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あらゆる人に、学びの喜びを。
知の楽しさを。



「学ぶほど豊かになるシルバーライフを！」
新潟国際情報大学エクステンションセンター長

平 山　征 夫（新潟国際情報大学長）

新潟国際情報大学が多くの市民、県民の方々に学びの場として提供しているエク
ステンションセンターの平成29年度・前期「オープンカレッジ」が開講します。本
学新潟中央キャンパスは新潟市の中心部に位置しており、その好立地をいかして創
立10周年の2004年から市民・県民向けに「オープンカレッジ」をスタートし、本年
度で14年目を迎えます。
カレッジの講座は一般教養、ビジネス、語学、資格取得など多岐にわたり、内容
につきましても年々充実させてまいりました。おかげさまで多くの方々にご利用い
ただいており、特に新潟日報社との共同開催「異文化塾」は、これまで種々の国々
や分野を取り上げ、異文化理解と文化交流の重要性を学ぶ場として好評をいただい
てきました。
高齢化社会の到来とともに「生涯学習」の重要性が叫ばれてきましたが、グロー
バル化が進み、地球が小さくなる一方で、資本主義の限界説が唱えられるなど不透
明化する現代社会では、「学び」の必要性が一段と高まっています。人類はこれまで
も先の見えない時代を知恵で乗り切ってきましたが、経済成長力が鈍化し、格差が
拡大し、異文化が衝突し、それがテロを多発させるという現代だからこそ、人々は
一層学び、賢い生き方を見出さなくてはならないでしょう。
今回、異文化塾では「シルクロード遠望」をテーマに選びました。悠久の昔から
隊商がラクダの背中に物資を載せて交易し、東洋と西洋の文化が交流したシルクロー
ドは、人類の異文化理解の原点ともいえます。もう一度その先人たちのロマンに学び、
地球規模での相互文化理解の意義を再考したいと思います。
また、今期から講座開設を4月に繰り上げますとともに、より多くの方々が参加し
やすいように日曜日開講の講座も用意いたしました。文化、一般教養、語学、ビジ
ネスなど、豊富な講座メニューをお届けいたします。ガンジーの「永遠に生きると思っ
て学びなさい」がモットーですから…。



＜異文化塾 ＆ ５分野の講座群＞
◇異文化塾◇

グローバルに変化の激しい時代…古今東西の様々な文化文明や歴史に学び、日々激動する
現代社会を考えるため、2005年から続けている新潟日報社との連携講座です。今期は、井
上靖「敦煌」や司馬遷「史記」、中島敦「李陵」の舞台に描かれた中央アジアの交易の道シ
ルクロードをテーマに「シルクロード遠望」＝5回講演会＝をお届けします。

◇文化・教養講座◇
奥の深い歴史と文化に彩られる佐渡―世界文化遺産登録を目指す佐渡金銀山やトキをはじ

め、島内各地に伝わる伝統祭事、美しい棚田や里山、貴重な地質地形などについて探る「魅
惑の佐渡」＝4回講座＝を、新潟県生涯学習協会の協力で行います。

先祖から伝わる古文書や書き付けのくずし字も読めるように、初歩から学ぶ古文書入門。
芥川賞の最新作品「しんせかい」を読み、また、新潟の画家・佐藤哲三を発掘した美術の目
利きでもある小説家・洲之内徹の芥川賞候補になった作品を読んで考察する講座。妖しくも
美しい「雨月物語」を味わう講座。英国の詩人シェリーやブレイクらの作品やシェークスピ
アの物語を深掘りして再発見をする教室もあります。

音読で「文字を聴く」新鮮さを味わう「朗読の魅力」講座。仏像の種類・特徴を紹介して「ほ
とけの姿」を考える鑑賞入門。「こんな落語もあるのか…」と思える珍しい噺

はなし

を聴かせる「落
語に学ぶ「人の情」」講座。そして、長寿高齢社会に欠かせぬ「認知症予防 ―脳トレ―」講
座や、身の回りに増えた物の整理術「片づけ上手は生
き方上手」講座、香りを生活に生かすアロマテラピー、
芳香療法の理論と実践を学ぶ教室もあります。

新しく「日曜日開催」の講座がスタートします。暮
らしに直結する経済、公的年金や保険の仕組みと将来
に向けた「自分年金」のつくり方を学ぶ「家庭けいざ
い入門」。家々に残る古い掛け軸や屏風などの鑑賞の
仕方と取り扱い方法を教える講座。NPOやNGO、そしてフェアトレードなど市民も関われ
る社会貢献や国際協力の活動について知る講座。「環境とエネルギーから考える新潟の未来
像」＝5回講座＝では、環境・エネルギー問題をめぐる最先端の動向を踏まえた第一線の講
師陣と共に「新しい社会の在り方」を探ります。

◇ビジネス講座◇
社会人のビジネス基礎知識や法律実務について学べる講座や、経理と簿記の基礎知識―仕

訳と簿記の管理システム「帳簿組織」やカラクリなど経理実務を初歩から解説する講座。会

公開講座のご案内　＜2017年前期＞　受講生募集！



計制度や財務諸表、原価配分や予算管理の落とし穴とその解決策をやさしく説明してくれる
教室。訪問先の会社で、相手にきちんと好ましく伝えるプレゼンテーションの仕方―仕事に
いかす発音・発声法。ひとの心を動かすコミュニケーション力を高め、リーダーシップ力を
向上させる「コーチ力基礎講座」。そして、イギリスのEU離脱や米国トランプ大統領登場な
どで世界経済の内向き逆流現象が懸念される今日、グローバル経済を読み解く講座も日々の
仕事に役立つはずです。
「日曜日開催」の講座も新設します。「社会人のためのビジネスメール・マナー講座」や新

たなビジネスモデルを創出するためのノウハウを学ぶ講座。無駄の少ない美しい時間の管理
術―生産性と質の高い仕事に結びつけるタイムマネジメントの仕方をマスターして、会社や
自分自身の成果を高めましょう。

◇資格講座◇
仕事でステップアップを目指すあなた。知識をより広げ深めて、技能を高め、昇給昇進や

転職も考えている方々…ビジネス実務法務検定やフィナンシャル・プランニンングの技能検
定合格を目指す講座があります。

企業活動がどんどん複雑多岐になる現代。仕事や社会生活でストレスが高まります。そこ
で、メンタルヘルス・マネジメント検定合格を目指す講座も人気です。

◇語学講座◇
街中で出会う外国人とスムーズに会話を楽しみたい。海

外旅行のホテルや空港、街角ショッピングなどで不便な思
いをしたくない。テレビやラジオの語学講座にプラスし、
生きた外国語会話を磨きたい。TOEIC試験に臨みたい。シ
ニア向けの英会話を学びたい。中国語、韓国語、フランス語、
スペイン語やロシア語も、初心者向けから上級クラスまで

各レベル豊富にそろっています。1時間単位のプライベートレッスンもあります。

◇パソコン講座◇
Wordの基本操作ができる人向けに、イラストや写真、表などを効果的に使った文書作成

や長文作成など実務的な文書作成の能力を高める「実務で活かすWord【基礎】」から、さら
なる実践力をつける【応用】講座。表計算ソフトExcelは入門編から、グラフ作成やデータ
の並び替え・抽出など便利な機能を習得し、即戦力となる実務の【基礎】~【応用】講座。
パソコンの初心者向けにマンツーマンのプライベートレッスンから、スマホアプリなどを開
発する「プラスクリエイティブ」によるアプリ開発、ブログ開設、ホームページ作成などに
対応したプライベートレッスン・ハイパー講座もあります。
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問い合わせ　新潟国際情報大学エクステンションセンター　TEL.025-227-7111

異文化塾
新潟国際情報大学／新潟日報社　連携講座

シルクロード遠望
広大なユーラシア大陸の遥

はる

か東西を結ぶシルクロード。古来、あまたの民族や国々が夢を求めて探検と往来の旅を重
ね、覇権を争いました。エキゾチックなロマンをかき立てる西域の興亡と異文化混交の変遷、悠久の昔に思いをはせてみ
ませんか。

■日程と講師（テーマ）

第１回 5月13日（土）
「司馬遷『史記』と中島敦『李陵』の舞台」
　〜漢と匈奴、河西回廊の攻防〜

講師
新潟大学教授

白石 典之

第3回 7月15日（土）

「英露の覇権争いと『大谷探検隊』」

講師
新潟大学准教授

柴田 幹夫

第5回 10月14日（土）
「マルコ・ポーロと『東方見聞録』の謎」
　＋補講 平山学長のシルクロード回想（村岡教授の講演後、約30分）

講師
龍谷大学教授	 新潟国際情報大学長

村岡 倫 平山 征夫
補講
講師

第2回 6月17日（土）
「中央ユーラシアの環境史」
　〜自然環境の変遷と人々のくらし〜

講師
新潟大学准教授

奈良間 千之

第4回 9月30日（土）

「イスラーム美術工芸品に見る東西交流」

講師
東京大学教授

桝屋 友子

■開講時間 各回 午後 1 時 30 分～午後 3 時 （第 5 回は希望者に補講・午後 3 時半まで延長）
■定　　員 100 名（応募者多数なら抽選も）
■受 講 料 全 5 回で 一般 3,100 円　／　高校生以下 2,100 円
■会　　場 新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス（新潟市中央区上大川前通 7）
■申し込み 往復はがき、またはメールに郵便番号、住所、氏名（ふりがな付き）、年令、電話番号、「異

文化塾」と明記し、〒951-8068 新潟市中央区上大川前通 7 新潟国際情報大学エクステン
ションセンターまで。アドレス：exten@nuis.ac.jp

■締め切り 平成 29 年 4 月 28 日（金）必着

敬称略
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文化・教養講座A
　歴史と文化に彩られた独自の色彩を放つ佐渡。今回は世界文化遺産登
録を目指す「金銀山」や特別天然記念物「トキ」だけではない島内の魅力
を地元から発信します。講座に取り上げた4つのテーマは世界文化遺産登
録と実質的に関連があり、佐渡の大地の成り立ちや歴史によって生み出され、
過去から現在へと引き継がれ、未来へと伝えていかなければならない価値
があるものです。奥深い魅力のある佐渡をあなた自身で見つけてみませ
んか。

講座
番号 A17001 魅惑の佐渡 －日本の縮図、佐渡の魅力を探る－ 申込締切日 5月8日

開講日 5/15・22・29、6/5
（月曜日　全4回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 30名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母 3,300円

松
まつだ

田　祐
ゆうき

樹
（NPO法人佐渡芸能伝承機構理事長）

1959年旧両津市夷生まれ。20代後半から島
内各地の祭りを見て回り、平成17年から19年
まで新潟日報に『祭りを歩く』を掲載。有限会
社松田製作所の代表取締役を務める傍ら、平
成20年「特定非営利活動法人佐渡芸能伝承
機構」を創設し、理事長に就任。

大
おおいし

石　惣
そういちろう

一郎
（佐渡棚田連絡協議会会長）

佐渡の田舎である岩首で少年時代を生き、東
京新宿で大人になり、34歳で家族と帰郷。母
が守って来た棚田農業を引き継ぎ現在に至
る。10年前に廃校になった木造校舎を「岩首
談義所」として活用中。

渡
わたなべ

邉　剛
よし

忠
ただ

（佐渡ジオパーク推進協議会顧問、
佐渡を世界遺産にする会 副会長）

新潟大学卒業後、佐渡島内の高等学校、新
潟市教育委員会、県教育庁高等学校教育課
勤務を経て、両津、佐渡高等学校長、佐渡市
教育長、佐渡学センター所長（兼市立佐渡博
物館長）など歴任。
佐渡金山を中心とした世界文化遺産登録活
動、佐渡ジオパークの日本認定の取り組みにあ
たる。

高
たかふじ

藤　一
いちろうへい

郎平
（佐渡市立佐渡博物館長）

新潟県立興農館高等学校（当時）卒業。卒
業した小学校の廃校を機に民具収集を開始。
（小学校は佐渡国小木民俗博物館として現
存）。縁あって今は亡き宮本常一先生の指導
の下で博物館学を学ぶ。民具から地域を観る
眼を養う。

第 1回 :佐渡の祭り
 講師：松田　祐樹
  佐渡に暮らす若者が「364日はこの一日のためにある」と

口にした祭り。佐渡に暮らす人々にとって祭りは必要不可
欠。それぞれの地域で多種多様に継承されている佐渡の祭
りの魅力を紹介します。

第 2回 :佐渡の棚田から見えるもの
 講師：大石　惣一郎
  離島佐渡で最も知られていない私の故郷、「限界集落」と

なった岩首集落を『元気かい集落』に変えようと、首都圏
大学生と一緒に集落が抱える課題や問題と向き合いながら
楽しく！奮闘中です。今回は活動から見えたこと考えたこ
となどをお伝えします。また、自慢の “ 岩首棚田 ” の空気
や空、海もぜひに味わっていただきたいと思います。

第 3回 :「佐渡ジオパーク」を楽しもう
 講師：渡邉　剛忠
  大地の贈り物である金銀山やトキがすむ里山は、佐渡の誕

生や成り立ちと深く関わっています。
  貴重な地質や地形を有する島、そこに住む生き物や人びと

の暮らしを中心に「佐渡ジオパーク」が誕生しました。
 これまでとは違った新しい佐渡を発見してみませんか。

第 4回 :世界文化遺産登録と未来へ伝える佐渡の暮らし
 講師：高藤　一郎平
  世界文化遺産登録を目指している佐渡金銀山は徳川幕府の

財政を支え、明治時代からは近代鉱山として国内のトップ
レベルを堅持してきました。この中で形作られてきた鉱山
文化は、佐渡全島に浸透し、今もその姿が多く残されてい
ます。

  世界文化遺産登録を目指す佐渡金銀山の周辺にある興味深
く面白い「こと」や「物」についてお伝えします。

講座内容

2申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　先祖が残した書き付けがあるけれど、何が書いてあるかわからない。古
文書に興味があるが、くずし字が読めない。何とか古文書が読めるようにな
りたい。さまざまな古文書に対する想いを初歩から学び、古文書の扉を開
けてみませんか。

講座
番号 A17002 初めての古文書「入門編」 申込締切日 3月27日

第 1回～第 4回
●  市販の古文書解説本の基礎編などに収載されている小学読本の事
例や身近にあるくずし字、簡単な地名・人名、短い文書などを教
材にします。また、定型文である「離縁状」などの解読に取り組
みます。

●  古文書の形態、種別など基本的な用語や事柄についても実際の古
文書を手にとって学習や理解を進めます。

講座内容

開講日 4/5・12・19・26
（水曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母  3,300円

菅
すがせ

瀬　亮
りょうじ

司
（元新潟県立文書館副館長）

1945年生まれ。新潟大学人文学部史学科卒
業。1969年公立高等学校教諭となり、県立
文書館副館長、新潟市立明鏡高等学校長な
どを歴任、2006年退職。この間総務部県史編
さん室勤務、「新潟県史」の編さんに携わり、近
世史部会を担当。

　芳香植物療法は世界で最も古い治療法と言われます。精油は人々の健
康維持に役立つ成分を含む自然界からの贈り物。生命に優しく働きかけ、
生命と共存するものです。アロマテラピーには、薬の様に鋭角的な作用は
ありませんが、毎日のセルフケアへの活用により心と体のこわばりがゆるみ、
自然治癒力が高まることが期待できます。この講座を通してアロマテラピー
の魅力と可能性をより身近に感じてみませんか。今回講座では、バスタイ
ムのアロマテラピーに役立つ精油の薬理的作用を学び、日常生活で簡単に
活用出来る方法を学びます。　

講座
番号 A17003 「新」香りを学ぶ －芳香療法理論と実践－ 申込締切日 4月4日

第 1回：バスタイム・アロマテラピーのススメ！
 スクラブ入りのアロマバス石けん＆バスオイル（入浴剤）作り
 ＊アロマバスの効能・効果について
 ＊精油とは　ケモタイプ
 ＊アロマテラピーの活用法と注意点
 ＊そろえておきたい材料と道具類
第 2回：アロマシャンプーで頭皮＆髪を元気に！
 トラブル知らずの頭皮ケア　美容シャンプー作り
 ＊自分に合った香りによる美肌効果について
 ＊美肌を作る精油と植物油（ローズヒップ油などについて）

【受講日に持参するもの】
　毎回テーマに沿ったアロマクラフト（アロマで作る手作りの品物）
を作成してお帰りいただきます。
●  クラフトで使う 20mlビーカー、ガラス棒のセットをお持ちくだ
さい。このセットは初回の時に教室で販売します。

  （800円※教材費別途）ご希望の方は当日ご購入ください。
●  布製ランチマット 1枚、ハンドタオル

講座内容

開講日 4/15、5/13
（土曜日　全2回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 15名
教材費 2,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母  2,500円

真
まき

木　美
みちよ

智代
（ナード・アロマテラピー協会認定 アロマセラピスト・トレーナー）

大学卒業後、テレビ新潟放送網報道制作局
アナウンサーとして勤務。国際交流、福祉を中
心にニュースキャスターとして活躍。現在もフ
リーアナウンサーとして活動する傍ら、Aroma	
Reineアロマテラピースクール＆サロン	オー
ナーセラピストとしてアロマテラピーの普及やプ
ロの養成に力を注ぐ。
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　シェークスピアについては毎年開講しており、今回が6回目となります。
シェークスピアの名前を一度は聞いたことはあるでしょうが、作品を読んだ
り、映像で見たりすることはほとんどないと思います。これまで1回の講座
で5作品を取り上げ、作品の内容、問題点、意義を説明してきましたが、今回
も同じように以下の5作品を扱い、各作品の解説、解釈を行います。400年
以上前のシェークスピア作品が古さを感じさせず、現代の我々にも共感す
るところが多いことを再発見します。

講座
番号 A17004 シェークスピアを読むⅥ 申込締切日 4月7日

第 1回： 『ヴェニスの商人』（The Merchant of Venice）
 －寓話的世界と現実的世界の調和－
第 2回： 『尺には尺を』（Measure for Measure）
 －法律は慈悲を受け入れるのか－
第 3回： 『ヘンリー八世』（Henry VIII）
 －宮廷行事の豪華さと歴史劇－
第 4回： 『タイタス・アンドロニカス』（Titus Andronicus）
 －流血悲劇とタイタス－
第 5回： 『シンベリン』（Cymbeline）
 －ロマンス劇としての「再会」と「和解」－

※ 受講者は事前に作品に目を通していれば講座の理解に役立ちま
す。日本語訳には小田島雄志訳［白水社］等があります。
　 DVDには BBC（英国放送協会）版と蜷川幸雄演出版があり、受
講前に鑑賞できます。

講座内容

開講日 4/18・25、5/9・16・23
（火曜日　全5回）

開講時間 13：30～15：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母  4,100円

高
たかはし

橋　正
しょうへい

平
（新潟大学名誉教授、新潟国際情報大学特別研究員）

1945年生まれ。東北大学大学院文学研究
科修士課程修了。新潟大学人文学部教授な
どを経て、2016年3月まで新潟国際情報大学
特任教授。4月から特別研究員。研究分野は
17世紀イギリス文学。著書に『イギリスとアメリ
カ植民―「黄金」と「キリスト教」』、『ヴァージニ
ア植民研究序史』、『火薬陰謀事件と説教』ほ
か。日本英文学会、十七世紀英文学会会員。

　まず、映画の名作を鑑賞して楽しみましょう。そのうえで、アレコレ楽しく
語り合いましょう。今回のテーマは、未来の希望。毎日暗いニュースばかり
ですが、来るべき新しい社会について、考えたいと思います。この「新しい社会」
についての萌芽はすでに世界各地に現れています。その可能性のひとつひ
とつを注意深く観察し、私たちの本来の希望を取り戻したいと思います。

講座
番号 A17005 映画から考える、来るべき新しい社会 申込締切日 4月7日

第 1回：エネルギーから世界を変える
 カール・フェヒナー『第四の革命－エネルギーデモクラシ－』
第 2回：食から世界を変える
 渡辺智史『よみがえりのレシピ』
第 3回：古（いにしえ）の暮らしにきく
 佐藤真『阿賀に生きる』
第 4回：グローバル化と闘う
 ジャン＝ポール・ジョー『世界が食べられなくなる日』
第 5回：世界各地の知恵を再発見する
 マイケル・ムーア『マイケル・ムーアの世界侵略のススメ』

※ 講座の中で各作品を簡単に説明しますが、事前に作品を鑑賞して
おくとより理解が深まります。DVDを鑑賞できる機会も設けま
すので、ご希望の方はお問い合わせください。なお、都合により
上映作品が変更になる場合があります。

講座内容

開講日 4/17、5/15、6/5・19、7/3
（月曜日　全5回）

開講時間 19:15～20:45
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母  4,100円

佐
ささき

々木　寛
ひろし

（新潟国際情報大学　国際学部　教授）

1966年生まれ。新潟国際情報大学国際学
部長。専攻は平和研究、国際政治学。近著に、
『国際共生とは何か』（共著）、『平和を考える
ための100冊＋α』（編著）、『「3・11」後の平
和学』（編著）等。

4申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　必要なモノだけに囲まれて日常を過ごせたら、心豊かな毎日でしょう。皆
さんは、整理ができないのは生まれつきで、遺伝や性格と思ってあきらめて
いませんか。
　この講座では、整理ができない根本的な原因を知り、解決する仕組みを
学びます。整理が得意になれば様々なシーンで快適になるはずです。モノ
と向き合い、自分で判断、決断する練習を通して、次第に頭の中も整理され、
余裕も生まれます。整理を通して生活の質が向上し、より良い結果が得られ
る自分になるための一歩を実践してみましょう。

講座
番号 A17006 片づけ上手は生き方上手 －ストレス解消、そして心も軽く－ 申込締切日 4月17日

片づけの達人になるための 5つのステップ
1、意識改革（どうしたいのか？どうありたいのか？）
2、整理の基本
3、モノの量と位置を決める
4、もとに戻す仕組みで定着化を図る
5、心の整理

講座内容

開講日 4/26、5/10
（水曜日　全2回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母  2,500円

小松　弘美
（整理収納アドバイザー1級、プロフェッショナルコーチ）

仕事・家事・介護の両立の困難に直面し、「整
理収納術」の学びを深める。2005年より、各
種研修において「楽に行動を起こせるトレーニ
ング法」を紹介している。

　白洲正子に「遊鬼」と呼ばれ、小林秀雄に「当代一の絵の目利き」と賞賛
された洲之内徹は芥川賞候補にもなった小説家です。しかし愛読された作
品は、私小説的エッセイ「気まぐれ美術館」「絵のなかの散歩」でした。その
謎解きをしてみたい。
　洲之内の文学の旅もしてみたい。オプションで、彼のふるさと松山へ。こ
こは「坊っちゃん」の伊予道後温泉や正岡子規、種田山頭火のゆかりの地で
もあります。

講座
番号 A17007 愛読・洲之内 徹 申込締切日 4月26日

第 1回：文学の “今 ” を考えます
 第 156回芥川賞「しんせかい」山下澄人を読む
第 2回：洲之内 徹の叙情の源泉を探ります
 「赤まんま忌」を読む
第 3回：純文学作家としての洲之内の魅力を楽しみます
 「棗の木の下」を読む
第 4回：新潟とのゆかりを「気まぐれ美術館」からみてみます
 「山荘記」「続山荘記」を読む
第 5回：洲之内の愛した新潟の画家佐藤哲三の周辺
 初恋の人や兄佐藤重義のことなど　　　

講座内容

開講日 5/12・19、6/2・9・16
（金曜日　全5回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母  4,100円

若
わかつき

月　忠
ただのぶ

信
（文芸評論家）

1937年生まれ。新潟大学人文学部人文学科
卒業（国文学専攻）。県立新潟、新潟東など公
立高校教諭を経て、1984年から1993年まで	
新潟大学非常勤講師（日本文学作品論ほ
か）、1998年から敬和学園大学客員教授を務
めた。坂口安吾の世界をはじめ「文学と風土」
にこだわる旅を続ける。にいがた市民文学運営
委員長。主な著書に「資料坂口安吾」「文学の
原風景」ほか。
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　日常生活の中で、人々の暮しと密着しながら息づいてきた地名・町名。明治・
大正・昭和・平成と時代が変わるなかでどのような消長があったのか、そして
そこから何が分かるのか。性急な語源解釈やあいまいな伝説に終始しがち
な“地名考”ではなく、冷静な現状分析から段階を踏んでいく必要があるの
ではないか、と思います。地名を郷土史資料として見るときに、どのような
見方とステップが必要なのかも考えてみましょう。

講座
番号 A17008 地名・町名が語る郷土100年の歩み －その見方、調べ方－ 申込締切日 4月28日

第 1回：私たちの暮らしをとりまく「地名」・「町名」
　 私たちの足元や身のまわりには沢山の地名が息づいています。どこ
にどのような “地名 ”があるのか、探してみましょう。まず、場所や、
方向を特定するための表現としての名称を挙げてみてください。
第 2回：“町 ”（まち、ちょう）名を探る
　 特に「町名」に注目してみます。そもそも「町」とは何でしょう。
そして「町」の中に多くの「町名」があります。新潟市内を例に
詳しく見ていきましょう。100年の歴史と “ 町 ” の広がりがどの
ように読み取れるのか、を考えます。
第 3回：「沼垂」が読めますか－漢字で表される地名の問題
　 個人レベルから国政レベルに至るまで常に地名の文字表記は必要
とされています。多くの場合、漢字で表記する長い伝統が守られ
ています。それについて疑問に思うことはありませんか。何と読
むのか判断に苦しむことも少なくないその在り様を考えてみます。
第 4回：その “地名 ”・“ 町名 ” はいつから？
　 地名・町名のなかにはここ 100年の歴史の中でもスタート時点
がはっきりしている例が数多く見られます。発生したそのときの
状況を知ることから、地名・町名の過去と未来を考える糸口を探っ
てみましょう。

講座内容

開講日 5/9・23、6/6・20
（火曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母  3,300円

本
もとい

井　晴
はるのぶ

信
（元新潟県立文書館副館長）

1951年生まれ。国学院大学文学部史学科卒
業。県美術博物館学芸員、県立文書館専門
研究員を経て、同副館長で退職。これまで歴史
資料原本の保存と取り扱いの啓発に取り組ん
できた。また、高校生のころ柳田國男の論文に
啓発を受けて以来地名に関心を持ち、その史
料的価値の追究を続けている。

　『更級日記』は、地方官の娘として育った作者が、13歳のとき父につれら
れて京へ上る時の紀行から始まり、『源氏物語』を手にして「后の位も何に
かはせむ」と、几帳のかげで読み耽った夢みがちの少女時代、そして宮仕え、
結婚、夫との死別、50代のわびしい一人暮らしを述べて終わっています。今
回の講座はその後編となり、作者30歳ころの宮仕えから晩年までの作者の
人生の後半を、原文で全文読み進めます。物語にあこがれた夢多き少女が、
30代からの厳しい社会生活を通して現実に幻滅し、仏にすがり来世を願う
晩年までの姿は、読む人の心にしみじみと伝わります。後編はまさに「女の
一生」の核心ともいえます。
　前編とのつながりをもたせて読んでいきますので、前編を受講していな
い方の受講も歓迎いたします。

講座
番号 A17009 『更級日記』後編 －千年の時を超えて心にひびく「女の一生」－ 申込締切日 5月1日

30歳ころ～晩年まで
第 1回：宮仕えの記Ⅰ ［宮仕え・結婚］
第 2回：宮仕えの記Ⅱ ［春秋のさだめ］
第 3回：物詣の記Ⅰ ［石山・初瀬］
第 4回：物詣の記Ⅱ ［鞍馬・石山・初瀬・太秦・和泉］
第 5回：晩年の記 ［夫の死・姨捨の日々］

講座内容

開講日 5/12・26、6/9・23、7/14
（金曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 30名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母  4,100円

岡
おかむら

村　卓
たくじ

二
（元高等学校教諭）

1944年生まれ。新潟南高校、新潟高校など県
内の高校教諭を務め退職したのち、2008年よ
り本学エクステンションセンターで、源氏物語講
座、平家物語講座、方丈記講座などを担当。

6申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　今回は長～い噺（1時間以上かかるものも！）と「こんな落語もあったん
だ」という珍しい噺を楽しんでいただきます。「文七元結（ぶんしちもっと
い）」は三遊亭円朝の作った落語で、歌舞伎でも人気のある作品です。「地
獄八景亡者戯（じごくばっけいもうじゃのたわむれ）は、故桂米朝が復活し
たものを、弟子や孫弟子たちが、自分なりの工夫を加えて演じています「山
崎屋」「宗論（しゅうろん）」「紺田屋」は、演じられる機会が少ない、珍しい
演目です。

講座
番号 A17010 落語に学ぶ「人の情」Ⅱ －長～い噺と珍しい噺編－ 申込締切日 5月9日

第 1回：文
ぶんしちもっとい

七元結（これぞ江戸っ子気質！）
第 2回：文

ぶんしちもっとい

七元結その 2（上方落語でどう演じる？）
第 3回：地

じごくばっけいもうじゃのたわむれ

獄八景亡者戯（地獄ってどんなとこ？）
第 4回：山﨑屋・厩火事（人を試すのはよくないかも知れませんが）
第 5回：宗

しゅうろん

論・紺田屋（宗
しゅうろん

論って何でしょう？）

講座内容

開講日 5/20、6/3・17、7/1・15
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母  4,100円

田
たまき

巻　明
あきひさ

恒
（演劇研究家）

1954年生まれ。日本大学大学院芸術学研究
科文芸学専攻修士課程修了。小・中・高校生
を対象とした学習塾を経営する傍ら、演劇研究
家として歌舞伎、文楽、落語などの伝統芸能に
ついての講座を担当。「古典藝能に親しむ会」
主宰。

　文章を音読すると新鮮な世界が広がります。文字の黙読ではわからなかっ
た、豊かな人間の肉声の魅力が伝わってきます。話し言葉の抑揚やリズム
を表現する朗読の底辺は広がっており、国内約600万人が楽しんでいると
いわれてます。さまざまな文学作品や随筆、書簡などを朗々と音読してみましょ
う。子供や孫、サークルや地域で昔話や物語の読み聞かせができるかもし
れません。

講座
番号 A17011 朗読の魅力「続編」 －「文字を聴く」－ 申込締切日 5月26日

第 1回：池澤　夏樹　「雪迎え」
第 2回：芥川龍之介　「羅生門」
第 3回：別役　　実　「空中ブランコ乗りのキキ」
第 4回：小泉　八雲　「雪女」

　講師が全編を朗読したあと、参加者一人ずつ朗読して頂きます。
その後、講師からのアドバイスを反復することで朗読力の向上を図
ります。なお作品は「雪迎え」以外は抜粋文。

講座内容

開講日 6/7・14・21・28
（水曜日　全4回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母  3,300円

小
おやなぎ

柳　実
みのる

（元NHK・BSN新潟放送アナウンサー、
新潟アナウンススクール代表・講師）

1947年新潟市に生まれる。1970年大学卒
業と同時にNHK入局。秋田局、熊本局で勤
務。1976年BSN新潟放送へ移籍。アナウン
サー、記者として勤務。アナウンス部長、報道
制作局長など歴任。2010年BSN定年退職。
同年	新潟アナウンススクール設立、アナウン
サーや音声表現者育成にあたり今日に至る。
朗読集団、越後語り座に所属、ライブ朗読を通
じた地域振興につとめる。電話応対コンクール
新潟県審査員。
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　越後・佐渡には江戸時代の古文書が大量に存在しています。古文書はそ
の当時の社会や生活の実態を物語る貴重な史料です。くずし字の用例と解
読を学び、内容の理解に努め、人びとの意識と時代の背景に迫ります。

講座
番号 A17012 古文書に親しむ「解読編」 申込締切日 5月29日

第 1回～第 4回
●  受講者の家伝文書を教材にします。具体的には魚沼郡妻有組山谷
村（十日町市山谷）の質田地証文や質地にかかわる係争文書、幕
府から明治政府への支配替えに伴い明治 3年に妻有組 22ヵ村か
ら出された「租税方嘆願書控」を教材として解読をすすめます。

●  受講者の所蔵する古文書等も教材として使用したいと考えていま
す。

講座内容

開講日 6/7・14・21・28
（水曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母  3,300円

菅
すがせ

瀬　亮
りょうじ

司
（元新潟県立文書館副館長）

1945年生まれ。新潟大学人文学部史学科卒
業。1969年公立高等学校教諭となり、県立
文書館副館長、新潟市立明鏡高等学校長な
どを歴任、2006年退職。この間総務部県史編
さん室勤務、「新潟県史」の編さんに携わり、近
世史部会を担当。

　認知症は、成人になってから起こる認知機能の障害で、その影響で日常
の生活が困難になった状態です。厚生労働省は、全国で認知症を患う人の
数が2025年には700万人を超えるとの推計値を発表しました。これは、65
歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症になるという数値で、大きな社
会問題となっています。
　「左右別の動きを同時にする」という普段慣れない動きと、「簡単な認知
問題（計算やしりとりなど）」をあわせて行うことで、脳の活性化と認知機能
の向上を図ります。友達や趣味のサークルなどで楽しく行うことにより、笑
顔とコミュニケーションが生まれ、楽しく認知症予防が続けられます。
　ご自身や愛する家族の万が一のために、認知症に対する正しい知識と、
予防対策を学んでみませんか。

講座
番号 A17013 続 今から始めよう！「認知症予防－脳トレ－」 申込締切日 5月31日

第 1回：認知症の基礎知識
第 2回：いろいろな脳トレ運動をやってみよう
第 3回：自分でオリジナルの脳トレをつくってみよう

講座内容

開講日 6/10・17・24
（土曜日　全3回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母  2,500円

榎
えのきだ

田　雄
ゆういち

一
（認知症予防脳トレ士、終活カウンセラー、特定行政書士）

1970年生まれ。「相続手続、遺言作成」業務
を専門とする行政書士。認知症による相続問
題の複雑化を日々実感し、「認知症予防脳トレ
士」としてその予防に取り組んでいる。

8申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　仏像の種類やかたち・特徴など基礎的なことを学んだあとに、私たちの身
近にある新潟の仏像についても紹介し、画像を見ながら巡っていきます。さあ、
仏像の旅に出かけましょう。

講座
番号 A17015 仏像鑑賞入門 －ほとけの姿－ 申込締切日 6月23日

仏像の種類とかたち
第 1回： 如来（大日如来、薬師如来、阿弥陀如来、弥勒如来、五智

如来など）
第 2回： 菩薩（弥勒菩薩、観音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、地蔵菩

薩など）
第 3回： 明王（不動明王、愛染明王、五大明王、孔雀明王など）
第 4回： 天部（梵天、帝釈天、四天王、毘沙門天、吉祥天、十二神

将など）

講座内容

開講日 7/1・8・22・29
（土曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 25名
教材費 1,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母  3,300円

横
よこやま

山　秀
ひでき

樹
（新潟市新津美術館館長）

1949年生まれ。国学院大学文学部史学科卒
業。新潟県立美術博物館学芸員を経て、県立
万代島美術館開設に携わる。同美術館館長、
県立近代美術館副館長などを経て現職。土田
麦僊、横山操、小林古径など新潟県出身の日
本画家の作品に特に造詣が深い。

　英詩についてはこれまで18世紀のロマン派詩人ウィリアム・ワーズワスを
取り上げ、彼の代表的な自然と人を歌った詩を扱いましたが、この講座では
ワーズワス以外のロマン派詩人を取り上げ、各詩人の感情を歌いあげた詩
を鑑賞していきます。英語に自信のない方でも十分詩を理解できるように
解説し、詩を味わっていきます。

講座
番号 A17014 英詩を読む －原書で英米の詩に親しむ－ 申込締切日 6月16日

第 1回：コウルリッジ：Recollections of Love「恋の思い出」
第 2回： シェリー：Stanzas Written in Dejection Near Naples
 「ナポリ近く失意のうちに読める歌」
第 3回： バイロン： On a Distant View of the Village and School, 

of Harrow, on the Hill
 「ハロー遠望 －村と学校をかなたに見て」
第 4回：ブレイク：The Shepherd「羊飼い」
第 5回：ラム：The Old Familiar Faces「昔の懐かしい顔」

講座内容

開講日 6/27、7/4・11・18・25
（火曜日　全5回）

開講時間 13：30～15：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母  4,100円

高
たかはし

橋　正
しょうへい

平
（新潟大学名誉教授、新潟国際情報大学特別研究員）

1945年生まれ。東北大学大学院文学研究
科修士課程修了。新潟大学人文学部教授な
どを経て、2016年3月まで新潟国際情報大学
特任教授。4月から特別研究員。研究分野は
17世紀イギリス文学。著書に『イギリスとアメリ
カ植民―「黄金」と「キリスト教」』、『ヴァージニ
ア植民研究序史』、『火薬陰謀事件と説教』ほ
か。日本英文学会、十七世紀英文学会会員。
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　古事記・日本書紀を読み解きながら、そこに織り込まれた物語・伝承をもと
に、古代のすがたを明らかにするとともに、古代人の思考とそれを生み出し
た古代社会の実態をさぐる。本講座では応神天皇・仁徳天皇の実像を明ら
かにする。

講座
番号 A17016 古事記・日本書紀から古代を読み解くⅤ 申込締切日 6月26日

第 1回：最後の英雄－応神天皇
 応神天皇は神の子か
 気比大神と名前を交換した応神天皇
 皇位継承者の候補－ 3人の異母兄弟
 天皇の妃を譲り受けた息子オオサザキ
 皇位をねらう大山守命の反逆
第 2回：半島からやってきた人々
 緊迫する半島情勢
 新羅から来た皇子－天之日矛伝説
 文化をもたらした人々
 帰化人か渡来人か
第 3回：聖帝とたたえられた仁徳天皇
 皇位を譲り合う異母兄弟・オオサザキとウジノワキイラツコ
 民の竈の煙－仁徳天皇は聖帝であったか
 土木技術を伝えた渡来人たち
 河内王権は存在したか－騎馬民族征服説と王朝交替説
第 4回：仁徳天皇をめぐる女性たち
 吉備へ逃げ帰った黒姫
 嫉妬深かった磐之媛皇后
 天皇の妃となる雌鳥皇女を娶った隼別皇子の謀反

講座内容

開講日 7/6・13・20・27
（木曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 30名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母  3,300円

伊
いとう

藤　善
よしのぶ

允
（新潟郷土史研究会会長）

1944年生まれ。東京大学文学部国史学専修
課程卒業。1970年県公立学校教員となり、県
史編さん室主査、県高等学校教育課指導主
事、県文化行政課長、長岡高校長などを歴任
し、2004年退職。長岡市文化財保護審議会
委員。2013年度から新潟市芸術文化振興財
団理事を務める。

　上田秋成の『雨月物語』は、中国の小説や我が国の古典を題材としなが
らもそこから脱化し、和漢の古語を自由に駆使した独特の文体と、鬼気迫る
怪奇描写、自己の思想を鮮明にした内容で、読み本というジャンルの中でも
独自の高い評価を受けています。この講座では『雨月物語』全9話のうち5
話を各回1話ずつ取り上げます。長い話は一部に現代語訳も交えながらも、
できるかぎり原文で読んでいきます。妖しくも美しい光彩を放つ上田秋成
の作り出した怪異世界を楽しんでみませんか。

講座
番号 A17017 『雨月物語』 －近世怪異小説の最高傑作－ 申込締切日 7月18日

第 1回：「白峰」 （崇徳院の怨霊と西行の再会）
第 2回：「菊花の約」 （魂魄となって約束を果たす赤穴宗右衛門）
第 3回：「浅茅が宿」 （勝四郎を待ちわびた妻の亡霊）
第 4回：「吉備津の釜」 （道楽者の夫に裏切られた貞淑な妻磯良の怨霊）
第 5回：「蛇性の淫」 （美青年豊雄につきまとう美人に化けた蛇の淫）

講座内容

開講日 7/28、8/25、9/8・22、10/13
（金曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 30名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母  4,100円

岡
おかむら

村　卓
たくじ

二
（元高等学校教諭）

1944年生まれ。新潟南高校、新潟高校など県
内の高校教諭を務め退職したのち、2008年よ
り本学エクステンションセンターで、源氏物語講
座、平家物語講座、方丈記講座などを担当。

10申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　生活のスタイルが大きく変化した現代。掛軸・屏風は過去のもの、特殊な
もの、取り扱いが面倒と思って敬遠していませんか。でも、ちょっとした気配
りをするだけで、だれでも、いつでも楽しむことができるのです。あわただ
しい現代生活の中でも一服の清涼剤になるそれらをどのように扱い、鑑賞
すればよいか、あわせてそのポイントを伝授します。

※ お差支えなければ、内容にかかわらずご所蔵の1点をご持参いただけると
助かります。

講座
番号 A17051 身近で楽しむ掛軸・屏風 －その取り扱いと鑑賞のコツ－ 申込締切日 4月5日

第 1回：主に掛軸の成り立ちについて
  どのように掛軸・屏風が作られているかを知れば、扱い方

のポイントはおのずから理解できます。
  むずかしいことはありません。同時に部屋や収蔵の環境に

ついても留意点を確認します。
第 2回：鑑賞のポイントについて
  書（漢詩や和歌など）、画（山水、花鳥、風月など）の内容と、

表具との釣り合いを楽しみ、かつ作者や年代の調べ方を説
明します。

講座内容

開講日 4/16・23
（日曜日　全2回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母  2,500円

本
もとい

井　晴
はるのぶ

信
（元新潟県立文書館副館長）

1951年生まれ。国学院大学文学部史学科卒
業。県美術博物館学芸員、県立文書館専門
研究員を経て、同副館長で退職。これまで歴史
資料原本の保存と取り扱いの啓発に取り組ん
できた。また、高校生のころ柳田國男の論文に
啓発を受けて以来地名に関心を持ち、その史
料的価値の追究を続けている。

日曜日開催

　私達は学校の授業でお金に関する事を習いません。「日本人はリスクが
取れない」と言われるように学んでいないから判らないのです。しいて言え
ば、ご両親のお金の使い方が唯一の学びなのかもしれません。そんな基本
的な『けいざいの仕組み』から、今後自分の年金は自ら形成できるようにす
るための仕組み作りに役立てて頂ければ幸いです。

講座
番号 A17052 家庭けいざい入門 －自分年金のつくり方－ 申込締切日 4月14日

第 1回：けいざいの仕組みを理解する
  生活の中で良く耳にする、物価・景気のメカニズム・円高

と円安そして経済成長率などの言葉を通じて「けいざいの
仕組み」をひも解き学びます。

第 2回：私たちにとって「金利」とは
 さまざまな「利」の熟語がありますが、ご存じですか。
  単利と複利、長期金利と短期金利、固定金利と変動金利、

そしてゼロ金利とマイナス金利など。わかれば「お金の預
け方意識」が変わります。

第 3回：資産運用の必然性
  公的年金と保険の仕組みを学び、儲けのメカニズムを知る

ことで、「損する」ことなく自分の「お金」を運用しましょう。
第 4回：将来の自分年金の作り方
  金融商品の内容を知ることで、賢い「お金」の増やし方を

学びます。また、ドルコスト平均法や個人型確定拠出年金
の理解も進めます。

講座内容

開講日 4/23、5/14・28、6/11
（日曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母  3,300円

昆
こん

　充
みよし

芳
（MFC合同会社　代表）

新潟市内の商業科高校卒後18歳で第四銀
行に入行。33歳で工務店の住宅下請け会社
にて販売管理、経理、支店内のLAN構築、顧
客データベースの仕事に携わる。現在は株式
会社GMLソリューションズで活動しながら別法
人を立ち上げ、資産運用コンサル、相続、贈与
コンサル、各種セミナー事業開催、初心者のお
金のセミナー・金融セミナー・相続・家族信託に
関するセミナー等各種開催。

受講を希望するみなさんへ この講座は「鑑定会」ではありません。
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　日常使いたい「ほめ言葉 100」を＜見える化＞したカードを使用
し、いくつかの実習を通じて、素直に「言葉にして伝える」ことを
身に付けます。
　社会人、主婦、学生、どなたでも楽しみながら尊重し合う「言葉
遣い」を体感して頂けます。

講座内容

　「ほめ言葉」を、いつでも無意識に使えるようになれば、良いコミュニケー
ションが生まれ、仕事も家庭でも人間関係が円満になります。素直な「ほめ
言葉」を自然に言えるようにすることで、お互いに尊重し合い思いやれる「ゆ
とり」も生まれる…という考え方。ご一緒に体得してみませんか。

講座
番号 A17053 気持ちを「言葉」にのせて －すべてを「円く」おさめる＜ほめ言葉＞の使い方－ 申込締切日 5月12日

開講日 5/21
（日曜日　全1回）

開講時間 13:00～16:00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母  2,500円

池
いけの

野　比
ひろふみ

呂史
（幸せな組織づくり支援家プロデューサー、社会保険労務士）

慶応義塾大学商学部卒業後、地方銀行に37
年間勤務。営業店・本部の幅広い部門を経
験、経営相談所の在任時は、経営や従業員を
テーマにした講師として活躍。また、仕事の傍
ら、ボランティアにも従事し、NPO法人や任意
団体の代表や事務局長等にて、互いに、認め、
応援し合う関係を創り、活動。現在は、研修も
兼ねたコンサルティング会社を設立し、幸せな
組織づくりを支援中。

　モノがない時代を経験している親世代は、「もう使わない、使えない」モ
ノで部屋が埋もれているケースが多々あります。「若い世代」と「親世代」
では住む家の片付け方は全くちがいます。親の気持ちに寄り添って上手に
コミュニケーションし、無理なく片付けの一歩を踏み出せるよう、実例も交
えてステップを学びます。モノに埋まった生活しづらい環境でなく、親が安
心して暮らせる住まいが実現できるよう、あなたの親の家をどう片付けるか
一緒に考えましょう。

講座
番号 A17054 親の気持ちに寄り添って明るく家を片付ける方法 申込締切日 5月12日

● どうしてモノがたまるのか…その理由と時代背景をさぐります
●あなたの親の家、どうなっていますか？
●自分の家と親の家、片付け方って同じ？ 
●「安心して暮らせる安全な家」を目指します
●  これから先はどうしたい？　後悔しないための 5つのポイントを
学びます

講座内容

開講日 5/21、6/4
（日曜日　全2回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母  2,500円

小松　弘美
（整理収納アドバイザー1級、プロフェッショナルコーチ）

仕事・家事・介護の両立の困難に直面し、「整
理収納術」の学びを深める。2005年より、各
種研修において「楽に行動を起こせるトレーニ
ング法」を紹介している。

12申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　NPOとは何かについて、用語の定義、日本で使われる様になった歴史的
背景、NGOとはどう違うのか、様々な角度からご理解いただきます。NPO
という言葉がまだ無かった26年前に誕生した団体・新潟国際ボランティアセ
ンターが、市民による社会貢献活動をどのように行って来たのかについて、
ひも解いていきます。
　「人のために何かしたい！」という思いは当初どのように形作られたのか、
社会の動きに合わせて具体的にどう変化してきたのか、なぜ社会貢献活動
をするのか、多くの課題を抱える現在において今後どのようにしていく必要
があるのか、について一緒に考えましょう。

講座
番号 A17056 NPOって何？ しくみと新潟の社会貢献活動 申込締切日 5月26日

第 1回： NPOって何？用語の解説、いつから使われる様になった
言葉？ NGOとの違いは？

第 2回： 4半世紀以上にわたって展開する地元新潟の NPO活動 
  ～特定非営利活動法人　新潟国際ボランティアセンターの

事例を元に～
第 3回： ゲスト講師　永林寺副住職　佐藤公彦氏 
 ～思いやりの心、社会への貢献～
第 4回： 自分自身に何ができるのか 
 ～明日と言わず今日からできる社会貢献活動～

講座内容

開講日 6/4・11・25、7/2
（日曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母  3,300円

三
みかみ

上　杏
あんり

里
（NPO法人新潟国際ボランティアセンター（NVC）事務局長）

1978年、新潟県生まれ。2000年、新潟国際
大学情報文化学部卒業。2008年、立教大
学大学院21世紀世界デザイン研究科修了。
2012年、現職に就く。2014年より新潟国際
大学非常勤講師。

　アロマテラピーには、家庭で簡単に行えるものもありますし、プロのアロ
マセラピストが行うものもあります。日々のケアでゆっくりと心と体のこわ
ばりが取れて、自然治癒力が高まってくるのがアロマテラピーの素晴らしさ
です。日曜クラスでは、日本の四季を彩るアロマ活用法を学びます。梅雨・
盛夏へ向かうこの季節、「より爽やかに過ごすためのアロマ活用法＆ブレン
ドテクニック」です。この講座を通してアロマテラピーの魅力と可能性をよ
り身近に感じてください。また、各テーマに沿って『アロマでストレスマネジ
メント、セルフケア法』を学びます。

講座
番号 A17055 ようこそ香りの世界へ －四季を彩るアロマ活用法－ 申込締切日 5月24日

第 1回： 日本の森のアロマでストレスケア！印象アップ！ 
ビジネスシーンに活かすアロマテラピー

 天然アロマ・エアフレッシュナー作り
 ＊精油とは・ケモタイプとは・ハイドロゾルとは
 ＊日本の森で生れたアロマのご紹介①
 ＊ビジネスシーンで活かすアロマテラピーの活用法と注意点
第 2回： 森のアロマでデオドラント・ボディケア 

デオドラント・ボディジェル作り
  　オフィスでも使える天然の柑橘や森の香り。ストレスケ

アにも役立つボディジェルを作りましょう。腋の下や足裏、
胸元、頭皮などにお使いいただける携帯用デオドラントア
ロマコロンとしてもお使いいただけます。

 ※ 「新」香りを学ぶ－芳香療法理論と実践－で作るアロマ
バス石けんやシャンプーを併用されると、デオドラント
効果がさらに期待できます。

 ＊日本の森で生れたアロマのご紹介②
 ＊アロマテラピーはホリステック自然療法
 ＊バスタイムアロマでストレスケア

講座内容

開講日 6/4・18
（日曜日　全2回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 15名
教材費 2,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母  2,500円

真
まき

木　美
みちよ

智代
（ナード・アロマテラピー協会認定 アロマセラピスト・トレーナー）

大学卒業後、テレビ新潟放送網報道制作局
アナウンサーとして勤務。国際交流、福祉を中
心にニュースキャスターとして活躍。現在もフ
リーアナウンサーとして活動する傍ら、Aroma	
Reineアロマテラピースクール＆サロン	オー
ナーセラピストとしてアロマテラピーの普及やプ
ロの養成に力を注ぐ。

【受講日に持参するもの】
　毎回テーマに沿ったアロマクラフト（アロマで作る
手作りの品物）を作成してお帰りいただきます。
●  クラフトで使う 20mlビーカー、ガラス棒のセットを
お持ちください。このセットは初回の時に教室で販売
します。（800円※教材費別途）ご希望の方は当日ご
購入ください。

●  布製ランチマット 1枚、ハンドタオル
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　文章を音読すると新鮮な世界が広がります。文字の黙読ではわからなかっ
た、豊かな人間の肉声の魅力が伝わってきます。話し言葉の抑揚やリズム
を表現する朗読の底辺は広がり、国内約600万人が楽しんでいるといわれ
ます。さまざまな文学作品や随筆、書簡などを朗々と音読してみましょう。
子供や孫、サークルや地域で昔話や物語の読み聞かせができるかもしれま
せん。

講座
番号 A17057 朗読の魅力「入門」 －「文字を聴く」楽しみ－ 申込締切日 6月30日

第 1回：発音基礎
 夏目漱石「坊っちゃん」
第 2回：夏目漱石「坊っちゃん」
第 3回：菊池　寛  「右の道」
第 4回：同上

　1回目の講座で、発音、発声の基礎、滑舌を講じ、朗読基礎の構
築を促します。各講座に朗読課題文を示し、講師が全編を朗読いた
します。その後、参加者が 1人ずつ朗読し、講師からのアドバイス、
指摘を受け朗読を楽しむための基礎的実力を養成いたします。なお、
作品は抜粋文。

講座内容

開講日 7/9・23、9/10・24
（日曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母  3,300円

小
おやなぎ

柳　実
みのる

（元NHK・BSN新潟放送アナウンサー、
新潟アナウンススクール代表・講師）

　国際協力は、何のために、誰が、どのように行うものなのでしょうか。本講
座では、国際協力の主体とそれらが取り組む多様な課題を紹介したうえで、
グローバル化時代に生きる市民として、私たちが日常生活で実践できる国
際協力のかたちを考えます。
　すでに国際協力にかかわっている方の受講はもちろん、これからかかわり
たいという方、そして、自分にできることがあるのだろうかと考えている方
の受講も大歓迎です。国際協力について一緒に学び、できることから実践
しましょう。

講座
番号 A17058 市民としてかかわる国際協力 申込締切日 7月14日

第 1回：多様化する国際協力の担い手
  近年の日本では、国際協力に携わるアクターの多様化が進んでいます。

NGO・NPOやボランティア、企業による CSR活動、ソーシャル・ビジネ
スなど、それぞれの違いや特徴等について解説します。

第 2回：国際社会の共通目標：MDGsから SDGsへ
  途上国が抱える貧困、教育、保健等の問題に焦点を当てた、国際社会の共通

目標「ミレニアム開発目標（MDGs）」と、それを引き継いだ「持続可能な開
発目標（SDGs）」を紹介し、地球的課題について考えます。

第 3回：「善意は善行を保証しない」
  国際協力の現場においては、援助者と被援助者の認識のズレが後者に重大な

悪影響をもたらすことが多々あります。善意が悲劇を招くことがないよう、
援助という行為の一般原則について考えます。

第 4回：ファストファッションはなぜ安いのか？
  ユニクロ、ZARA、H&M、GAP等のファストファッションは、なぜあんなに

安いのでしょうか。商品が誰によって、どのような環境で作られているのか
に目を向け、私たちの購買行動のあり方について考えます。

第 5回：フェアトレードのある生活
  立場の弱い途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を、「モノを買う」とい

う日常的な行動を通じて支える「フェアトレード」について紹介し、私たち
が日常生活で実践できる国際協力のかたちを考えます。

講座内容

開講日 7/23・30、8/20・27、9/17
（日曜日　全5回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母  4,100円

山
やまだ

田　裕
ひろし

史
（新潟国際情報大学国際学部講師、カンボジ
ア市民フォーラム事務局長、新潟国際ボラン
ティアセンター運営委員）

上智大学大学院修了。博士（地域研究）。
（財）松下国際財団「アジア・スカラシップ」奨
学生としてカンボジアへ留学。これまで９回、国
際選挙監視員としてカンボジアで選挙監視活
動に従事。秋野豊ユーラシア基金「第７回秋
野豊賞」受賞。

1947年新潟市に生まれる。1970年大学卒
業と同時にNHK入局。秋田局、熊本局で勤
務。1976年BSN新潟放送へ移籍。アナウン
サー、記者として勤務。アナウンス部長、報道
制作局長など歴任。2010年BSN定年退職。

同年	新潟アナウンススクール設立、アナウンサーや音声表現者育成
にあたり今日に至る。朗読集団、越後語り座に所属、ライブ朗読を通じ
た地域振興につとめる。電話応対コンクール新潟県審査員。

14申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　環境とエネルギーのあり方は、産業や経済、雇用やライフスタイル、文化
や教育など、私たちの社会のもっとも基本的な部分を構成します。講座では、
日本でも第一線の講師陣による講義を中心に、環境エネルギー問題をめぐ
る最先端の動向を把握し、それを踏まえてこれからの新潟の新しい社会の
あり方を探ります。初心者を含め、どなたでも参加できます。ふるってご参
加ください。

講座
番号 A17059 環境とエネルギーから考える新潟の未来像 申込締切日 8月7日

第 1回：環境エネルギー問題の歴史と世界的動向　　
 講師：飯田哲也（環境エネルギー政策研究所所長）
第 2回：環境エネルギー問題と現代政治－ライフスタイルと市民社会－
 講師：佐々木寛（本学国際学部教授）
第 3回：環境エネルギー問題と産業・テクノロジー
 講師：坂口淳（新潟県立大学教授）
第 4回：新しい市民エネルギーの可能性－住民自治の観点から－
 講師：渡邉登（新潟大学人文学部教授）
第 5回：新潟の「新しい社会」を構想する
 講師：佐々木寛（本学国際学部教授）

講座内容

第 1回：相続の基礎知識と遺言
第 2回：各国の相続制度と相続の歴史
第 3回：家族心理と相続

講座内容

開講日 8/20・27、9/3・10・17
（日曜日　全5回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母  4,100円

　親族が亡くなった際の遺産相続において、「争続」という言葉が生まれる
ほど社会的な問題になっている昨今、相続に関する法律知識を身に付ける
ことは有意義です。しかし、法律だけで解決できないのが親族間の「気持ち」
や「感情」の部分です。円満な相続を迎えるには、家族心理に対する配慮が
必要です。
　家族心理や、相続の歴史、世界各国の相続制度等を学ぶことにより、円
満な相続の準備を考えてみませんか。

講座
番号 A17060 相続と現代家族 申込締切日 8月16日

開講日 8/27、9/3・10
（日曜日　全3回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 25名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母  2,500円

榎
えのきだ

田　雄
ゆういち

一
（認知症予防脳トレ士、終活カウンセラー、特定行政書士）

1970年生まれ。「相続手続、遺言作成」業務
を専門とする行政書士。認知症による相続問
題の複雑化を日々実感し、「認知症予防脳トレ
士」としてその予防に取り組んでいる。

佐
ささき

々木　寛
ひろし

（新潟国際情報大学　国際学部　教授）

1966年生まれ。新潟国際情報大学国際学
部長。専攻は平和研究、国際政治学。近著に、
『国際共生とは何か』（共著）、『平和を考える
ための100冊＋α』（編著）、『「3・11」後の平
和学』（編著）等。

講座責任者  代表講師
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　「好きな歌手のコンサートチケットを1万円で購入しました。ところが友人
からそれを1万円で譲ってほしいといわれました。あなたは譲りますか？」－
多くの人は「譲らない」と答えると思います。経済的価値は同じ1万円なのに、
なぜでしょうか。
　従来の経済学では、人は合理的かつ自分の利益が最大となる行動をする
とされていますが、実際はそのようにしないケースがたくさん見られます。
そこで、人の心理が経済活動にどのように作用するかという行動経済学の
世界を、クイズも交えながら楽しく学んでいきます。このメカニズムを知れば、
ショッピングや資産運用で失敗しにくくなり、さらに詐欺にも引っかかりにく
くなると思います。

講座
番号 A17061 行動経済学から見た、お金で失敗する理由 申込締切日 8月24日

第 1回：行動経済学とは？　人はなぜお金で失敗するのか？
第 2回：投資、買物、詐欺など日常生活で役立つ行動経済学

講座内容

開講日 9/3・10
（日曜日　全2回）

開講時間 10:30～12:30
定　員 25名
教材費 1,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母  2,500円

田
たむら

村　純
じゅんや

也
（CFPファイナンシャルプランナー、1級FP技能士）

証券会社と会計事務所の勤務を経て、FP事
務所を開設。資産運用や保険見直し相談のほ
か、執筆や講演・セミナーを行っている。本学エ
クステンションセンターでは2004年から、生命
保険講座、株式投資講座、FP技能検定講座
などを担当。新潟県金融広報委員会	金融広
報アドバイザー。	金融知識普及功績者。

16申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



ビジネス講座B
　企業は、複式簿記によって日々の取引を帳簿に記録しています。昨今、情
報通信技術の発展によりコンピュータソフトによる帳簿管理が行われてい
ます。決められたフォームに従って入力を行えばすべての帳簿が作成され、
大変便利になりました。しかし、多くの帳簿がどのように連携しているのか
がわかりにくいのも事実です。
　この講座では、経理の実務を行う上で欠かせない日常業務の流れや取引
の仕訳、帳簿組織について初歩から説明をします。経理の基礎を理解した
い方、新たに経理業務にかかわる方、今後のレベルアップや指導のために
基本を確認したい方に最適な講座です。また、簿記入門としての勉強にも
有意義です。

講座
番号 B17001 経理と簿記の基礎知識 －仕訳と帳簿組織と簿記のカラクリ－ 申込締切日 5月1日

第 1回：会計と財務諸表
第 2回：仕訳と記帳
第 3回：商品売買の記帳
第 4回：棚卸資産の評価
第 5回：伝票会計
第 6回：小切手と手形

講座内容

開講日 5/10・17・24・31、6/7・14
（水曜日　全6回）

開講時間 19:00～20:30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 8,200円
在学生 5,800円
卒業生・父母 6,600円

　会計は企業の状況を金額という数値で表現します。そのため、その数値
は自然科学（理系の学問）と同様に客観性があり、唯一の正しいものである
と思うかもしれません。ところが、会計では一つのことがらに対して複数の
処理方法があることや、将来の予測に応じて見積もりをする場合があること
などから、主観が含まれる余地があります。したがって、悪意をもって会計
情報を利用すれば、他人をだますこともできます。この講座では会計の主
観性に起因する不都合を「会計の落とし穴」と名づけて、4つの項目におけ
る落とし穴とその解決策について易しく説明します。

※ 会社役員、管理職、会計業務に携わっている方、個人投資家などにお薦
めの講座です。

講座
番号 B17002 会計の落とし穴 申込締切日 6月20日

第 1回：財務諸表の落とし穴
第 2回：会計制度の落とし穴
第 3回：予算管理の落とし穴
第 4回：原価配分の落とし穴

講座内容

開講日 6/28、7/5・12・19
（水曜日　全4回）

開講時間 19:00～20:30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,200円
在学生 4,300円
卒業生・父母 4,900円

山
やました

下　功
いさお

（新潟国際情報大学 情報文化学部　准教授）

1972年生まれ。横浜国立大学大学院国際
社会科学研究科博士課程後期単位取得満
期退学。ミツミ電機勤務を経て、2007年より
本学専任講師、2013年より現職。研究分野
は管理会計、原価計算。日本原価計算研究
学会、日本管理会計学会、日本財務管理学
会、日本会計研究学会会員。
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　ビジネス活動は、様々な法律や各社の社内規定が規範となります。日常
業務では様々なトラブルやストレスが発生しますが、法律やストレスケアな
どの知識があると初期対応がうまくいきます。また企業活動の変化が激し
い現在において、法律実務の知識はビジネスパーソンの必須スキルと言え
ます。新入社員の多くは3ヵ月間の試用期間を終え1人で活動する機会も増
えてきます。この講座でビジネスに関連する基礎知識を確認し、キャリアアッ
プを目指しましょう。

※新入・若手社員の方などにお薦めの講座です。

講座
番号 B17003 社会人のためのビジネス基礎知識 －セルフチェック－ 申込締切日 6月2日

● コンプライアンス（法令遵守）の考え方
●企業の社会的責任（CSR）とは
●ビジネス活動の法律知識
●コミュニケーションスキル
●ストレスの自己管理方法

講座内容

第 1回：企業と人事・労務
 ● 労働条件、労働契約、最低賃金
第 2回：労働時間、休日
 ● 有給休暇、割増賃金、時間外労働
第 3回：退職、解雇
 ● 就業規則、懲戒解雇、雇止め
第 4回：これからの働き方
 ●  ハラスメント（パワハラ、セクハラ）予防、 

メンタルヘルス対策

講座内容

開講日 6/10
（土曜日　全1回）

開講時間 13:30～15:30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 2,100円
在学生 1,450円
卒業生・父母 1,650円

　雇用環境が大きく変わり、労働者の意識の変化、法規制の強化などを背
景に、対応の難しい人事・労務事例が増えています。 また、ブラック企業の
社会問題化などから、労働法の知識はトラブル防止に必要となっています。
　この講座では、採用から退職までの間に必要となる労働法の知識や、パ
ワハラ等のハラスメントの予防、ストレスチェック制度といった話題の労務
問題なども、分かりやすく学んでいきます。労働法の基礎を理解したい方、
人事・労務管理にかかわる方に最適な講座です。

講座
番号 B17004 働き方の基本ルール ～採用から退職までの実務のポイント～ 申込締切日 6月1日

開講日 6/14・21・28、7/5 
（水曜日　全4回）

開講時間 19:00～20:30
定　員 20名
教材費 600円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,200円
在学生 4,300円
卒業生・父母 4,900円

塩
しおだ

田　義
よしのり

宣
（社会保険労務士、CFP、1級DCプランナー）

1971年生まれ。2002年に社会保険労務士・
ＦＰ塩田事務所を開業。
企業主催の各種セミナー講師や労働基準監
督署、年金事務所の相談員を務め、法改正を
取り入れた最新の行政動向に基づく労務管理
のわかりやすいアドバイスを行っている。
商工会議所年金教育センター登録講師。

18申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　2015年から皆様とともにグローバル経済の探究をしてまいりました。 
しかし、ここでグローバル化に対する大きな逆流現象が起きてきました。イ
ギリスのEU離脱とアメリカのトランプ大統領などです。さらにEU加盟国
であるオランダ総選挙、フランス大統領選挙、ドイツ連邦議会選挙も行われ、
世界経済は逆流するか動向が注目されます。講座ではグローバル経済を読
み解く一環として、このグローバリゼーションへの逆流現象を取り上げます。

講座
番号 B17005 グローバル経済を読み解く －世界経済は逆流するか－ 申込締切日 6月12日

第 1回：トランポノミクスの解剖　
 ●  レ―ガノミクス、アベノミクスとの比較 

また、前オバマ政権の経済運営との比較　　
第 2回：グローバリゼーションに対する疑義の系譜　
 ●  右派的なものだけでなく左派的なものもある　　
第 3回：ナショナリズムとは何か　
 ●  政治思想としてのナショナリズムから経済を一国だけで

閉じようとする考え方まで　　
第 4回：どうすべきか？　
 ●  グローバリゼーションの問題点、ナショナリゼーション

の問題点　我々はどうすべきか

講座内容

開講日 6/20、7/4・18、8/1
（火曜日　全4回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20名
教材費 1,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,200円
在学生 4,300円
卒業生・父母 4,900円

　熱意を持って話しているのに、聞き返されたり、相手にわかりづらいと言
われたりすることはありませんか？ その原因は、声が小さい、発音があいま
い、早口など、表現力に原因があるのかもしれません。自分の課題を把握し
て練習すれば、相手に届く声で、明確な発音で、また聞き取りやすいトーク
スピードで、きちんと伝えることができるようになります。アナウンサーとし
て身に付けた仕事に活かす発音発声法をご紹介します。伝わるプレゼンテー
ションへ、表現力をグレードアップしましょう。

講座
番号 B17006 伝わるプレゼンテーション －仕事に活かす発音発声法－ 申込締切日 6月14日

第 1回：聞き取りやすい発音発声法
 ● 自分の課題を知る（スピーチを録音して聞いてみる）
 ● コミュニケーション理論（伝達効率／ 3P理論）
 ● 仕事に役立つ発音発声法
第 2回：表現力を磨く
 ● 間の極意
 ● トークスピードや抑揚でトークに変化をつける
 ● ＜総括＞プレゼンテーション実習

講座内容

開講日 6/22・29
（木曜日　全2回）

開講時間 18：50～20：50
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母 3,300円

江
えばた

畑　徹
とおる

（spring総研代表、経営学修士（MBA））

1955年生まれ。同志社大学経済学部卒業。
1980年より大手証券で22年間個人投資
家、機関投資家営業に従事。2002年多摩大
学大学院経営情報学研究科で経営学修士
取得、調査・コンサルタント事業開始、現在に
至る。

菊
きくの

野　麻
あさこ

子
（フリーアナウンサー）

国立奈良女子大学を卒業後、NST新潟総合
テレビ報道制作部に入社。夕方のニュースキャ
スターを8年つとめ企画取材も担当。フリーに
転身後もNSTスーパーニュースキャスターなど
数々の経歴を積み、現在、新潟薬科大学薬学
部非常勤講師のほか、司会や話し方セミナー・
講演講師などを務める。
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　職場の机の上、引き出しの中はどうなっていますか。モノや情報があふれ
ている現代、限りある空間を自分流に整えてみませんか。この講座では、ま
ず『自分にとって、なぜ整理が必要なのか』を考え、自分自身の思考を整理
することから始めていきます。自分軸、仕事をしやすい環境を整える「片づ
けるチカラ」を身につけ、仕事の質を上げ、成果につなげましょう。

講座
番号 B17007 思考と空間の整理術 申込締切日 7月4日

第 1回：思考の整理
 ● 自分自身と向き合い、価値観や基準を整える
 ● 利き脳とは
 ● なぜ、片づけが必要なのか
第 2回：モノの整理
 ● 片づけの手順
 ● 片づけを進めるためのフレームワーク
 ● 利き脳タイプ別片づけポイント
第 3回：情報の整理
 ● 情報を整えるポイント
 ● 書類の整理
 ● 作業環境を整える

講座内容

開講日 7/12・26、8/9
（水曜日　全3回）

開講時間 19:15～20:30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,900円
在学生 2,700円
学卒業生・父母 3,100円

森
もり

 真
まり

理
（Clup新潟　マスターライフオーガナイザー）

自動車販売、建築専用CADインストラクターを
経て、建築士としての仕事に就く。
モノを片づけることによって、気持ちの流れも変
化することを実感し、整えることについて考え学
び始める。
現在は、一般家庭や企業の片づけに関するア
ドバイスやプランニングを行っている。

　この講座では、1対1の場面で活用できるコーチングの基礎及び手法を学
びます。「コーチ力を身につけたい」「コミュニケーション力を向上させ相手
と関わりたい」「相手の心を動かすコミュニケーション力を高めたい」「リーダー
シップ力を向上させたい」方に向けた「話を聴くプロフェッショナル」への第
一歩となる講座です。なお、この講座は国際コーチ連盟が定める能力水準
に基づいて行ないます。

講座
番号 B17008 コーチ力基礎講座 申込締切日 5月1日

第 1回：はじめの一歩！自分自身について知る
第 2回：相手との関係を共に創る
第 3回：4つの効果的なコミュニケーション
第 4回：3つの目的とパートナーシップ・コミュニケーション
第 5回：結果を促進させる 4つのポイント
第 6回：リーダーシップ・コミュニケーション

講座内容

開講日 5/13、6/10、7/8、8/19、9/9、10/7
（土曜日　全6回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 20名
教材費 1,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 15,400円
在学生 10,800円
卒業生・父母 12,300円

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ　代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書とし
て勤務。2005年に県内初の「組織遂行力を
高めるビジネスコーチ」専門会社を設立。「社
長の想いとスタッフの想いをつなげ、一人一人
が輝く一体感を持った目標達成型のチームを
創る」プログラムで、100社以上の中小企業
の組織・人材開発に関わる。

20申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　この講座では、リーダーや後輩を指導する立場の方に向け、チームで仕
事をする場面で活用できるチームシップコーチング手法を学びます。「モチ
ベーションがあがらない」「やるべき事を先延ばしにする」「できない言い訳
を並べる」「何でも『はい』と言うがやらない」「ホウレンソウが少ない」…あ
なたの関わり方をほんの少し変えるだけで、あなたやチームメンバーの行
動に変化がおきます。チーム内コミュニケーションの基礎を学ぶ講座です。

講座
番号 B17009 職場で活かすチームコーチング 申込締切日 5月19日

第 1回：押さえておこう！会話を始める前の 3つの準備
第 2回：自分もメンバーも活かすコミュニケーション
第 3回：行動と思考に焦点を絞った 4つのスキル
第 4回：何を問うのか？質問するポイント
第 5回：Weで始まるコーチング
第 6回：会議にコーチングを活用する！
　　　　コーチングファシリテーション

講座内容

開講日
5/27、6/24、7/22、
8/26、9/16、10/21
（土曜日　全6回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 20名（最少開講人数8名）
教材費 1,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 15,400円
在学生 10,800円
卒業生・父母 12,300円

　何かの刺激に反応して、日々イライラしたり、ついキツく怒鳴ってしまっ
た。また、言いたいけれど言えないことを胸に抱えてモヤモヤをガマンした
経験はありませんか。怒りやモヤモヤの根本には、様々な感情が隠れてい
ます。その原因を知りコントロールし、ポジティブなものへ変換させること
で、職場の問題が解決し、夫婦や友人、子育てなど、自分の周りに関係する
あらゆる物事に良い循環が生まれてきます。この講座を受講して「アンガー
マネジメント」を日常に取り入れてみませんか。

【このようなことが手に入ります】
•人との関係でトラブルを避けられるようになる
•子育てで無駄にイライラしなくて済む
•職場では効率的に仕事を進めることができるようになる
•子どもたちの情操教育の一環となる
•ストレスがたまりやすい方のストレス耐性が強化できるようになる
•怒りにまかせた行動で部下やお客様からの信頼を損なわなくなる
•頭を冷静に保ち、最高のパフォーマンスが発揮できるようになる

講座
番号 B17010 アンガーマネジメント －怒りの感情を上手く変換しよう！－ 申込締切日 5月12日

第 1回：怒りの仕組みを理解する
第 2回：自分の怒りの特徴を知る
第 3回：怒りの対処術を身に付ける
第 4回：自分と相手の物事の捉え方の違いを知る
第 5回：長期的な体質改善に取り組む

講座内容

開講日 5/20、6/3・17、7/1・15
（土曜日　全5回）

開講時間 13:30～15:30
定　員 20名
教材費 2,200円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母 8,200円

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ　代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書とし
て勤務。2005年に県内初の「組織遂行力を
高めるビジネスコーチ」専門会社を設立。「社
長の想いとスタッフの想いをつなげ、一人一人
が輝く一体感を持った目標達成型のチームを
創る」プログラムで、100社以上の中小企業
の組織・人材開発に関わる。

小松　弘美
（アンガーマネジメントシニアファシリテーター）

映像制作会社、建設・造園業などの経験を活
かし、2005年よりコーチとして各種研修や個
人のサポートを開始。望む結果を手にするには、
「怒り」感情と上手く付き合えたほうが効果的
と気づき、自らも「アンガーマネジメント」を実践。
日常の「イライラ」「モヤモヤ」をなくして、楽に行
動を起こせるトレーニング法を伝えている。
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　相手に気兼ねなく、いつでもどこでも送信できる「メール」。今では、ビジ
ネスにおいて社内外を問わず最も主要な連絡ツールとして使われています。
しかし、新入社員研修などでメールの使い方や書き方を教えてもらう機会
は案外ありません。この講座では、仕事での正しいメールの使い方を学び、
ビジネスの場にふさわしい書き方を身につけ、顧客や取引先企業はもちろん、
社内でもしっかりとしたやり取りができるようになるための基本を学びます。

※新入・若手社員の方にお薦めの講座です。

講座
番号 B17051 社会人のためのビジネスメール・マナー講座 申込締切日 4月8日

1．メールの基礎知識
　  【ビジネスでのメールとは／ CCと BCC】
2．メールの書き方
　  【分かりやすく読みやすい文章／目的を明確にする／依頼や督促】
3．メールのマナー
　  【宛名と著名／シンプルに丁寧に／返信のタイミング】
4．メールを活用するために
　  【ビジネスメールの文例／ケーススタディ】

講座内容

開講日 4/16
（日曜日　全1回）

開講時間 13:00～15:00
定　員 20名
教材費 1,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 2,100円
在学生 1,450円
卒業生・父母 1,650円

日曜日開催

【新潟初開催】　
　情報を収集することは簡単になったのに、その情報を基に新たなビジネ
スモデルを構築するのは容易ではありません。この講座は、ビジネスモデ
ル＝「市場が求めているのに競合他社が提供していない分野を発掘し、小
資本で実現可能なビジネスモデルを設計すること」の基礎を学ぶ講座です。
競合ゼロのビジネスモデルを創出するために、7種類22分類のビジネスモ
デルパターンを使ってキャッシュポイントを見いだします。

※7種類22分類とは：
　一般社団法人シェア・ブレイン・ビジネス・スクールが16年間で6,000社以
上のビジネス支援の中で「小資本で成功しているビジネス1,061事例」を
徹底的に分析した結果「7種類22分類のモデル」に分かれていることから
体系化された「競合ゼロのビジネスモデル構築法」です。

講座
番号 B17052 ビジネスモデル・デザイン基礎講座 申込締切日 6月26日

1．ビジネスモデル・デザイン、アイデア発想の鍵はどこにあるのか？
2．「アイデアの融合」ケーススタディ
3．「アイデアの融合」を容易に引き起こす 2つの「核」の見つけ方
4．ビジネスモデル・デザインの全体像
5． 「外観」の 3ステップ
 1： 成功モデルの骨組みを見付ける（帰納）
 2： 成功モデルの類似ビジネスを見付ける
 3： 他に似たようなアイデアがないかを考える（演繹）

講座内容

開講日 7/9
（日曜日　全1回）

開講時間 10:00～15:00（12:00～13:00休憩）
定　員 20名
教材費 8,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母 4,100円

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ　代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書とし
て勤務。2005年に県内初の「組織遂行力を
高めるビジネスコーチ」専門会社を設立。「社
長の想いとスタッフの想いをつなげ、一人一人
が輝く一体感を持った目標達成型のチームを
創る」プログラムで、100社以上の中小企業
の組織・人材開発に関わる。

22申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　タイムマネジメントが一般的にも浸透しはじめ、意識して仕事に取り組ん
でいる人も増えています。しかし、「成果のほどは？」の問いに「バッチリ！」
と答えられる人は、ごく少数派でしょう。その理由の一つに、タイムマネジメ
ントの意義を深く理解して考えていない点があると思います。日本語に訳
せば『時間管理術』なのでしょうが、もし、単純にこの言葉のまま受けとめて
いるのであれば、5年、10年先も変化は起きないでしょう。正しくは、『あな
たがやるべく仕事に集中する』ための環境づくりであり、必然的に取り組ま
なければいけない手段なのです。
　会社で過ごす貴重な時間を活用して、あなたの5年後、10年後を想定し
大きく変革をしてみませんか？

講座
番号 B17053 時間管理術 －あなたと会社の成果を上げる！ タイムマネジメント－ 申込締切日 6月10日

1．『タイムマネジメント』とは？
 ● あなたの仕事を遂行するための習慣づくり
2．会社とあなたの位置関係とは？
 ●  顧客があってこその会社。その中で、あなたがいる位置を振

り返ってみよう
3．“3STEPS“『見る』→『気づく』→『行動する』のコツとは？
 ● “2つの視点 ”を持つ
4．お勧めの『タイムマネジメント』とは？
 ● “ 定型業務 ”にこそ宝の山がある！
5．『タイムマネジメント」の中で大切なこと
 ● “ 無駄 ”・“ ストレス ”を軽視しない
6．個人レベルで出来る『タイムマネジメント』のコツ
　  ①正しいデータチェック方法　
　  ②最適な環境づくり
　  ③メリハリのある仕事配分
　  ④仕事の頼み方、頼まれ方
　  ⑤主導権を握る
　  ⑥無駄のない行動パターン
　  ⑦筆記用具・紙を持ち歩く
7．社内で仕掛ける『タイムマネジメント』のコツ
　  ①社内申請フローの見直し
　  ②引継ぎ方法を疑う
　  ③日次・月次・年次業務を見直す
　  ④データの共有化
8．貴重な時間を無駄にしては NG。
 ● 交渉術、表現術も味方にして、生産性の高い仕事をやり遂げる。

※明日からの私。『タイムマネジメント』をどう図るか？

講座内容

開講日 6/18・25
（日曜日　全2回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 1,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母 2,500円

田
たむら

村　夕
ゆみこ

美子 
 （経理環境改善コンサルタント、NLPプラクティショナー）

企業の経理部門を歩み続けて30年以上。“現
場視点”が支持され、セミナー講師や有職者向
けのカウンセラー、新聞・ビジネス誌などへの執
筆活動に従事している。中でも、コラム「進化す
る!一般事務職」（日経Womanネット）は、幅広
い層から好評を得た。主著に「できる経理の仕
事のコツ」（日本実業出版社）。

　当センターでは、企業単位でオープンカレッジをご利用いただく際の便宜を図るために、法人会員制度を設
けております。
　社員研修やセミナーの場として、また福利厚生事業などにご活用ください。
　　
●年 会 費 10,300円  （後期会費 7,200円）

●受 講 料 一般受講料より最大約20％割引　※プライベートレッスンは除きます。
●対　　象 申込み企業（団体）に勤務されている方
●受講人数 人数に制限はありません　
 ※ただし各講座とも定員になり次第、締切ります。（先着順）

詳細はエクステンションセンターへお問い合せください。

『法人会員制度』のご案内
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　当センターでは、企業単位でオープンカレッジをご利用いただく際の便宜を図るために、法人会員制度を設
けております。
　社員研修やセミナーの場として、また福利厚生事業などにご活用ください。
　　
●年 会 費 10,300円  （後期会費 7,200円）

●受 講 料 一般受講料より最大約20％割引　※プライベートレッスンは除きます。
●対　　象 申込み企業（団体）に勤務されている方
●受講人数 人数に制限はありません　
 ※ただし各講座とも定員になり次第、締切ります。（先着順）

詳細はエクステンションセンターへお問い合せください。

『法人会員制度』のご案内

塩
しおだ

田　義
よしのり

宣
（社会保険労務士、ビジネス実務法務2級）

1971年生まれ。2002年に社会保険労務士・ＦＰ塩田事務所を開業。
企業主催の各種セミナー講師や労働基準監督署、年金事務所の相談員を
務め、法改正を取り入れた最新の行政動向に基づく労務管理のわかりやす
いアドバイスを行っている。商工会議所年金教育センター登録講師。

　現代の経済社会は、国際化と共に、企業活動に大きな変化が起きています。各企業でも、コンプライアンス能力のある人材ニーズ
が増加しており、ビジネス環境の変化に対応するために、個々のスキルアップが必要となっています。
　検定では、ビジネス現場での法的トラブルを未然に防止し、問題を解決するための基本的な知識が出題され、合格後は、商工会議
所認定ビジネス法務リーダーの称号が付与されます。
　また、学習した知識を活かして、行政書士、宅地建物取引士の資格にステップアップすることも可能なので、近年受験者が増加して
います。
　この講座では、問題演習を中心としたわかりやすい講義を行い、短期間での検定合格を目指します。

講座
番号 C17001 ビジネス実務法務検定®3級合格講座 申込締切日 9月19日

9/30 第 1回：法律の基礎知識
 ● 法の体系、民法、権利と義務

10/14 第 2回：企業取引の法務
 ● 会社のしくみ、契約の種類、請負、委任

10/21 第 3回：企業の財産管理
 ● 契約書、手形・小切手、知的財産権

11/11 第 4回：債権の管理・回収
 ● 裁判制度、担保、保証、抵当権

11/18 第 5回：企業活動の法規制
 ● 個人情報保護法、労働法、相続

開講日 土曜日　全5回
開講時間 13:30～15：00
定　員 20名
教材費 2,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母 8,200円 ■試験日：平成29年12月10日

■主　催：東京商工会議所

資格講座C
〈各検定試験の受験資格について〉
検定試験によっては受験資格に制限があります。受講の前に各自でご確認ください。

〈再受講について〉
資格講座を受講し検定試験を受験された方で、再度同講座を受講される場合は、1回に限り受講料が無料になります。
詳細はお問合せください。

24申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　近年、仕事や社会生活でストレスを抱える人が増えており、心の不調によるトラブルが深刻な問題となっています。企業や個人にとっ
て心の健康管理（メンタルヘルス・マネジメント）への理解と取り組みが、一層必要となっています。検定では、企業内の役割に応じて、
メンタルヘルスケアに関する必要な知識や対処方法が出題されます。学習で得た知識は、ストレスへの対抗力の向上や、トラブルの
効果的な解決方法に活用できます。
　この講座では、問題演習を中心としたわかりやすい講義を行い、短期間での検定合格を目指します。

講座
番号 C17002 メンタルヘルス・マネジメント®検定Ⅱ種（ラインケアコース）合格講座 申込締切日 8月21日

9/2
第 1回： メンタルヘルスケアの意義と管理監督

者の役割
 ● リスクマネジメント、各種法令

9/9 第 2回：ストレスとメンタルヘルスの基礎知識
 ● ストレスによる健康障害のメカニズム　

9/30
第 3回：労働者への配慮
 ●  ストレスへの対処、軽減の方法、 

過重労働の防止

10/14 第 4回：労働者からの相談対応
 ● コミュニケーションスキル　　

10/21 第 5回：専門相談機関の知識
 ● 社内外資源との連携、休業者への支援

開講日 土曜日　全5回
開講時間 10：30～12：00　　
定　員 20名
教材費 5,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母 8,200円

塩
しおだ

田　義
よしのり

宣
（社会保険労務士、メンタルヘルス・マネジメント®Ⅱ種）

1971年生まれ。2002年に社会保険労務士・ＦＰ塩田事務所を開業。
企業主催の各種セミナー講師や労働基準監督署、年金事務所の相談員を
務め、法改正を取り入れた最新の行政動向に基づく労務管理のわかりやす
いアドバイスを行っている。商工会議所年金教育センター登録講師。

■試験日：平成29年11月（予定）
■主　催：大阪商工会議所

　幅広いファイナンシャル・プランニングの領域について学習し、FP3級合格を目指します。ファイナンシャル・プランナーとは、顧客の
ライフプランに合わせた資産設計と実行のためのサポートをする専門家です。取得後は、様々なビジネスの場での活躍が期待されます。
　また受験を希望しない方でも、税金、年金、相続、金融商品、社会保険、生命保険など暮らしに役立つ学習内容となっています。

講座
番号 C17003 ファイナンシャル・プランニング技能検定3級合格講座 申込締切日 5月15日

5/27 第 1回：タックスプランニング
6/3 第 2回：相続・事業承継
6/24 第 3回：ライフプランニングと資金計画
7/1 第 4回：リスク管理

7/22 第 5回：金融資産運用
7/29 第 6回：不動産
8/19 第 7回：問題集演習（学科・実技）
8/26 第 8回：過去問題研究

開講日 土曜日　全8回
開講時間 14：00～16：30
定　員 20名
教材費 6,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 13,400円
在学生 6,700円
卒業生・父母 10,700円 ■試験日：平成29年9月（予定）

■主　催：一般社団法人　金融財政事情研究会

田
たむら

村　純
じゅんや

也
（CFPファイナンシャルプランナー、1級FP技能士）

証券会社と会計事務所勤務を経て、FP事務所を開設。資産運用や保険見
直し相談のほか、執筆や講演・セミナーを行っている。本学エクステンションセ
ンターでは、2004年から生命保険講座、株式投資講座、FP技能検定講座
などを担当。新潟県金融広報委員会　金融広報アドバイザー。金融知識普
及功績者。
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【開講講座レベル選択の目安】

英語から長い間離れていた、または基礎から学び直したい方 

発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な挨拶や自己紹介ができる方 

ゆっくりであれば簡単な応答ができる方

簡単な単語を使い、ゆっくりであれば会話ができる方 

日常会話で、相手の話している主旨を理解し、会話を続けることができる方

多少込み入った話題であっても相手の考えを理解し、自分の意見を伝えられる方

自然な速度で会話ができ、ディスカッションに参加することができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

英　語

受講対象者レベル値

英　検 4 級程度

英　検 3 級程度

英検準 2 級程度

英　検 2 級程度

英検準 1 級程度

英　検 1 級程度

初めて習う方、または基礎から学び直したい方 

文字、発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な自己紹介ができる方 

フランス語の基礎を学習し、初歩的な基本単語が聞いてわかる方

フランス語の基礎を学習し、日常会話でゆっくりであれば会話ができる方

基礎学習を一通り終了し、簡単な日常会話ができる方

日常会話であれば聞いて内容を理解し、適切な表現を使って自分の意志を伝えることができる方

日常会話をマスターし、ディスカッションに参加することができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

フランス語

受講対象者レベル値

フランス語検定 5 級程度

フランス語検定 4 級程度

フランス語検定 3 級程度

フランス語検定準 2 級程度

フランス語検定 2 級程度

初めて習う、または基礎から学び直したい方 

文字、発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な自己紹介ができる方 

中国語の基礎を学習し、日常生活の基本単語が聞いてわかる方

基礎文法を一通り学習し、ゆっくりであれば会話ができる方

平易な中国語の読み書きができ、簡単な表現で意志を伝えられる方

基本的な文章の読み書きができ、簡単な日常会話ができる方

社会生活に必要な中国語を習得し、不自由なく日常会話ができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

中国語

受講対象者レベル値

中国語検定準 4 級程度

中 国 語 検 定 4 級程度

中 国 語 検 定 3 級程度

中 国 語 検 定 2 級程度

初めて習う、または基礎から学び直したい方 

文字、発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な自己紹介ができる方 

読み書きができ、基礎文法を一通り学習している方 

日常会話に最低限必要な語彙と文法の知識があり、ゆっくりであれば会話ができる方

基礎学習を一通り終了し、簡単な日常会話ができる方

日常会話で相手の話している主旨を理解し、適切な表現を使って会話を続けることができる方

日常会話をマスターし、ディスカッションに参加することができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

韓国語

受講対象者レベル値

ハングル能力検定 5 級程度

ハングル能力検定 4 級程度

ハングル能力検定 3 級程度

ハングル能力検定準 2 級程度

ハングル能力検定 2 級程度

語学講座D

26申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



スティーブン・クラタバック

ニュージーランド・ウェリントン出身。ヴィクトリア大学卒業。
2000年来日。各種語学スクール及び企業研修などで講師
を務める。

ティモシー・カーキ

イギリス出身。ノース・ロンドン大学卒業。2000年来日。大
学・カルチャーセンターなどで子供から大人まで幅広く教えて
いる。

● 私の名前は～です
●どこにありますか
●何をしていますか
●忙しいですか
●ボブは背が高いですか
●この人は誰ですか
●レストランはどこですか　他

講座
番号 D17001 英会話1 （レベル1） 申込締切日 4月4日

講座内容

開講日

4/14・21・28、5/12・19・26、
6/9・16・23、7/7・14・21、
8/18・25、9/1
（金曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［Side by Side：Book1
（Longman）］ 3,078円 

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 ティモシー・カーキ

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～ 9課

●どんな料理が好きですか
●なぜ泣いているのですか
●ハンガリー語を話せますか 
● 明日何をしますか
●調子はどうですか
●歯を磨きました　他

講座
番号 D17002 英会話2 （レベル2） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/10・17・24、5/8・15・22、
6/5・12・19・26、7/10・24、
8/7・21・28
（月曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［Side by Side：Book1
（Longman）］ 3,078円 

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　10 課～17 課

● Introducing yourself
● Identifying things
● Describing personal information
● Describing colors and clothing
● Telling the time
● Talking about school

講座
番号 D17003 英会話3 （レベル3） 申込締切日 4月3日

講座内容

開講日

4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22・29、7/13・20・27、
8/10・24・31
（木曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［Person to Person：
Starter（Oxford）］ 
2,937円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～ 6課
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● Talking about routines
● Asking about meals
● Describing qualities
● Asking about places
● Asking to borrow things
● Talking about past experiences

講座
番号 D17004 英会話4 （レベル4） 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日

4/12・19・26、5/10・17・24、
6/7・14・21、7/5・12・19、
8/9・23・30
（水曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［Person to Person：
Starter（Oxford）］ 
2,937円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 ティモシー・カーキ

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　7課～12課

● Introducing yourself　
● Describing your family　
● Asking where things are
● Days and dates　
● Talking about likes and dislikes　
● Accepting and declining invitations

講座
番号 D17005 英会話5 （レベル5） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/11・18・25、5/9・16・23、
6/6・13・20、7/11・18・25、
8/8・22・29
（火曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［Person to Person：
Book1（Oxford）］ 
2,937円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～6課

　英字新聞などの短文を教材として使用し、
時事語彙力を高め、ディスカッションをおこな
いさらなる会話力アップを目指します。

講座
番号 D17006 英会話6 （レベル6） 申込締切日 4月5日

講座内容

開講日

4/15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、
7/1・15・22・29、
8/19・26、9/2
（土曜日　全15回）

開講時間
15：00～16：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

28申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　英字新聞などの中・長文を教材として使用
し、時事語彙力を高め、ディスカッションをお
こないさらなる会話力アップを目指します。

講座
番号 D17007 英会話7 （レベル7） 申込締切日 4月5日

講座内容

開講日

4/15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、
7/1・15・22・29、
8/19・26、9/2
（土曜日　全15回）

開講時間
13：00～14：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　講師・受講生が用意するプリント教材を使
用して、さまざまなテーマでディスカッション
を行います。また、英語力を高めるためにディ
スカッショントピックについて数分程度のプレ
ゼンをおこなう場合もあります。（プレゼンは、
受講人数によって回数が変わります。）

講座
番号 D17008 英会話8 （レベル8） 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日

4/12・19・26、5/10・17・24、
6/7・14・21、7/5・12・19、
8/9・23・30
（水曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 イーエン・メギール
（新潟青陵大学　准教授）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

● 私の名前は～です
●どこにありますか
●何をしていますか
●忙しいですか
●ボブは背が高いですか
●この人は誰ですか
●レストランはどこですか　他

講座
番号 D17009 シニアのための英会話1 （レベル1） 申込締切日 4月5日

講座内容

開講日

4/15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、
7/1・15・22・29、
8/19・26、9/2
（土曜日　全15回）

開講時間
10：30～12：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［Side by Side：Book1
（Longman）］ 3,078円 

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～ 9課
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●どんな料理が好きですか
●なぜ泣いているのですか
●ハンガリー語を話せますか
●明日何をしますか
●調子はどうですか
●歯を磨きました　他

講座
番号 D17010 シニアのための英会話2 （レベル2） 申込締切日 4月3日

講座内容

開講日

4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22・29、7/13・20・27、
8/10・24・31
（木曜日　全15回）

開講時間
10：30～12：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［Side by Side：Book1
（Longman）］ 3,078円 

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　10課～17課

● What's the purpose of your visit? 　  
● How much is it?
● When is the next train to Xi'an?
● The TV is broken.
● What is there to see?
● I'd like to rent a snowboard,please. 
● Tell me about your country.
● How was your weekend? 
● Does it hurt? 
● I'd like a cup of coffee,please.

講座
番号 D17011 シニアのための英会話3 （レベル3） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/10・17・24、5/8・15・22、
6/5・12・19・26、7/10・24、
8/7・21・28
（月曜日　全15回）

開講時間
10：30～12：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［PASSPORT 2
（Oxford）］ 2,840円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲 1課～10課

●  Would you like to visit the Temple of 
Heaven?

● I want to send an attachment.　
● I'd like a chicken sandwich,please.　
● Go straight along this road.　
● Have you been to the Great Wall yet?　 
● Excuse me.Can you help us?　
● I don't think this is right.　
● Keep in touch!　
● Did you pack this bag yourself?　
● Are you going snowboarding again?

講座
番号 D17012 シニアのための英会話4 （レベル4） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/11・18・25、5/9・16・23、
6/6・13・20、7/11・18・25、
8/8・22・29
（火曜日　全15回）

開講時間
13：00～14：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［PASSPORT 2
（Oxford）］ 2,840円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲11課～20課

30申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



内
うちだ

田　朗
あきこ

子

オーストラリアの高校へ留学後、カナダの大学で学ぶ。海外
在住経験20年。現在は、sprout英会話教室講師、企業翻
訳・通訳を行っている。英検一級、TOEIC990点。

● Introducing yourself
● Identifying things
● Describing personal information
● Describing colors and clothing
● Telling the time
● Talking about school

講座
番号 D17013 シニアのための英会話5 （レベル5） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/10・17・24、5/8・15・22、
6/5・12・19・26、7/10・24、
8/7・21・28
（月曜日　全15回）

開講時間
13：00～14：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Person to Person：
Starter（Oxford）］ 
2,937円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～ 6課

　英字新聞などの短文を教材として使用し、
時事語彙力を高め、ディスカッションをおこな
いさらなる会話力アップを目指します。

講座
番号 D17014 シニアのための英会話6 （レベル6） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/11・18・25、5/9・16・23、
6/6・13・20、7/11・18・25、
8/8・22・29
（火曜日　全15回）

開講時間
11：00～12：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母 19,700円

　本講座では空港、レストラン、ホテル、ショッ
ピング、トラブル対応など短期から中・長期の
海外旅行、永住を目的とした方に役立つ表現
を練習していきます。そして、リスニングの「運
動不足」を解消し英語をナチュラルスピード
で聞き取る実力を育てましょう。
　また、外国の方に日本の文化や地元新潟
の紹介ができるよう、実践的な表現力を身に
つけていきます。講座が終わるころには、海
外で英語を話すことに自信が持てるようにな
ります。

講座
番号 D17015 観光英語 （レベル4） 申込締切日 3月29日

講座内容

開講日

4/8・15・22、5/13・20・27、
6/3・10・17、7/8・15・22、
8/26、9/2・9
（土曜日　全15回）

開講時間
10：30～12：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材

［4週間集中ジム 英語リス
ニング 初級2 短期留学編 
（アスク出版）］
1,728円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 内田　朗子

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円
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　TOEIC600点未満の方および初めて
TOEICを受けられる方を対象にします。音に
よるトレーニング（リスニング・音読・シャドーイ
ング・ディクテーション等）を中心に、知識と実
践の両面からの実力向上をはかります。
＜TOEICテスト＞
平成29年9月10日（日）「第223回TOEICテ
スト」
※ 詳細は「TOEIC」公式ホームページでご確
認ください。

講座
番号 D17016 TOEIC®（600点）対策講座 （レベル4～5） 申込締切日 7月5日

講座内容

開講日 7/15・22、8/26、9/2
（土曜日　全4回）

開講時間 13：00～15：30

定　員 20名

教　材

［TOEIC®TEST全パート
まるごとスピードマスター 
CD付 （Jリサーチ出版）］
1,512円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 内田　朗子

受講料

一般 10,300円
在学生 5,100円
卒業生・父母 8,200円

　観光英語検定とは、国際人としての英語力
を身につけることを目的とした検定です。海
外旅行や観光に特化していますので、海外旅
行をさらに楽しみたい方、旅行・観光・ホテル・
レストラン等のスペシャリストとしての英語
能力を身に付けたい方にお勧めの検定試験
です。空港・交通・ホテル・観光・ショッピング等
の場面を想定した問題に加えて、国内外の文
化、地理、歴史の知識も問われます。検定試
験の内容に沿ったリスニングや会話練習を行
い、読解力を身につけることで合格を目指し
ます。
＜観光英語検定試験＞
平成29年6月25日（日）「第36回観光英語検
定試験」
※ 詳細は「全国語学ビジネス観光教育協会」
公式ホームページでご確認ください。

講座
番号 D17017 観光英語検定試験2級対策講座 申込締切日 5月17日

講座内容

開講日 5/27、6/3・10・17
（土曜日　全4回）

開講時間 13：00～15：30

定　員 20名

教　材 500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 内田　朗子

受講料

一般 10,300円
在学生 5,100円
卒業生・父母 8,200円

●フランス語の特徴
●発音と綴り字の読み方
●挨拶
●自己紹介
●数字の言い方

講座
番号 D17018 フランス語会話1 （レベル1） 申込締切日 4月4日

講座内容

開講日

4/14・21・28、5/12・19・26、
6/9・16・23、7/7・14・21・28、
9/1・8
（金曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［新・ペアで学ぼうフランス
文法 （第三書房）］ 
2,268円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円
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　会話練習をしながらフランスの文化を学ぶ
ことができます。動詞の活用、冠詞の使い分
けなどを中心に学習します。

講座
番号 D17019 フランス語会話2 （レベル2） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/11・18・25、5/9・16・23、
6/6・13・20、7/4・11・25、
8/1・29、9/5
（火曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［新・ペアで学ぼうフランス
文法 （第三書房）］ 
2,268円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　会話練習をしながらフランスの文化を学
ぶことができます。代名動詞、代名詞、疑問
詞のまとめ、非人称構文などを中心に学習し
ます。

講座
番号 D17020 フランス語会話3 （レベル3） 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日

4/12・19・26、5/10・17・24、
6/7・14・21、7/5・12・26、
8/2・30、9/6
（水曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［新・ペアで学ぼうフランス
文法 （第三書房）］ 
2,268円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　会話練習をしながらフランスの文化を学ぶ
ことができます。比較級、関係代名詞、複合
過去、半過去などを中心に学習します。

講座
番号 D17021 フランス語会話4 （レベル4） 申込締切日 4月3日

講座内容

開講日

4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22、7/6・13・20・27、
8/3・31、9/7
（木曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［ボンジュール・パリ
（白水社）］ 
2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

マキシム・カルトロン

フランス・ノルマンディー出身。ボルドー大学でフランス語指
導法を専攻。2003年新潟大学へ留学。現在は、新潟大学
などで非常勤講師を務める。
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　会話練習をしながらフランスの文化を学ぶ
ことができます。条件法、接続法などを中心
に学習します。

講座
番号 D17022 フランス語会話5 （レベル5） 申込締切日 4月3日

講座内容

開講日

4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22、7/6・13・20・27、
8/3・31、9/7
（木曜日　全15回）

開講時間
13：30～15：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　ディスカッションを行い、会話力の向上を
図ります。また、会話練習をしながらフラン
スの文化を学ぶことができます。
※ 授業は主としてフランス語で行いますが、
必要に応じて日本語で説明を加えます。

講座
番号 D17023 フランス語会話6 （レベル6） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/10・17・24、5/8・15・22、
6/5・12・19、7/3・10・24・31、
8/28、9/4
（月曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　さまざまなテーマについてディスカッショ
ンを行います。
※授業はフランス語で行います。

講座
番号 D17024 フランス語会話7 （レベル7） 申込締切日 3月29日

講座内容

開講日

4/8・15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、
7/8・15・22・29、9/2・9
（土曜日　全15回）

開講時間
11：30～13：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円
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齋
さいとう

藤　明
あきこ

子
（寺沢中国語研究所講師）

中国大連外語学院漢語培訓中心高級班修了。新潟大学
人文学部卒業。1994年から5年間、新潟県庁で語学嘱託
員として通訳翻訳に従事。2008年より寺沢中国語研究所
にて個人レッスンと企業研修を担当し、現在に至る。

● 発音
●ピンイン
●名前の聞き方と答え方
●疑問文
●曜日の言い方
●数詞の言い方

講座
番号 D17025 中国語会話1 （レベル1） 申込締切日 4月5日

講座内容

開講日

4/15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、
7/8・15・22・29、
8/19・26、9/2
（土曜日　全15回）

開講時間
13：00～14：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［気楽に話そう中国語 
（朝日出版社）］
2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～6課

●動詞の重ね型
●使役の表現
●受身の文
●数量補語
●助動詞

講座
番号 D17026 中国語会話2 （レベル2） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/11・18、5/9・16・23、
6/6・13・20、7/4・11・18・25、
8/8・22・29
（火曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［気楽に話そう中国語 
（朝日出版社）］
2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　7課～20課

●比較表現
●二重目的語を持つ述語文
●方位詞
●連動文
●動詞“有”の使い方

講座
番号 D17027 中国語会話3 （レベル3） 申込締切日 4月4日

講座内容

開講日

4/14・21、5/12・19・26、
6/9・16・23、7/7・14・21・28、
8/18・25、9/1
（金曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［これでパーフェクト！ 新・
中国語の旅（朝日出版社）］
2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～9課
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● 程度補語
●可能表現
●助詞“了”
● 結果補語
●存現文
●兼語文

講座
番号 D17028 中国語会話4 （レベル4） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/10・17、5/8・15・22、
6/5・12・19、7/3・10・24・31、
8/7・21・28
（月曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［これでパーフェクト！ 新・
中国語の旅（朝日出版社）］
2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　10課～15課

　これまでに学習した基本的な文型をさらに
しっかりと定着させ、使える中国語を目指し
ます。

講座
番号 D17029 中国語会話5 （レベル5） 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日

4/12・19、5/10・17・24、
6/7・14・21、7/5・12・19・26、
8/9・23・30
（水曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［ビジュアル中国
（朝日出版社）］
2,484円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～6課

　さまざまな状況に対応できる表現方法を
身につけ、ワンランク上の中国語習得を目指
します。

講座
番号 D17030 中国語会話6 （レベル6） 申込締切日 4月5日

講座内容

開講日

4/15・22、5/20・27、
6/3・10・17・24、
7/8・15・22・29、
8/19・26、9/2
（土曜日　全15回）

開講時間
10：30～12：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［新・ブラッシュアップ中国
語（朝日出版社）］
2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 寺沢　一俊
（寺沢中国語研究所主宰）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～6課

寺
てらさわ

沢　一
かずとし

俊
（寺沢中国語研究所主宰）

新潟大学大学院博士課程前期修了。アジア言語論（中国
語文法）専攻。中国専業旅行社新日本国際（株）にて通訳
添乗業務。新潟市秘書課嘱託通訳。新潟県－黒龍江省お
よび秋田県―甘粛省の友好都市締結に関わる公式通訳。
現在、県内の大学などで非常勤講師を務める。
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林
りん

　杰
けつ

（通訳・翻訳）

中国・福建省廈門（アモイ）市出身。中国国立廈門大学日
本語学科卒業。2008年に留学生として来日。新潟大学大
学院を経て、現在は新潟市内の会社で中国語通訳・翻訳
に従事。中国語講師歴6年。

　中国で放映されたTV番組を見たり、ディ
スカッションを行いながら、会話力の向上を
図ります。また、会話を通して中国の文化を
より深く理解することができます。
※授業は中国語で行います。

講座
番号 D17031 中国語会話7 （レベル7） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/11・18・25、5/9・16・23、
6/6・13・20、7/4・11・18、
8/1・8・22
（火曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［中級　漢語口語 1
（北京大学出版社）］　
2,808円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 林　杰
（通訳・翻訳）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

● 基本母音字母と合成母音字母（1）　
●基本子音字母
●合成母音字母（2）　
●パッチム
●私は～です。
●時間ありますか？
●それは何ですか？

講座
番号 D17032 韓国語会話1 （レベル1） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日

4/6・13・20、5/11・18・25、
6/1・15・22、7/13・20・27、
8/10・17・24
（木曜日　全15回）

開講時間
18：45～20：15
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［最新チャレンジ韓国語
（白水社）］ 2,484円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 張　鳳仙

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～7課

張
じゃん

　鳳
ぼんそん

仙

韓国・ソウル出身。長安大学卒業。1998年来日。2005年
からカルチャーセンターなどの講師を務める。

● 日曜日に何をしますか？
●何が好きですか？
●週末に何をしましたか？
●明日は何をするつもりですか？
●スープが冷たくておいしいです。
●一度遊びに来てください。

講座
番号 D17033 韓国語会話2 （レベル2） 申込締切日 4月7日

講座内容

開講日

4/17・24、5/8・15・22、
6/5・12・19、7/3・10・24・31、
8/7・28、9/4
（月曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［最新チャレンジ韓国語
（白水社）］ 2,484円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　貞美

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　8課～13課
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　会話の基本となる文型を集中的に学習し
ます。
●お名前はなんとおっしゃいますか？
●朝子といいますが、日本から来ました。
●魚は焼かないでください。
●ファンの集いに行くことにしました。
●道を渡って左にずっと行ってください。
●ファンの集いへ行ってみたんですけど…

講座
番号 D17034 韓国語会話3 （レベル3） 申込締切日 4月10日

講座内容

開講日

4/20・27、5/11・18・25、
6/1・15・22、7/6・13・20・27、
8/24・31、9/7
（木曜日　全15回）

開講時間
18：45～20：15
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［ちょこっとチャレンジ！
韓国語（白水社）］
2,592円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　貞美

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～6課

朴
ぱく

　貞
じょんみ

美

韓国・釜山出身。釜山大学卒業。2001年来日。韓国教育
院や専門学校などに韓国語講師として勤務。現在は、新潟
商業高等学校の講師を務める。

金
きむ

　榮
よんす

洙

韓国・ソウル出身。明知大学卒業。中等教員免許取得。
1990年来日。ハングル学舎代表。天地人で学ぶハングル文
字、物語で覚える文法の話、能力試験対策など、多数の講座
経験を持つ。現在は語学院や専門学校で講師を務める。

　会話の基本となる文型を集中的に学習し
ます。
●少し安くしてください。
●私の気持ちですから受け取ってください。
●咳がひどくて眠れませんでした。
●字幕を見ながら勉強します。
●今日は来られないそうです。
●久しぶりに来てみて、どうですか？

講座
番号 D17035 韓国語会話4 （レベル4） 申込締切日 4月14日

講座内容

開講日

4/24、5/1・8・15・22・29、
6/5・12・19・26、7/3・10・24、
9/11・25
（月曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［ちょこっとチャレンジ！
韓国語（白水社）］
2,592円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 金　榮洙

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　7課～12課

　今まで習った文型を活用して、スムーズに会
話ができるようさまざまな表現方法を学びます。
●空港に出迎え　―再会のあいさつ
●部屋探し　―状況をよりくわしく表現する
●自己紹介　―自分のことを話す
●  成珉の家で　―目上の人への話しかた、尊
敬の表現

●帰り道　―様子から推測、判断する
●百日記念日　―素直な気持を表明する
●  引越しパーティーの日　―注意や指示を
する

講座
番号 D17036 韓国語会話5 （レベル5） 申込締切日 3月29日

講座内容

開講日

4/8・15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、
7/1・15・22・29、8/19・26
（土曜日　全15回）

開講時間
10：30～12：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［もっとチャレンジ！
韓国語（白水社）］
2,484円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　1課～7課
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朴
ぱく

　仁
いんじ

智

韓国・光州出身。全南大学卒業。1996年来日。日本大学
大学院修士博士課程修了。現在は専門学校で韓国語非
常勤講師を務める。

　今まで習った文型を活用して、スムーズに会
話ができるようさまざまな表現方法を学びます。
●何を召し上がりますか。
●気分がよくなりました。
●また会えるかと聞きました。
●韓国の男性はみんな軍隊へ行くそうです。
●ちょっと待つように言いました。
●遊びに行こうと言ってるんですが。

講座
番号 D17037 韓国語会話5 （レベル5） 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日

4/12・19・26、5/10・17・24、
6/7・14・21・28、7/5・12・19、
8/30、9/6
（水曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［できる韓国語　初級Ⅱ
（DEKIRU出版）］
2,160円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　仁智

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　20課～25課

鄭
ちょん

　賢
ひょんすく

淑

韓国・京畿道出身。京畿大学卒業。1996年来日。韓国教
育院や各種語学スクールなどに韓国語講師として勤務。韓
国語指導経験は10年以上。

　さまざまな場面で対応できる会話力を身
につけるため、実際の場面でよく使われる文
型や表現を中心に学習します。
※ 授業は主として韓国語で行いますが、必要
に応じて日本語で説明を加えます。

講座
番号 D17038 韓国語会話6 （レベル6） 申込締切日 4月9日

講座内容

開講日

4/19・26、5/10・17・24、
6/7・14・21、7/5・12・19、
8/2・23・30、9/6
（水曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［できる韓国語　中級Ⅰ
（DEKIRU出版）］
2,700円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　貞美

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

テキスト学習範囲　11課～15課

　教科書の他に、さまざまな資料を使って多
様な実践練習を行います。練習を通じ、表現
力、聴く能力、文章の理解力を高めることを
目指します。
※授業は韓国語で行います。

講座
番号 D17039 韓国語会話7 （レベル7） 申込締切日 4月8日

講座内容

開講日

4/18・25、5/9・16・23、
6/6・13・20、7/4・11・18、
8/1・8・29、9/5
（火曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［できる韓国語　中級Ⅱ
（DEKIRU出版）］　
2,700円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　貞美

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円
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　教科書の他に、さまざまな資料を使って多
様な実践練習を行います。練習を通じ、表現
力、聴く能力、文章の理解力を高めることを
目指します。
※授業は韓国語で行います。

講座
番号 D17040 韓国語会話7 （レベル7） 申込締切日 3月29日

講座内容

開講日

4/8・15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、
7/1・15・22・29、8/19・26　
（土曜日　全15回）

開講時間
12：30～14：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［できる韓国語　中級Ⅱ
（DEKIRU出版）］　
2,700円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　さまざまな資料を使い、より高度な会話力、
読解力をつけることを目指します。
※授業は韓国語で行います。

講座
番号 D17041 韓国語会話8 （レベル8） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/10・17・24、5/15・22・29、
6/12・19・26、7/3・24・31、
8/7・21・28
（月曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　簡単な会話とハングルの読み書きができ
ることを目標とします。言葉だけではなく、
韓国の音楽やドラマ、そして文化などを紹介
しながら楽しく学びます。

講座
番号 D17042 シニアのための韓国語会話3 （レベル3） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/11・18・25、5/9・16・23、
6/6・13・20、7/4・11・25、
8/1・8・22
（火曜日　全15回）

開講時間
10：00～11：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［基礎から学ぶ韓国語講座　
初級 （国書刊行会）］　
2,268円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 黄　仁祚

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母 19,700円

黄
ふぁん

　仁
いんじょ

祚

韓国・ソウル出身。慶熙ホテル大学卒業。2000年4月来
日。新潟大学人文学部卒業。新潟大学大学院修士課程
修了。現在は、専門学校や大学、カルチャースクール等で講
師を務める。
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カルデロン　パトリシア

メキシコ合衆国、メキシコ市生まれ。メキシコ国立自治大学歯
学部卒業。新潟県の奨学金で９か月間、新潟大学歯学部
補綴科にて研修生として在学。新潟医療福祉大学で非常
勤講師を務める。

　スペイン語は世界で21カ国、4億5千万人
に使われており、日本人にとって話しやすい
言語です。聞こえてきた言葉をカタカナで書
き取って、そのままカタカナを読めば、ほとん
ど通じます。この講座では、初心者を対象に
挨拶をはじめとして、簡単な会話と最低限の
文法を身につけることを目標とします。ネイ
ティブの講師がラテンアメリカ文化を楽しく
紹介します。

講座
番号 D17043 スペイン語入門 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/11・18・25、5/9・16・23、
6/13・20・27、7/11・18・25、
8/8・22・29
（火曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［Andale （同学社）］　
2,808円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 カルデロン　パトリシア

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　この講座は、学習歴1年以上の方を対象と
しています。コミュニケーションに重点をお
いたテキストを使い、さまざまな場面に応じ
た会話表現を学びます。

講座
番号 D17044 スペイン語基礎 申込締切日 4月3日

講座内容

開講日

4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22・29、7/13・20・27、
8/10・24・31
（木曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［スペイン語とわたし 
（朝日出版社）］ 2,592円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 カルデロン　パトリシア

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　この講座は、学習歴2年以上の方を対象と
しています。会話と文法を身につけることを
目標とします。

講座
番号 D17045 スペイン語初級 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日

4/12・19・26、5/10・17・24、
6/14・21・28、7/12・19・26、
8/9・23・30
（水曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材 ［Plaza amigos Ⅲ 
（朝日出版社）］ 2,052円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 カルデロン　パトリシア

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円
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　この講座では、本初級講座を受講された方、
または学習歴3年以上の方を対象としていま
す。会話と文法を身につけることと自分で考
えた内容をスペイン語で表現できるようにな
ることを目標とします。

講座
番号 D17046 スペイン語中級 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/10・17・24、
5/8・15・22・29、
6/5・12・19・26、
7/10・24・31、8/7
（月曜日　全15回）

開講時間
18：30～20：00
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［Plaza Mayor Ⅱ 
（朝日出版社）］
2,052円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 小林　スサナ

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

小
こばやし

林　スサナ

メキシコ合衆国メキシコ市生まれ。日本国籍。メキシコ国立自治大学（UNAM）歯学
部卒業。東京医科歯科大学歯学部補綴学大学院卒業（文部省奨学金留学生）。
メキシコ国立自治大学（UNAM）イスタカラ分校教授。にいがた社会保険センターで
スペイン語を教える。1997年から新潟大学で非常勤講師を務める。

　この講座では、お隣の国であるロシアの言
語、ロシア語の基礎について、文化や歴史も
交えながら楽しく学習します。会話を中心と
したテキストを用いますが、文法も少しだけ
学びます。そして、①ロシア語の文字が理解
できる（読める・書ける）こと②ロシア語で自
己紹介・あいさつができること③ロシア語の
ごく簡単な質問に答えられることを目標とし
ます。

講座
番号 D17047 ロシア語入門 申込締切日 3月28日

講座内容

開講日

4/7・14・21、5/12・19・26、
6/9・16・23、7/7・14・21・28、
8/25、9/1
（金曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［会話で学ぶロシア語初級 
（南雲堂フェニックス）］　
2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 中谷　昌弘

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

　この講座では、昨年度ロシア語初級1に引
き続きロシア語会話を、文化や歴史も交えな
がら楽しく学習します。具体的にはロシア語で、
①着ている衣服について（色も含めて）表現
できること②道を尋ねる・道案内ができること
を目標とします。

講座
番号 D17048 ロシア語初級1 申込締切日 3月26日

講座内容

開講日

4/5・12・19、5/10・17・24、
6/7・14・21、7/5・12・19・26、
8/23・30
（水曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［会話で学ぶロシア語初級 
（南雲堂フェニックス）］　
2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 中谷　昌弘

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円

中
なかたに

谷　昌
まさひろ

弘

金沢大学経済学部卒業。1996年新潟大学大学院経済学
研究科修士課程を修了。2000年新潟大学大学院現代社
会文化研究科博士課程を修了後、国立ハバロフスク教育
大学に留学。研究分野は近現代ロシア史。現在は、新潟大
学などの非常勤講師を務める。
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プライベートレッスン

※プライベートレッスンの詳細については
　電話でお問い合せください。

●レッスンは予約制です。希望日の1週間前までに電話か窓口で予約してください。
●レッスンの回数は、自由に決めることができます。
●キャンセル、変更は、予約日の前々日（休業日を除く）の18時までにご連絡ください。
●受講料は事前にお支払いください。
●テキストを使用する場合は、別途テキスト代金が必要です。

4,900円／1回（60分）

初心者から上級者まで、一人一人のレベルや
目的に応じたレッスンを受けることができます。

英語 フランス語 ロシア語

中国語 韓国語

受講料

　この講座では、昨年度ロシア語初級2に引
き続きロシア語会話を、文化や歴史も交えな
がら楽しく学習します。具体的にはロシア語の、
①動詞の体（完了体・不完了体）が理解できる
こと②無人称文についてさらに理解を深める
ことを目標とします。

講座
番号 D17049 ロシア語初級2 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日

4/10・17、5/8・15・22、
6/5・12・19、7/3・10・24・31、
8/21・28、9/4
（月曜日　全15回）

開講時間
19：00～20：30
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、
授業は1時間になります。

定　員 20名（1名から開講します）

教　材
［会話で学ぶロシア語初級 
（南雲堂フェニックス）］　
2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 中谷　昌弘

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母 19,700円
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パソコン講座E
〈Windows、Officeソフトのバージョンについて〉

各講座で使用するWindows、Officeソフトのバージョンを記載してありますので、詳しくは講座説明をご覧ください。
異なるバージョンについての説明は行いませんので、あらかじめご了承ください。

　マウス操作、文字入力といったパソコンの
基本操作は出来るがExcelの使い方はよく
わからないという方を対象にした講座です。
SUM関数やオートフィルなど基本的な内容
を順番に学びます。「実務で活かすExcel」
を受講される前の基礎作りや基本操作の復
習にもおすすめです。

講座
番号 E17001 Excel入門 申込締切日 5月10日

講座内容

開講日 5/20・27・6/3
（土曜日 全3回）

開講時間 10:00～12:00

定　員 10名

教　材 1,300円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 6,200円
在学生 4,300円
卒業生・父母  4,900円Windows 7 / Excel2013

　Excelの基本的な操作を学習し終えた方
を対象に、実務にシフトした活用法を身につ
けることを目指します。グラフの作成やデー
タの並べ替え・抽出などExcelの便利な機
能を習得し、すぐに活用できる使い方を学び
ます。
（Excel【基礎】と【応用】で同じテキストを使用
します）

講座
番号 E17002 実務で活かすExcel【基礎】 申込締切日 6月21日

講座内容

開講日 7/1・8・15・22・29
（土曜日 全5回）

開講時間 10:00～12:00

定　員 10名

教　材 1,100円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母  8,200円Windows 7 / Excel2013

　基礎で学んだ活用法を実際に実務で活か
すために、さらなる実践力を身に付ける講座
です。様々な応用問題を繰り返し練習するな
どして実務で使えるExcelの技術を磨き上げ
て行きます。
（Excel【基礎】と【応用】で同じテキストを使用
します）

講座
番号 E17003 実務で活かすExcel【応用】 申込締切日 8月5日

講座内容

開講日 8/19・26、9/2・9・16
（土曜日 全5回）

開講時間 10:00～12:00

定　員 10名

教　材 1,100円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母  8,200円Windows 7 / Excel2013
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　Wordの基本操作を習得されている方を
対象にした、実務にシフトした文書作成を身
に付けることができる講座です。イラストや
写真、表などを効果的に使った文書作成や、
長文作成に便利な機能などワンランク上の
文書作成を学びます。
（Word【基礎】と【応用】で同じテキストを使用
します）

講座
番号 E17004 実務で活かすWord【基礎】 申込締切日 6月5日

講座内容

開講日 6/15・22・29、7/6・13
（木曜日 全5回）

開講時間 18:45～20:45

定　員 10名

教　材 1,100円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母  8,200円Windows 7 / Word2013

　基礎で学んだ活用法を実際に実務で活か
すために、さらなる実践力を身に付ける講座
です。様々な応用問題を繰り返し練習するな
どして実務で使えるWordの技術を磨き上げ
て行きます。
（Word【基礎】と【応用】で同じテキストを使用
します）

講座
番号 E17005 実務で活かすWord【応用】 申込締切日 7月24日

講座内容

開講日 8/3・10・17・24・31
（木曜日 全5回）

開講時間 18:45～20:45

定　員 10名

教　材 1,100円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母  8,200円Windows 7 / Word2013

岩
いわの

野　弥
みさこ

佐子
（パソコンインストラクター）

富山県生まれ。横浜市立大学商学部経済学科卒。銀行ソ
フトウェア部門におけるプログラマーなどを経て、現在、職業
訓練校でパソコン、就職支援の講師を務める。
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プライベートレッスン

※プライベートレッスンの詳細についてはお電話でお問い合わせください。●レッスンは予約制です。希望日の1週間前までに電話か窓口で予約してください。
●レッスンの回数は、自由に決めることができます。
●キャンセル、変更は、予定日の前々日（閉館日除く）の18時までにご連絡ください。
●受講料は事前にお支払いください。
●テキストを使用する場合は、別途テキスト代金が必要です。

2,100円／1回（60分）

本学学生アドバイザーによる初心者向けのマンツーマン
レッスンで、自分に合った内容を無理なく学習できます。
Windowsのノートパソコンであれば、ご自身のパソコンを
持ち込んで学習することも可能です。

受講料

※1時間延長毎に1,000円

『パソコンの基本操作』
『Word/Excelの入門』
『インターネット&メール』
『写真データの保存方法』

プライベートレッスン ハイパー

※プライベートレッスンの詳細についてはお電話でお問い合わせください。●レッスンは予約制です。希望日の1週間前までに電話か窓口で予約してください。
●レッスンの回数は、自由に決めることができます。
●キャンセル、変更は、予定日の前々日（閉館日除く）の18時までにご連絡ください。
●受講料は事前にお支払いください。
●テキストを使用する場合は、別途テキスト代金が必要です。

3,200円／1回（60分）

スマホアプリ等の開発を行っている「プラスクリエイティ
ブ」によるプライベートレッスンです。
アプリ開発だけでなくホームページ作成など、本学学生ア
ドバイザーでは対応しきれない内容でもご相談ください。

受講料

※1時間延長毎に3,200円

『ブログ開設』
『SNSの活用』

『アプリ開発の方法』
『ホームページ作成（HTML・CSS・PHP）』

諸
もろはし

橋　弘
ひろゆき

幸
（プラスクリエイティブ 代表）

1988年生まれ。新潟国際情報大学を卒業し、情報系企業
でSE業務を担当。その後、2014年にWEBサイト、スマート
フォンアプリなどの事業を行う団体「プラスクリエイティブ」
を起業し、代表を務める。ゲームやツールアプリを作成して
いる。
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講座をお申し込みになる前に必ずお読みください。

新潟国際情報大学エクステンションセンター  ［新潟中央キャンパス内］
TEL.025-227-7111　FAX.025-227-7117
http://www.nuis.ac.jp/extension/
開館時間／月～金 9：00～20：30　土日 9：00～17：00　休業日／祝日、年末年始 他

受講のご案内

申し込みから受講までの流れ

受講申込書
の提出

▲ ▲

Webからの
申し込み

受講通知書が
郵便で届く

受講通知書を
マイページから
ダウンロード

▲ ▲

▲

来校、電話、郵送、FAX

http://www.nuis.ac.jp/extension/
よりアクセス

受講料の
振込

講座に出席

受講証のお渡し

● 原則として講座の録音・録画・写真撮影はお断りします。
● 当センターの敷地及び建物内は禁煙です。
● 教室内での飲食はご遠慮ください。
● 所持品には充分ご注意ください。盗難等がおきても本学は賠償責任を負いません。
● 講師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
  その際、受講料は返金いたしません。
● 車でお越しの方は近隣の有料パーキングをご利用ください。

 受講上の
お願い

● 受講生が一定数に満たない場合、講座を中止または延期することがあります。
● 講師の緊急の都合により、休講または別の講師による代講を行うことがあります。
● 休講の場合は原則として振替え講義を行います。
● 教材は原則、第1回目の講義で配付または販売します。ただし、申込締切日後のお申し込みの場合は
  初回にお渡しできないことがありますので予めご了承ください。
● 洋書はレートにより価格が変動することがあります。

 講　座

● 講座回数の7割以上の出席者に修了証書を授与します。
● 資格講座は発行しません。 修了証書

● 受講は先着順です。定員になり次第、受付を終了します。
● 受付後、センターより「受講通知書」をお送りします。
   お申し込み後、2週間を過ぎても「受講通知書」が届かない場合は、お手数ですがご一報ください。
● Webサイトからお申込みの方は、Webサイトのマイページよりログインのうえ、「受講通知書」をご確認ください。

 申し込み

キャンセル

● 受講確定後、やむを得ず受講をキャンセルされる場合はできるだけ早くセンターにご連絡ください。
  （開講前日の18：00までにご連絡がない場合は受講料の返金ができなくなります。）
● キャンセルの場合でも受講料は全額返金します。その際、返金のための手数料として1,000円をご負担いただきます。
● 開講日（当日を含む）後のキャンセルは受講料を返金いたしませんので、予めご了承ください。

 受講料

● 受講料には消費税が含まれます。
● 「受講通知書」に記載してある納入期限までにお振込みください。振込み手数料はご本人様の負担となります。
● 講座が中止となった場合、受講料は全額、銀行振込にて返金します。
  受講料振込の際にかかった手数料等は返金いたしません。
● 新潟国際情報大学在学生、卒業生、ご父母は受講料の割引があります。

● 直接来校、電話、郵送、FAX、Webサイトでお申し込みください。
● 郵送・FAXでお申し込みの方は、受講申込書をご利用ください。

お申し込み
お問い合せ



入力

2017年前期

●「受講のご案内」をよくお読みになり、下記に送付ください。

キ
リ
ト
リ
セ
ン

講座テキスト
エクステンションセンターで

□購入する　□購入しない

エクステンションセンターで

□購入する　□購入しない

エクステンションセンターで

□購入する　□購入しない

エクステンションセンターで

□購入する　□購入しない

□ 講座案内 □ web □ 講師 □ 知人 
□ 大学掲示 □ 大学広報誌 □ 新聞（　　　　　　　　） 
□ 市報にいがた □ assh □ 折込チラシ □ ラジオ 
□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

講座をお申し込みになる前に必ずお読みください。

新潟国際情報大学エクステンションセンター  ［新潟中央キャンパス内］
TEL.025-227-7111　FAX.025-227-7117
http://www.nuis.ac.jp/extension/
開館時間／月～金 9：00～20：30　土日 9：00～17：00　休業日／祝日、年末年始 他

受講のご案内

申し込みから受講までの流れ

受講申込書
の提出

▲ ▲

Webからの
申し込み

受講通知書が
郵便で届く

受講通知書を
マイページから
ダウンロード

▲ ▲

▲

来校、電話、郵送、FAX

http://www.nuis.ac.jp/extension/
よりアクセス

受講料の
振込

講座に出席

受講証のお渡し

● 原則として講座の録音・録画・写真撮影はお断りします。
● 当センターの敷地及び建物内は禁煙です。
● 教室内での飲食はご遠慮ください。
● 所持品には充分ご注意ください。盗難等がおきても本学は賠償責任を負いません。
● 講師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
  その際、受講料は返金いたしません。
● 車でお越しの方は近隣の有料パーキングをご利用ください。

 受講上の
お願い

● 受講生が一定数に満たない場合、講座を中止または延期することがあります。
● 講師の緊急の都合により、休講または別の講師による代講を行うことがあります。
● 休講の場合は原則として振替え講義を行います。
● 教材は原則、第1回目の講義で配付または販売します。ただし、申込締切日後のお申し込みの場合は
  初回にお渡しできないことがありますので予めご了承ください。
● 洋書はレートにより価格が変動することがあります。

 講　座

● 講座回数の7割以上の出席者に修了証書を授与します。
● 資格講座は発行しません。 修了証書

● 受講は先着順です。定員になり次第、受付を終了します。
● 受付後、センターより「受講通知書」をお送りします。
   お申し込み後、2週間を過ぎても「受講通知書」が届かない場合は、お手数ですがご一報ください。
● Webサイトからお申込みの方は、Webサイトのマイページよりログインのうえ、「受講通知書」をご確認ください。

 申し込み

キャンセル

● 受講確定後、やむを得ず受講をキャンセルされる場合はできるだけ早くセンターにご連絡ください。
  （開講前日の18：00までにご連絡がない場合は受講料の返金ができなくなります。）
● キャンセルの場合でも受講料は全額返金します。その際、返金のための手数料として1,000円をご負担いただきます。
● 開講日（当日を含む）後のキャンセルは受講料を返金いたしませんので、予めご了承ください。

 受講料

● 受講料には消費税が含まれます。
● 「受講通知書」に記載してある納入期限までにお振込みください。振込み手数料はご本人様の負担となります。
● 講座が中止となった場合、受講料は全額、銀行振込にて返金します。
  受講料振込の際にかかった手数料等は返金いたしません。
● 新潟国際情報大学在学生、卒業生、ご父母は受講料の割引があります。

● 直接来校、電話、郵送、FAX、Webサイトでお申し込みください。
● 郵送・FAXでお申し込みの方は、受講申込書をご利用ください。

お申し込み
お問い合せ





講座申込について

Q　受講の条件はありますか？

 A　ありません。どなたでも受講できます。

Q　語学講座を申し込む際に、自分のレベルがよくわかりません。

 A　パンフレット（P. ）またはWebサイトに掲載されているレベル表をご覧ください。また、講座開講中であればご
見学のうえ、決めていただくことができます。

Q　テキストは事前に閲覧できますか？

 A　語学講座にかぎり閲覧できますので、事務室にお申し出ください。ただし、まだ入荷していないテキストもあります
ので、事前にご確認のうえお越しください。

Q　Webサイトから申込みの際に必要な「受講生番号」がわかりません。

 A　事務室にお問い合わせください。

Q　受講料はいつまでに支払えばいいですか？

 A　お申込みから2週間以内にお支払いください。開講日まで2週間を切っている場合は、開講日の前日が支払期限と
なります。

Q　クレジットカードでの支払いはできますか？

 A　できません。銀行振込または事務室で直接お支払いください。

講座受講について

Q　講座開講後、途中から受講できますか？

 A　定員に空きがある場合は受講できます。ただし、受講料は全額お支払いいただきます。

Q　欠席や遅刻の連絡は必要ですか？

 A　講師が指示した場合を除き、特に必要ありませんが、受講生が少数（1～2名）の場合はご連絡をお願いしています。

Q　欠席した回の資料をもらうことはできますか？

 A　事務室でお渡ししています。

Q　出席できない回に代理の人が出席してもいいですか？

 A　代理出席は認めていません。

Q　語学講座でクラス変更はできますか？

 A　レベルが合わない場合は、同一言語内で1回にかぎり変更できます。開講後3回目までに事務室にお申し出くださ
い。ただし、変更先クラスの状況により変更できないことがあります。

その他

Q　講師や受講生の連絡先などを教えてください。

 A　個人のプライバシー保護のため、お教えできません。

Q　駐車場はありますか？

 A　近隣の有料駐車場をご利用ください。なお、事務室で提携駐車場の駐車サービス券を販売しています。詳細はお
問い合わせください。

Q　駐輪場はどこにありますか？

 A　本町通側有料駐車場の右奥にあります。

Q　パンフレットはいつ頃できますか？

 A　前期は3月上旬、後期は9月上旬にでき上がります。

Q　受講生の特典はありますか？

 A　受講証の提示で、1階カフェテリア「You＆I」、2階「コワーキング・ラボ こくじょう」の料金が割引になります。

Q ＆ A よくある質 問
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　閲覧、貸出ともお手続きなしでご利用いただけます。いるか市民文庫
では、皆さまに図書の寄贈をお願いしております。ご寄贈いただける場
合は、2階事務室までご連絡くだ
さい。なお、汚れ・破損等で寄贈
をお断りする場合がございます。

新潟国際情報大学発

コワーキング・ラボ

新潟市の古町エリアにある
新潟国際情報大学新潟中央キャンパス内にて

「コワーキング・ラボ こくじょう」を
運営しています。

　2階コワーキング・ラボ「こくじょう」は、学生やビジネスマン、
起業家などさまざまな年代や国籍の人が気軽に交流できる場
です。学習室やオフィスとして、またライフワークの活動拠点
として活用してください。図書館の閲覧室で、または、カフェ
のコーヒ－1杯で後ろめたさを感じながら勉強している方、フ
リーランスで自宅でひとり働いている方、営業の途中で次の
アポイントまで時間が空いてしまった方、人目を気にせず、
堂々と好きなだけ滞在してください。ドリンクバーがあります。
新聞、雑誌があります。おもしろい人がお隣りでコーヒーを飲
んでいるかもしれません。

　「コワーキング・ラボ　こくじょう」は、大学と社会の波打ち
際のような場所を目指しています。潮だまりにびっくりするよ
うな魚がいるかもしれません。

■開館時間 ／ 月～金 9：00 ～ 20：30
 土・日 9：00 ～ 17：00

■休 館 日 ／ 祝日、年末年始、
その他大学が定めた日

■利用料金 （1日）
2階  コワーキング・ラボ  こくじょう

■貸出し備品料金 （1日）

一般
オープンカレッジ受講生
シネ・ウインド会員
大学生・高校生・中学生

利用案内

500円
300円
300円

無料

プロジェクター
音響設備
100inchスクリーン
150inchスクリーン（1Fのみ）
机、イス
簡易ステージ
展示パネル

5,000円
1,000円
1,000円

無料
無料
無料
無料

※1階ホールの利用は無料です。
　イベント等で利用する場合は事前に予約が必要です。
　詳細は事務室までお問い合わせください。

ライブラリー
辞書・新聞・タウン誌など。
My本棚で情報交換。

個人ブース
集中して作業したいときはこちら。
心置きなく勉強できます。

ドリンクバー
いつでも挽きたての美味しいコーヒーが
味わえます。

コピーコーナー
翻訳機能付きの複写機、
B0まで印刷可能な大判プリンターを設置。

1人で気ままに過ごしたり、人と人とが交流できる場所。

ミーティングルーム
周囲を気にせず打ち合わせや会議
をしたい時は、ミーティングルームで。

オープンラウンジ
個人またはグループで。
さまざまな人との交流の場を提供します。
イベント時は客席として。電源、WiFi完備。

　単なる机貸しや小部屋貸しのレンタルオフィスに対し、
個々に仕事を持ち働く人たちが、働く場所（空間）を同じ
くするだけでなく、コミュニケーションを図ることで、互い
に情報とアイデアを共有し、新たなビジネスを創造できる
施設です。「コワーキング・ラボ こくじょう」には、コミュニ
ケーションスペースとしてのオープンラウンジ、集中して
作業ができる個人ブース、数人で周囲を気にせず会議が
可能なミーティングルーム、大判プリンターを有するコ
ピーコーナー、ライブラリー、ドリンクバー、キッチンなど
で構成されています。

コワーキングスペースとは……？

2F

　1階ホールは、展覧会、ミニコンサート、トークショーなどのイベ
ント会場としてご利用いただけます。WiFi完備のスペースで待ち
合わせなど、自由にご利用ください。

1F

オープンラウンジ ＆ イベントスペース
多くの創造・創作活動に携わる方々の
発表の場として貸し出します。

イベント時には・・・
ステージを設置し、ミニコンサート・
トークショー・パブリックビューイングなど。
通常は展示パネルを常設し、ギャラリーとして。

待ち合わせや各種イベント、
情報発信拠点として誰でも気軽に立ち寄れる場所。

カフェテリア「YOU & I」
　元祖かにみそパスタのお店。ランチメニューや６０種のパスタなど、お昼には多くの方
からご利用いただいています。ランチに付く「ペンネサラダ」も好評です。
また、各種懇親会等も承っております。当施設利用後の懇親会は移動なしで大変便利で
す。ご予約、料金、メニュー、時間等のお問い合せは下記までお願いします。

カフェテリア「YOU & I」
営業時間：平日 11:30～20:00（土日 11:30～15:00）不定休
電話番号：025-222-6379

いるか市民文庫イベント情報

情報発信拠点として、ラックやホワイトボードを備えています。

１階ラックコーナー ２階掲示用ボードコーナー

施設利用
　新潟市の中心にある新潟中央キャンパスの施設は、セミナー・研修会・講演会・
検定試験会場としてご利用いただけます。施設使用をご希望される方はお問い
合せください。（施設貸出は有料です。）最大200名まで対応できます。

「セミナー室20名用」「セミナー室30名用」 「講　堂」（200名）

エントランスホール

情報発信拠点として、
いろいろなイベント情報を１・２階に掲示。
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　閲覧、貸出ともお手続きなしでご利用いただけます。いるか市民文庫
では、皆さまに図書の寄贈をお願いしております。ご寄贈いただける場
合は、2階事務室までご連絡くだ
さい。なお、汚れ・破損等で寄贈
をお断りする場合がございます。

新潟国際情報大学発

コワーキング・ラボ

新潟市の古町エリアにある
新潟国際情報大学新潟中央キャンパス内にて

「コワーキング・ラボ こくじょう」を
運営しています。

　2階コワーキング・ラボ「こくじょう」は、学生やビジネスマン、
起業家などさまざまな年代や国籍の人が気軽に交流できる場
です。学習室やオフィスとして、またライフワークの活動拠点
として活用してください。図書館の閲覧室で、または、カフェ
のコーヒ－1杯で後ろめたさを感じながら勉強している方、フ
リーランスで自宅でひとり働いている方、営業の途中で次の
アポイントまで時間が空いてしまった方、人目を気にせず、
堂々と好きなだけ滞在してください。ドリンクバーがあります。
新聞、雑誌があります。おもしろい人がお隣りでコーヒーを飲
んでいるかもしれません。

　「コワーキング・ラボ　こくじょう」は、大学と社会の波打ち
際のような場所を目指しています。潮だまりにびっくりするよ
うな魚がいるかもしれません。

■開館時間 ／ 月～金 9：00 ～ 20：30
 土・日 9：00 ～ 17：00

■休 館 日 ／ 祝日、年末年始、
その他大学が定めた日

■利用料金 （1日）
2階  コワーキング・ラボ  こくじょう

■貸出し備品料金 （1日）

一般
オープンカレッジ受講生
シネ・ウインド会員
大学生・高校生・中学生

利用案内

500円
300円
300円

無料

プロジェクター
音響設備
100inchスクリーン
150inchスクリーン（1Fのみ）
机、イス
簡易ステージ
展示パネル

5,000円
1,000円
1,000円

無料
無料
無料
無料

※1階ホールの利用は無料です。
　イベント等で利用する場合は事前に予約が必要です。
　詳細は事務室までお問い合わせください。

ライブラリー
辞書・新聞・タウン誌など。
My本棚で情報交換。

個人ブース
集中して作業したいときはこちら。
心置きなく勉強できます。

ドリンクバー
いつでも挽きたての美味しいコーヒーが
味わえます。

コピーコーナー
翻訳機能付きの複写機、
B0まで印刷可能な大判プリンターを設置。

1人で気ままに過ごしたり、人と人とが交流できる場所。

ミーティングルーム
周囲を気にせず打ち合わせや会議
をしたい時は、ミーティングルームで。

オープンラウンジ
個人またはグループで。
さまざまな人との交流の場を提供します。
イベント時は客席として。電源、WiFi完備。

　単なる机貸しや小部屋貸しのレンタルオフィスに対し、
個々に仕事を持ち働く人たちが、働く場所（空間）を同じ
くするだけでなく、コミュニケーションを図ることで、互い
に情報とアイデアを共有し、新たなビジネスを創造できる
施設です。「コワーキング・ラボ こくじょう」には、コミュニ
ケーションスペースとしてのオープンラウンジ、集中して
作業ができる個人ブース、数人で周囲を気にせず会議が
可能なミーティングルーム、大判プリンターを有するコ
ピーコーナー、ライブラリー、ドリンクバー、キッチンなど
で構成されています。

コワーキングスペースとは……？

2F

　1階ホールは、展覧会、ミニコンサート、トークショーなどのイベ
ント会場としてご利用いただけます。WiFi完備のスペースで待ち
合わせなど、自由にご利用ください。

1F

オープンラウンジ ＆ イベントスペース
多くの創造・創作活動に携わる方々の
発表の場として貸し出します。

イベント時には・・・
ステージを設置し、ミニコンサート・
トークショー・パブリックビューイングなど。
通常は展示パネルを常設し、ギャラリーとして。

待ち合わせや各種イベント、
情報発信拠点として誰でも気軽に立ち寄れる場所。

カフェテリア「YOU & I」
　元祖かにみそパスタのお店。ランチメニューや６０種のパスタなど、お昼には多くの方
からご利用いただいています。ランチに付く「ペンネサラダ」も好評です。
また、各種懇親会等も承っております。当施設利用後の懇親会は移動なしで大変便利で
す。ご予約、料金、メニュー、時間等のお問い合せは下記までお願いします。

カフェテリア「YOU & I」
営業時間：平日 11:30～20:00（土日 11:30～15:00）不定休
電話番号：025-222-6379

いるか市民文庫イベント情報

情報発信拠点として、ラックやホワイトボードを備えています。

１階ラックコーナー ２階掲示用ボードコーナー

施設利用
　新潟市の中心にある新潟中央キャンパスの施設は、セミナー・研修会・講演会・
検定試験会場としてご利用いただけます。施設使用をご希望される方はお問い
合せください。（施設貸出は有料です。）最大200名まで対応できます。

「セミナー室20名用」「セミナー室30名用」 「講　堂」（200名）

エントランスホール

情報発信拠点として、
いろいろなイベント情報を１・２階に掲示。
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新潟国際情報大学エクステンションセンター
提携駐車場のご案内
　当センターの提携駐車場を下図の通りご案内いたします。
受講生の方にパーキングスペース「駐車サービス券」を割引価格にて販売いたします。ご希望の方は２階事務室
でご購入いただけます。
　なお、当センター周辺には多くのコインパーキングがございますが、「駐車サービス券」は下図の駐車場および
提携先である『パーキングスペース』の駐車場でのみご利用になれます。
ご利用される方は、各駐車場の案内看板に以下のロゴやマークがあることをご確認ください。 

×

タ
キ
ザ
ワ

ガ
レ
ー
ジ
様

新
堀
通
り

坂
内
小
路

柾
谷
小
路

提
携

駐
車
場

中
央

キ
ャ
ン
パ
ス

提
携

駐
車
場

提
携

駐
車
場

本町通り

ホテル
ディアモント様
1F:デイリー様

カントリー
ホテル様
1F:吉野家様

三井住友
信託銀行様

上大川前通り

ドコモ様

野村
證券様

第四銀行
本店様 だいし

ホール様

加島屋
本店様

ダイヤ
パレス様

北越
銀行様東横

イン様公
園

秣川岸通り

至柳都大橋

鏡橋交差点

至 萬代橋

セブン-
イレブン様

※各駐車場にて料金体系は変更されている場合もございます。
　詳しくは現地での確認をお願いします。 
※上記駐車場に関するお問合せ先：
　株式会社スペースアイ　TEL：025-379-6820

SPACE
P パーキングスペース

新潟国際情報大学新潟中央キャンパス駐車場

30分　100円
最大料金 800円
60分　100円
最大料金 500円

新潟市中央区本町通7番町1095番
　　　　　　　13台

8：00～20：00

20：00～8：00

住 所
駐車台数

料金体系

SPACE
P パーキングスペース

本町通8番町駐車場

30分　100円

最大料金 600円

新潟市中央区本町通8番町1307

　　　28台（内、月極 2台）

0：00～24：00

駐車後１２時間

住 所

駐車台数

料金体系

ロ　ゴ マーク

SPACE
P パーキングスペース

上大川前通8番町駐車場

30分　100円

最大料金 500円

新潟市中央区本町通8番町1251-1

　　  39台（内、月極 14台）

0：00～24：00

駐車後１２時間

住 所

駐車台数

料金体系

SPACE
P
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新潟国際情報大学エクステンションセンター
提携駐車場のご案内
　当センターの提携駐車場を下図の通りご案内いたします。
受講生の方にパーキングスペース「駐車サービス券」を割引価格にて販売いたします。ご希望の方は２階事務室
でご購入いただけます。
　なお、当センター周辺には多くのコインパーキングがございますが、「駐車サービス券」は下図の駐車場および
提携先である『パーキングスペース』の駐車場でのみご利用になれます。
ご利用される方は、各駐車場の案内看板に以下のロゴやマークがあることをご確認ください。 

×

タ
キ
ザ
ワ

ガ
レ
ー
ジ
様

新
堀
通
り

坂
内
小
路

柾
谷
小
路

提
携

駐
車
場

中
央

キ
ャ
ン
パ
ス

提
携

駐
車
場

提
携

駐
車
場

本町通り

ホテル
ディアモント様
1F:デイリー様

カントリー
ホテル様
1F:吉野家様

三井住友
信託銀行様

上大川前通り

ドコモ様

野村
證券様

第四銀行
本店様 だいし

ホール様

加島屋
本店様

ダイヤ
パレス様

北越
銀行様東横

イン様公
園

秣川岸通り

至柳都大橋

鏡橋交差点

至 萬代橋

セブン-
イレブン様

※各駐車場にて料金体系は変更されている場合もございます。
　詳しくは現地での確認をお願いします。 
※上記駐車場に関するお問合せ先：
　株式会社スペースアイ　TEL：025-379-6820

SPACE
P パーキングスペース

新潟国際情報大学新潟中央キャンパス駐車場

30分　100円
最大料金 800円
60分　100円
最大料金 500円

新潟市中央区本町通7番町1095番
　　　　　　　13台

8：00～20：00

20：00～8：00

住 所
駐車台数

料金体系

SPACE
P パーキングスペース

本町通8番町駐車場

30分　100円

最大料金 600円

新潟市中央区本町通8番町1307

　　　28台（内、月極 2台）

0：00～24：00

駐車後１２時間

住 所

駐車台数

料金体系

ロ　ゴ マーク

SPACE
P パーキングスペース

上大川前通8番町駐車場

30分　100円

最大料金 500円

新潟市中央区本町通8番町1251-1

　　  39台（内、月極 14台）

0：00～24：00

駐車後１２時間

住 所

駐車台数

料金体系

SPACE
P



〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1169番
TEL.025-227-7111　FAX.025-227-7117
E-mail exten@nuis.ac.jp
http://www.nuis.ac.jp/extension/

〒950-2292 新潟市西区みずき野3丁目1番1号
TEL.025-239-3111　FAX.025-239-3690
http://www.nuis.ac.jp

［新潟中央キャンパス］

新潟市美術館

新潟三越
新潟中
郵便局 第四銀行

本店

オークラホテル
新潟

新潟グランドホテル

萬代橋

新潟伊勢丹
東横イン

明石
通

ANA
クラウンプラザ
ホテル新潟

バスセンター

新潟日報メディアシップ

柳都大橋

八千代橋

万代
ビルボード
プレイス

昭和大橋
新潟市音楽文化会館新潟市体育館

新潟市
陸上競技場

新潟県
民会館

新潟市民芸術文化会館
（りゅーとぴあ）

新潟県政記念館白山公園
新潟市役所

信濃
川や
すら
ぎ堤

鍛冶小路

柾谷小路新津屋小路

新堀通NEXT21

ホテル
イタリア軒

広小路
坂内小路

東
中
通

西
堀
通

古
町
通

東
堀
通

本
町
通

佐渡汽船ターミナル

朱鷺メッセ信濃川

上
大
川
前
通 新潟国際情報大学

新潟中央キャンパス

JR新潟駅万代口より市内バス5分「本町」下車徒歩1分

［本 校］


