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卒業される皆さん、心よりお祝い申し上げます

長岡大学 学長

村山 光博

学校法人中越学園 理事長

艱難汝を玉にす

　卒業生の皆さんご卒業おめでと
うございます。また、これまで皆さん
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。
　さて、2020年１月に日本で第１例目となる新型コロナウ
イルス感染症（COVID-19）の陽性者が報告されてか
ら、既に２年が経過しました。この間、日本だけでなく世界
中で感染者が増えたり減ったりを繰り返しながら、未だに収
束が見通せない状況にあります。本学においては、2020
年の５月から７月までの授業を感染対策のためにやむを得
ずオンラインによる遠隔授業で実施しましたが、同年８月以
降は卒業生を含む学生の皆さんのご協力により対面型で
授業を行うことができました。皆さんのご協力に心より感
謝申し上げます。
　ところで、当時の皆さんにとっては、ちょうど大学の３年

生になり、これから意欲的に色々なことに取り組もうとい
う時期にコロナ禍が直撃しました。楽しみにしていたサー
クル活動や友人との交流等については、ソーシャルディス
タンスの確保等何かと行動の制限の多い中で、思うよう
な活動ができなかったのではないでしょうか。しかし、その
ような状況においても、感染対策を講じながら、出来る範
囲で一生懸命に諸活動に取り組む皆さんの姿には、困難
に立ち向かって生き抜く力を感じ、頼もしく思っておりまし
た。
　このような困難を乗り越える経験は、皆さんのこれから
の長い人生に向けて、とても貴重な経験であるに違いあ
りません。人は苦労や困難を経験することで成長するも
のであると私は信じています。同じような意味を持つ「艱
難汝を玉にす」ということわざもあります。就職先では、
最初は慣れない中で何かと苦労することも多いと思いま
すが、ご自身の一層の成長を期待しながら、一つひとつ取
り組んでみてください。
　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。

長岡大学を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3月卒業）

　4年生の皆さん、ご卒業おめでと
うございます。
　今年度も昨年度に続き新型コロ
ナウイルスの影響で、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
変化させなくては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、そのよう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、
学外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
ていることはひとつもありません。
　そして社会に出てからも色々な経験をしていってほしい
と思います。
　学生時代に培った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。

たまかんなんなんじ



広田秀樹ゼミナール

山川智子ゼミナール

石川英樹ゼミナール

鯉江康正ゼミナール

米山宗久ゼミナール

各ゼミナールの卒業生と担当教員メッセージ

　卒業おめでとうございます。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。
　社会に出たら、色々と苦労することもあると思い
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「あっという間の４年間だった」と感想
がありました。ゼミでは３年生から感謝の言葉もあり
ました。「別れ」があれば「新たな出会い」もある。
新たな出会いを期待して、自分の視野を広げる人
生にしてください。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5人のゼミ生、ガ
ンバレ！！

　卒業おめでとうございます。よくがんばりました。
皆さんの人生は、いよいよこれからです。楽しいとき
も大変なときもあると思いますが、大切なことは二
つです。一つは、絶対負けないこと。もう一つは、一
歩一歩前進することです。長岡大学はこれからも
ずっと皆さんを応援します。

　私自身4年前に長岡大に復帰しこの4年間で皆さ
んと共に成長してきた、そうした特別な思いを皆さ
んには抱いています。これからも学びはずっと続い
て、山あり谷ありです。ですが、皆さんには長岡大と
いう故郷があります。私たち長岡大はこれからも皆
さんをずっと見守っていきます。いつでも声を掛けて
下さい。

　学校を出てからの人生で、最も必要とされるの
は、孤独に耐える力です。孤独だからこそ、人とのつ
ながりの大事さが身にしみます。寂しくても、毎日ご
飯がおいしく食べられて、きちんと眠れて、それなり
に充実しているなら、人生捨てたものじゃないです。
皆さんの幸せを心から願っています。
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權五景ゼミナール

生島義英ゼミナール

吉川宏之ゼミナール

坂井一貴ゼミナール

　本は先人たちの経験と智慧が形となったもので
す。日々行わなければならない選択の際、本はきっ
とあなたを助けてくれると思います。まずは週1日の
読曜日から始めることをお勧めします。

　ご卒業おめでとうございます。ゼミナールの活動
を通じて得た様々な経験は、今後の人生にきっと役
に立つ時が来ると信じています。また、ゼミナールの
仲間は、一生の友になります。仲間を大事に、今後
も親交を深めてください。最後に、皆様方の益々の
ご活躍を祈念いたします。

　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。途中からは新型コロナの影
響でいろいろなことが変わりはじめました。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。

　卒業おめでとうございます。
　ウォルト・ディズニーは「ディズニーランドは永遠
に完成しない。この世界に想像力が残っている限
り、成長し続ける。」と残しています。
　「永遠の未完成」は人も一緒です。謙虚な気持ち
を持ち学び続けることで成長し豊かな人生を送れる
と思います。皆さんの幸せな人生を願っています。

　みなさんは、COVID-19禍の中で専門ゼミの2
年間を過ごしてきました。この変化に対応できたと
いうことは、それだけみなさんが成長したことの証
でもあります。変化の激しい世界において、大学生
活4年間で学んだことを糧にし、社会人として大い
に活躍することを期待します。ご卒業おめでとうご
ざいます。

中村大輔ゼミナール



　ご卒業おめでとうございます。
　新しいフィールドに飛び出す皆さん！大きく高いと
感じる壁も、自分の考え方と工夫次第で乗り越える
ことが可能である場合が多いものです。これまで
行ってこなかったことにも目を向けて、他人の助言と
自分の心の声に耳を澄まし、柔軟な発想で未来を
切り拓いていってください。

　ご卒業おめでとうございます。皆さんは、４年間の
大学生活で様々な知識や経験、そして多くの仲間な
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。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。

　ご卒業おめでとうございます。
　社会人になる皆様に、「中に誠なれば外に現る」
という言葉を送ります。これは中国の古書「礼記・大
学編」が出典のことわざです。心の中に思っている
ことは、自然と表情や言動によって外に現れてしま
うものであるという意味です。何事でも、誠心誠意
は必ず伝わります。

各ゼミナールの卒業生と担当教員メッセージ

大学生活を振り返って

　4年間の大学生活は自分にとって有意
義なものになりました。大学に入る前の自
分は人前に立つことが苦手でした。そんな
自分を変えたく、大学に入ってからは興味
を持ったものに積極的に挑戦しました。その結果、高校の時に
は選択肢になかった学友会に所属し、副会長、会長をしました。
昔の自分が見たら驚くぐらい変わることが出来たと思います。
　学友会に入り、先輩や同級生、先生方や職員、地域の方々と
関わる機会が増え、充実した大学生活を送ることが出来まし
た。その中で、3年生の時は分からないことだらけで悪戦苦闘し
た1年でした。
　最後に大学生活の中で色々なことに積極的に挑戦してみてく
ださい。やらない後悔よりやる後悔です。大学生活はあっという
間です。大学生活を悔いの無いように送ってください。

第15代学友会長

阿部 紘輝

　卒業生の皆さんご卒業おめでとうござ
います。在学生を代表し、心よりお祝い申
し上げます。私たちが入学した３年前、何も
わからない私たちに先輩方は優しく声をか
けてくださいました。また、先輩方とは、学校行事、ゼミナール、
サークル活動、ボランティア、オープンキャンパスなど色々な面
で大変お世話になりました。先輩方との別れが、これほど早いと
は信じられず、今もなお寂しい気持ちが込み上げてまいります。
今、先輩方は胸に希望と夢を抱いて、この門出の席にいらっ
しゃる事と思いますが、どうか大学生活で学んだ事を礎に新た
な世界でもその希望と夢を絶やさず、ご活躍下さい。
　先輩方のご健康と今後のご活躍をお祈り申し上げ、卒業され
る皆様へ送る言葉とさせていただきます。

第16代学友会長

圡田 侑真

一期一会

（4年） （3年）

牧野智一ゼミナール

喬雪氷ゼミナール

西俣先子ゼミナール
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令和3年度 最優秀卒業論文賞および最優秀地域活性化活動取組賞決定！

株式会社セリアと株式会社キャンドゥの経営分析
最優秀
卒業論文賞

水落 郁花（中村ゼミナール）

最優秀
地域活性化
活動取組賞

　水落さんの論文は我々に身近な100円ショップである株
式会社セリアと株式会社キャンドゥについて経営分析を行っ
たものです。その内容は、単に収益性や安全性などの良し悪
しを述べるに留まらず、財務データと出店戦略や従業員数、
POSシステムという経営戦略とのつながりを明らかにしてい
ます。このようにデータと経営戦略を結びつけられるように
するためには、多くの資料の読み込みと理解が必要です。ま
た、水落さんの論文では両社の株価関連データの分析や、
実際に投資をしていたら元手の資金がどう変化するかの分
析も行いました。「貯蓄から投資へ」と言われる中で、こうし
た投資に関する分析を行ったことは意義深いものと言えるで
しょう。（指導教員：中村大輔准教授）

　石川ゼミは栃尾活性化事業３年目となり、「にぎわい創出
班」と栃尾「PR班」の２班体制で活動しました。にぎわい班
は、10月下旬に雁木通りギャラリー白昼堂堂で栃尾繊維と
錦鯉によるインスタレーション（空間芸術）を展示し、1,152
人に来場いただけました。栃尾織物工業協同組合様や事業
者の皆様から大量の布を提供頂き、長岡市錦鯉養殖組合様
と栃尾地区養鯉業者様に錦鯉を提供頂き実現できたイベン
トです。資金面では補助金獲得にも挑戦しました。地域を挙
げた祭典「栃尾縁日」での開催で多くのご支援をいただき、
地域連携の大切さを学んだ活動でした。（指導教員：石川英
樹教授）

栃尾地区活性化に向けたにぎわい創出事業
石川ゼミナール
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製造業
株式会社安中製作所
株式会社北村製作所
株式会社サンカ
株式会社フジ機工
株式会社ホクエツ信越
株式会社ユウワ
株式会社ロコオンザラン
キヤノントッキ株式会社
高速紙工業株式会社
シマト工業株式会社
シモダ産業株式会社
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
新潟太陽誘電株式会社
森井紙器工業株式会社
小売業
アークランドサカモト株式会社
アクシアルリテイリンググループ
株式会社ウオロク
株式会社オーシャンシステム
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
株式会社新潟ダイハツモータース
株式会社北越ケーズ
株式会社ホンダオート新発田
株式会社マルイ
日産プリンス新潟販売株式会社
医療・福祉業
株式会社クレアメディコ
さくらメディカル株式会社
社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会
社会福祉法人信濃川令終会
社会福祉法人泚山会
社会福祉法人栃尾福祉会
社会福祉法人長岡三古老人福祉会
社会福祉法人見附福祉会

サービス業
株式会社ダイレクトマーケティングミックス
株式会社新潟県厚生事業協同公社
新潟綜合警備保障株式会社
情報通信業
株式会社ジェイマックソフト
株式会社ジャパンネット
株式会社ミロク情報サービス
建設業
伊米ヶ崎建設株式会社
株式会社国土
株式会社田中組
株式会社晴耕舎
株式会社長栄電設工業
卸売業
株式会社アジカタ
株式会社三光社
株式会社スミック
株式会社淵本鋼機
株式会社三ッ葉パーツ
株式会社諸長
クロスウィルメディカル株式会社
日産部品新潟販売株式会社
日本住環境株式会社
橋本貿易株式会社
船山株式会社
複合サービス業
えちご上越農業協同組合
飲食業
株式会社はま寿司
保険業
株式会社セントラルパートナーズ
運輸業
大和自動車交通株式会社
東部運送株式会社
公務
陸上自衛隊

公務 1.1%

その他 
11.7%

サービス業
 4.3%

建設業 6.4%

医療・福祉業 
10.6%

卸売業 
17.0%

小売業 
23.4%

製造業
 25.5%

就職支援室メッセージ

新型コロナウイルス感染症の
影響により就職活動が変わり、
就職希望の皆さんは多くの不安
を感じながらも変化に対応してきました。
　皆さんの殆どは社会人として仕事を始めますが、
社会は多様に変化していきます。
　学生時代に培ったことが発揮出来る時もあります
が、新たに学び、覚えることが多く、修得することで
変化にも対応できると信じています。
　本学在学中のキャリア教育では、１年次はキャリア
形成の基礎知識と能力形成、２年次では社会の組
織で求められる基礎事項やマナー、３年次には企
業・業界研究や適性検査等の就職活動においての
基礎的なことや、自己分析、自己紹介書の作成など、
就職活動に実践的なことを学び、インターンシップや
企業見学ツアー等で企業を知る機会を得てきたと
思います。
　また、遠隔授業、就職活動もWeb面接も体験した
ことは、社会人になってからでなく学生時代に体験
出来たと考えることも出来ます。
　そして授業が通常になり、対面を通しての相手の
言葉の情報、表情や視線は新たな気づきがあったと
思います。遠隔や対面の利点を理解することが人と
して成長することに繋がります。このような社会情勢
の中でこそ、身に付けたことを活かして行くことに期
待しています。

就職支援室

井比　亨
（令和４年２月28日現在）１．就職内定率

２．就職内定先

令和3年度卒業生の進路

９７．９％

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。ご協力お願いいたします。
URL：https://forms.gle/LevroMvGw3nBCpgs6
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