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　平成１６年４月１日、国立
大学法人新潟大学が発
足しました。このたびの法
人化は、競争的環境の中
で活力に富む個性豊かな
大学づくりを目指した改革

です。これを機に、あらためて私たちは、教育と研究
を通じて地域と世界の発展のために貢献する意思
を固め、現代社会の要請に応える大学院実務法学
研究科設置等の教育組織の充実、抜本的な教育
課程の見直しの中での副専攻制度の導入、新しい
研究分野の開拓を支援する超域研究機構の設置、
知的資産の創出、保護、活用のための知的財産本
部の設置、生涯学習等の拠点としての新潟駅南キャ
ンパスの開設等々、新しい大学づくりに取り組んで
きました。これらの営為を着実に軌道に乗せて、法
人化の目的を達成したいと思います。また、学外の
方々の意見に耳を傾け、より社会に開かれた大学
を目指します。 
　皆様には、忌憚のないご意見やご助言を賜りま
すとともに、力強くご支援くださいますよう、心よりお
願い申しあげます。 

　新潟大学が新しい国立
大学法人に変わったのと
時を同じくして、同窓会も
変わりました。全学の同窓
会が初めて手をつなぎ、目
的を一つにして未来を目
指すことになったのです。 
　厳しい大学間の競争時代に突入した母校・新潟
大学を、世界に通用する新潟大学へブランド力を高
めるよう、精いっぱいバックアップしてゆくことが、全
学同窓会の最大の目的です。 
　それには総合大学の強みを発揮して、私ども八
つの同窓会がガッチリとスクラムを組んで、各同窓
会間の交流と連携を図ることにより、八万余の同窓
会会員同士が親睦を深めるとともに、最強のサポーター
として、新潟大学を応援していくことが必要です。 
　今年は10月30日の新大祭（大学祭）に併せて、
全学同窓会連絡協議会も大学と協力して、全学の
講演会や交流会も予定されております。ぜひ、初め
ての全学的な集いを盛り上げていただきたくお願い
いたします。 

全学同窓会連絡協議会の誕生と、 

さらなる連携を目指して 
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全学同窓会連絡協議会設立  
平成16年4月17日　設立祝賀会開催 

詳し くは http://www.niigata-u.ac.jp/gakugai/gr/ 
          dousoukai/
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　同窓会関係者と学長はじめ各部局長が集い、
連絡協議会設立祝賀会が催された。 
　柳本会長の「新潟大学に入学して良かった、
卒業し社会に貢献できるようになって良かった、と
言える同窓生が巣立つ大学となって欲しい」との
挨拶に対し、長谷川学長から「国立大学法人化
にともない、強力な支援組織としての連絡協議会
に期待するところは大きく、同窓会の力を借り、産
学連携事業も推進したい」との意向が表明された。 
　深澤助雄副学長その他各部局長から「どの学
部も、優秀なスタッフの獲得と密度の濃い学生教
育を通して、日本または世界をリードできる業績を
目指している」との説明があり、首都圏同窓会から
卒業学部を超えた交流についての紹介があった。
　2年後の正式な全学同窓会設立に向け、一体
となり活動してゆくことが確認された。 全学同窓会設立に向けて結束を約す8学部同窓会長。左より、中山輝也 理学部同窓会長、小林一三 農学

部同窓会長、内田力 工学部同窓会長、柳本雄司 人文・法・経済学部同窓会長、田中隆一 医学部学士会
長、多和田孝雄 歯学部同窓会長、瀬賀裕子 医学部保健学科同窓会長、藤井保男 教育学部同窓会長 

本会は、新潟大学全学同窓会連絡協議会と称する。 
本会は、次に掲げる新潟大学の学部同窓会の代表者で組
織する。 
人文・法・経済学部同窓会、教育学部同窓会、理学部同
窓会、医学部学士会、歯学部同窓会、工学部同窓会、農
学部同窓会、医学部保健学科同窓会「南山会」。 
本会は、母校・新潟大学の発展に寄与するため、各学部同
窓会相互の交流と連携、親睦を通して、全学同窓会を設
立することを目的とする。 
本会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
（1）新潟大学との連携と協力 
（2）各学部同窓会への支援と相互間の連絡・調整 
（3）交流会、講演会などの開催 
（4）その他、本会の目的を達成するために必要な事業活動 
本会の事務所は、新潟市五十嵐2の町8050番地  
新潟大学内に置く。 
本会には次の役員を置く。 
理事８名以上10名以内（内  会長１名  副会長 若干名） 
理事は各学部同窓会の代表とする。理事は、理事会を組
織する。会長、副会長は、理事の互選により選出する。 
会長は会を代表し、会務を総括する。理事会は、重要事項
を審議する。 
　　　　　　　　　  略 
本会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。 
各学部同窓会からの賦課金及び分担金、本会への協賛金、
事業に伴う収入、預金から生ずる利子、寄附金品、その他
の収入。 
　　　　　　　　　  略 
本会則は、平成１６年４月1日より施行する。 
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会則概要 全学同窓会連絡協議会の組織関係図 
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「子供が安全に楽しく歩ける萬代橋」 
（撮影：渡辺利夫氏工学部昭和48年卒） 

■ 各学部同窓会会員数 

■ 新潟大学学部別学生数 

人・ 法・ 経済学部・・・・19,249 
教育学部・・・・・・・・・・24,513 
理学部・・・・・・・・・・・・  6,166 
医学部・・・・・・・・・・・・  6,842 

歯学部・・・・・・・・・・・・  1,812 
工学部・・・・・・・・・・・・18,000 
農学部・・・・・・・・・・・・  6,715 

医学部保健学科・・・・  6,500 

合計・・・・・・・・・・・・・・89,797

人文学部・・・・・・・・・・・1,103 
教育人間科学部・・・・・1,734 
法学部・・・・・・・・・・・・・1,170 
経済学部・・・・・・・・・・・1,445 
理学部・・・・・・・・・・・・・・・889 
医学部・・・・・・・・・・・・・1,297 
（ 医学科・・・・・・・・・・・・・619） 
歯学部・・・・・・・・・・・・・・・341 
工学部・・・・・・・・・・・・・2,340 
農学部・・・・・・・・・・・・・・・716 
合計・・・・・・・・・・・・・・11,035

■ 新潟大学学部入学生出身地方別状況 

新潟県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,061  
北海道地区・・・・・・・・・・・・・・・・・34  
東北地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・461  
関東地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・318  
中部地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・409  
近畿地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32  
中国地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12  
四国地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8  
九州 ・ 沖縄地区・・・・・・・・・・・・・・28  
その 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,381 

修士・博士前期課程・・・・・・・・1,366 
博士・博士後期課程・・・・・・・・・ 927 
専門職課程・・・・・・・・・・・・・・・・・62
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,355

■ 新潟大学大学院学生数 
学部学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 
大学院修士・博士前期課程・・・・・・79 
大学院博士・博士後期課程・・・・・160 
研究生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  90 
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・417

■ 新潟大学外国人留学生数 

役員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 
教員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,281 
事務・技術系職 員 ・・・・・・・・・1,148 
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,438

■ 新潟大学教職 員 数  

（注：本年度、新潟大学に法科大学院が新設されました。） 

　この度、全学同窓会の設立のため貴会を発

足させられましたことに対し、心よりお祝い申し上

げます。わが首都圏同窓会は32年前に首都圏

在住の諸先輩の並 な々らぬ努力により、国内の大学では唯一の全

学的な地域同窓会として設立されました。会員は、他学部の同窓

と親睦と知識の交歓のもと連帯感を強めて参りました。大学の法人

化が実施され、同窓会の意義、役割も変わらざるを得ないと存じます。

貴会と密接に連絡し合って、母校新潟大学の発展に、より一層寄

与いたしたいと念じて居ります。 

　法学部での一番の思い出はゼミ（とその後の

呑み会）である。ゼミでの議論は法律問題にとど

まらない。話題が進路に及べば、既に決めた者も、

まだ考え中の者も、それぞれの立場で延 と々討論を続けてしまった

ものだ。先生や実務家の方と対等に語り合えたのも貴重だった。そ

して今、ゼミで出会えた人達に支えられて法科大学院での新生活

を送っている。三年後には嬉しい結果を報告できるように毎日を精

一杯過ごしていきたい。 

萬代橋の重要文化財指定と「まちづくり」 特別 
寄稿 

新潟大学自然科学系   
建設学科  教授 

　萬代橋が重要文化財に指定された。この

橋は、６連充腹アーチ式の鉄筋コンクリート橋で、

毎日歩行者６千人、自転車５千台、自動車４万

台以上の交通量がある現役の橋で、「生きて

いる重要文化財」といえる。建造物関係の重

要文化財は平成16年3月時点で全国2260件

あるが、明治以降の橋梁は10件に過ぎない。萬代橋はその11番目

に当り、交通量の多い橋としては日本橋（1999年指定）に次いで２

番目となる。現在、この橋の誕生75周年と重要文化財指定を記念

して歩道改良工事と街灯、橋側灯（側面の航路標）及び橋詰広

場の当初形態への復元工事が進んでいる。 

　私は平成８年から文化庁文化審議会の専門調査委員として萬

代橋の重要文化財化に関ってきたが、現在、復元される橋側灯10

基のうち５基を市民で寄贈しようという募金活動の実行委員長も務

めている。現在のライトアップは昭和60年に市民の浄財によって

実現されたもので、萬代橋を核とした新潟の「まちづくり」に貢献し

てきたが、老朽化が進んでいる。復元される橋側灯にはライトアッ

プ機能もあり、現在のライ

トアップの精神を継承し、

「市民も参加する公共事

業」という思想が一層発

展することを期待している。 

大熊  孝  

首都圏同窓会から 
新潟大学首都圏同窓会  会長 

小船井　良夫 

在学生から同窓会へ 
大学院実務法学研究科  一年   

松岡　里佳 

新 潟 大 学 同 窓 会 デ ー タ あ れ これ  



新潟大学全学同窓会連絡協議会 
お問合せ・連絡先は 
〒950-2181 新潟県新潟市五十嵐2の町 
TEL025-262-7891  FAX025-262-7892 
dosojimu@adm.niigata-u.ac.jp 
http://www.niigata-u.ac.jp/gakugai/gr/dousoukai/ 
 

　長い歴史を有する各学部は1949年新制新潟大学として統合されました
が、実質的な統合は、1970年からの五十嵐・旭町地区への施設統合に始ま
ります。新制大学から50年余、施設統合から30年余を経て、漸く全学同窓
会設立に向けて動き出したところです。 
　今後、各同窓会に未加入の人にとっても開かれた同窓会組織であること
を目指したいと考えております。広報紙およびホームページに注目下さい。 

I N F O R M A T I O N イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン  

新潟大学全学講演会のご案内 
●日時／平成１６年１０月３０日（土）　時刻未定 
●場所／新潟市　会場未定 
●講師・題目など／未定（HPで発表） 
●主催／新潟大学、全学同窓会連絡協議会 

　国立大学法人新潟大学発足と連絡協議会設立を記念して、新
大祭（大学祭）に合わせて全学講演会を開催します。詳細は未定
です。 
　なお、当日は18:00から全学同窓会懇親会も開催されます。 

新潟大学からのお知らせ 連絡協議会からのお知らせ 

就職部の事業 
　新潟大学就職部は、全学の学生に対する就職支援を目的として
平成１１年１０月に設置されました。主な事業概要は、就職情報の提供、
就職相談、個別面接指導、そして学内において企業合同説明会や
公務員ガイダンスを開催しています。また、適性解明のための低学
年次生からのキャリアインターンシップ、就職に関するセミナーやガイ
ダンスを実施し、学生の就業意識の確立とキャリア向上に向けて全
学一丸となって取り組んでいます。 
　昨今の求人状況は「出身学部を問わず」との企業も増え，学生の
就職活動も広範囲となっております。全学同窓会のみなさまには、
今後とも就職部の事業につきまして、御理解と御協力を賜りますよう、
よろしくお願いいたします。 
■お問い合わせ：新潟大学就職部　TEL 025-262-6087

全学同窓会懇親会のご案内 
●日時／平成１６年１０月３０日（土）１８：００～２０：００ 
●場所／ホテル新潟（新潟市万代５-１１-２０ Tel.０２５-２４５-３３３４） 
●会費／１万円（予定） 
●主催／新潟大学全学同窓会連絡協議会 

　新潟大学の各学部同窓会の連合組織として、全学同窓会連絡
協議会が平成１６年４月１日に設立されました。学部を超えた交流と
連携・親睦は、８万名の同窓生の絆を強め、新潟大学全体の発展に
も寄与するものと思います。大学祭が行われている１０月３０日に全
学同窓会懇親会が開催されます。新潟大学で学んだ皆様の多くの
ご参加をお願いします。学長・学部長・教職員や各学部の同窓会長
など、多数が参加する予定です。 
　なお、大学からの案内にありますように、３０日午後には新潟大学と
共催の講演会も開催されます。 
　 ■参加申込の方法 
　・全学同窓会連絡協議会事務局へ申し込む 
　・各学部同窓会事務局へ申し込む 
　　詳細については、下記の全学同窓会連絡協議会のホームペー
　ジの中でご案内する予定です。 
　　全学同窓会懇親会は、新潟大学に関わった方は、誰でも（短大・
　大学院・教職員その他）参加できます。（不明の場合は直接全学
　同窓会連絡協議会の事務局へ） 

第1回理事会開催 
　平成１６年４月１７日ホテル・イタリア軒で、各学部同窓会長（理事）
全員の出席のもとで全学同窓会連絡協議会の第1回理事会が開
催されました。会長・副会長（田中隆一、多和田孝雄）・会計監事（富
岡清嗣）の選出の後、１６年度事業計画案及び予算案が審議され
承認されました。また、運営委員会（金子双男委員長）の設置や、広
報、交流・学術、会計、総務の役割分担も決定しました。 

全学同窓会連絡協議会の事業について 
　連絡協議会の今年度の事業は下記のとおりです。 
１．新潟大学や全学同窓会のＰＲのためのパンフレット作成 
２．全学同窓会のＨＰの構築 
３．全学同窓会の交流会の実施 
４．新潟大学事業への支援 
５．大学との懇談会の開催 　　　　など 
　なお、全学同窓会連絡協議会は新潟大学全体の同窓生に関わ
る事業や大学全体の発展のための事業を主に行いますので、同窓
生個人のデータは扱いません。各学部同窓会に関わることがらは、
各学部同窓会にお問い合わせ下さい。 

全学同窓会連絡協議会広報タイトル募集 
　全学同窓会連絡協議会広報（本紙）のタイトルを募集します。ど
のようなタイトルが良いでしょうか。同窓生の皆さんも新潟大学全学
同窓会にふさわしい新しいタイトルを提案してください。９月末の締め
切りで募集いたします。詳細については全学同窓会連絡協議会の
ホームページ（http://www.niigata-u.ac.jp/gakugai/gr/dousoukai/）を
ご覧下さい。 

－産官学連携、共同研究・受託研究を推進します－ 
事務局に研究支援部が発足 

　法人化元年の４月、従来の研究協力課、国際交流課及び留学生
課を再編成し、事務局に新しく３課体制の研究支援部が発足しました。
主な業務として、研究支援第一課では産官学連携、知的財産、生
涯学習、共同研究、受託研究等を担当、研究支援第二課では学術
奨励情報の周知、科学研究費補助金を始めとした研究助成の申請
支援、研究員の受入れ等を担当、国際課では外国人留学生の様々
な支援、国際交流事業の推進等を担当します。これにより、さらに産
官学連携を推進し、共同研究・受託研究等の外部資金の獲得に力
を入れ、社会貢献を推進していきますので、御協力を賜りますよう、よ
ろしくお願いいたします。 
■お問い合わせ：新潟大学研究支援部  TEL025-262-6532

東京事務所の開設 
　新潟大学では、首都圏における新潟大学・企業・同窓生（同窓会）
等の間の多様な交流・連携を推進し、新潟大学における教育研究
等の情報を発信する場として、平成16年４月１日に「新潟大学東京
事務所」を開設いたしました。今後、新潟大学情報コーナーの設置
や首都圏同窓生を対象としたセミナーの開催等幅広く活用していく
こととしております。なお、各種事業の実施等については、新潟大学
ホームページ等を通じてお知らせする予定ですので、ご利用くださる
ようお願いいたします。 
■所在地／東京都港区芝浦３-３-６ 
　　　　　キャンパス・イノベーションセンター611・612号室 
■お問い合わせ：新潟大学総務部企画課  TEL025-262-6026

運営委員会広報部より 


