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卒業される皆さん、心よりお祝い申し上げます

　卒業生の皆さんご卒業おめでとうござ
います。また、これまで卒業生を温かく見
守り、支えてこられたご家族の皆様にも心
からお慶び申し上げます。
　卒業生の皆さんの多くは就職して社会人となるわけです
が、「人生100年時代」と言われるように、これまでの人生の
何倍も長い人生が始まります。これからの長い人生の中で
は、社会も大きく変わることでしょう。情報通信技術の発展に
伴う急速な社会の変化によって無くなる職業もあれば、新し
く生まれる職業もあると言われています。
　皆さんが就職する会社でも、社会の変化に合わせた新し
い商品やサービスの開発、事業内容の見直しなどが積極的
に行われることが予想されます。このような環境の中、企業
や地域社会に貢献できる人材となるためには、常に自分自身
の成長や能力向上に努めていくことが必要です。就職すると
なかなかまとまった時間が確保しにくくなるとは思いますが、
毎日10分でも良いので自分自身を高めるため、あるいは将
来の自分のために時間を使うことをお勧めします。
　長い人生では、色々な困難にぶつかることがあると思いま
すが、それ以上に楽しいこともたくさんあります。皆さんのこ
れからのご活躍を、教職員一同、心より期待しております。そ
して、長岡大学はこれからも皆さんを応援し続けます。

長岡大学 学長

村山 光博

将来の自分のために時間を使う試行錯誤としての歴史と人生

　ご卒業おめでとうございます。新たな出
発点に立たれた皆さんに心からのお祝い
を申し上げます。
　かつて、世界史における「理性」や「法
則」などの存在が信じられた時代がありましたが、昨今の新
型コロナの流行や、アメリカでの新大統領の選出プロセスな
どを見ていますと、世界史は、そして私たちの人生は、厳しい
現実を打開しようとする試行錯誤の連続としか表現できない
ものであるように思えてきます。わずか数十年前には、「歴史
の終わり」なる概念すら提案されたのですが、歴史に終わり
などはないことがはっきりしてきました。歴史や人の生涯は試
行錯誤と呼ぶべきもので、その試行錯誤は成功するとは限ら
ないわけですが、それでも人は立ち止まっていることはできな
い存在のようです。せめてそのことについて、より自覚的であ
りたいと思います。
　コロナウイルスの変異も、擬人的には試行錯誤の一種と言
えなくもないと思いますし、新大統領の選出も国の運命を賭
けた、アメリカ国民のギリギリの選択です。その紙一重の選
択が、場合によっては大きく将来を変え、後から見れば必然
的なものであったかのように見えます。皆さんの将来にもお
そらくは様々な選択が避けられません。日々、より自覚的で、
賢明な選択、試行錯誤の努力の積み重ねを期待いたします。

学校法人中越学園 理事長

土田 和弘

異例の１年間を経験して卒業していく皆さんへ
長岡悠久会（同窓会）会長
覚張 良太（平成20年卒業）

　4年生の皆さん、ご卒業おめでとうござ
います。
　今年度は新型コロナウイルスの世界的

な蔓延で、日本も感染拡大の予防体制に入り、国の基本方
針に従って、大学でも人の集まる集会等は開催を見送ること
になりました。そのため講義のスケジュールにも影響が出た
り、悠久祭も中止せざるを得なくなったり、皆さんの生活環
境、生活スタイルを様々な形で変化させなきゃいけなかった
りと不安やストレスも多分にあったことと思います。

　しかし、そんな中でも皆さんが無事に卒業という晴れの
舞台を迎えられることを本当に嬉しく思います。
　さて、今、卒業を迎え、皆さんの一人ひとりの胸のなかに
は、学生生活の様々な思い出が去来しているのではないで
しょうか。楽しかったことばかりではなく、辛かったこともたく
さんあったことと思います。しかし本学での出会いや、経験
した全てのことが、今の皆さんの力になっているはずです。
どんな些細なことも無駄になっていることは1つもありませ
ん。
　そこで培ったその力を今後の社会での活躍の原動力と
して、力強く羽ばたいてくれることを期待しています。
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　卒業おめでとうございます。よくがんばりましたね。卒業するに
は入学から4年間で多くの授業に出席し、学び、試験を突破する
必要がありました。皆さんはそのレベルの高い人生の闘いに、今
勝ったんです。いよいよこれからです。これからも強気で前進し
てください。

広田秀樹ゼミナール

山川智子ゼミナール

　生きているだけでまるもうけ。コロナ禍でより明確になりました
が、人生の要諦です。ただ生き延びるだけでなく、もっと豊かで充
実した人生を送るためのデザインを描くのが学生時代です。あと
は描いたものを、試行錯誤しながら実践するのみ。みなさんの健
闘を祈ります。

石川英樹ゼミナール

　ご卒業おめでとうございます。これから社会で何がみなさんを
待ち受けているのか、それは予測不可能です。楽しいこともキツ
イこともあるでしょう。しかし、どのような時にも、みなさんには、
大切な時間を私たちと一緒に過ごしたこの大学があります。今後
の経験をいつでも共有させて下さい。全てのみなさんが幸せを
実現されることを願っています。

權五景ゼミナール

　時間と人生は万人に対して公平です。誰一人例外はありませ
ん。金持ちも貧しい人も、背が高い人も低い人も、一日は２４時間
で、人生は一度限りだからです。一度限りの人生をどのようなも
のにするかは時間の使い方にかかっていると思います。一度限
りの人生に迷いが来たら、貴重な時間を読書に充ててみてくださ
い。本の中に道が見えるはずです。

鯉江康正ゼミナール 米山宗久ゼミナール

　卒業おめでとう。今年度は本当にいいゼミ生に恵まれたと思って
おります。ありがとう。
　社会に出て、色々と苦労することもありますが、ゼミで活動した経
験は必ず役立つと思います。この経験を活かして活躍してくださ
い。また、たまには遊びに来てください。

　みんなから「まだ学生でいたい」と感想がありました。家族社
会学で示したように、「人は２つの家族」に関わっています。「別
れ」があれば「新たな出会い」もある。どのような出会いがある
か期待して、これからの人生を楽しんでください。自分の可能性
を信じて、何事にも挑戦する気持ちを忘れずに！　
　素敵な11人のゼミ生、ガンバレ！！

卒業生のゼミナール集合写真と担当教員メッセージ
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栗井英大ゼミナール

　ご卒業おめでとうございます。大学の最終学年、通常の学生
生活を過ごせなかった卒業生に、経営の神様と称されるパナソ
ニック(株)の創業者、松下幸之助の言葉を送ります。「困難を困
難とせず、思いを新たに、決意をかたく歩めば、困難がかえって
飛躍の土台石となる。」苦労が報われる日が、必ず来ます。
　頑張れ！長大生！

吉川宏之ゼミナール

　卒業おめでとうございます。長いようで短い大学生活だったと
思います。この一年は特にいろいろなことが変わりました。今ま
で学んだことや、経験してきたことをうまく活かして、これからも
成長していくことを期待しています。

西俣先子ゼミナール

　卒業、おめでとうございます。
　現在、皆さんは山の何合目付近にいるのでしょう。少し視界が
開けましたか？大学生活で、登山の道具をいくつか揃えることが
できましたでしょうか。登山は大変ですが、身につけた知識や知
恵を生かして、山頂を目指してください。そして、皆さんが山の頂
まで登った時に、今より素晴らしい風景が見えていますように。

中村大輔ゼミナール

牧野智一ゼミナール

　ご卒業おめでとうございます。皆さんは、４年間の大学生活で
多くの仲間や知識、コロナ禍の厳しい就職活動やその他の困難
を乗り越えた経験など、目に見えない貴重な財産を得たはずで
す。それぞれが大学生活で得た財産を最大限に活かして、社会
で活躍することを期待しています。そして、皆さんの今後の人生
が楽しく幸せであることを願っています。

喬雪氷ゼミナール

　卒業おめでとうございます。
　これから、就職して社会人になったら、困難に直面した時に思
い出してほしい言葉――「精神一到何事か成らざらん」。
　これは中国宋代儒学者朱熹の言葉ですが、精神を集中して
物事に取り組めば、どんな難しいことでも成し遂げることができ
るという教えです。

　この１年は世の中の仕組みや価値観がガラッと変わってしまい
ました。今後もこうした事は続いていくでしょう。その時みなさんは
その変化に対応できるでしょうか。その変化に対応するためには
我々は変わり、学び続けなければなりません。どんな変化が起きて
も最先端でいられるよう、これからも変わり、学び続けて下さい。
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最優秀成績賞 藤田歩乃香
優秀成績賞 沼沢純子 瀧澤清貴 近藤亮太 智野虎太郎

表彰
１．優秀成績賞

2．優秀卒業論文賞

3.優秀地域活性化活動取組

「長岡100年企業」現代まで続く老舗企業の存続要因 
　　　　　　　～「長岡100年企業」３社を事例として～

優秀卒業論文賞

麻炭と精麻を利用した地域活性化実現への課題
　～アンケート調査の結果から考察する現状と提案の受容性～

卒業論文奨励賞

ワンオペ育児の解消へ私達にできることはなにか　子育て支援事業の活用・環境の改善の必要性

東宝株式会社と東映株式会社の経営分析

地域活性化活動取組奨励賞
（權ゼミ） 十分杯で長岡を盛り上げよう！―動画で伝えたい 十分杯と長岡の魅力！―
（生島ゼミ） 長岡市摂田屋の魅力を高め，観光客を増やし，地域活性化を図る。～現状の把握と分析～
（坂井ゼミ） データエビデンスに基づいた地域をより良くするための提言～地場産業・観光を中心に～

（栗井ゼミ）
オープンファクトリーで長岡を活性化！

優秀地域活性化活動取組
（鯉江ゼミ）

まちの情報発信拠点「まちの駅」の認知度アップに向けて

最優秀地域活性化活動取組
（石川ゼミ）

栃尾地域のPR による活性化：空き家の再活用による地域振興活動と二十村郷の錦鯉のPR 活動

人と人を結びつける新たな資金調達 
　～クラウドファンディングの可能性～

最優秀卒業論文賞

斉藤悠斗、坂牧夏実、鈴木美夏、Doan Hai Yen 

石口唯、伊藤悠貴、岩本太一、上村隼人、カリニン ミハイル、小林悠人
笹川大貴、本田彩夏、渡辺武史、Erdenebat Nominerdene

尾坂彰

池島大樹

金子智哉

旭和馬、石川孝太郎、大野航、駒形昌亮、竹内寛織、布川海渡、野澤幸紀、松平輝真、森雅希
王暢宇、温嘉楠、胡少峰、劉寒、阿部紘輝、王浩田、金子響、小泉日和、小林真由香、竹内葵
永田藍美、松永優芽、山本紘也、米山和成

Enkhbat Solongo、大竹一輝、小林萌香、小山陸、智野虎太郎、沼沢純子、阳凯枫
Bayarkhuu Tugsbold、Altanchimeg Delgermaa、赤塚倫子、木下歩美、坂元明日香
李智超、Nyamaa Baljinnyam

青栁智也、井木一真、伊藤圭祐、近藤優圭、庭山遼太

（西俣ゼミ）

（西俣ゼミ）

（米山ゼミ）

（中村ゼミ）

（山川ゼミ）
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悠久祭・サークル活動の思い出

大学生活を振りかえって

　4年間の大学生活は自分にとって本当に
有意義なものになりました。長岡大学に
通っていて、勉学・ゼミ・サークル・アルバイ
ト・遊びなど、全てが私にとって充実したも

のでした。色んなことに熱中出来ている自分はとても幸せ者
でした。
　「やらない後悔よりやる後悔」という考えに惹かれて、大
学では興味を持ったことは片っ端から挑戦していました。

　学友会に入った事で先輩後輩にも恵まれ毎日楽しい大学
生活を送ることが出来ました。また、企業と商品開発した際
にはたくさんの困難を仲間と協力し合い、1年間という短い
期間で商品化まで実現させました。今ではたくさんの店舗に
置かれています。色んなことに頑張れて成長出来たのは仲
間や教職員、家族の支えがあったからでした。
　大学生活の中で不安だったり悩むこともあると思います
が、たくさん考えて行動し続けていれば何かしらヒントが見
つかる気がします。大学生活を悔いの無いように送ってくだ
さい。

経済経営学科4年 吉田 真理

悠久祭実行委員会

　４年間の大学生活は、とても短く感じまし
た。
　大学で出会った友達と遊んだ事や大学

での様々な講義、悠久祭実行委員会に所属した事、どれもこ
れも貴重な思い出です。
　中でも実行委員長として悠久祭に参加した事は、私にとっ
ては忘れられない体験となりました。実行委員だけでなく、模
擬店やイベントを出店して頂いた多くの方々や大学の教員の
皆様に支えられ、悠久祭を開催することが出来ました。

　悠久祭は、いつまでも果てしなく長く続くことを願って悠久
祭と付けられました。今年度は新型コロナウイルスの影響によ
り、悠久祭を開催することは出来ませんでしたが、またいつの
日か悠久祭を開催出来る事を心から願っています。
　大学生活を終えて、これから本格的に社会に出て働き始め
ます。長岡大
学で得た経験
や知識などを
活 用し て い
き、頑張って
いきます。

令和元年度悠久祭実行委員長

藤本　雄生

男子ソフトボール部

　ソフトボール部マネージャーとして4年間活
動し、沢山の事を経験でき、成長する事ができ
ました。選手の皆が練習や大会で見せてくれた
一生懸命な姿、上達していく姿にいつも感動を
もらっていました。
　マネージャーとして拙い部分もありましたが、
ソフトボール部に入部してよかったです。4年間
で多くの楽しい思い出ができ、良い先輩、後輩
にも出逢えました。これからも目標である「イン
カレ出場」目指して、選手・マネージャー、皆で
力を合わせ頑張ってください。
　4年間ありがとうございました。

小出 香織
茶道部

　私は4年間茶道部に所属しました。
京都裏千家学生セミナーや茶事の参
加など、大学では体験できない幅広い
活動をさせていただき、何事も挑戦す
る力が身に付いたと思います。そして、
学内外の茶会を通して人との繋がり
が増えたことが嬉しかったです。先生
方、先輩方、部員の皆さんに感謝して
おります。これからも茶道部が新たな
挑戦ができるよう期待しています。あ
りがとうございました！

本田 彩夏
レオクラブ

 今年度は、新型コロナウイルスの影
響で思うように活動ができませんでし
たが、レオクラブ設立の認証状伝達
式とイベント開催に向けた準備は私
にとって大きな思い出の一つです。今
までなかったものを立ち上げるために
は、仲間との協力が必要であると実
感しました。在学生の皆様も失敗を恐
れずに初めての事に積極的に挑戦を
してみてください。

池島 大樹
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 企業名
製造業
大野精工株式会社
小川コンベヤ株式会社
株式会社カヤマ
株式会社サンカ
株式会社ピーコック
株式会社ホーネンアグリ
高速紙工業株式会社
シンコー株式会社
スワロー工業株式会社
第一ニットマーケティング株式会社
帝人フロンティアDG株式会社
新潟太陽誘電株式会社
新潟ダイヤモンド電子株式会社
日本ベアリング株式会社
有限会社新津興器
小売業
アクシアルリテイリング株式会社
アークランドサカモト株式会社
オーケー株式会社
株式会社川内自動車
株式会社クスリのアオキ
株式会社コメリ
株式会社星光堂薬局
さくらメディカル株式会社
トヨタカローラ群馬株式会社
トヨタカローラ北越株式会社
ネッツトヨタ越後株式会社
卸売業
株式会社アジカタ
株式会社 W&N
株式会社諸長
クロスウィルグループ株式会社
外山産業グループ
日産部品新潟販売株式会社
リコージャパン株式会社　新潟支社
不動産業
信濃土地株式会社
農業
関川水系土地改良区

 企業名
サービス業
アークベルグループ
株式会社テルズ＆クイーン
株式会社トスネット上信越
株式会社ファインスタッフ
Suprieve株式会社
新潟綜合警備保障株式会社
ワタナベグループ
情報通信業
株式会社カシックス
株式会社コンピュータシステム
株式会社ビーグリー
医療・福祉業
社会福祉法人　見附福祉会
社会福祉法人　苗場福祉会
建設業
今泉テント株式会社
株式会社アサンテ
株式会社加賀田組
株式会社笠原建設
運輸業
株式会社FDプロジェクト
株式会社サカイ引越センター
飲食業
角中株式会社
東京レストランホールディングス株式会社
金融・保険業
加茂信用金庫
住友生命保険相互会社
第四北越証券株式会社
新潟縣信用組合
娯楽業・学習支援業
株式会社シリウス
株式会社ダッシュスイミングスクール
複合サービス業
越後ながおか農業協同組合
にいがた南蒲農業協同組合
公務
長岡市役所

公務 1.1%

その他 
19.8%

金融・保険業 4.4%
建設業 4.4%

卸売業
 8.8%

サービス業 
11.0%

小売業 
25.3%

製造業 
25.3%

就職支援室メッセージ

ご卒業おめでとうございます。
　世界全体が混迷の度を増し、
先行きの不透明な様相を呈し
ています。このような状況下で新社会人としてス
タートする皆さんの前途は、予期に反した困難も待
ち受けていると思いますが、このような状況下が続
くその一方で、予期した以上の成果が生まれること
があるかも知れません。
　本学で学んだ事や課外活動において様々な人た
ちとの出会い、そして交流を通して皆さんは、「社会
人基礎力」、すなわち「職場や地域社会の多様な人
間関係の中で仕事を行っていくために必要な基礎
的能力」を身に付けてきました。就職してからも、社
会を知ることや仕事の変化に対応出来ることが大
切なことを在学中から体験してきたと思います。
　皆さんのほとんどは社会人として仕事を始める
と思います。社会は相互依存で成り立っています。
私たち一人ひとりが「仕事」、つまり、「ある事に仕え
る」ことによってお互いに恩恵を受けながら生きてい
きます。結局、「自分は何をして社会に貢献するか」、
「他の人に対してどのような価値を創出できるの
か」が、これからの皆さんの課題になります。本学で
修得した知識やスキル、そして社会経験と自分自身
をしっかりと把握することで変化する社会への対応
をして下さい。

就職支援室室長

井比　亨
（令和３年２月１９日現在）１．就職内定率

２．就職内定先

令和２年度卒業生の進路

９４．８％

3．就職内定業種別内訳

Webアンケートのお願い
 本学では、本誌による皆様への情報提供を充実させていきたいと考えて
います。そのため、今後の制作の参考とさせていただきますのでお手数で
すがWebアンケートにてご意見、ご感想をお寄せください。
　URL： https://forms.gle/a4DNGbDZvEQt2jQGA
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