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〜先輩か らのお言葉〜
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経済産業賓資整塁ネル 単二定盤透
第 7 期生の皆様
御卒業おめで とうざいます｡
今後 はそれぞれ 自分が選んだ道を､
よ り自立 して進んでいかれ るもの と思います｡
さて､現在､ 日本経済は混迷を極 めています｡
私は経済産業省に勤務 していますが､中央省庁 に対す る批判の渦の中､
まさに政策の現場で働 けることはある意味幸せであ り､
この時期にこの立場で､‑体何 を考え何 を実行 したのかが､
政策その もの､ひいては実社会その ものに影響 してい くこととな ります｡
それは充実感 とともに緊張感があ ります｡
それは意志決定を行 えると同時に ｢
責任 ｣ を伴 っているか らです｡
何 も しないことも同様 に責任 を伴います｡
混迷 の世の中で何の具体的提言 も聞 こえて こない現在の 日本の経済学界 も､
当然 に責任 を伴っているのです｡
御卒業 され る方 々も､
自由な発想 を行えて も､現実に影響 を与えるよ うな意志決定ができる立場でなかった学生か ら､
社会人 として､期限 と目標 を念頭に しなが ら現実に影響 を与える意志決定 を行 い責任 を持つ者 として､
この何十年間を過 ごす こととな ります｡
そ して､実社会では本ゼ ミで過 ごした時間が大 きな意味を持って くるで しょう｡
学生の時にバーチャル とはいえ､ どのよ うな判断に基づき､ どのよ うな意志決定を行ってきたか｡
皆様 の実社会での御活躍を期待 してお ります｡
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畢生

岩本ゼ ミて期生のみなさま‑

7 期生のみな さま､ご卒業おめで とうございます｡
去年､自分が卒業す る立場で この機関紙を受け取った時か ら､もう 1年近 くも経っているなんて信 じ
られない くらい､この 1年は早 く過 ぎま した｡
この 1年の間に私がいつ も心の中に置いていた言葉が ｢
泣 くものは笑い､笑 うものは泣 く｡ 同 じこと
のよ うだが､ どちらが先かで人生は全 く違ったものになる｣ とい う言葉です｡何があっても結局は笑え
ればいい､とい うシンプルな点が好 きですo照れ隠 しの笑いや､ごまか しの笑い､蔑みq
)
笑いではなく､
いつ も自分の幸せ さがに じみ出てくるよ うな､自然な笑い､そんな笑いがでて くるような人に私はな り
たい と周 っています｡
7 期生のみなさまは優秀な方たちだ と思いますので､きっ と将来､色々な方面で立派に活躍 され るこ

とだ と思います｡ またみな さんにお会い出来 る日を楽 しみに しています｡

六期生 松下 朋弘 (
三菱重工業 (
秩)勤務)
『岩本ゼ ミナール機関誌 第 6号』 によせて
藤嶋 さん,そ して 7 期生の皆様, ご卒業おめで とうございます｡
去年の今 ごろ (1月)は 『機関誌』に掲載す る論文を書いていま したが,気が付 くと ｢
後輩に送る言葉｣
を書いている とは…｡ よく聞 く話ですが,社会人になってか ら,月 日の経つのは本 当に早い ものです｡
現在,私は三菱重工業 (
樵)の工作機械事業部にてシステム屋 としてネ ッ トワーク管理 を主に していま
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す.ネ ッ トワー ク管理 とい うと聞 こえはいいですが,実際には 日夜,構内のコンピュータ ･ネ ッ トワー
技術 屋｣ とい うよ りは ｢
電気屋｣ といった感 じ
クや構内電話網の不具合の復 旧に駆 り出されてお り, r

駆除)な どもしています｡
です｡また,最近,｢
流行の｣ コンピュー タ ･ウイルス対策 (
こ うした電子 ･電子工学や情報工学系の仕事は,もちろん学生時代の専門 とは違います し,素養 も興味
もあ りませんで した｡最初は専門知識 も持ち合わせていないのに,導入教育 もな く ｢
現場 ｣ に放 り出 さ
れて戸惑 うこと,理不尽 さを感 じることもあ りま した｡ しか し,最近では,次第に知識 もついてきたの
エ ンジニア｣の
で,通信の仕組み も理屈で理解できるよ うにな り,障害対応 も随分 ｢
ま し｣ にな り,｢
仲間入 りかな ? な どと喜んでいます｡
7 期生の皆 さんのことで思い出 され るのは,やは り,何か と 7 期生内で ｢
ごたごた｣ が多かったことで

しょうか ?

｢ごたごた｣ の内容にはいろいろあったよ うですが,インゼ ミの進め方な ど,けっこう真

刺 (
深刻)なテーマもたくさんあったよ うで,そ うした経済学 といった勉強の以外にもいろいろと ｢
議
論 し合える｣ 雰囲気 とい うの もまたいいものだ と思います｡そ うした友人は資重な ｢
財嵐

j であると思

うので,今後 も,大切に していって くだ さい｡
最後 に,現在,私は滋賀県在住ですので,今年の青竹会には,参加予定ですO社会人の先輩の皆様,そ
して現役ゼ ミ生の皆 さんにお会いできることを楽 しみにさせて頂いています｡

六期生

丸山 洋平

7 期生の皆 さん､ご卒業おめで とうございます｡
研究撃での面接で皆 さん と出会ってか ら､はや 4年の月 日が過ぎよ うとしています｡毎週火曜 日の通
常ゼ ミ､春 ･夏の合宿､そ してイ ンゼ ミと皆 さん と一緒に過 ごした 日々が懐か しく思い出されます｡
通常ゼ ミにおいても､合宿においても､皆 さんの積極的な姿勢がゼ ミの雰囲気 を引き締 め､ゼ ミを進
行す る立場の私 も非常に助か りま した｡
特にインゼ ミの時には､悪戦苦闘 していた私たち 6 期生を毎 日､研究室で昼夜問わず支 えて くれま し
た｡皆 さんの支 えもあって､充実 したイ ンゼ ミにできた と思っています｡
私は､ま もな く社会人になって 1 年が経 とうとしています｡まだまだ手探 りで 自分の前にあるひ とつ
ひ とつの課題 に取 り組んでいる毎 日です｡そんな忙 しい毎 日の中で､普段は 自分で意織 していな くても
ゼ ミでの経験が力になっているよ うな気 もします｡
皆 さんも自分のやってきたことに 自信 を持 ち､そ して共にがんばった仲間をこれか らも大師 こして､
それぞれの道でがんばっ七 くだ さい｡
皆 さんの今後のご活躍 をお祈 りします｡
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最後に､ゼ ミ長 として 7期生 をひっぼ り､忙 しい中この機関紙 を編集 して くれた藤 申君､
ご苦労様 で したO
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ゼ ミ機 関紙に寄せて

最初 に､七期生の皆 さんご卒業おめで とうございます｡七期生の皆 さんが卒業 されるとい うことは､
自分が大学を卒業 し社会人 として働 きだ してか ら一一
年が経った とい うことでもあるんですよね0 時間が
過 ぎるのは本 当に早い もので､岩本先生の研究室でインゼ ミのための勉強に悪戦苦闘 していた 日々が懐
か.
しく思い出 され ます｡
さて､私は今新幹線運転士 として見習乗務を している真っ最 中で､これまでの車掌､駅勤務 も含めて
現場での仕事が今年の九月まで続 くことにな りますO当社は社会一般に言われているよ うに､東京〜大
阪間 を結ぶ ドル箱路線 を有す る独 占企業のよ うなものです｡ しか し昨今の航空業界における規制緩和に
よ り当社エ リアにおける相当な値下げ攻勢が行われた結果､東京〜大阪間の航空のシェアは確実に伸び
てお ります｡現在は当社 もそのシェアを奪い返す ことに躍起になっているかの ごとく､様々な施策を打
ち出 しています｡
そのよ うな動きの中で どの職場でも常に言われていることなのですが､これか らの社会で必要 とされ
ることは r自分で問題点を発見 し七それを解決 してい く能力｣ と ト 度取 り組んだ らあきらめないで最
後までや り遂げる忍耐力｣であるとい うことです｡みなさんはインゼ ミ等を通 じ､比較的 自由にや りた
いことをや らせて もらえる岩本ゼ ミで勉強されてきたのですか ら､そ ういった能力 も十分に養われたの
ではないか と思われます｡今後はぜひその力を十分に発揮 して社会人 としてがんばっていただきたい と
思っています｡また就職以外の道を進まれる方 ､そ して現在 も岩本ゼ ミ生 として勉強に励んでお られ る
みな さんにも勉強だけでな く遊びも含めてた くさんの経験をしていただきたい と思います｡そ ういった
ことは評の種 としてで も将来必ず役に立つはずですO
最後に､機関紙 を作 るにあた り藤 中君をは じめとしてたくさんの方々が苦労 されたかと思います｡本
当にお疲れ様 で した｡今後 もこのゼ ミのつなが りを大切に していって下さい｡岩本先生もこれまで以上
にご活躍 され ることを心か ら願 ってお ります｡それでは青竹会でみなさんにお会いできることを楽 しみ
に しています｡

六期′
巨
. 吉川 血 裂
7期生の皆様‑
7 期生の皆 さん､ ご卒業おめで とうございますO

皆 さんが もう卒業の ときを迎えられ るのか と思 うと､そ して私 自身について言えば､卒業か らはや 1年
が過 ぎよ うとしているのか と思 うと､ただただ時の流れの速 さを感 じずにはい られません｡皆 さん も来
たるべ き新 しい生活 を前に､それ を実感 されているのではないで しょうか｡
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私 に とって､岩本ゼ ミは大学生活の核の一つであ り､岩本ゼ ミな くして私の大学生活は語れない くらい
に大 きな存在で した｡イ ンゼ ミを控え､研究室に缶詰めになっていた 日々､岩本先生を囲んでの飲み会､
ゼ ミ合宿 ･･･すべて良い思い出です｡
さて､私はいま人材派遣業界に身を置いています｡人材 をまった く必要 としない ところな どまずないた
め､ ビジネスチャンスが どこにで も転がっているとい う意味でお もしろい業界だ と思います｡仕事柄 ､
日々本当にた くさんの人 と出会います｡企業担 当者､そ して派遣スタッフの方々 ･‑

0

1年間仕事を

して きて思 うのは､｢
本 当にいろんな人がいるな あ｣ とい うことです｡素敵だな､見習いたいな と思 う
人 もいれ ば､他山の石 とす る場合 もあ ります｡ この不況で､市場で 自分を高 く売るためには経験やスキ
ル､資格 こそがモ ノを言 うのだ とい う風潮があ ります∴確かにそれは もっともなよ うに も思えますが､
で も結局最後にモ ノを言 うのは人間性ですO ヒューマンスキルあってこそのテクニカルスキルだ とい う
ことを､ これか ら社会に出て行かれ る皆 さんの心の どこかに留めておいていただきたいな と思います｡
なんて､ちょっと先輩 っぼ くえ らそ うに書いて しまいま したが､なんてことはあ りませんO私 も模索の
日々です｡
皆 さんが今後ますます ご活躍 され ることを心 よ り祈っています｡
また､みんなで集 まって楽 しく飲みま しょう !
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