
時限 時間

10:00～10:20

10:20～10:30

10:40～10:50

10:50～11:15

11:15～11:40

模擬講義 コンピュータ実習 語学体験 実験体感コーナー 保護者プログラム 入試・留学相談 キャリア相談

2限 11:55～12:35 推薦入試 一般入試

A 『去年の夏、グリニッジヴィレッジで』

B 『ようこそ国際研究の世界へ』

F 『ビジネスゲームを体験！』

G 『LED送信機を作って光通信してみよう』

H『話してみようロシア語』

Ｉ 『話してみよう中国語』 

J 『話してみよう韓国語』

12:00～12:30
保護者対象
説明会①
（就職）

昼食 12:40～13:35

13:10～13:30
保護者対象
説明会②
（入試）

3限 13:40～14:20

D 『「魔法少女まどか☆マギカ」
　　　　で考える社会学』

E 『君も、国際交流インストラクター
になろう！』

F 『ビジネスゲームを体験！』

G 『LED送信機を作って光通信してみよう』

※内容は2限と同じです。

K 『ＣＥＰ』
▶本学独自の英語教育プログラム

4限 14:30～15:20

入試説明

☆各国を代表するスペシャルメニューを学生食堂で「無料」で試食できます☆

～ 各団体(部)の学生によるパフォーマンス及び紹介 ～

13:00～15:0012:40～15:20

◆ 『シミュレーション体験』

◆ 『バーチャルアリティ体験』

◆ 『３Ｄプリンタ体験』

◆ 『マチュピチュのデータを
操作してみよう』

◆ 『朝食のカロリーや
栄養成分量を計算してみよう』

◆ 『nuis入学★体感：
「商品企画」プロジェクトを

学びましょう！』

オープンキャンパス2016 スケジュール（平成28年7月31日(日)）
内　　容

受付

日程説明

1限
学長挨拶

国際学部 国際文化学科紹介

開会

情報文化学部 情報システム学科紹介

海
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各地より無料送迎バス運行！！ 

●ルート１ ： 十日町駅(7:55発)→小千谷駅(8:55発)→大学(10:00着）

●ルート２ ： 高田駅(7:45発)→柏崎駅(8:45発)→大学(10:00着)
●ルート３ ： 長岡駅(8:30発)→燕三条駅(9:20発)→大学(10:00着）

●ルート４ ： 村上駅(8:00発)→中条駅(8：40発)→新発田駅(9：10発)→大学(10:00着）

●ルート５ ： 加茂駅(8:05発)→五泉駅(8：55発)→新津駅(9：20発)→大学(10:00着）

※詳細は本学ホームページをご覧ください。

バスをご利用の場合は、事前に予約をしてください。 バスの予約
〆切は、7/8(金)です。
なお、事前にバス利用を申し込んだ方で、

※当日キャンセルする場合は、 必ず 大学までご連絡 ください。
（TEL：025-264-3777(直)）

※帰りのバスは大学を15：45出発(予定)

◆会場 新潟国際情報大学 本校（みずき野キャンパス）
　 （新潟市西区みずき野3-1-1） 

JR越後線「越後赤塚駅」下車 徒歩7分 
(上り) 新潟駅発 9：22  越後赤塚駅着 9：53  
(下り) 吉田駅発 9：17  越後赤塚駅着 9：37 

◆申込み・問合せ

TEL：025-264-3777(直)  FAX：025-264-3780

E-Mail: nyushikouho@nuis.ac.jp
事前申込につきましては、WEBの受付専用ページよりお申込みいただくか、電話、FAX、E-Mailでも受け付けております。

※1 TEL、FAX、E-Mailでお申し込みの場合は、名前・電話番号・在籍（出身）高校名・学年をお伝えください。

※2 バスを希望の場合、上記（※１）に加え、乗車場所の駅・緊急連絡先(携帯電話番号）・乗車人数をお伝えください。

F 『ビジネスゲームを体験！』 

講師：情報文化学部 准教授 佐々木桐子 

参加者でｸﾞﾙｰﾌﾟをつくり、ﾊﾟｿｺﾝを販売する会

社を設立します。会社同士で利益を競い合う

ｹﾞｰﾑを行うことにより、経営学を学ぶことができ

ます。最後に順位を決め、優勝ﾁｰﾑには表彰状

を進呈します。

G 『LED送信機を作って光通信してみよう』 
　　　講師：情報文化学部 教授 近藤　進 

赤外・赤・青色LEDで光送信機と光受信機をは
んだ付けなしで製作します。スマホや音楽プレー
ヤーの好きな曲を光信号に変えて送信します。
受信機で電気信号に戻してスピーカで聞きま
す。

●学部・学科紹介（1限）

各学部(学科)の特色を詳しくご説明します。
※全員参加のプログラムになります。

●推薦入試・一般入試説明

推薦入学試験、一般入学試験及び入試
問題の傾向と対策を分かりやすくご説明し
ます。 

●～推薦入試～小論文対策講座

A 『去年の夏、グリニッジヴィレッジで』

講師：国際学部　教授 矢口　裕子 

公募制推薦入試の小論文の過去問とそ

の対策について詳しく説明します。 

●保護者対象プログラム

就職、入試、学費など、保護者の方が一
番気になる点を、第1部（就職）と、第2部
（入試）に分けて、詳しくご説明します。 

●個別入試・進学相談

推薦入学試験、一般入学試験等、進学に
関することは、どんなことでも気軽にご相談
ください。 

●海外留学相談・紹介

アメリカ・ロシア・中国・韓国・カナダの留
学制度の説明や留学生活の楽しい様子
など、貴重な体験をぜひお聞きください。
実際に参加した学生が皆さんをお待ちし
ています。

●個別就職相談・キャリアカフェ

本学の就職指導、就職状況など、キャリア
に関することは何でもお応えします。実際
に就職活動中の学生のリアルな話も直接、
聴くことがきます。 
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H 『話してみようロシア語』 

講師：国際学部 准教授 神長 英輔 

ロシアは日本の隣の国です。新潟の街中でもロ

シア語を耳にすることがよくあります。ロシア文字

に親しみ、ロシア語でのあいさつや自己紹介に挑

戦してみましょう！ロシアがぐっと身近に感じられ

るはずです。

I 『話してみよう中国語』 

講師：国際学部 講師 佐藤　若菜

世界でいちばん多く話されている言葉は何語だと

思いますか？英語？実は中国語なのです。世界

人口の約５分の１にあたる人が中国語を話してい

ます。中国語を話して、あなたも世界の人々と交

流してみませんか！ 

J 『話してみよう韓国語』 

講師：国際学部 教授 申　銀珠

韓国語と日本語はまるで兄弟のようなもので

す。語順がほぼ同じで共通の単語もたくさんあり

ます。文字や簡単な挨拶の言葉などを楽しく勉

強しましょう。 

言葉を通して韓国という国をもっと近く感じてみ

ましょう！ 

K 『CEP(本学独自の英語教育プログラム）』 

講師：国際学部 CEP講師 シンシア・スミス

英語で自由自在にコミュニケーションできるよう

になったら、どんなにすばらしいでしょうか？CEP

を学べばそれが実現します。さあ、あなたもCEP

の楽しいレッスンを体験しましょう！

◆ 『シミュレーション体験』

◆『バーチャルリアリティ体験』

◆『３Ｄプリンタ体験』

◆『マチュピチュのデータを

操作してみよう』 

講師：情報文化学部 教授　藤田 晴啓 

マチュピチュ遺跡をGIS（地理情報システム）

で再現しよう。ドローンで撮影・３D化した遺跡

城郭を動かしてみよう。能とプロジェクション・

マッピングの疑似体験（時間制）

～推薦入試～ 

小論文対策講座

フリータイム

受付専用ページは

こちら

推薦入試 

（2・3限） 

（3限） 

10:40

C 『エージェントシミュレーション』

講師：情報文化学部 教授　白井 健二

航空管制による航空機の離発着の様子、銀
行端末（入出金など）の顧客利用状況など
シミュレーション全般についての事例を紹介
します。また、エージェントシミュレーションの
事例としてインフルエンザの伝染状況も紹介
します。

講師：情報文化学部 講師　河原 和好

バーチャルリアリティ(VR)とは、見ている人の 

 周りに映像を表示することにより、 仮想空間

に入り込んだような感覚を与えるシステムで

す。ヘッドマウントディスプレイを使って体験す

ることができます。

3Dプリンタを使うことにより、立体(3D)モデルを

印刷することができます。また、3Dスキャナを 
使うことにより、いろいろな物や人間の体をス

キャンして、印刷することもできます。

◆『朝食のカロリーや栄養成分量を
計算してみよう』 

　講師：情報文化学部 教授　高木 義和 

栄養成分をバランスよく摂取し健全な食生活
を実現することは健康を維持するために重要
な要因です。このコーナーでは今日の朝食の
栄養成分量を計算し、栄養バランスを考える
ことができます。使用する卒業生が作成した
はかりがなくても計算できるデータベース
は、googleの"栄養計算"検索で1位に表示
されるDBです。

◆『nuis入学★体感：
「商品企画」プロジェクトを学びましょう!』

一般入試 

講師：情報文化学部 教授 白井　健二

エージェント・シミュレーションとは、自律的なエージェ

ント（個体、組織や グループのような集合体）の行為

と相互作用を、それらがシステム全体に与える影響

を評価するためにシミュレートするものです。応用例と

してインフルエンザの伝染状況を紹介します。

D 『「魔法少女まどか☆マギカ」

で考える社会学』
講師：情報文化学部 准教授　小宮山 智志

講師：情報文化学部 准教授　藤田 美幸

学生が中心となって社会へ提案する「商品
企画」を体感できます。「商品企画プロジェク
ト」の進め方を大学生と一緒に学んでみましょ
う！

昨年、在外研修の半分をニューヨークのグリニッジヴィレッ

ジで過ごした私は、性差（ジェンダー）や人種をめぐって、ア

メリカ史上歴史的な出来事や、こんなことが本当にあるの

か、というニュースに次々と出逢いました。この講義では、

私が撮影した写真やニュース映像を紹介しながら、現代ア

メリカの性差と人種の問題を考えてみたいと思います。

 B 『ようこそ国際研究の世界へ』 

　　講師：国際学部 教授 臼井　陽一郎

いま、世界には、身体に爆弾を巻いて人混みで自

爆してしまう人たちがいる一方で、小さなゴムボート

に大勢で乗り込んで地中海を渡ろうとする人たちが

います。家族で手を取り合って1000キロの道のり

を歩いている人たちもいます。死と生がともに巨大

に鳴り響いています。私たちは、何をどう考えていく

べきなのでしょうか。大学で学んでいくことの一端を

紹介します。

C 『エージェントシミュレーション』

なぜ私たちは傷つきやすいのでしょうか。“友達”
だったり“先輩（後輩）”だったり、はたまた“恋人”
など、様々な“役割”をお互いに前提に会話をして
います。しかしその役割を確認することはありませ
ん。この“暗黙の了解”が傷つきやすさと大きく関わ
ります。アニメや小説を題材に一緒に考えてみま
しょう。

E 『君も、国際交流インストラクターになろう！』 
講師：国際学部 教授　佐々木 寛

本学では、学生であるにもかかわらず、「国際交流イ
ンストラクター」といういわば教師として県内の小・中
学校、高校で実際に授業を行う制度があります。こ
れまでのような講義型の「授業」ではなく、「ワーク
ショップ」という新しい形の教育方法で、国際関係を
学びます。全く新しい２１世紀型の国際理解教育を、
学生インストラクターと体験してみませんか？

講師：情報文化学部 講師　河原 和好




