(上)

とすることをH的としていま

となりました′)

す｡今回は'約卜年ぶりの開催

就職活動支援相談会が閲催され

約一一̀十名の学生､学部長をはじ

加がありました｡はるばる仙ム‖'

催､教養学部教授会後援による

これから就職活動に本格的に取

名古屋からかけつけてくれた方

万々､上.卜名以上の同窓生の参

り組む学部1.1年生のために'先

めとする教養学部の教職員の

草にあたる同窓生が就職に関す

第一部では､同窓生による

定年退官される
先生方より

二〇〇五年三月をもちまし

て'佐藤敬三先生'高山巌先生

先生方からご挨拶をいただき

が定年退官されます｡

ました｡

(.TOOm牢.‑汀I二〇〇+<年二月)

教員動態 (敬称略)

井目藷乃､小出慶l

新任

西村清和､菅婚f

移籍

(国際関係論)

真理は人問を自由にする

巌先生

私が卒業した大学のキヤンハ

高山

追付に当たって

スのl隅に小さな虹想堂があ

(哲学･人間システム論)

敬三先生

昭和四十何年に着任して以

り､その外曙に｢真理は人間を

佐藤

とりくむ機会が与えられたこと

来'長期にわたり研究と教育に

込まれていました｡或る時､偶

日出にする｣という文字が刻み

然､それをHにしたのですが､

に深く感謝しています｡しかし

それ以来卒業するまで､そこを

その間'社会も大学も変化しT

するほどです｡と‑に大学は､

﹃採用者側の視点﹄ についてお

と‑にこの数年の変化は唖然と

話がありました｡実際に'民間

間の

通るたびに'｢真理の探究と人

のコミュニケーションを図る場

の貢献など､目的別に分化が強

研究者養成､職業教育､地域へ

バイスは'後輩の学生にとって

る川年生からのさまざまなアド

を感じていますo教養学部にと

まる傾向にあり､それには疑問

か‑｣と自問し続け､結局､答

でいますが､ただ流されるまま

その意味の二滴にふれることが

超えた抜近になって､ようやく

まいました｡しかし､Lハ十歳を

に終らぬよう退官にあたり強く

ってはなはだ厳しい状況が進ん

はじめるにあたってどのような

はもっとも参考になったのでは

ところに注意をしたらいいか､

採用側が注目するボインー等の

ないでしょうかu

第二部の'業種別懇談会は'

出来るようになったような気が

しています｡皆さんも大学生清

願っています｡

四年生･同窓生が数名ずつ入

川年間を振り返‑ながら､その

業種別にわけられたブースに､

引き続いて'今年就職が決ま

り'学生が自由に興味のあるブ

たらいかがでしょうか｡

意味についてお考えになってみ

った四年生のスピーチです｡四

(二面につづく)

ースを訪問できるような形式で

動にたいする姿勢､活動方法な

年生七名が､それぞれの就職活

と思います｡

生の声を開くいい機会になった

スピーチでした｡採用担当者の

えを見出せないまま卒業してし

由と､どう関係するの

いました｡一番身近な先輩であ

rLil窓会(けやき;チ) ･如那73

どについてアドバイスをおこな

2005年3日1[j発行

企業および官公庁で採用にかか

埼1三人̀､f:教務';::部

わった経験者から'就職活動を

活動を支接すること､在学生と

るさまざまな情報を伝えて就職

もいました︹

ました｡この相談会は､おもに

四年牛を含めて

教養学部同窓会 (けやき会)･.i

に､埼玉大学第二食堂において

二〇〇四年十l月六日

就職活動支援相談会を開催

同窓会主催
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行いました｡参加した学生は､
一カ所だけでな‑､数カ所ブー

スともとても盛り上がっていま

遠方からかけつけてくれた卒業

役の在学生'教職員の方々｡こ

ージが届いた卒業生､そして主

が､協力はしたいというメッセ

生､残念ながら参加はできない

に働いている先帝の生の声を閏

はなかなか得られに‑い､実際

の会の開催を適して､在学牛､

本やインターネットなどから

したじ

ていました(︺

教職員と卒業牛だけではなく

スをまわって､先輩の話を聞い

囲気の中で､就職活動に関する

‑ことができる貴重な場になっ

アットホームな雰

ことだけではな‑､仕事内容'

されたと思います｡これをきっ

▲.時間半にわたる就職活動相

たと思います｡

談会のあとは､Be.Plantで懇親

かけに､今後も交流を広めてい

んのコミュニケーションが促進

か質問しにくいことでも'同じ

が参加して'懇親会でも就職に

会が開催されました｡多くの人

て､卒業生同上､参加者みなさ

して開くことができ'また答え

問がありました｡通常はなかな

会社の様.｢トなど､さまざまな質

当日のタイムテーブル

教養学部の卒業生なので､安心

･流通

学生のみなさんもぜひ参加して､実際に社会で働くOBたちと自由に交流

してください｡

加してくれた円年生'はるばる

が'自分の体験を話すために参

りが薄い教養学部といわれます

とを実感しましたo縦のつなが

ュニケーションの場になったこ

職員､卒業生による貫重なコミ

談会を開催してみて､学生'教

今回は久しぶ‑に就職活動相

Lがりましたo

思いますLl

･サービス･lT関連

けるようlJ.努力していければと

･金融

関すること相談'会社のこと､

･マスコミ､出版

業種のことについての話で盛り

･メーカー､製造業

る側もかわいい後輩のために熱

･大学､研究者､小中高教員

心に応答していました｡各ブー

懇親会｢Be‑Plant｣ (大学正門前)
17 :30

尚

順先生
教妻学部長

関口

同窓会会長

武井
1.同窓会会長あいさつ

2.学部長あいさつ
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き
や
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2004年就職活動支援相談会

主催:教養学部同窓会(けやき会)

後援:教養学部教授会
14:00 (第一部)

3. ｢採用担当者の視点｣ 〜OBによる解説

･民間企業

4涼尤職活動を終えた4年生による体験談(7名)
･公務員

(スピーチ&パネルディスカッション)

(休憩10分)

15:20 (第二部)

業種別懇談会

ど､いろいろと相談をしてください｡

各業種ごとに分かれ､業界のこと､業務の実際､就職活動についてな

･公務員

︽教員著書紹介︾
山口仲美先生著

二〇〇四年一五〇〇円)

﹃中国の蝉は何と鳴くか﹄
(日経BP社

︽同窓生自著紹介︾
﹃マイレJIジの超達人(ANA縮)﹄

横井雅英

(UsE株式会社発行一三八〇円)
代表

いにも新規事業の責任者として

に力点をおいたマィレ‑ジプロ

本書は､マィルを貯めること

株式会社音楽産業研究所

幸運にも恵まれ新市場を形成す

発売した次第です｡

叩年勤務した会社を早期退職

グラム ﹃解説本﹄ ではな‑H分

(1974年卒)

して挨拶に行った仕事仲間との

ることができました｡その過程

の消費スタイルをリッチにする

の､経営基盤の確立にはもう一

から販売することとなったわけ

前の出版社

機を使った旅行が少ない万で

を楽しむ﹃攻略本﹄です｡航空

何に使うかに焦点を定め､ゲー

措いたものだ｡

飲み話から本書は誕生しまし

で全国各地にネッ‑ワークがで

ために､むしろ貯めたマイルを

有する中で､その自然な素顔を

とはいっても'この本は単な

た｡前職の経験を生かしたコン

きたこと'とりわけ書店オーナ

｢同じ漢字文化だから'中国

言語のはず｣と思って､大学時

る生活体験の記録やエッセイで

ンサルタンー会社を興したもの

ピュータとソフー物流中心のコ

えた｢北京日本学研究センター一

つの事業軸が必要でもあ‑､出

です｡

｢歩‑｣'｢汽車｣

｢自動車｣'｢勉強｣が｢無理を

では'専門の擬声語はじめ中国

版事業にも興味を惹かれまし

が

強いる｣､｢老婆｣が｢うちのか

語と日本語の様々な違いを一つ

ム感覚でマイレージプログラム

というように､同

さてわが国で河内主要2杜に

張などで航空機に乗る機会の多

効に生かすノウハウを､また出

を逃さず'獲得したマィルを有

も､その少ない搭乗のチャンス

限っても参加者総数が2400

(UsE株式会社)

みさん｣

の軸に､面河の歴史や文化､民

‑

じ文字でも意味がまったく異な

万人を突破し､様々な提携サー

い方には'効率よい貯め方と有

指摘している｡

ビスの拡大とあいまって'ます

利な利鞘方法が実践的見地から

族の相違などを鋭‑感じ取‑､

りもする

ます関心が高まっているマイレ

す｡

穿かれた内容となっておりま

る言葉も少な‑ない｡その相違

し‑エキサイティングなエピソ

ージプログラム｡.方では内容

点を知ることは､日本と中国の

ードが満載されているoそして'

が多角化したことで複雑にな

擬声音学者として活躍する山

間と短期だが'そこは派遣教師
(波風を立

というように､楽

仲間から'｢波風女

学び､あふれるバイタリティー

全編に流れているのが､真撃に

り､全容がつかみづらくなって

わたり年間平均200日の出張

‑

口先生が'中国に日本語教師と

てる女)｣との異名をとってい

きていますo

派遣された期間は'140日

して派遣されたときの経験を元

た山口先生のこと｡フレンドリ

の暖かな目線だ｡国同士の相互

で未来に向かう中国の人たちへ

相互理解を深める上で童要だ｡

に書かれた本書は､｢中国の素

ーな人柄'強い好奇心と果敢な

経験曲香田な私が､実践で培った

(http://www.milabo.co.jp)

参考⁚ホームページ

賜れば幸いですo

広‑同窓会の皆様にもご拝読

行動力で'中国の教師や学生､

ふれあいが原点であることを改

の中でラクラク貯められる攻略

経験をもとに初心者でも暮らし

ージの超達人 (ANA縮)﹄を

初のマイレージ攻略本﹃マイレ

術を解りやす‑解説した､業界

る｡

(相木誠一九七〇年季)

めて感じさせてくれる一冊であ

理解は､生身の身の人間同士の

さん

との心温かな交遊､街中に出て

る｡大学教師のリ‑(李)

の理不尽さなどに､時として憤

ろうとしない学生や出会った人

自己主張が強く､なかなか謝

その素顔に迫った｡

= . r J

市民の間にしっか‑溶け込み､

中国のー.言･?, ‑

部∵..I.

.

津山‑=#JE帰

何と撃?･
山U仲美

･ ‑ T I T

うに'中国の人たちと生活を共

そこで'十余年に

のが大きな目的｣と自述するよ

顔をエッセイの形でお伝えする

買い物の値切り交渉を楽しんだ

た｡会社勤務時代の後半は､幸

｢走｣

語は日本人には､なじみやすい
代に中国語を選択したのは'私
本語やH本の古典文学などを教

はないo中国の学生や教師に日

■●帥TLlた7イJ>か与くら(けte t片■4こ■ert

が

とにかくマイルを

だけではないはずだ｡しかし､

貯めたい方必鶴!!

ーとの人脈があって､本吉は自
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埼大より
石

原

裕

(埼玉大学生活協同組合勤務､
1995年卒)

卒業されてから.度も埼玉大
を訪れたことがない､卜年､二
卜年大学にいらっしヤつていな

名簿発行のご案内

̀一〇〇川･七･..九

(埼玉大学人;LT夫ム舘)

に､今後も私たち同窓牛に対し

発を祝福させていただくととも

∴〇〇四･一〇･.L

部理車にお願いしました■.Lh真

は､}‑‖司会を務めてくれた安

就職活動支接相談会について

てご指導いただければと‖心います｡

理事会

(埼上人学第一一食堂)

理事会

理学部では実に..卜五年ぶりの

教養学部では卜何年ぶ⁚'文

名簿が閏月に発行されます｡l

いました､L

4月発行予定の名簿

時間が大幅に少なくなってしま

ってから'同窓会清動にさける

昨年夏に什掌卜の損}Iが杵わ

げます︻

木理が､楼井理率に感謝申し卜

お忙しい執筆をお鞘いした用

うもありがとうごさいました︿

は閲根理車根彬のものです｣ど
二〇〇四･一〇二二一

(新宿･談話室滝沢)

原則として永年会費をお支払

六〇〇円となります｢■

い方も多いかと思います｡そう

(新宿･談話室滝沢)

理事会

･ 六

いの方のみの販売となりますの

理事人ム

+.00.<･･ ‑i

(埼王大学第..食堂)

就職相談会

二 〇 〇 凹 ･

で'会費末納入の方は､この機

同窓会活動の記録

千日｡)

(入会金五千日､永牛会費五

いった同窓生の方に､大学や､

レハブがあったこWにつ‑られ

会にお支払い‑ださい｡

たいと思います｡

今回のテーマは､自転車の学
内人情禁止ですrJ
なhリましたCl

二〇〇五･二

寄付の整理も遅れています｡事

の作成関連で手l杯で､この間

H転車が各建物の入日前に乱
二〇〇四･二

理尊大ム

前にご寄付をいただいており'

(新:S･談話室滝沢)

車の学内人情が禁山となりまし

雑に山められており学内の通行

埼玉大学同窓会連合会理事会

(新宿･談話室滝沢)

っていますので､ずいぶん違っ

(池袋･談話室滝沢)

理事会

期間の短いなかでしたが､何と

かけしたのですが､今回も準備

担当の兼.トさんにはご苦労をお

昨年も準備期間が短く､編集

いければ､多くの皆さんに同窓

かかわれる場面をもっと作って

同窓生が大学に､また在学生と

‑だきり､｢就職｣を切り口に

談会に多数の同窓生が参加して

います｡また､就職活動支援相

に同窓会活動が活性化すると思

名簿が完成すればー名簿を核

かけしています｡

ご連絡が届‑など､ご迷惑をお

ただ‑予定の方にも名簿販売の

同窓会から名簿を贈呈させてい

皆様から寄せられている会費や

た｡自転車は､キャンバス北東

の妨げになっていたため歓迎の

二〇〇p･11

(埼玉大学大学会館)

編 集 後 記

三

の‖転

声もありますが､体育の時間な

∴〇〇円∴

会報｢けやき｣第四号刊行

∴八

部

ど､特に教養学部の学生は̀番
学部棟まで移動して講義を受け

奥のグラウンドから一番手前の

二八

教職員の通勤用の自動車も､学

今回の編集を担当しました同

(さいたま新都心･埼玉県産学

行から早くも

窓会事務局の石原です｡四号の発

理恵ムム

交流室)

た印象をもたれるかと思いま

二〇〇四･五二円

とが出来ました｡

か同窓生の皆様にお届けするこ

賛否両論ありつつも､･H転華ー

自動車がな‑なったため､学内

二〇〇四･五･一二

すC

(さいたま新都心･埼玉県産学
した埼玉大学を一度ごらんいた

スしかご存知ない先輩も'変化

二〇〇四･有･二九

交流室)

生'高山先生には大変お世話に

3月で定年退官される佐藤先

はないかと思っています｡これから

会活動に参加していただけるので

もよろしくお願いいたします｡

なりました｡お∴人の新たな出

だければと思います｡

埼玉大学同窓会連合会総会

の方､そして北浦和のキャンパ

自転車通学した方､バス通学

教授会との懇談会

牢たちました｡

が非常にすっきりした状態にな

るため､不便との声もありますo

内奥のかつてサークル小屋のプ

(教養学部棟の来手)

で移動することになりました｡

車置き場に駐輪し､学内は徒歩

二〇〇三牢十月よ='自転

た教職員駐車場にとめることに

大学近辺の様子を紹介していき

(4) 2005年3月1日
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