代表取締役
馬場　万亀彦

湘南貿易代表取締役
橋本　則夫

近鉄エクスプレス執行役員世界本部
副本部長　田原　清彦

米系半導体メーカー　セールスマネージャー
松村　洋治

三井精機工業専務取締役
生産本部長　寺澤　隆之

群栄化学工業海外営業本部
主管　一倉　三喜夫

豊田通商
西郷　剛史

元東京財団研究事業部リサーチ・
アシスタント　藤田　賀久
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　平成20年度においては、15支部で支部総会が開催されました。支部総会の日程は

決定次第、同窓会のホームページにて掲載しておりますので、ご不明な点がございまし

たら同窓会事務局までご連絡ください。

（同窓会ホームページアドレス　http://www.takakeidai-doso.gr.jp）

同窓会事務局から高崎経済大学

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

開催日
4月19日（土）
7月13日（日）
7月26日（土）
8月23日（土）
8月24日（日）
9月27日（土）
10月  3日（金）
10月15日（水）
10月17日（金）
10月24日（金）
10月25日（土）
11月15日（土）
11月29日（土）
1月25日（日）
2月26日（木）

支部名
桐生支部
石川支部
富山支部
三重支部
新潟支部
宮城支部
札幌支部
群馬支部
東京支部
東海支部
広島支部
関西支部
大分支部
徳島支部
岩手支部

参加数
24
27
28
16
18
36
77
184
200
67
15
36
14
24
30

平成20年度 支部総会開催地一覧

群馬支部総会

東京支部総会

高崎経済大学50年史販売中（2,000円）

購入方法

現金書留で2,000円を同窓会事務局までお送り下さい。

後日、郵送にて本誌をお送りいたします。

送付先

〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町1300

高崎経済大学事務局学生課内　高崎経済大学同窓会

電話027-344-6262　FAX027-343-4830



34

　後援会は、高崎経済大学の施設、設備の整備及び教育研究活動を助成し、もって大
学教育の充実発展に寄与することを目的として様々な事業を行っております。

（1）主な事業
　・高崎経済大学の施設設備の整備に対する援助
　・高崎経済大学における教育研究活動の助成
　・高崎経済大学における研究業績の発表等の出版に対する援助
　・高崎経済大学の教職員及び学生の福利厚生事業に対する援助

（2）所有施設
　・ 高経会館
　・ 白馬セミナーハウス
　・ 軽井沢山荘
　・ マクドナルド高崎経済大学店

（3）支部総会
　平成20年度の支部総会が全国8会場で開催されました。開催日と参加人数につい
ては以下のとおりです。

支部名
北海道

関東甲信越
北　陸
山陰・山陽

  開催日
9/21
9 /   7
11 /   9
10 /26

開催地
札　幌
高　崎
金　沢
岡　山

 人　数
23
181
30
8

支部名
東　北
東　海
近　畿
九　州

  開催日
9/28
10 /19
11 /16
11 /30

開催地
仙　台
名古屋
大　阪
福　岡

 人　数
63
43
9
16

平成20年度　（財）高崎経済大学後援会

　支部総会の目的は、後援会や大学の現況を保護者の方に報告しご理解やご支援を
願うものです。当日は大学の関係者から前年度の事業及び会計報告、今年度の事業計
画や予算の説明がなされました。

高崎市下小塙町1461

長野県北安曇郡白馬村大字北城3020

長野県北佐久郡軽井沢町大字発地字牛道514-71

高崎市上並榎町1300（高崎経済大学内）

（※四国支部は山陰・山陽支部と隔年交互開催）
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大 学 広 報

図書館資料の所蔵状況
平成 20年12月末現在の図書、雑誌のほか所蔵している一覧です。

図書館便り

1.所蔵数
区　　　分 和　　　書 洋　　　書   合　　計（冊）

2.雑誌数
種　　　別 和　雑　誌 洋　雑　誌   合　　計（種）

3.視聴覚資料数 4.新聞保有数
種　　　別   保有数（紙）

5.他大学論集・紀要
種　　　別   保有数（紙）

0　総　　　　　記
1　宗　教　哲　学
2　歴　史　地　理
3　社　会　科　学
4　自　然　科　学
5　技　術　工　学
6　産　　　　　業
7　芸　　　　　術
8　言　　　　　語
9　文　　　　　学 
そ　　の　　他
小　　　計

（上記の内郷土資料）
合　　　計

10,595
10,923
41,544
106,813
11,828
12,457
23,830
5,152
8,012
11,051
3,348

245,553
4,407

245,553

4,457
1,819
2,006
24,382
1,161
2,275
3,435
293
2,938
2,154
4

44,924
4

44,924

15,052
12,742
43,550
131,195
12,989
14,732
27,265
5,445
10,950
13,205
3,352

290,477
4,411

290,477

C D
カセット・テープ
ビデオ・テープ
D V D
L D

CD・DVD-ROM
マイクロフィルム
マイクロフィッシュ

その他
合　　　計

248
260
2,526
581
29
590
8
1
25

4,268

和 　 誌
洋 　 誌
合　　　　　計

1,620
0

1,620

和 新 聞
洋 新 聞
合　　　計

21
7
28

購　　　　　入
寄　贈　ほ　か
合　　　計

347
1,016
1,363

332
13
345

679
1,029
1,708

保有数（タイトル数）種　　　別



36

貸出冊数及び入館者数 〈平成20年4月～平成20年12月末〉

区　　　分 学　　生 教　職　員 一　　般   合計（冊・人）

■　設置目的
　附属情報センターは、高度情報化による社会的背景の大きな変化に対応するため、平成12
年7月に設置されたもので、高崎経済大学における基幹情報システムを統括して、情報基盤の
整備推進を図り、学術研究及び教育の向上に資することを目的としている。
■　事業内容
　特に以下に掲げる事業内容のうち、（3）については成果を電子的なアーカイブとして蓄積し
情報発信の資源とすべく取り組むものであり、また（4）については大学の事務改善を積極的に
推進する取り組みであり、今後の重要な事業の一つである。
（1）高崎経済大学における情報ネットワークシステムの構築・運用・管理に関すること。
（2）高度学術情報の収集、研究及び応用に関する技術支援に関すること。
（3）情報ネットワークシステムを活用した研究・教育形態の構築とその成果の本学及び地域
　  社会への還元に関すること。
（4）情報ネットワークシステムを活用した大学事務運営システムの構築を推進し、大学の事務
　  改善に資すること。
（5）学外情報ネットワークとの連携及びその利用に関すること。
（6）情報セキュリティポリシーの策定・運用管理に関すること。
（7）情報ネットワークシステムを活用した本学広報活動の支援に関すること。
（8）その他情報センターの目的を達成するために必要な事業。

附属情報センター

教  室  名

合　　　計

学生用パソコン
40台
40台
32台
80台
60台
40台
40台
60台
28台
31台
6台
2台

459台

教員用パソコン
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台

8台

1 号 館 3 階 1 3 1 教 室
1 号 館 3 階 1 3 5 教 室
3 号 館 2 階 3 2 1 教 室
3 号 館 3 階 3 3 1 教 室
6 号 館 4 階 6 4 1 教 室
6 号 館 4 階 6 4 2 教 室
6 号 館 4 階 6 4 3 教 室
6 号 館 4 階 6 4 4 教 室
附属図書館4階コンピュータ室
大 学 院 棟  院 生 室
大 学 院 棟  O A ルーム
大 学 院 棟  4 2 1 教 室

24,524
166,822

1,582
9,867

1,636
1,830

21,306
155,125

貸 出冊 数
入 館 者数

■ 教育用コンピュータ設置状況(平成21年1月1日現在)
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■ 学生向け講習会の実施状況
パソコン講習会－パソコンスキルアップ講座（全学生対象）

・ワード活用講座

内　　容：論文などの大量な文書を作成する場合の Word の機能、数式エディタ

　　　　　の利用、Excel データの活用についての講習

回　　数：計 1回（実施日：平成 20年 8月 11日）

受講者数：15人

・エクセル活用講座

内　　容：日常生活の身近な事例を使ったExcel の表計算機能についての講習

回　　数：計 1回（実施日：平成 20年 8月 11日）

受講者数：12人

・ホームページ作成講座

内　　容：Web 作成の基本的な知識について理解し、ホームページ作成ソフト

　　　　　を使った見栄えの良いホームページの作成方法についての講習

回　　数：計 1回（実施日：平成 20年 8月 12日）

受講者数：10人

・プレゼンテーション講座

内　　容：プレゼンテーションの進め方であるシナリオ作成からプレゼンテー　

　　　　　ション内容の構成およびコンテンツの作成方法、発表の仕方について

　　　　　の講習

回　　数：計 1回（実施日：平成 20年 8月 13日）

受講者数：13人

パソコン講習会の講習風景
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■論集『高崎経済大学論集』第５１巻　第３号・第4号(中村忠教授 退職記念号)発行
　『Intro～まなびへのいざない～』発行

■平成20年度第３回学術講演会
　日　時：平成20年11月26日（水）13：30～ 15：00
　場　所：高崎経済大学　附属図書館ホール
　講　師：長坂　純 氏（明治大学法学部教授）
　演　題：『市民生活と法
　　　　　－役務（サービス）提供契約の多様化と消費者被害の救済－』
　参加者：43人

■平成20年度第４回学術講演会
　日　時：平成20年12月4日（木）14：20～ 15：50
　場　所：高崎経済大学　附属図書館ホール
　講　師：吉川　真由美 氏
　　　　　（国連女性開発基金　日本国内委員会理事）
　演　題：『企業と国際貢献』
　参加者：79人

■中村 忠 教授　退職記念講演会
　日　時：平成21年1月14日（水）14：20～ 15：50
　場　所：高崎経済大学　附属図書館ホール
　講　師：中村　忠 教授（高崎経済大学経済学部）
　演　題：『入会林野の現状と入会権研究の動向とその課題について』
　参加者：50人

経済学会

■論集『地域政策研究』第１１巻　第３号・第4号発行
　　　『地域政策学部卒業論文・大学院地域政策研究科修士論文』論文要旨集発行

■平成20年度第２回学術文化講演会
　日　時：平成20年12月9日（火）14：30～16：30
　場　所：高崎経済大学　2号館　221教室
　講　師：青木　宏一郎 氏（千葉大学園芸学部非常勤講師）
　演　題：『緑地環境の評価と可能性－日本再生の鍵は、みどり産業の再生―』
　参加者：276人

地域政策学会
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■附属地域政策研究センター創立10周年記念シンポジウム
　日　時：平成 20 年11月４日（火）15：00～18：00　
　場　所：高崎ビューホテル　「あかぎ」
　テーマ：『地域政策を考える－2030 年へのシナリオ
　　　　　　　　　　　　～大学と連携した高崎の元気再生～』
　講　師：阿部　孝夫 氏（川崎市長・元高崎経済大学教授）
　演　題：『地域政策への提言』
　　　パネリスト　　阿　部　孝　夫　氏（川崎市長・元高崎経済大学教授）
　　　パネリスト　　座　間　愛　知　氏（高崎市　副市長）
　　　パネリスト　　久　米　良　昭　教授（政策研究大学院大学）
　　　パネリスト　　大　宮　　　登　教授（高崎経済大学副学長）
　　　コーディネーター　　佐々木　　　茂　教授（高崎経済大学附属地域政策研究センター所長）
　参加者：250人

地域政策研究センター

■第31回市民公開シンポジウム
　日　時：平成20年12月３日（水）14：30～17：00　
　場　所：高崎市総合福祉センター　たまごホール
　テーマ：『新高崎市の商工業振興を考える』
　　　パネリスト　　原　　　浩一郎　氏（高崎商工会議所　会頭）
　　　パネリスト　　髙　橋　基　治　氏（高崎市箕郷商工会　会長）
　　　パネリスト　　中　島　正　三　氏（高崎市榛名商工会　会長）
　　　パネリスト　　追　川　　　清　氏（高崎市倉渕商工会　会長）
　　　パネリスト　　相　原　　　武　氏（高崎市新町商工会　会長）
　　　パネリスト　　後　閑　泰　司　氏（高崎市群馬商工会　副会長）
　　　パネリスト　　座　間　愛　知　氏（高崎市　副市長）
　　　コメンテーター　　戸　所　　　隆　教授（高崎経済大学 地域政策学部）
　　　コメンテーター　　村　山　元　展　教授（高崎経済大学 地域政策学部）
　　　コメンテーター　　佐々木　　　茂　教授（高崎経済大学 経済学部）
　　　コメンテーター　　河　藤　佳　彦　准教授（高崎経済大学 地域政策学部）
　　　コーディネーター　　西　野　寿　章　教授（高崎経済大学附属産業研究所所長）
　参加者：94人

■第70回産業研究所公開講演会
　日　時：平成20年11月14日（金）12：40～14：10　
　場　所：高崎経済大学　１号館111教室
　講　師：西尾　隆 氏（国際基督教大学教養学部教授）
　演　題：『協働と競争のまちづくり』
　参加者：237人

産業研究所
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