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先生より‘ 新春のメッセージです．

東京都北区西ケ原4.- 51:-:2 1 

東京外国語太学中崎嶺緯研究室

花L:03-3917-6111 Ex. 500,322 

FAX:Ol"'.'3940-5937 

新年おめでとうございます。 昨年は国際的に大変動の年でしたが、 新しい年はどの

ような展開を見せるでしょ う か． 中国や北朝鮮、 ヴェトナムの将来を共に見つめて行

きたいと思います．

皆様から今年も多数のお年賀状をいただき、 近況もご報告頂いて有難うございまし

たら例年のように、 ゼミの会の皆様には返信もせず． 失礼させていただきますが． こ

の場を借りて厚く御礼申し上げます． 恒例の正月2日には、 今年も4 0名前後の皆様

が集まって下さいました． 北京の帰途、 成田から駆りつりたパリス ・ チャン教授｛米

ペンシJレヴェニア州立大）も加わり‘ 話に花が咲きました．

ととろで、 昨年 l 1月末の「中崎ゼミ2 5周年の集いjには皆々様に大変 御協力い

ただき、 楽しい一夜が盛大に催されましたととを深く感謝致します． 本当に有聾うご

ざいました。

では皆綴方の新年の御活擢をお祈りして、 年頭のご挨拶にさせて頂きます．

1 9 9 2年1月
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＊審合宿・中嶋ゼミの会定例総会のお知らせ

恒例の春合宿を下記のとおり行いますの でご多加下さい．

なお、 2日目の 1 1時 3 0分より、 中崎ゼミの会2 5周年記念植樹を

行いますので、 日曜日に八王子まで足を伸ばしていただりればと思います。

また、 今回は 3年生の新企画もあるようです． 多数のさき加をお待ちしております．

記

場所 大学セミナーハウス（ 0426-76 -8 511)

日時 3月7日（土） 8日（日）

内容 3月7日（土）

本年度の卒論． 修論発表 『歴史と未来』合評会

中嶋ゼミの会定例総会（役員改選）

3月8日（日）

ディベート（ 3年生新企画）

中崎ゼミの会2 5周年記念舗樹（ l l時 3 0分より）

今代表幹事より

「中崎ゼミ2 5周年の集いJには、 御協力いただき有雌うございました．

さて、 歴史と未来編集部より． お知らせがあるようです．

財政事情が遍迫しております． 会費の納入は、 お早めに．

4島 『歴史と未来J編集部より

先ほど完成致しました『歴史と未来J第四号、 御一読頂いたこと

と存じます。 「ゼミの会Jの皆織の評価は如何なものでしょうか。

私ども編集部と致しましては、 パラヱティーに富んだ、 かなり中身

の濃いものになったと自負しております。

さて、 先頃皆織のお手元にお届けいたしました『歴史と未来』第

18号ですが、 まだ在庫に余絡があり、 しかも現在「ゼミの会Jは財

政的にかなり苦しい状況に置かれております。 そこで、 会員の皆織

に何冊かでも『歴史と未来』第18号をお買い上げ頂きたく、 ここに

お願い申し上げる次第です。．

お買い上げ下さる場合には、 その部教を研究室の方までお知らせ

下主い。 早急に御送付させて頂きます。

尚、 姻憲昭氏cc科・42年卒〉、 松本修氏cc科・59年卒）、

砺波孝裕氏cc科・3年卒）が、 すでに

各10部ずつお買い上げ下さいました。 ここに記して心より御礼申し

上げます。
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「中胡ゼミ25周年の集いJ 会計報告
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8,000×44=352,000 

5,000×1=5,000 

160, 000 

100, 000 

10, 000 

¥1, 132, 000 

御祝い金

中噌先生からのカンパ

鯉査盆
合 計

支出の部：

パーティー費用

（内訳） 料理
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吊看板
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Jサービス科
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遁登盆
計

温室盛
合計

¥ 1, 205, 230 

640, 000 

·299, 100 

5, 0 0 0 

10, 000 

33, 000 

20, 000 

・36, 000 

93, 910 

1, 137, 010 

341 110 

1, 137, 010 

341 110 

¥1, 205, 230 

ヨ�73, 230 不足金

＊不足金￥73, 230はゼミの会常備金より補助しました．

平成3年11月30日

� 



＊御招待者から計12万円の御祝儀をいただきました．

田代忠之様 （講談社 学芸局長） ¥50, 000 

綿引二郎綴 （大学セミナーハウス） ¥20, 000 

三井俊彦滋 （内閣情報調査室資料部主幹） ¥10, 000 

鈴木幸寿様 （明星大学人文学部教授） ¥10, 000 

窪田清様 （光文社） ¥10, 000 

中島宏様 （共同通信－社） ¥10, 000 

鈴木康雄様 （読売新聞社） ¥10, 000 

＊霞山会の阿部横より2万円，東洋出版印刷の諜井様より2万円の御祝儀をいただきました．

＊陳世昌さん（昭和61年日本語学科卒）からl万円の寄付をいただきました．ありがとうござい

ました。

＊欠席者の方から植樹代・刊行費として， それぞれ3千円をいただきました．

戸張昇さん（S44A科卒）前沢博ーさ’ん（S48E科卒）川副泰治さん（SSOC科卒）

伴美喜子さん（SSOC科卒）生井敏夫さん（S57F科卒）帯谷知可さん（S61R科卒）

小針進さん（S61K科卒）村主勇介さん（ s 61 S科卒）南いずみさん（S62I m科卒）

沼野由行さん（S63 Im科卒）猪頚純子さん（Hl C科卒）中本義彦さん（H3地域研究科卒 ）！
瀬尾知宏さん（H3C科卒）夏山貞男さん（H3F科卒）南波聡太さん（H3 I c科卒）

岡崎久美子さん（ s 54～55教務補佐員） (12月12日現在）

ありがとうございました．

* 11月29日のパーティーに出席できなかった方は、 恐れ入りますが植樹代・刊行費として3千円

を下記の口座へお握り込みくださいますようお願い申し上げます．

〈鑑り込み先》

太陽神戸三井銀行巣鴨支店

同店番号693 口座番号4126456

「中崎ゼミの会J宛

郵便貯金口座番号 10130-3801661 

f中崎ゼミの会j宛

（会計担当 C4 来田）



会員消息

昭和42�$

小級 車I一郎

編 憲昭

昭和44年準

大島 正

昭和4 8王手事

小包 位

昭和4 9年率

府中市議町1-12-21

J)J :tJi先電話 03-5395-3519 

J)J :tJi先 第一勧銀アジアIll\ 03-3596-2451 

勤務先 臼本経S首筋聞社東京編集局国際!Ii一部次長

8 03・5255・2307 FAX 03-5255・2628

Makiko Hamaguchi-Klenner Hombergstr. 7,4322 SprockhOvel-1 GERMANY 

昭和5 0 it= 卒

川副 泰治

伴 美喜子

勤務先 東京銀行北京駐在貝$:t1i所副所長

北京市盟国門外大m一号 中旬国際貿易中心国貿大度1701-1702

赴任先 Japan Cultural centre Kuala L四pur(The Japan Foundation) 

Wisma Nusantara , Jalan Punchak Off '
Jalan P.Ramlee 50250 Kuala Lumpur,Malaysia 

昭和5 2年率

伴 武 澄

昭和5 3年耳鼻

五島 文箪

平山 亮

〒215 Ill鶴市耳量生区玉御寺1441-61 8 044-952-0215 

住所は名簿のf霊童E内に変更

勤務先 東京銀行廠州駐在事務所箇Z肩代表

.州市
’
沼市東路花掴酒店花園大鹿1206量2 8 338999 ex.1206-7 ; 34-0010 （疎通｝

昭和54年率

杉回 明

昭和55�手

守谷舗カE

昭和5 6年Z巨

木村 卓司

〒211川鋪市中原区小図中122・2 J時日銭中原寮233号 ZS 044-752-9665 

勤務先 新日本製餓事長式会社本社 8 03-3275・7593

上海市延安東路100号 耳目鐙大鹿606号 8 86-21-373-8888 

住所は名簿の括温内に!I':更 8 0484-67・6888



昭和5 7年卒

加観 光利 勤務先 －｛.ンド ・ スエズ銀行東京支店アセットベースドファイナンス

ZS 03-3589-3705 

森本 宗目lj 〒314鹿島郡鹿島町高天原2-3-13-406 8 0299-82-1467 

勤務先 住友金属工業｛徐｝鹿島製鉄所労務節勤労室 ZS 0299-84-2111 ex,2373 

昭和5 8王手事

大崎 雄二

河原地英武

干114北区上中製1-12-2 メゾンドールS 202 

〒604京都市中京区西ノ京中旬門F質問93番地第6コーポ中Jll 405号室

ZS 075・B12-2354 

間後さっき｛！日姓富田）〒175短編区赤稼1-5-11-25

昭和6 0 i'P'5 

松本 i霊也

高木 俊一

昭和6 1 fF $ 

F事国ゆかり

小針 進

佐々 木玉絡

l!I 世畠

畠山 行子

村上 勇介

昭和6 2年率

中島知恵子

冨主主図逮也

勤務先 東京都祭音院事業Ma'iR思 8 03-3964-1131 ex.2033 

44 Rue Ginoux 75015 Paris m 001-33ート45786471

久n市i5久喜846-5ライオンズガーデン久喜弐香鎗1301 8 0480-22-6472 

lh I資先 東京銀行丸の内支店

8 03-3353-4231 

勤務先 特殊法人B本観光緩興会ソウル事務所次長

137-030 SEOUL特別市消毒Z匝蚤院洞47番組 餓信19� APT331（車408銭

2月まで北京留学

〒141品JIJ区上大俗3-3-9-922 m合級特派員

〒228抱織原市碩邸1149-20

Calros Porras Osores #251 Dept#SOl San Isidro Lima 27 PERU 

m 001・51・14-40・87-37 動Z指先 Fax 001-51・14-63-03-02

Vera Baitsll ,Conger,Rm,2006 Hubbard Rd.1440 The Univ.of Michigan 

AnnArbor,MI48109 

lb.m先 日興証券アジア ・ オセアニア管理由Z

商 いずみ｛！日経五＋嵐）〒167 杉並区上弁lt 2-27・2-210 8 03-3390-6269 

告飼久美子 〒277柏市新柏7-18続的住宅2毎609 8 0471-64-6345 



中本 塾彦

昭和6 3年卒．

8150 Regents Rd. #101 San Diego,CA92122 m 619・450-4646

永沼 千控 〒210川崎市幸区南幸町2-26-12サウスピアコート603号

沼野 由行

平成元年卒

鹿山 一種

古郡 重忠

李 家堅

平成2�卒

2S 044-556-3362 

勤務先 PT Nomura Indonesia 7th Floor.Bank Pendania Building 

Jl.Jend.Sudirman Kav.40-41 Jakarta.Indonesia 

勤務先 日本興業銀行産業調査部

〒135江東区東間十7・17秀和第2東間町レジデンス601

3 03・3649-8332

〒146大田区鵜の木1-7-9 803-3756-2919 

勤務先 日本債券信用銀行

甲斐 祭－ 5 0484・72・1292 3月まで菌学研修

神筒 麗志 3 0473-53-1435 

高木 里絵 〒249退子市逗子7-13-39 パエルIl02

山本 匠 台北市抗州南路一段101巷15号 永祥公演106室 3.02-341-5177’

研修先 国立師範大学国語教学中心 台北市和平東路一段129之1号302・32ト8457

平成3年卒

南波 聡太 勤務先 武図薬品工業医薬国際本部本部長室

源 一秀

吉川 直矢

教務補佐員

連絡は、 勤務先ヘ

調布市深大寺南町2・8-1

伊豆見 元 Harvard University Center for International .Affairs 

1737 Cambridge street,Rm,506 Ca回bridge.MA 03138 

8 617・495僧2626 Fax617・495・4921

自宅a 617-876-4781 

なお、 1992.1.18 日現在の事務局到着分までで締め切りました．

住所等の変更がありましたら、 御一報下さい



編集後記

今回は2枚編成です。 普段の2倍のlt1刊というごとになるでしょう。

卒論握出目前に、 会員消息を入力したのですが、 件 数が多いと感じました。

そんなこんなで2年が過ぎ、 この編集者は静かに去っていくのであった．

あれ、 締切5分前だって。 急がなきゃ、 編集長。 肉ア

「中嶋ゼミ2 5周年の集いJの写真

中嶋ゼミ25周年記念の集い 1991.11.29 於：国際文化会館




