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異 文 化 塾
本学が2005年から続けている異文化塾は、古今東西の歴史や文化、日々激動す

る社会について、広く深く紹介し一緒に考えていくための講座です。

これまで数多くの国・地域を取り上げ、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。

今回の異文化塾は「中国」をテーマに選びました。過去には「中国の昔話とわら

べ歌」で中国の民俗を、「中国～世界の工場から世界の市場へ」では経済について

取り上げましたが、2020年度前期では「文化人類学からみた中国」として、村落の
変貌、村おこし、民族衣装といった、中国の人々の生活をご紹介したいと思います。

特 別 講 座
IoT、5G、ビッグデータ…情報化が進んだ現代は、アルファベットやカタカナの言
葉であふれています。その全てを理解することはとても難しく、次々新しい言葉が

生まれてきます。

それらの中で、私たちに一番身近なものはAIではないでしょうか？AIが人の仕事
を奪うというニュースを聞いたことがある人も多いと思います。

今期の特別講座「生活の中のAI　～コンピュータ技術は、生活をどう変えるのか？
～」の中で、現在AIは私たちの生活にどのような影響をおよぼしているのか？そし
て近未来の生活はどのように変化するのか？などについて一緒に考えて行きましょう。

異文化塾と特別講座
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鈴
すずき

木　正
まさたか

崇
（慶應義塾大学名誉教授）

1949年東京都生まれ。慶應義塾大学大学院文学
研究科博士課程修了。文学博士。
中国では1981年以来、貴州省、広西壮族自治区、
福建省等で調査に従事。
併せてアジアではスリランカ、南インド、バリを歩き、日
本では山岳信仰と修験道の研究を展開した。
民俗宗教、祭祀芸能、民族形成などをテーマにする。

第1回
講 師

中
なかお

生　勝
かつみ

美
（桜美林大学リベラルアーツ学群教授）

1956年広島生まれ、中央大学法学部卒業、
上智大学文学研究科後期課程満期中退、
2014年京都大学博士（学術）、現職は桜美林
大学リベラルアーツ学群教授。
専門は文化人類学で、中国、台湾、香港、沖縄
をフィールドにする。

第2回
講 師

曽
そう

　士
しさい

才
（法政大学国際文化学部教授）

1953年神戸市生まれ。1981年から中国西南
部や東南部で民族調査に従事。特に貴州省
東南部における民族観光、民族教育、民族宗
教を研究テーマにしている。
最終学歴は東京都立大学大学院人文科学
研究科博士課程満期退学。

第3回
講 師

佐
さとう

藤　若
わかな

菜
（新潟国際情報大学国際学部准教授）

1983年宮城県生まれ。2009年から2011年
まで中国貴州省の少数民族地区にて長期調
査を実施。
2016年1月、京都大学大学院アジア・アフリ
カ地域研究研究科博士課程修了・博士学位
取得。

第4回
講 師

講座
番号 F20001 文化人類学からみた中国 申込締切日 4月24日

開講日 5/9、6/6、7/11、8/1
（土曜日　全4回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 100名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料
一般 3,500円
高校生以下 2,500円

　春秋戦国時代を舞台とした映画『キングダム』が、昨年劇場公開され大ヒッ
トしました。古代中国史への関心は、日本において長らく続いているようで
す。また、『三国志演義』や『西遊記』といった中国文学も、日本では根強い
人気があります。一方、現代中国に目を向けると、中国の政治や経済に関す
るニュースが毎日のように流れ、重要なトピックとして受けとめられています。
　しかしながら、今の中国を生きる人びとについて、私たちはどれくらい知っ
ているでしょうか。新潟にも中国人観光客が訪れるようになりましたが、彼
らの日々の生活について知る術はありません。2020年度最初の異文化塾
では、フィールドワークを基礎とする文化人類学を通してみた中国について、
ご紹介したいと思います。

第 1回 少数民族の祭りと村落の変貌：貴州省のミャオ族とトン族
 講師：鈴木　正崇
　中国の少数民族は、急激な社会と経済の変化により激しく翻弄
されてきました。1980年代の改革開放、1990年代の愛国主義、
2000年代の観光化と情報化などの中で、村落はどのように変貌し
てきたのでしょうか。1983年以来の貴州省での現地調査に基づき、
祭りを中心にして同時代の伴走者の視点から実態を見つめてみたい
と思います。

第 2回 農村から見た中国社会の姿 講師：中生　勝美
　中国は、アメリカと肩を並べるほど国際社会での存在感を高めて
います。人口も国土も日本の約 10倍の大きさです。私は、40年近
く中国各地で農村調査をしてきましたが、その経験から、民衆角度
から垣間見える悠久の歴史、生活力のたくましさ、人間関係の複雑
さなど、表面的には見えない中国社会の内面をお話しします。

第 3回 民族観光による村おこし：中国少数民族の伝統文化の今昔
 講師：曽　士才
　西南中国の少数民族地域は全国でも有数の貧困地帯です。改革開
放政策により、20世紀 80年代半ば以降、若者は出稼ぎに出て、外
部からもさまざまな貧困救済の取り組みがなされるようになりまし
た。そうしたなか、観光によって村おこしをし、貧困脱却を図ろう
とする「自力救済型」の取り組みも見られるようになりました。貴
州省東南部のあるミャオ族の村の 30年間にわたる観光開発を中心
に、辺境の村の暮らしや伝統文化の変貌を紹介したいと思います。

第 4回 民族衣装と生きる女性たち：中国少数民族の物質文化
 講師：佐藤　若菜
　中国内陸部に暮らすミャオ族女性の民族衣装は、大英博物館やリ
ヨン織物装飾芸術博物館など世界中の博物館に所蔵され、エルメス
をはじめデザインリソースとしても注目されてきました。急激な経
済成長を背景に、ミャオ族女性たちは衣装をどのように製作し、着
用しているのか、その内情を中国農村部の生活とともに紹介します。

講座内容

異文化塾

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。



坂
さかもと

本　竜
りゅうき

基
（電駆ビジョン株式会社 CEO）

2003年北陸先端科学技術大学院大学博
士後期課程修了。同年ATR知能ロボティク
ス研究所研究員、2008年和歌山大学システ
ム工学部講師、2012年Yahoo!JAPAN研
究所上席研究員、先端技術応用室室長を経
て、2017年より電駆ビジョン株式会社CEO。
2004年度IPA未踏ソフトウェア天才プログラ
マー/スーパークリエータ、2014年度山下研究
記念賞等を受賞。博士（知識科学）

第1回
講 師

中
なかだ

田　豊
とよひさ

久
（新潟国際情報大学経営情報学部講師）

1989年 東京工科大学機械制御工学科卒
業。2006年 北陸先端科学技術大学院大
学 博士後期課程修了。本田技術研究所、北
陸先端科学技術大学院大学 産学官連携研
究員などを経て現職。専門は、ゲーミフィケー
ション。

第2回
講 師

西
にしもと

本　一
かずし

志
（北陸先端科学技術大学院大学教授）

1987年 京都大学工学研究科機械系工学
専攻修了。同年、松下電器産業(株)入社。
1992年(株)国際電気通信基礎技術研究所 
研究員。1999年 北陸先端科学技術大学院
大学 助教授、2007年より現職。創造活動支
援技術の研究に従事。

第3回
講 師

講座
番号 H20001 生活の中のAI　～コンピュータ技術は、生活をどう変えるのか？～ 申込締切日 7月3日

開講日 7/18、8/8、9/12
（土曜日　全3回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 50名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料  3,000円

　AIは人の仕事を奪う、と言われることがあります。 AIは人間の敵でしょ
うか？ これまでの歴史を振り返ってみると、技術の発展により産業構造が変
化したことは事実であり、私たちの仕事が大きく変化したこともありました。
しかし同時に、技術の進歩は私たちに新しい経験と豊かな生活を与えてく
れました。 この講座では、AIを中心としたコンピュータ技術の進歩と、それ
が私たちの生活にどのように影響するかについて解説します。

第 1回　最新 AI技術 講師：坂本　竜基
　近年、深層学習と呼ばれる新技術により、人工知能（AI）が一つ
のブレークスルーを起こし、様々な分野で応用されつつあります。
本講座では、全体俯瞰と AIの基礎的な理解を通じ、AIが得意なこ
と不得意なことを考えていきます。　　

第 2回　人間の能力を凌駕した囲碁 AIとその後
 講師：中田　豊久
　2017年に AlphaGoという名前の AIが、人間の囲碁世界一に勝
利しました。それでも、囲碁というゲームは、2020年の現在であっ
ても広く楽しまれています。この回ではまず、囲碁 AIの仕組みを
簡単に紹介し、そして人と AIの付き合い方についての具体例を紹
介します。

第 3回　コンピュータによる人間的活動の支援
 講師：西本　一志
　近い将来にコンピュータやロボットに取って代わられて消える職
業を示して話題になった論文「雇用の未来」では、創造性と社会的
能力、すなわち「人間にしかできないこと・人間の方が得意なこと」
の重要性が指摘されています。この回では、そのような人間的活動
をより良く実行可能にする支援技術の考え方と事例を紹介します。

講座内容

特別講座
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講座
番号 A20001 はじめての『歎

たん

異
に

抄
しょう

』 申込締切日 5月7日

開講日 5/13、6/10、7/8、9/9
（水曜日　全4回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　「新聞などの広告で『歎異抄』って目にすることがあるけど、あれって何な
の？」「そういえば、日本史で『悪人正機』って習った気がする」というような、
初めての方に向けての基礎的な講座です。実際に『歎異抄』を読み進めな
がら、現代を生きる私たちにとってどういう意味合いをもつものなのか、一
緒に考えていきたいと思います。

第 1回：なぜ悪人が救われるの？
第 2回：念仏者ってどういう人？
第 3回：自力や他力ってなに？
第 4回：信心ってなに？

講座内容

富
とみざわ

沢 栄
えい

昌
しょう

（真宗大谷派 超願寺副住職）

1979年生まれ。大谷大学大学院文学研究科
仏教学専攻修士課程修了。2005年より3年
間、真宗大谷派ブラジル別院南米本願寺開
教使。2008年より真宗大谷派明浄寺での勤
務を経て、2013年より現職。

講座
番号 A20002 中世から近世の伊勢・熊野御師の活動について 申込締切日 5月7日

開講日 5/12・26、6/9・23
（火曜日　全4回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　鎌倉・南北朝時代が過ぎ、公家や貴族の力は徐々に衰退していきました。
そのため、とくに大きな神社や寺院は今までのような公家や貴族からの支
援に頼ることは不可能になってきました。各神社や寺院が自らの力で経済
的な基盤を確立し経営していかなければならない時代となり、15世紀以降、
伊勢神宮や熊野神社の御師（おし・おんし）や高野山の僧侶などが全国各地
を巡り、新たな信者を獲得し収入源としていきました。
　このような背景の中で、越後国へも多くの御師や僧侶が来ています。そ
して各村々を巡り活動していました。その御師や僧侶に関係する史料を見
ながら、彼らの活動状況や当時の村々の様子などを探っていきたいと思い
ます。

第 1回： 伊勢御師関係史料と越後国の村々Ⅰ 
来田家・橋村家文書などを見ながら

第 2回： 伊勢御師関係史料と越後国の村々Ⅱ 
蔵田氏の活動や県内関係史料などを見ながら

第 3回： 熊野御師関係史料と越後国の村々Ⅰ 
熊野那智大社文書などを見ながら

第 4回： 熊野御師関係史料と越後国の村々Ⅱ 
熊野牛玉宝印文書（起請文）などを見ながら

講座内容

山
やまがみ

上 卓
たくお

夫
（元高等学校教諭）

1948年生まれ。新潟大学人文学部史学科
卒業。1973年から新潟青陵高等学校の社会
科（地歴公民科）教諭として勤務し、2008年
に退職。その後、公民館などで郷土史や地域
学を調査、探求している。新潟郷土史研究会
理事。

新規講座

文化・教養講座A

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。



講座
番号 A20003 みなとまち新潟の社会史Ⅰ　�

～古代から近世まで～�
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日 6月23日

開講日 7/4
（土曜日　全1回）

開講時間 13:00～16:00
定　員 20名
教材費 2,000円程度（Ⅰ・Ⅱは同じテキストを使います）
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,000円
在学生 2,100円
卒業生・父母・法人会員 2,400円

　みなとまち新潟の成り立ちから明治の開港まで、新潟がどのように形成
され、発展してきたのか概観します。新潟は信濃川、阿賀野川が日本海に注
ぐ地に生まれ、古代から交通の要衝として発展してきました。
　「にいがた」は戦国時代に生まれ、江戸時代に日本海交易で大きく成長し、
日本海側の開港地となりました。この講義では、新潟の形成から開港まで
の歴史を概観します。

前半： 新潟の地は古代から交通の要衝として重要な役割を果たして
きました。古代から戦国時代までの新潟の歩みを概観し、新
潟の果たした役割を概観します。

後半： 江戸時代の新潟は大きな変化を克服しながら、日本海交流の
中心地として発展しました。江戸時代の新潟の歩みを概観し
ます。

講座内容

講座
番号 A20004 みなとまち新潟の社会史Ⅱ　�

～明治から現在まで～�
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日 7月28日

開講日 8/8
（土曜日　全1回）

開講時間 13:00～16:00
定　員 20名
教材費 2,000円程度（Ⅰ・Ⅱは同じテキストを使います）
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,000円
在学生 2,100円
卒業生・父母・法人会員 2,400円

　開港から現在まで、港という視点から新潟の歴史を概観します。5つの開
港地の1つとなったものの、新潟港の外国貿易の役割は小さかったのです。
戦後は東港開発などにより、日本海側では重要な役割を担うようになりまし
たが、日本の主要港とは隔絶した規模でした。今世紀に入り西港を中心とし
たウォーターフロント整備が進んでおり、これからは新たな発展の可能性を
探る必要があります。現在までの歩みを概観し、今後の課題を探ります。

前半： 開港から終戦まで、みなとまち新潟は主として内航で大きな
役割を果たしてきたが、新潟の歩みをみなとまちという観点
から概観します。

後半： 戦後は東港開発により新潟の町は大きく変化しました。また、
世界の貿易がコンテナ貿易に変化するなど外部環境の変化に
対応し、港の役割も変わってきました。こうした流れを概観
し、今後の新潟の可能性を考えます。

講座内容

菅
すがはら

原 陽
よう

心
しん

（新潟青陵大学特任教授）

秋田県生まれ。東京大学経済学部卒業。経済
学博士。新潟大学定年退職後、2019年より
新潟青陵大学特任教授。『みなとまち新潟の
社会史』13講担当、同書編集委員。

菅
すがはら

原 陽
よう

心
しん

（新潟青陵大学特任教授）

秋田県生まれ。東京大学経済学部卒業。経済
学博士。新潟大学定年退職後、2019年より
新潟青陵大学特任教授。『みなとまち新潟の
社会史』13講担当、同書編集委員。
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講座
番号 A20005 世界文化遺産登録応援講座「佐渡に聴く～魅力の再発見～」 申込締切日 5月14日

開講日 5/21・27、6/3・10
（水曜日3回、木曜日1回　全4回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 30名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　世界文化遺産の登録を目指す活動がより盛り上がりを見せています。「金
を中心とする佐渡鉱山の遺跡群」（佐渡市）の登録はテーマの金銀山だけで
はなく、取り巻く文化、暮らし、歴史、風土、自然なども登録審査の対象とな
る観点です。これらこそ佐渡の魅力を語るうえで大事な要素でもあります。
今回は、ジオパーク登録、世界農業遺産登録、歴史と文化、世界文化遺産登
録の４つのテーマを佐渡のみなさんが発信します。「金銀山」、「トキ」だけ
ではない佐渡の多彩な魅力に触れてみませんか。

第 1回：佐渡ジオパークここがすごい 講師：貞包　健良
　佐渡におけるジオパークは、世界文化遺産登録を目指す
金山や、GIAHS（世界農業遺産）の土台となる取り組み
です。なぜ金山があるのか？ なぜ棚田があるのか？ 実は
人の生活と大地は切っても切れない関係にあるのです。そ
れらと関係する見どころや 2019年に実施された日本ジ
オパーク再認定審査で対象となった各種活動をご紹介し
ます。

第 2回：豊かな自然と環境が育む農業
①生物多様性と里山（世界農業遺産登録） 
 講師：大石　麻美
一度失ってしまったトキとの暮らしを取り戻し、将来に
わたって共生していくために、農家や市民が取り組んで
いる生きもの豊かな田んぼについてお話しします。

②棚田でのコメ作り 講師：品川　三郎 
私たちの小倉千枚田の成り立ちと復活。佐渡金銀山の隆
盛による開田、減反政策の影響、耕作放棄田からの復活。
オーナー制度導入作業の現状等についてお伝えします。

第 3回：歴史が育む伝統・文化 講師：山本　修巳
　佐渡は流人の島、金銀山の島、廻船の行き交う島として、
独特の地域性を有しています。また、江戸、京都、大阪の
文化の彩りが今も残る歴史的風土もあります。これらは世
界文化遺産登録に大きな影響を与え、佐渡を代表する魅力
となっています。

第 4回：世界文化遺産登録を目指す佐渡の価値 講師：小林　祐玄
　佐渡の魅力の再発見には「佐渡は古代より宝の島」であ
ることを知って欲しい。そのために近世の相川金銀山を始
め多くの金銀山の開発、江戸時代、明治時代の様子を伝え
ます。納得いただいたところで登録を目指す地元での幾つ
かの活動を紹介し、最後に、佐渡はこのように変わりたい
という未来予想図を示します。

講座内容

貞
さだ

包
かね

　健
たけ

良
よし

（佐渡ジオパーク推進協議会 事務局）

1991年生まれ。茨城県私立常総学院高等学校卒
業後、鹿児島大学に入学。地球科学を専攻して、鹿
児島大学大学院を修士で卒業後、2016年に佐渡
市教育委員会に採用。佐渡ジオパーク推進協議会
事務局を兼任する。

第1回
講 師

大
おおいし

石　麻
まみ

美
（（一社）佐渡生きもの語り研究所 職員）

神奈川県出身。新潟大学大学院修了。博士
（学術）。2012年より当団体に勤務。田んぼ・
トキ・世界農業遺産をテーマとしたイベントや出
前授業を行っている。

第2回①
講 師

品
しながわ

川　三
さぶろう

郎
（小倉千枚田管理組合監査委員）

1947年生まれ。県立佐渡高校卒業。ＮТТ
退職後、2014年「佐渡在来生物を守る会」を
立ち上げ代表となる。小倉千枚田管理組合運
営委員、同組合副組合長を経て現在に至る。

第2回②
講 師

山
やまもと

本　修
よしみ

巳
（新潟県文化財保護連盟理事）

1938 年佐渡市生まれ。1961 年国学院大
学文学部卒業。新潟県立各高等学校教諭、
前佐渡市文化財保護審議会会長、現在地
域誌「佐渡郷土文化」主宰 152 号刊行。
著書「佐渡のうた」（司馬遼太郎序）などが
ある。

第3回
講 師

小
こばやし

林　祐
ゆう

玄
げん

（佐渡を世界遺産にする会副会長兼調査研究部長）

1947年佐渡市生まれ。1970年新潟大学教
育学部卒業。73年大谷大学文学部卒業。73
年４月より県内公立学校教員。その間、新潟
大学大学院修士課程修了。2008年退職後、
2014年５月まで佐渡市教育委員会勤務。研
究分野は社会科教育法及び地域誌研究。

第4回
講 師

新潟を学ぶ

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。



日本を知る

講座
番号 A20006 まち歩きで新潟の近代和風建築を味わう 申込締切日 5月26日

開講日 6/2・16・30
（火曜日　全3回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 15名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 小寺　嘉信（新潟シティガイド 1期生）

受講料

一般 4,000円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員 3,200円

　好評につき、今期もまち歩きの講座を企画しました。今回は旧新潟町に
現存する町家で最も古いといわれている「旧小澤家住宅」です。当時の新
潟町における町家の典型例であり、屋敷構えを構成する施設が残されてい
ます。再建・増築を経て、どのように現在に至っているのか。建築の特徴と
歴史を学びます。

第 1回：座　　学「旧小澤家住宅の今と昔」
第 2回：まち歩き「旧小澤家住宅に入館」
　　　　※入館料 200円お支払いいただきます。
第 3回：まち歩き「屋敷周辺の魅力を探る」

講座内容

講座
番号 A20007 地名・町名と郷土新潟の歴史 申込締切日 5月28日

開講日 6/4・18、7/2・16
（木曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 本井　晴信（元新潟県立文書館副館長）

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　郷土の歴史をひもとく手がかりとしての地名・町名を、どのようなアプロー
チで調べてゆけば読み解くことができるのでしょうか。時代の流れや社会
の動きと地名・町名はどう関わってきたのか、また、これからどのように伝わっ
ていくのか。私たちの生活目線で探っていきます。毎回テーマに関わる地名・
町名の地域の現状を、航空写真などの映像を見ながら進めます。

第 1回：「ニイガタ（ニーガタ）」・「ニッタリ」を考える
第 2回：砂丘と大川と平野
第 3回：「マチ」と「ムラ」と「シンデン」
第 4回：地名・町名と文字表記

講座内容

講座
番号 A20008 歌舞伎「超」入門Ⅱ 申込締切日 4月3日

開講日 4/11、5/9、6/13、7/11、8/8
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 田巻　明恒（演劇研究家）

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員 4,800円

　歌舞伎に興味があるけど学ぶチャンスがなかった。そんな方のための講
座です。今回初めて参加される方にも楽しんでいただける内容です。

第 1回：歌舞伎と人形浄瑠璃（文楽）
第 2回：歌舞伎の舞台構造【回り舞台・せりとすっぽん・花道など】
第 3回：歌舞伎と音楽【唄うと語る】
第 4回：歌舞伎の家
第 5回：史実と歌舞伎

講座内容
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講座
番号 A20009 歌舞伎もの知り学Ⅱ 申込締切日 3月30日

開講日 4/4・18、5/16・30、6/6・20
（土曜日　全6回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 田巻　明恒（演劇研究家）

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員 5,600円

　この講座は、歌舞伎にかなり親しんでいる方のための講座です。「歌舞伎
をもっと楽しみたい」「歌舞伎の奥深さを追求したい」そんなご希望に応え
ていきます。直近に上演される演目の解説もします。

第 1回：川連法眼館Ⅰ
第 2回：川連法眼館Ⅱ 
第 3回：十三代目市川團十郎への期待　
第 4回：人形浄瑠璃と歌舞伎Ⅱ  
第 5回：時代と世話　
第 6回：歌舞伎における七五調

講座内容

講座
番号 A20010 歌舞伎もの知り学Ⅲ 申込締切日 7月10日

開講日 7/18、8/1・29、9/5・19
（土曜日　全5回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 田巻　明恒（演劇研究家）

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員 4,800円

　この講座は、歌舞伎にかなり親しんでいる方のための講座です。「歌舞伎
をもっと楽しみたい」「歌舞伎の奥深さを追求したい」そんなご希望に応え
ていきます。直近に上演される演目の解説もします。

第 1回：十八代目中村勘三郎の残したもの
第 2回：家の藝
第 3回：通し狂言とみどり
第 4回：新しい歌舞伎
第 5回：江戸の歌舞伎と上方の歌舞伎

講座内容

講座
番号 A20011 落語に学ぶ人の情 申込締切日 4月17日

開講日 4/25、5/23、6/27、7/25、9/12
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 田巻　明恒（演劇研究家）

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員 4,800円

　この講座では、明治に入ってからの落語の歴史を学びます。第1次落語
研究会以降についてお話しします。皆さんと一緒に楽しむ演目は、ファンタ
ジーの世界に浸っていただけるものを考えています。

第 1回：落語の歴史ⅩⅠ
第 2回：落語の歴史ⅩⅡ
第 3回：落語の歴史ⅩⅢ
第 4回：落語の歴史ⅩⅣ
第 5回：落語の歴史ⅩⅤ

講座内容

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。



講座
番号 A20012 古文書に親しむ「解読編」Ⅰ 申込締切日 4月8日

開講日 4/15・22、5/13・20、6/3・17
（水曜日　全6回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 30名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 菅瀬　亮司（元新潟県立文書館副館長）

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員 5,600円

〇 2019年度後期の古文書に親しむ「解読編」Ⅱに引き続いて、平島村（新潟市西区）の鈴
木家所蔵の「嘉永2（1849）年酉正月吉日　御用留　鈴木氏」（新潟市歴史文化課所蔵）
と表題が記された史料をテキストとして使用します。テキストは前年度からの継続です
が、本年度からこの講座を受講されても支障はありません。
〇 御用留とは、庄屋などの村役人が村を運営するために必要な文書や事項を書き留めた
帳簿を指します。具体的には領主・代官から下達された触書・達書・廻状やその請書、村
から上申した願いや届書、近村とやりとりされた文書などの控えを記録した公用の書
類です。

〇 この史料は嘉永2年と記されていますので、平嶋村庄屋の鈴木家がこの年一年間に起
こった出来事を書き留めたものです。幕末期の村の動きとして、当時の社会的な背景
を含めて地道に読み進めていくことも興味深いのではないかと思います。
　当時の村落の様子、支配の仕組み、生活の実態を推測できる史料といえましょう。
〇 この講座は、受講生の皆さんの所蔵する古文書も教材として使用したいと考えています。

講座
番号 A20013 古文書に親しむ「解読編」Ⅱ 申込締切日 6月24日

開講日 7/1・15、8/5・19、9/2・16
（水曜日　全6回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 30名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 菅瀬　亮司（元新潟県立文書館副館長）

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員 5,600円

〇文政11（1828）年11月12日朝5つ時（午前8時）、いわゆる「三条地震」
が発生し、三条町を中心に見附、今町（見附）、与板、長岡などに被害をも
たらしました。三条町では全半壊1,400軒余、焼失900軒余、死者340人、
けが人440人余にのぼりました。今回は下関新田・坂井・三林・安田興野・芝
野・上新田・今井新田・丸山興野など見附市域を中心に家屋の倒壊状況、救
助された人、死失した人、弊牛馬などの調査を実施した史料を解読します。
　文政期におこった被害の状況が今日に伝わり、私たちが間接に見聞でき
ることは、史料が今日まで保存され、伝えられてきたことを意味します。
〇史料名は『文政度　地震変事御糺答書』（小泉蒼軒文庫　新潟市立新津
図書館寄託文書）
〇この講座は受講生の皆さんの所蔵する古文書も教材として使用したいと
考えています。

講座
番号 A20014 『新・奥の細道』前編［江戸～平泉］ 申込締切日 4月28日

開講日 5/8・22、6/12・26、7/10
（金曜日　全5回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 40名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 岡村　卓二（元高等学校教諭）

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員 4,800円

　『奥の細道』は「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人也」から始
まる紀行文です。松尾芭蕉は元禄2（1688）年3月22日に江戸を出発し、奥羽・
北陸の旅に出ました。そして9月3日美濃国大垣に着き、6日に伊勢へ旅立つま
での5ヶ月あまり、約2300kmに及ぶ旅であり、俳諧における蕉風を深めたい
と旅に生き旅に死んだ芭蕉の集大成ともいえる紀行文が『奥の細道』です。
　『奥の細道』の講座は10年前にこの講座で取り上げました。今回の講座はテ
キストや資料を全く新たにして組み立てた再講座です。また、今回は前編と後
編に分け、ゆっくりと芭蕉の足取りを、原文の一字一句を大切にしながら丁寧
に読んでいきたいと思います。現代の旅行とは違う本物の「旅」を一緒に鑑賞
してみませんか。

第 1回：序　旅立　草加　室八島　仏五右衛門
第 2回：日光那須　黒羽　殺生石　白川の関
第 3回：須加川　あさか山　しのぶの里　佐藤庄司が旧跡　飯塚
第 4回：笠島　武隈　宮城野　壺の碑　末の松山
第 5回：塩竃　松島　石の巻　平泉

講座内容
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講座
番号 A20015 「文学の鎌倉」への招待 申込締切日 5月18日

開講日 5/25、6/22、7/27、8/24
（月曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 若月　忠信（文芸評論家）

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　鎌倉は文学の宝庫です。多くの作家が住み、幾多の名作の舞台になりま
した。この講座では、鎌倉を舞台にした作家の作品を味読します。集大成と
して現地鎌倉へ出かけることも考えています。例えば、『青梅雨』の舞台、
江ノ電の鎌倉駅周辺、電車にも乗ります。詩人田村隆一ゆかりの妙本寺、『お
せい』の舞台建長寺、藤沢さんの北鎌倉の「侘助」などに寄ります。「行動
する文学」「足で読む文学」の実践編です。

第 1回：『青梅雨』　永井龍男
第 2回： 詩集『狐の手袋』　田村隆一
第 3回：『おせい』　葛西善蔵
第 4回：『鎌倉 古都だより』　藤沢周

講座内容

講座
番号 A20016 文豪鴎外の栄光と挫折 申込締切日 5月7日

開講日 5/13、6/3・24、7/15
（水曜日　全4回）

開講時間 18:30～20:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 平山　征夫（新潟国際情報大学顧問）

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　軍医との2足のわらじを履きながら明治の文豪と称された鴎外。しかも「テーベの百門」
と評されたようにその活動領域は翻訳から小説、戯曲、評論など図抜けた広さを持ってい
ました。それだけに、その文学活動の栄光の背後には沢山の挫折もありました。そして漱石、
荷風、啄木などとの交流、『スバル』や『三田文学』での豊熟な執筆活動がありました。
　しかし明治の終わりと共に、一転歴史物へと執筆対象は移り、やがて『渋江抽斎』など史
伝3部作へと転換してゆきます。それは西洋文明の取入れ役として明治国家の期待を背負っ
て留学した鴎外の東洋思想への回帰でした。文学活動を通し鷗外の生きざまを探ります。

第 1回：文学活動開始から上司との軋轢などによる挫折
第 2回： 再婚と共に「豊熟の時代」を迎えるも、二重人格的作品が

多く、発禁処分などトラブルも、やがて歴史物へ
第 3回：明治・大正の文学界における鴎外の存在意義と果たした役割
第 4回：最後に史伝ものに辿りついた鴎外、そしてその死は？

講座内容

講座
番号 A20017 仏像の姿・形���入門編 申込締切日 6月19日

開講日 6/27、7/4・11・18
（土曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 横山　秀樹（美術評論家）

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　仏は様々な姿・形をして私たちの周りのお寺に祀られています。この講座
では、悟りをひらいたもののことである「如来」、如来の次の位で悟りを求
めて努力し、私たちに救いの手を差し伸べてくれている「菩薩」、釈迦や菩薩、
仏法を守る守護神で忿怒の相をしている「明王」、インド古来の神々が仏教
に帰依し、様々な姿かたちの護法神となった「天部」についてお話しします。　　
　入門編としてわかりやすく、奈良や京都に残された仏像を紹介しながら、
一緒に学んでいきます。

第 1回： 如来について、仏像を写真で紹介しながら姿・形などをお話しします。
第 2回： 菩薩について、仏像を写真で紹介しながら姿・形などをお話しします。
第 3回： 明王について、仏像を写真で紹介しながら姿・形などをお話しします。
第 4回： 天部について、仏像を写真で紹介しながら姿・形などをお話しします。

講座内容

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。



講座
番号 A20018 Understanding�Taiwan�in�English�

もっと知りたい、英語で台湾
申込締切日 6月19日

開講日 6/27、7/11・25、8/1
（土曜日　全4回）

開講時間 15:00～16:30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 小林　伊織（新潟国際情報大学国際学部講師）

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　How much do you know about Taiwan? Is it part of China? Did you know 
it could have been part of the Philippines or Indonesia if history had turned 
out differently? Why are Taiwanese people so pro-Japan? Or are they 
really? You will explore these questions and many others as you embark on 
a virtual trip of Taiwan with the lecturer who spent two decades there.
　日本の与那国島から台湾まで110キロ。新潟市から上越市までは約130キロです。こ
んなに近い台湾について、我々日本人はどのくらい知っているでしょうか？ 親日国家とし
て知られる台湾ですが、一般の台湾の人たちは、本当はどう考えているのでしょうか？ こ
の講座に出れば、3泊4日の旅行でも、今までとひと味違う台湾の深みが見えてくるでしょ
う。台湾在住20年の講師がお連れします。レベル6（英検2級程度）以上が望ましいです。

第 1回：History
第 2回：Politics and Economy

第 3回：Society
第 4回：Cultures

講座内容

講座
番号 A20019 フランスの食と文化を訪ねてⅣ 申込締切日 4月17日

開講日 4/25、5/23、6/6・27
（土曜日　全4回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 浅野　光代（写真家　新潟フランス協会会員）

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　美食の都パリ。この街には世界中の食材が集結し、フランス各地の郷土
料理だけでなく、アジア、アフリカ、ヨーロッパなどのエスニック料理店も密
集しています。今回はパリに根付いたエスニック料理と移民の人々がパリに
もたらした文化、トゥルーズ、マルセイユといったフランスの代表的な都市を、
写真を通して楽しんでいただきます。

第 1回：パリのエスニック料理Ⅰ（中国、ベトナム、カンボジア）
第 2回：パリのエスニック料理Ⅱ（西アフリカ、モロッコ、アルジェリア）
第 3回：トゥルーズ
第 4回：マルセイユ

講座内容

講座
番号 A20020 知ったら楽しくなる西洋美術史Ⅲ　�

絵に描かれた聖書
申込締切日 7月17日

開講日 7/25、8/1・8・29
（土曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 松澤　周子

（美術家　美術工房アトリエ・ニンフェア主宰）

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　美術館や展覧会を観る機会が多くなってきていますが、聖書などのちょっ
とした内容や、どういうふうに制作されたかを知ることにより、西洋美術の
鑑賞がいっそう楽しくなる講座です。プロジェクターで絵を見ながら説明し
ます。

第 1回： キリスト教美術の歴史。 
初期キリスト教・伝道としてのイコン画

第 2回：絵で見る旧約聖書
第 3回：絵で見る新約聖書
第 4回：代表的なテーマを時代別に鑑賞

講座内容

世界を知る
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講座
番号 A20021 中国経済・外交シリーズⅡ� 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日 5月15日

開講日 5/23・30、6/6
（土曜日　全3回）

開講時間 10:00～11:30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 孫　犁冰

（新潟青陵大学短期大学部人間総合学科准教授）

受講料

一般 4,000円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員 3,200円

　2008年9月のリーマンショック以降、中国の台頭が東アジアのみならず、
世界に大きな影響を与えていることはもはや否めない事実です。この中国・
経済外交シリーズは、断片的な出来事を体系化し、今日の中国を知るため
の講座です。

第 1回： 中国における貿易・投資の今
第 2回： 中国と EUの外交関係の今
第 3回： 中国とロシアの外交関係の今

講座内容

講座
番号 A20022 共読を楽しもう� 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日 5月12日

開講日 5/19
（火曜日　全1回）

開講時間 18:30～20:30
定　員 20名
教材費 1,000円程度
会　場 新潟青陵大学附属図書館
講　師 孫　犁冰

（新潟青陵大学短期大学部人間総合学科准教授）

受講料

一般 2,500円
在学生 1,800円
卒業生・父母・法人会員 2,000円

　晴耕雨読。皆さんは読書会に参加したことがありますか。本は一人で読むも
のだという考え方もあれば、仲間と一緒に読むのも楽しいという読書ゲームも
あります。「何が楽しいの？」と少しでもご興味がありましたら、是非、青陵図書
館の共読ワークショップに遊びに来てください。
　注）松岡正剛曰く、「共読とは、本を薦め合い、読み合い、評し合う形態のことで、
一般的なリーディング・スタイルを自己完結型とするなら、共読は発展的な循環
型の読書である。共読によって情報は共有され、交換される。情報を交換し合
うことで、本と人が元々持っているインタラクティブな共読感覚を呼び覚ます。」

「多読術」で共読を楽しもう
「知の巨人」、松岡正剛の著書『多読術』を解体し、コンテンツ重視
のワークショップを体験することによって、共読の楽しさを味わっ
ていただきます。

講座内容

講座
番号 A20023 無気力と新型うつ病の謎を解く�

～学習性絶望感・対人過敏・自己優先の心理学～�
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日 5月1日

開講日 5/9・16
（土曜日　全2回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 30名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 碓井　真史

（新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授）

受講料

一般 3,500円
在学生 2,500円
卒業生・父母・法人会員 2,800円

　無気力は、今や日本社会全体の社会的性格と言われるほどに、広く深く
浸透しています。なぜ日本人は、特に若者は無気力になっていったのか、そ
のメカニズムを考え、解決の道を探ります。若者の無気力問題としては、い
わゆる「新型うつ病」が話題になっています。新型うつは、従来のうつ病と
は異なり、本当の病名、診断名ではありません。薬も効きにくく、多くの人
が困っています。この講座では、これらの問題を「学習性絶望感」、「対人過
敏傾向」、「自己優先志向」の心理から解きほぐしていきます。

第 1回：無気力と学習性絶望感の心理
第 2回：新型うつと対人過敏、自己優先の心理

講座内容

くらし

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。



講座
番号 A20024 東京オリンピックの心理学� 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日 8月20日

開講日 8/29、9/5
（土曜日　全2回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 30名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 碓井　真史

（新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授）

受講料

一般 3,500円
在学生 2,500円
卒業生・父母・法人会員 2,800円

　2020年開催の東京オリンピック。どんなドラマが待っているのでしょうか。
東京オリンピックの名シーンを通して、選手の心理、応援の心理、子供達や
国民全体に及ぼす影響について、スポーツ心理学、社会心理学などを通し
て解説します。具体的内容は、オリンピックを観戦しながら考えましょう。皆
さんの質問にもお答えします。

第 1回：東京オリンピックの心理学Ⅰ
第 2回：東京オリンピックの心理学Ⅱ

講座内容

講座
番号 A20025 発酵食品の健康機能と微生物学� 新潟薬科大学

企画講座 申込締切日 5月29日

開講日 6/6・13・20・27
（土曜日　全4回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

講　師
重松　亨

（新潟薬科大学教授 応用生命科学部長 
大学院応用生命科学研究科長）

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000円

　近年、健康機能が謳われている発酵食品は、人間が微生物の機能をうま
く利用することで作られてきました。発酵食品に対する科学的な関心が微
生物を知るための学問「微生物学」を生むこととなり、その後のバイオテク
ノロジーの発展へとつながっていきました。この講座では、発酵食品の誕
生と発展を軸として、微生物学ならびにバイオテクノロジーの誕生・発展の
歴史を学びます。

第 1回：「発酵食品と微生物学のルーツと発展」
第 2回：「麹菌を用いた発酵食品の健康機能」
第 3回：「乳酸菌を用いた発酵食品の健康機能」
第 4回：「微生物学の課題と新しい発酵食品」

講座内容

講座
番号 A20026 健康のための薬の上手な利用法� 新潟薬科大学

企画講座 申込締切日 6月19日

開講日 6/26・7/3・10
（金曜日　全3回）

開講時間 13：30～15：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

講　師
若林　広行

（新潟薬科大学副学長　
薬学部・臨床薬物治療学研究室 教授）

受講料

一般 4,000円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員 3,200円

　薬による治療は、病気を治して健康を快復するためには大変重要な治療
手段です。しかし、使用法を誤ると重大な副作用が起こることがあります。
特に高齢で何種類もの薬を一緒に服用すると、転倒や骨折の危険性が増し
たり、さらには予測ができない障害が起こる可能性もあります。
　この講座では、薬を正しく使用することの重要性と、病気になる手前の「未
病」の状態をより改善することによって、健康維持をはかることについて紹
介いたします。

第 1回：薬の正しい服用
第 2回：薬はいつ服用すればよいか
第 3回： 未病を改善し健康で過ごすために　 

～薬に頼りすぎない健康生活を～

講座内容
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講座
番号 A20027 「健康寿命」を延ばす身体の動かし方 申込締切日 6月5日

開講日 6/13・20
（土曜日　全2回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 30名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 星野　遼（理学療法士）

受講料

一般 3,500円
在学生 2,500円
卒業生・父母・法人会員 2,800円

　断言します。身体は鍛え方よりも、使い方の方が重要です。近年「健康寿命」を延ばすこと
に注目が集まり、運動への意識は年々増加しています。しかし、せっかく鍛えた筋肉も使い方
を間違えると、関節や腱に負担をかけ、痛みを伴うようになります。改善を試みても、満足なリ
ハビリテーションが受けられず、湿布や注射、電気治療で経過を見ることが治療の主となる場
合も多いです。これでは根本的な問題は解決せず、いずれ手術を余儀なくされたり、動くこと
がままならなくなる可能性があります。
　この講座では、根本的な問題の改善方法を身体の使い方から説明し、実践する練習をしてい
きます。少しの意識、工夫で「健康寿命」は延ばせます。おそらく皆様が聞いたことがない、科
学的根拠に基づいた身体の動かし方を知り得る機会となりますので、ぜひご参加下さい。

第 1回：なぜあなたの痛みは取れないのか？
第 2回：身体の正しい操作方法

講座内容

講座
番号 A20028 音読を楽しむⅢ 申込締切日 4月10日

開講日 4/18、5/16、6/6、7/18、8/1、9/5
（土曜日　全6回）

開講時間 10:00～11:30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 田巻　明恒（演劇研究家）

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員 5,600円

　『論語』の素読や、新聞のコラム欄などを声に出して読むことも静かなブー
ムになりつつあるようです。声を出す前に、普段とは少し違う呼吸の仕方（丹
田呼吸法）を身につけると声を出しやすくなります。今回は短期間にまとめ
ずに、少し間が空いても、定期的に音読をしていただけるように考えました。
初めて参加される方にも配慮して進めます。

第 1回：オリエンテーション（呼吸・発声・滑舌の基本を中心に）
第 2回：音読実践Ⅰ
第 3回：音読実践Ⅱ
第 4回：音読実践Ⅲ
第 5回：音読実践Ⅳ
第 6回：音読実践Ⅴ

講座内容

講座
番号 A20029 認知症予防と後見制度 申込締切日 4月28日

開講日 5/9・16・30
（土曜日　全3回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 榎田　雄一（認知症予防脳トレ士　特定行政書士）

受講料

一般 4,000円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員 3,200円

　認知症とは、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。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われています。
　最近の研究から「どうすれば認知症になりにくいか」ということが少しず
つわかってきました。予防対策として重要なのが、脳のはたらきを高めるトレー
ニング「脳トレ」です。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、もしもの時の後見制度を学んでみませんか。

第 1回：認知症とは何か　　
第 2回：認知症と脳のはたらき  
第 3回：もしもの時の後見制度

講座内容

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。



講座
番号 A20030 司法界のうら話「法律教室」 申込締切日 5月8日

開講日 5/15・29、6/19、7/17、8/28、9/18
（金曜日　全6回）

開講時間 10:00～11:30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 渋井　保之（不幸予報士　元裁判所首席書記官）

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員 5,600円

　令和も2年目に入りますが、相も変わらず殺人や人の住む家に放火する
など「裁判員裁判対象の凶悪事件」が続発しています。この講座では、専門
用語を極力避け、平易な日本語かつ新潟弁を駆使して、日々起こる事件・事
故や不祥事など世間で話題になっている事柄を、政治的・行政的な背景を交
えて学びます。

受講生の皆さんからの質問・疑問等を随時テーマに取り入れながら、
裁判所の実務を中心に、司法の環境をゼミ形式で学びます。

講座内容

講座
番号 A20031 アンガーマネジメント　�

～良好な人間関係を創る必須の技術～
申込締切日 6月26日

開講日 7/4、8/1、9/12
（土曜日　全3回）

開講時間 13：30～15：30
定　員 20名
教材費 2,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 小松　弘美（株式会社こじま事務所 代表取締役）

受講料

一般 4,500円
在学生 3,150円
卒業生・父母・法人会員 3,600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モヤモヤを我慢した、そんな
経験はありませんか。イライラをため込むと結局相手と衝突したり、きつい
物言いになり関係性が悪化してしまうかもしれません。
　夫婦や友人、子育てなど、自分を取り巻く環境をよりよくするために「ア
ンガーマネジメント」を日常に取り入れてみませんか？

第 1回：怒りの仕組みを理解する
第 2回：怒りの対処術を身につける
第 3回：自分と相手の怒りのトリセツを手に入れる

講座内容

講座
番号 A20032 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 8月28日

開講日 9/5・19
（土曜日　全2回）

開講時間 13：30～15：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 小松　弘美（株式会社こじま事務所 代表取締役）

受講料

一般 3,500円
在学生 2,500円
卒業生・父母・法人会員 2,800円

　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。整
理整頓が下手なのは生まれつきだ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。

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

片づけの達人になるための 5つのステップ
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講座
番号 A20033 香りを学ぶⅦ 申込締切日 4月3日

開講日 4/11、5/9
（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
講　師 真木　美智代

（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）

受講料

一般 3,000円
在学生 2,100円
卒業生・父母・法人会員 2,400円

　芳香植物療法は世界で最も古い健康法と言われます。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。生命にやさしく働きかけ、
生命と共存するものです。植物精油を使う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、セルフケアに毎日使用すると、心と体のこわ
ばりがゆるみ、日々のストレスを緩和する効果が期待できます。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。働
く世代の皆さまに向けて、精神疲労、不安感の緩和、集中力・認知機能・やる
気アップの可能性が期待できる精油を知り、適切な精油濃度により、安全に
家庭で使えるアロマクラフトを作り、お持ち帰りいただきます。

第 1回：バスタイムで使えるアロマ石鹸と入浴剤作り
第 2回： アロマシャンプーで頭皮＆髪を元気に！シャンプーとコン

ディショナー作り

※毎回アロマクラフトを作成してお持ち帰りいただきます。 
20mLのビーカー、ガラス棒のセットをお持ちください。 
初回時に購入もできます。（別途800円）

講座内容

講座
番号 A20034 ようこそ香りの世界へⅤ　�

～もっと元気になるアロマテラピー～
申込締切日 5月15日

開講日 5/23、6/20
（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
講　師 真木　美智代

（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）

受講料

一般 3,000円
在学生 2,100円
卒業生・父母・法人会員 2,400円

　ストレス社会、高齢化がキーワードとなる中で、アロマテラピーが注目さ
れています。アロマテラピーには、プロのアロマセラピストが行うものと、
簡単に家庭で行なえるものがあります。家庭での日々のケアで、ゆっくりと
心と体のこわばりが取れて、自然と笑顔が増えリラックス効果が期待できる
のがアロマテラピーの素晴らしさです。この講座では、日本の四季を彩るア
ロマ活用法をご提案。梅雨・盛夏へ向かうこの季節を、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を紹介します。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。

第 1回： アロマテラピーでストレスケア！ビジネスシーンに活かす
エアフレッシュナー作り

第 2回： 汗の臭いを緩和するアロマ石鹸とパウダー作り

※毎回アロマクラフトを作成してお持ち帰りいただきます。 
20mLのビーカー、ガラス棒のセットをお持ちください。 
初回時に購入もできます。（別途800円）

講座内容

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。



小
こでら

寺　嘉
よしのぶ

信
（新潟シティガイド 1 期生）

新潟郷土史研究会会員・元旧齋藤家別邸活用等検討
委員会委員。北方文化博物館・旧齋藤家別邸・旧小澤
家住宅等のボランティアを通して、近代和風建築の材
質・工法に注目。まち歩きをしながら新潟の魅力を案内す
る新潟シティガイドの1期生であり、現在もガイドとして活
躍中。

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。

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。

平
ひらやま

山　征
いくお

夫
（新潟国際情報大学顧問）

1944年生まれ。横浜国立大学経済学部経済学科卒
業。日本銀行新潟支店長、仙台支店長を経て、1992
年新潟県知事に就任する。その後3期勤め、2004年に
退任。2005年から2008年まで長岡技術科学大学特
任教授を勤め、同年4月、新潟国際情報大学学長に就
任する。その後2回の再任を経て、2018年3月退任。ロ
シア科学アカデミー極東支部経済研究所名誉博士。
2014年に旭日重光章を受章する。

小
こばやし

林　伊
い

織
おり

 （Peter Iori Kobayashi）
（新潟国際情報大学国際学部講師
フィリピン・アテネオ大学博士候補）

1973年生まれ。1998年から2002年まで、 台湾TVBS
（無線衛星電視台）国際ニュースセンター記者を勤め
る。2003年から2015年7月まで 銘伝大学（台湾）英語
センター専任講師を経て、2015年9月より本学の国際
学部講師となる。

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。

菅
すがせ

瀬　亮
りょうじ

司
（元新潟県立文書館副館長）

新潟大学人文学部史学科卒業。1969年公立高等学
校教諭、この間に県史編さん室副参事、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。現在、県立文書館文書調査員･新潟郷土史研究
会副会長。

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特任
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。

横
よこやま

山　秀
ひでき

樹
（美術評論家）

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、新潟市新津美術館館長な
どを歴任。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。

浅
あさの

野　光
みつよ

代
（写真家　新潟フランス協会会員）

モンペリエ第3大学付属語学校在学中に写真を始め、
帰国後、日本写真芸術専門学校で学ぶ。フリーランスの
カメラマンとして新聞、雑誌などで活動後1993年に渡
仏。パリの移民、西アフリカを撮影の傍らフランスの郷
土料理、エスニック料理を取材。2006年帰国。写真集
に「étrangers de paris」（冬青社）単行本に「パリで出
会ったエスニック料理」（木楽舎、にむらじゅんこ著、浅野
光代撮影）

文化・教養講座 講師

17



松
まつざわ

澤　周
しゅうこ

子
（美術家　美術工房アトリエ・ニンフェア主宰）

多摩美術大学卒業。フィレンツェ国立美術アカデミー卒
業。国立修復研究所レオナルド・パッセリ教授の下で古
典技法、絵画修復技術を修得。アシスタントとして美術
品の修復に携わり美術工房アトリエ・アルピアを設立。
2016年帰国。五泉市でアトリエ・ニンフェアを主宰。画
家活動と絵画教室を開いている。

碓
うすい

井　真
まふみ

史
（新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授
新潟市スクールカウンセラー）

1959年生まれ。博士（心理学）。専門は社会心理学。
著書：「よくわかる人間関係の心理学」「誰でもいいから殺
したかった：追いつめられた青少年の心理」など。出演歴：
NHK「あさイチ」、フジテレビ「とくダネ！」、TBS「サンデー
モーニング」など。

若
わかばやし

林　広
ひろゆき

行
（新潟薬科大学副学長　
薬学部・臨床薬物治療学研究室 教授）

　東京薬科大学大学院薬学研究科博士前期課程修
了。1983年に新潟薬科大学薬学部薬学科に着任し、
2004年に同大学薬学部薬学科の教授に就任する。研
究分野は薬の骨への影響について、副作用の少ない効
果的な薬の服用時刻について、などを研究している。

榎
えのきだ

田　雄
ゆういち

一
（認知症予防脳トレ士　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。

小
こまつ

松　弘
ひろみ

美
（株式会社こじま事務所 代表取締役）

仕事・家事・介護の両立の困難に直面し、自身のあり方
が大切と気づき、コミュニケーション、コーチング、整理収
納術、感情コントロールなどを学び始める。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。

孫
そん

　犁
りびん

冰
（新潟青陵大学短期大学部人間総合学科准教授）

中国ハルビン市生まれ。2006年3月、新潟大学大学院
現代社会文化研究科博士課程修了（経済学博士）。専
門分野は国際経済学と比較言語学。新潟県労働金庫
理事。一般財団法人新潟ろうきん福祉財団理事。ISIS
編集学校師範代。

重
しげまつ

松　亨
とおる

（新潟薬科大学教授、応用生命科学部長
大学院応用生命科学研究科長）

1967年生まれ。東京大学農学部農芸化学科卒業後、
同大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。博
士（農学）。2005年に新潟薬科大学応用生命科学部
に着任。2012年より同大学教授に就任し、2018年4月
に同大学応用生命科学部長に就任する。
専門分野は微生物学、発酵学、食品工学。発酵に関わ
る微生物の機能と高圧食品加工技術に興味を持って、
教育・研究を行っている。

星
ほしの

野　遼
りょう

（理学療法士）

病院でリハビリスタッフとして勤務しながら、競技専属ト
レーナーや国体帯同スタッフとしてスポーツ現場でも活
躍。現在は独立しボディメイキングLOHAS代表として邁
進。治療従事者に手技セミナーも開催している。（保有
資格：理学療法士、日米公認ストレングス&コンディショニ
ングスペシャリスト）

渋
しぶい

井　保
やすゆき

之
（不幸予防士　元裁判所首席書記官）

1945年新潟市生まれ。新潟高校卒業後民間6社を経
たのち、裁判所の書記官を30年余経験する。2007年か
ら、新潟地裁・新潟家裁・東京家裁・東京高裁及び最高
裁に勤務した経験を生かして、新潟市内を中心に定期
の法律教室を主宰するほか、各種の講座・講演会の講
師として活動している。

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。

文化・教養講座 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。



マーケティング

講座
番号 B20002 マーケティング基礎Ⅱ　～顧客をもっと理解する～ 申込締切日 5月29日

開講日 6/13・27 
（土曜日　全2回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 藤田　美幸（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

受講料

一般 4,000円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員 3,200円

　マーケティングは商品やサービスを、「売れ続ける仕組み」や「使い続けてもらう仕組み」
を考えることです。それでは、どのような仕組みを考えたらいいのでしょうか？と聞かれると「広
告を打つor値下げor商品改良？」など答える人がいます。どれも間違いではありません。
　わたしたちは、「売れ続ける仕組み」を考えなければいけません。つまり継続性について
考えなければいけません。この講座では、マーケティングの売れる仕組みづくりを理解し、
自身の企業や組織に応用できる力をつける講座です。

第 1回　マーケティング・マネジメント・プロセス
 ●  具体的にマーケティング活動を行なうプロセスを紹介します。
第 2回　消費者行動の理解
 ●  自社の商品やサービスを使ってもらったり、買ってもらったりするためには、消費

者の行動を理解する必要があります。消費者行動の特徴について紹介します。

講座内容

講座
番号 B20003 マーケティング・リサーチ基礎 申込締切日 4月28日

開講日 5/16・30
（土曜日　全2回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 藤田　美幸（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

受講料

一般 4,000円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員 3,200円

　マーケティング・リサーチというと、市場調査、アンケート調査、インタビュー調査などが真っ先に思い浮かぶこ
とでしょう。実施した場合と未実施の場合では、マーケティングの成功の確率に差が出ます。最初は経験や勘を
頼りに成功したとしても、経験などには限界があるため続かなくなってしまいます。
　新商品やサービスを市場に出す時、改良や改善する時など、マーケティング・リサーチを活用するシーンは多く
あります。この講座では、マーケティング・リサーチの基礎を理解しどのように活用すればよいのかを紹介します。
　また、この講座は『マーケティング基礎Ⅰ』、『マーケティング基礎Ⅱ』と同時に受講いただくことによって、より
自社や組織に適したマーケティング・リサーチについて活用できる機会が多くなります。

第 1回　マーケティング・リサーチとは
 ●  マーケティング・リサーチの基礎とその具体的な活用シーンについて紹介します。
第 2回　インタビュー調査とアンケート調査について
 ●  消費者の評価を正しく知り、自身の課題に対して客観的な意思決定ができるため、どのように調査を進め

ればよいのかを紹介します。また、インタビュー調査やアンケート調査の具体的な方法について紹介します。

講座内容

講座
番号 B20001 マーケティング基礎Ⅰ　～市場志向から考える～ 申込締切日 4月28日

開講日 5/16・30 
（土曜日　全2回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 藤田　美幸（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

受講料

一般 4,000円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員 3,200円

　マーケティングは、企業活動にとって欠かせないものです。それはなぜでしょうか？ところで、
「マーケティングとはなに？」とあらためて聞かれたら多くの人は「4Pのこと？」「市場調査
のこと？」などと正しく答えられないのではないのでしょうか。この講座では、マーケティン
グの本質を理解し、自身の企業や組織に応用できる力をつける講座です。

第 1回　マーケティングの本質とは
 ● マーケティングを顧客志向と市場志向から考えます。
第 2回　顧客にとっての価値とは
 ●  「価値」にはどのような種類があるのでしょうか。顧客はどのような価値

を求めているのでしょうか。「顧客価値」について学びます。

講座内容

ビジネス講座B
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ビジネススキルアップ
講座
番号 B20005 経理と簿記の基礎知識 申込締切日 4月28日

開講日 5/13・20・27、6/3・10・17
（水曜日　全6回）

開講時間 19:00～20:30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 山下　功 （新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

受講料

一般 9,500円
在学生 6,600円
卒業生・父母・法人会員 7,600円

　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。

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

講座
番号 B20004 マーケティング戦略マップを描く 申込締切日 5月29日

開講日 6/13・27 
（土曜日　全2回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 藤田　美幸（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

受講料

一般 4,000円 

在学生 2,800円 

卒業生・父母・法人会員 3,200円

　マーケティング基礎を身につけ本質について理解はできたものの、自身の企業や組織にはどのように応用すれ
ばよいのか難しい場合があります。それは、ビジネスは毎回異なった条件であり再現性がないからです。優れたビ
ジネスパーソンは、状況に応じて適切な対応を使い分けられる人です。理論を身につけていると、素早く適切な対
応ができます。理論と実務を組み合わせることで前進することができます。
　この講座では、マーケティングの基本的なフレームワークを使い、事例を整理して分析していきます。そうすることで、
自身の具体的なビジネスに応用でき、自ら答えを考え出すセンスを養うことができます。また、この講座は『マーケティ
ング基礎Ⅰ』、『マーケティング基礎Ⅱ』と同時に受講いただくことによって、よりマーケティングのセンスが磨かれます。

第 1回　マーケティングの基本的フレームワーク
  具体的な事例からマーケティング分析を行ない、理論を身につけます。
第 2回　マーケティング戦略マップ
  自社の課題について、マーケティング戦略マップを描いていき

ます。それにより、様々な課題に対処するセンスを磨きます。

講座内容

講座
番号 B20006 財務諸表の仕組みと見方 申込締切日 6月10日

開講日 6/24、7/1・8・22
（水曜日　全4回）

開講時間 19:00～20:30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 山下　功 （新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

受講料

一般 8,000円
在学生 5,600円
卒業生・父母・法人会員 6,400円

　財務諸表は1期間（通常は1年）における企業の経営成績と財政状態を示
す決算書類です。この書類はいわば企業の健康診断ともいえるもので、そ
こに示された項目と金額からは企業の状態がある程度理解できます。この
講座では、財務諸表の構造を概観し、実在する企業の財務諸表から利益性
（効率的に儲けているか）、収益性（効率的に売り上げているか）、安全性（倒
産しないか）、財務諸表と株価の関係などを解説します。自社の経営管理や
取引先の与信管理に最適な講座です。

第 1回：会計と財務諸表
第 2回：利益と収益の効率性

第 3回：安全性分析
第 4回：株価分析と生産性分析

講座内容

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。



講座
番号 B20008 コーチ型コミュニケーション講座 申込締切日 4月24日

開講日
5/9、6/13、7/11、8/8、9/12、
10/10
（土曜日　全6回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 諸橋　奈々 

（株式会社コーチエンタープライズ 代表取締役）

受講料

一般 18,000円
在学生 13,000円
卒業生・父母・法人会員 14,700円

　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。コーチングは、コーチが相手を教え導くことやコントロールすることでは
なく、相手が「自分自身の考えを明確」にし、「自発的行動を促進する」ためのコ
ミュニケーションです。そのために、コーチ自身の「人間関係構築力」「コーチン
グスキル」を強化し、日常で活用できるコーチ型コミュニケーション力を高める
講座です。

第 1回：コーチ型コミュニケーションとは
第 2回：相手との関係を共に創る
第 3回：個別対応のコミュニケーションポイント
第 4回：強みと個性を知る
第 5回：３つのコーチングスキル
第 6回：自発的行動を促進するコミュニケーションの型

講座内容

講座
番号 B20009 職場で活かすチームコーチング 申込締切日 5月15日

開講日
5/23、6/27、7/25、8/29、9/26、
10/24
（土曜日　全6回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 諸橋　奈々 

（株式会社コーチエンタープライズ 代表取締役）

受講料

一般 18,000円
在学生 13,000円
卒業生・父母・法人会員 14,700円

　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。

第 1回：リーダーとリーダーシップ
第 2回：チームを導くビジョン・ミッション・コミットメント
第 3回：チーム内コミュニケーションを起こす３つのポイント
第 4回：問題解決コーチング
第 5回：チームにエネルギーをチャージする
第 6回：チーム行動を加速させる１２のポイント

講座内容

講座
番号 B20007 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3日

開講日 6/17・24
（水曜日　全2回）

開講時間 18:30～20:30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 菊野　麻子 （フリーアナウンサー）

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員 4,000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？声が小さい、発音があいまい、早口であるなど、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のために、表現力をグレードアップしましょう。

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
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藤
ふじた

田　美
みゆき

幸
（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

新潟大学大学院修了。博士（経済学）。2016年に新潟
国際情報大学情報文化学部に着任。2018年より現
職。専門はスポーツ・健康マネジメント。地域資源とICTを
活用したスポーツ＆健康分野における消費者行動に興
味関心をもって、研究をおこなっている。

菊
きくの

野　麻
あさこ

子
（フリーアナウンサー）

㈱NST報道制作部を経てフリーに。その後もニュース
キャスターなど数々の経歴を積み、現在、新潟経営大学
観光経営学部客員教授、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、社員研修講師もつ
とめる

山
やました

下　功
いさお

（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

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。

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。

ビジネス講座 講師

講座
番号 B20010 ビジネスモデル発想基礎講座 申込締切日 5月29日

開講日 6/6
（土曜日　全1回）

開講時間 10:00～15:00（12:00～13:00休憩）
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 諸橋　奈々 

（株式会社コーチエンタープライズ 代表取締役）

受講料

一般 7,000円
在学生 5,300円
卒業生・父母・法人会員 5,900円

　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
することは容易なことではありません。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として設計
すること」の発想法を学ぶ講座です。小資本で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「小資本・
競合ゼロのビジネスモデル構築法」です。

1．ビジネスモデルとは
2．競合をゼロにする方程式とは
3． 勝てる「マーケット（市場）」はどこにある？

4． 強みを活かせる「型」を見つけよう
5． 勝てる「マーケット」×強みを活か
せる「型」

講座内容

講座
番号 B20011 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24日

開講日 5/9
（土曜日　全1回）

開講時間 13:00～15:00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 諸橋　奈々 

（株式会社コーチエンタープライズ 代表取締役）

受講料

一般 3,500円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員 3,000円

　相手に気兼ねなく、いつでもどこからでも送信できる「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、
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礎を学びます。

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

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。



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。

■試験日�：�2020年9月13日
■一般社団法人　金融財政事情研究会
※検定試験の申し込みは、各自でおこなってください。

　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 C20001 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 6月12日

6/27 第 1回：タックスプランニング
7/11 第 2回：相続・事業承継　
7/18 第 3回：ライフプランニングと資金計画　
7/25 第 4回：リスク管理　

8/1 第 5回：金融資産運用　
8/8 第 6回：不動産　　
8/29 第 7回：過去問題研究

開講日 土曜日　全7回
開講時間 14:00～16:30
定　員 20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 21,000円
在学生 14,700円
卒業生・父母・法人会員 16,800円

資格講座C
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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 語 検 定 4 級程度

英 語 検 定 3 級程度

英語検定準 2 級程度

英 語 検 定 2 級程度

英語検定準 1 級程度

英 語 検 定 1 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

語学講座は見学が可能です。事務室までお問い合わせ下さい。（一部講座を除く）

語学講座D

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。



● 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 D20001 英会話１（レベル１） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、5/16・23・30、
6/13・20・27、7/11・18・25、
8/1・8・29
（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）

教材費
［Side by Side Extra 
Book & eText 1
（Pearson）］　3,135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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20002 英会話２（レベル２） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日
4/15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、7/1・8・15・22、
8/5・19・26
（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）

教材費
［Side by Side Extra 
Book & eText 1
（Pearson）］　3,135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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20003 英会話３（レベル３） 申込締切日 4月3日

講座内容

開講日
4/17・24、
5/8・15・22、6/5・12・19・26、
7/3・10・17・31、8/7・28
（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）

教材費
［Person to Person：
Starter（Oxford）］　
2,992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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20004 英会話４（レベル４） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22・29、7/6・20・27、
8/3・24・31
（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）

教材費
［Person to Person：
Starter（Oxford）］　
2,992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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20005 英会話５（レベル５） 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日
4/16・23、
5/14・21・28、6/4・11・18・25、
7/2・9・16・30、8/6・27
（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）

教材費
［Person to Person：
Book1（Oxford）］　
2,992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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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行い、
さらなる会話力アップを目指します。

講座
番号 D20006 英会話６（レベル６） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/14・21・28、5/12・19・26、
6/9・16・23、7/7・21・28、
8/4・18・25
（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）

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

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。



　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行い、
さらなる会話力アップを目指します。

講座
番号 D20007 英会話７（レベル７） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、5/16・23・30、
6/13・20・27、7/11・18・25、
8/1・8・29
（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）

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600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
ゼンを行う場合もあります。（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 D20008 英会話８（レベル８） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日
4/15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、7/1・8・15・22、
8/5・19・26
（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）

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600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 D20009 シニアのための英会話１（レベル１） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22・29、7/6・20・27、
8/3・24・31
（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）

教材費
［Side by Side Extra 
Book & eText 1
（Pearson）］　3,135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 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20010 シニアのための英会話２（レベル２） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/14・21・28、5/12・19・26、
6/9・16・23、7/7・21・28、
8/4・18・25
（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）

教材費
［Side by Side Extra 
Book & eText 1
（Pearson）］　3,135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 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20011 シニアのための英会話３（レベル３） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、5/16・23・30、
6/13・20・27、7/11・18・25、
8/1・8・29
（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）

教材費 ［PASSPORT 2
（Oxford）］　2,893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 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20012 シニアのための英会話４（レベル４） 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日
4/16・23、
5/14・21・28、6/4・11・18・25、
7/2・9・16・30、8/6・27
（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）

教材費 ［PASSPORT 2
（Oxford）］　2,893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 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

テキスト学習範囲11課～20課

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。



● 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 D20013 シニアのための英会話５（レベル５） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22・29、7/6・20・27、
8/3・24・31
（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）

教材費
［Person to Person：
Book1（Oxford）］　
2,992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 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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行い、
さらなる会話力アップを目指します。

講座
番号 D20014 シニアのための英会話６（レベル６） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/14・21・28、5/12・19・26、
6/9・16・23、7/7・21・28、
8/4・18・25
（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）

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

　時々刻々と変化する世界情勢を把握し、異
なる意見を持つ人々と対等に渡り合える英
語力、そしてそれを裏打ちする教養を身につ
けるための講座です。世界各地の様々な英
語が使用されるシンガポールのCNA、英国
BBCなど、世界のニュースメディアを理解し、
それについてディスカッションができるよう訓
練します。教材にCNNを使用しますが、本
学や講師がCNNの立場に賛同していること
を意味しません。

講座
番号 D20015 CNNビデオで見る世界のニュース（レベル5～8） 申込締切日 4月10日

講座内容

開講日 4/25、5/16・30、　6/13
（土曜日　全4回）

開講時間 14:00～16:30

定　員 20名

教材費
［CNN: ビデオで見る世界
のニュース〈Vol.21〉
（朝日出版社）］　2,090円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 小林　伊織
（Peter Iori Kobayashi） 

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円
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　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 D20016 観光英語（レベル４） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、
5/9・23・30、6/6・13・20・27、
7/11・18・25、8/8・29
（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）

教材費 未定（2,500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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

　TOEICʀ Listening & Reading Test 600
点未満の方および初めて受験される方を対
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。
< TOEICʀ Listening & Reading Test >
2020年9月13日（日）第252回テスト

※詳細は「TOEIC」公式ホームページでご確
認ください。

講座
番号 D20017 TOEIC®�L&R�Test（600点）対策講座（レベル４～５） 申込締切日 7月3日

講座内容

開講日 7/18、8/1・29、9/5
（土曜日　全4回）

開講時間 13:00～15:30

定　員 20名

教材費 未定（2,000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 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

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。



● 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 D20019 中国語２（レベル２） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22・29、7/6・20・27、
8/3・24・31
（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）

教材費 ［気楽に話そう中国語
（朝日出版社）］　2,420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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20020 中国語３（レベル３） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、5/16・23・30、
6/6・13・20・27、7/11・18・25、
8/8・29
（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）

教材費
［これでパーフェクト！
新・中国語の旅
（朝日出版社）］　2,420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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

テキスト学習範囲　1課～9課

●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 D20018 中国語１（レベル１） 申込締切日 4月3日

講座内容

開講日
4/17・24、
5/8・15・22、6/5・12・19・26、
7/3・10・17・31、8/7・28
（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）

教材費 ［気楽に話そう中国語
（朝日出版社）］　2,420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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

テキスト学習範囲　1課～6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 D20021 中国語４（レベル４） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/14・21・28、5/12・19・26、
6/9・16・23、7/7・21・28、
8/4・18・25
（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）

教材費
［これでパーフェクト！
新・中国語の旅
（朝日出版社）］　2,420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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20022 中国語５（レベル５） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日
4/15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、7/1・8・15・22、
8/5・19・26
（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）

教材費
［ことばと文化　一挙両得
中級中国語
（朝日出版社）］ 2,420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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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 D20023 中国語６（レベル６） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、5/9・23・30、
6/6・13・20・27、7/18・25、
8/1・8・29
（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）

教材費
［知ってる？今の中国 
衣食住遊（朝日出版社）］ 
2,420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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

テキスト学習範囲　1課～6課

32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。



● 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 D20025 韓国語２（レベル２） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、5/16・23・30、
6/6・13・20・27、7/11・18・25、
8/8・29
（土曜日　全15回）

開講時間
14:15～15:45　
※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）

教材費 ［最新チャレンジ韓国語
（白水社）］　2,530円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

テキスト学習範囲　8課～13課

　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 D20026 韓国語３（レベル３） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22・29、7/6・20・27、
8/3・24・31
（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）

教材費
［ちょこっとチャレンジ！
韓国語（白水社）］　
2,640円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

テキスト学習範囲　1課～6課

●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 D20024 韓国語１（レベル１） 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日
4/15・22、
5/13・20・27、6/10・17・24、
7/1・8・15・22・29、8/19・26
（水曜日　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）

教材費 ［最新チャレンジ韓国語
（白水社）］　2,530円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 李　垠姃

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

テキスト学習範囲　1課～7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。
●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 D20027 韓国語４（レベル４） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/9・16・23、5/7・14・
21・28、6/4・11・18・25、
7/2・9・16・30
（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）

教材費
［ちょこっとチャレンジ！
韓国語（白水社）］　
2,640円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 金　榮洙

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000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。
●成珉さんを訪ねて
●下宿に帰って
●診察を受ける
●和解
●悲しみよ、さようなら

講座
番号 D20028 韓国語５（レベル５） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、5/16・23・30、
6/6・13・20・27、7/11・18・25、
8/8・29
（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）

教材費
［もっとチャレンジ！
韓国語（白水社）］　
2,530円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

　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。

※授業は韓国語・日本語、半々の割合で行い
ます。

講座
番号 D20029 韓国語６（レベル６） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/8・15・22、5/13・20・27、
6/3・10・17、7/1・8・15・22、
8/19・26
（水曜日　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）

教材費
［改訂版 できる韓国語 
中級I（DEKIRU出版）］　
2,750円　

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　貞美

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

テキスト学習範囲　11課～15課

テキスト学習範囲　10課～14課
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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 D20031 韓国語７（レベル７） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、5/16・23・30、
6/6・13・20・27、7/11・18・25、
8/8・29
（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）

教材費
［できる韓国語　
中級Ⅱ（DEKIRU出版）］　
2,750円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

　会話の基本となる文型を集中的に学習し
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
●ちょっと待って下さいと言っていました　他

講座
番号 D20032 シニアのための韓国語（レベル３） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/14・21・28、5/12・19・26、
6/9・16・23、7/7・21・28、
8/4・18・25
（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）

教材費
［新装版 できる韓国語　
初級Ⅱ（DEKIRU出版）］　
2,200円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 黄　仁祚

受講料
一般 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

テキスト学習範囲　20課～25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 D20030 韓国語７（レベル７） 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/7・14・21、5/12・19・26、
6/2・9・16・23、7/7・14・21、
8/18・25
（火曜日　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）

教材費
［できる韓国語　
中級Ⅱ（DEKIRU出版）］　
2,750円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　貞美

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円
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　フランス語の入門を学習した方、初歩的な
フランス語を理解・話せる方を対象とした講
座です。
　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、現在形、疑問
代名詞・疑問副詞などを中心に学習します。　
                                                                                            　

講座
番号 D20033 フランス語基礎 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日
4/16・23、
5/14・21・28、6/4・11・18・25、
7/2・9・16・30、8/6・27
（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）

教材費
［《プティ》シェリーと
フランス語（三修社）］　
2,640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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

　フランス語の基礎を学習した方（フランス
語検定4級程度）を対象とした講座です。
　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。代名詞、関係代名詞、半過
去などを中心に学習します。

講座
番号 D20034 フランス語初級 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日
4/15・22、5/13・20・27、
6/10・17・24、7/1・8・15・22、
8/5・19・26
（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）

教材費
［《プティ》シェリーと
フランス語（三修社）］　
2,640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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

　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思を伝えることが
できる方（フランス語検定準2級程度）を対象
とした講座です。
　ディスカッションを行い、会話力の向上を
図ります。

※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 D20035 フランス語中級 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/13・20・27、5/11・18・25、
6/15・22・29、7/6・20・27、
8/3・24・31
（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）

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円
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　フランス語の基礎を学習し、ゆっくりであ
れば日常会話ができる方（フランス語検定3
級程度）を対象とした講座です。
　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。

講座
番号 D20037 ゆっくり楽しむフランス語（初級） 申込締切日 4月2日

講座内容

開講日
4/16・23、
5/14・21・28、6/4・11・18・25、
7/2・9・16・30、8/6・27
（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）

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

　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。文法だけでなく会
話についても学びます。具体的には、①ロシ
ア語の単語や文が理解できる（読める・書ける）
こと　②ロシア語で簡単な自己紹介・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 D20038 ロシア語入門 申込締切日 4月1日

講座内容

開講日
4/15・22、
5/13・20、6/3・10・17・24、
7/1・8・15・22、8/5・19・26
（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）

教材費 ［初級ロシア語20課
（白水社）］　2,090円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 中谷　昌弘

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

　日常会話をマスターした方（フランス語検
定2級以上）を対象とした講座です。
　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 D20036 フランス語上級 申込締切日 3月27日

講座内容

開講日
4/11・18・25、5/16・23・30、
6/6・13・20・27、7/11・18・25、
8/8・29
（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）

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円
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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
学などで非常勤講師を務める。

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。

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。

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。

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。

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、高等
学校や大学で講師を務める。

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。

李
い

　垠
うんじょん

姃
（専門学校講師）

韓国、ソウル出身。2006年来日、新潟大学大学院教育研
究科卒。各種語学教室で講師として務めた経験あり。現在
は、専門学校で講師を務めている。

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1級、TOEIC990点。

小
こばやし

林　伊
い

織
おり

 （Peter Iori Kobayashi）
（新潟国際情報大学国際学部講師　フィリピン・アテネオ大学博士候補）

1973年生まれ。1998年から2002年まで、 台湾TVBS（無
線衛星電視台）国際ニュースセンター記者を勤める。2003
年から2015年7月まで 銘伝大学（台湾）英語センター専任
講師を経て、2015年9月より本学の国際学部講師となる。

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、新潟県庁の語学嘱託
員として通訳翻訳に従事。現在は寺沢中国語研究所にて
個人レッスンや企業研修等を担当。

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。

語学講座 講師
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〈Windows、Officeソフトのバージョンについて〉
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。

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。

講座
番号 E20001 実務で活かすExcel【基礎】 申込締切日 4月4日

開講日 4/18、5/16・23、6/6・13
（土曜日　全5回）

開講時間 10:00～12:00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft Excel 
2016ドリル（FOM出版）
1,100円
（Excel【基礎】と【応用】で同じテキストを使います）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　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。

 Windows10 / Excel2016

講座
番号 E20002 実務で活かすExcel【応用】 申込締切日 6月20日

開講日 7/11・18・25、8/1・8
（土曜日　全5回）

開講時間 10:00～12:00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft Excel 
2016ドリル（FOM出版）
1,100円
（Excel【基礎】と【応用】で同じテキストを使います）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　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つける講座
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。

 Windows10 / Excel2016

パソコン講座E
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講座
番号 E20003 実務で活かすExcel【関数】 申込締切日 8月8日

開講日 8/29、9/5・12・26、10/3
（土曜日　全5回）

開講時間 10:00～12:00

定　員 10名

教材費

Microsoft Excel 
2016/2013 ビジネス活用編　
関数テクニック（FOM出版）
2,530円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　Excelの基本機能をマスターされている方
を対象に、実務の効率UPにつながるExcel
関数を分かりやすく解説していきます。実際
の業務で使用されるような事例を題材にし、
とっつきにくいと思われているExcel関数の
習得を目指します。
 Windows10 / Excel2016

１．請求書の作成
２．売上データの集計
３．顧客住所録の作成
４．社員情報の統計
５．賃金計算書の作成
６．出張旅費伝票の作成

講座内容

講座
番号 E20004 実務で活かすWord【基礎】 申込締切日 4月4日

開講日 4/18、5/16・23、6/6・13
（土曜日　全5回）

開講時間 13:00～15:00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft Word 
2016 ドリル（FOM出版）
1,100円
（Word【基礎】と【応用】で同じテキストを使います）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　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
につ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。

 Windows10 / Word2016

講座
番号 E20005 実務で活かすWord【応用】 申込締切日 6月20日

開講日 7/11・18・25、8/1・8
（土曜日　全5回）

開講時間 13:00～15:00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft Word 
2016 ドリル（FOM出版）
1,100円
（Word【基礎】と【応用】で同じテキストを使います）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　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つける講座
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。

 Windows10 / Word2016

40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。



講座
番号 E20006 実務で活かすPowerPoint2016 申込締切日 8月8日

開講日 8/29、9/5・12・26、10/3
（土曜日　全5回）

開講時間 13:00～15:00

定　員 10名

教材費
PowerPoint
ビジネス活用ドリル
（日経BP）1,518円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　文字・書式の設定や、グラフの挿入、アニメー
ションの設定など、プレゼンテーションソフト
PowerPointを基本から学習したい方におす
すめの講座です。ソフトの操作方法だけでな
く見やすくわかりやすいプレゼン資料作成テ
クニックもご紹介します。

 Windows10 / PowerPoint2016

プライベートレッスン（語学）

※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、予約日の前々日（休業日を除く）の開館時間内にご連絡ください。
●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、別途テキスト代が必要です。

5,000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 韓国語フランス語

カンボジア語

ロシア語

台湾語 台湾華語

受講料

プライベートレッスン（パソコン）

※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。

5,000円／1回（60分）

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

『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』
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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 社会連携センター  ［新潟中央キャンパス内］
TEL.025-227-7111　FAX.025-227-7117
http://www.nuis.ac.jp/pub/nuis_opencollege.html
開館時間／月～金 9：00～20：30　土 9：00～17：00　休業日／日曜、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/pub/
nuis_opencollege.html

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。
● 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及びセンター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座を行います。
● 教材は原則、第1回目の講座で販売します。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。
● 洋書は為替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、お手数ですがご連絡ください。
● 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。
● 開講前日までにご連絡がない場合は受講料を返金いたしませんので、予めご了承ください。
  （開講前日（休業日を除く）の開館時間内にご連絡ください。）
● キャンセルの場合でも受講料は全額返金します。ただし、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。

 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及び卒業生又はそのご父母、法人会員企業従業員の方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
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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。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　受講料の支払い方法を教えてください。
 A　銀行振込または事務室で現金でお支払いください。

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　特に必要ありません。ただし、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。

Q　教材（テキスト）の返品はできますか？
 A　返品はできません。

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、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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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。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　受講料の支払い方法を教えてください。
 A　銀行振込または事務室で現金でお支払いください。

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　特に必要ありません。ただし、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。

Q　教材（テキスト）の返品はできますか？
 A　返品はできません。

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、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

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

■休 館 日

■利用料金 （1日）

／ 月～金 9：00 ～ 20：30
土  　 9：00 ～ 17：00

／ 日曜、祝日、年末年始
その他大学が定めた日

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
300
300

円

円

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
1,000
1,000

円

円

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。

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
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。

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。

1F エントランスホール

新潟中央キャンパスのご案内
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新潟国際情報大学 社会連携センター
提携駐車場のご案内
　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、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。 

×

新
堀
通
り

坂
内
小
路

柾
谷
小
路

提
携

駐
車
場

新
潟
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

東北電力
新潟支店様

イトー
ヨーカ堂様

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

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

上大川前通6番町駐車場

20分　100円
60分　100円
最大料金 900円
最大料金 500円

新潟市中央区上大川前通6番町1183
24台（内1台は軽自動車専用）

7：00～22：00
22：00～7：00
8：00～19：00
19：00～8：00

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 社会連携センター

入力

●「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
社会連携センターで

□購入する　□購入しない

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

社会連携センターで

□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 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●今後、センターからのご案内を

●オープンカレッジ（公開講座）を受講したことがありますか？

※ご記入いただいた個人情報はセンターで適切に管理し、講座およびご案内以外の目的では使用いたしません。

2020年前期





入会年度  年度 申込日 年　　　　月　　　　日

ふりがな

企業（法人）名 　従業員数 名

住　所

〒

TEL FAX

ふりがな 役　職　名

代表者名  ㊞

ふりがな 部　署 役　職　名

担当者名

ご連絡先

〒

TEL FAX E-mail

法 人 会 員 申 込 書

キ
リ
ト
リ
セ
ン

　新潟国際情報大学 社会連携センターでは、企業単位でセンターの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。年度会費11,000円（当該年度有効）で、受講料（一般）より最大約20％割引で受講いただくことができます。
　年々講座なども充実していますので、幅広く御社の研修、セミナーとして講座をご活用ください。

（１）法人会員制度について
１．年度会費 11,000円　※納入後の会費の返金はいたしません。　
２．受 講 料 受講料（一般）より最大約20％割引。（異文化塾・プライベートレッスンは対象外となります。）
３．受講対象 申し込み企業（団体）に勤務されている方。
４．受講人数 人数の制限はありません。（ただし、各講座定員[先着順]になり次第 締め切り）
５．申込方法 下記の申込書にご記入の上、郵送願います。
６．お支払い 申し込み後、「請求書」をご担当者様宛にお送りいたします。
７．継　　続 入会の次年度からは、会費の納入をもって継続といたします。
８．法人会員割引についてのご注意

◆受講料の法人会員割引は、次の場合には適用されませんので、予めご了承ください。
　● 受講する講座の開講日までに法人会員のお申込みがないとき。
　  ※法人会員のお申込み後に開講される講座から、受講料の割引が適用されます。
　● 講座の開講日までに、法人会員のお申出がないとき。
　  ※開講日後（当日を含む）は、差額のご返金には応じられません。

９．お申込み（お問合せ） 新潟国際情報大学 社会連携センター（新潟中央キャンパス内）
  〒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　chuo@nuis.ac.jp

（２）講座の受講については「受講のご案内」（P.42）をご覧ください。
※ご記入いただいた個人情報はセンターで適切に管理し、講座およびご案内以外の目的では使用いたしません。

社会連携センター�オープンカレッジ
『法人会員制度』のご案内



〒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 chuo@nuis.ac.jp
http://www.nuis.ac.jp/pub/nuis_opencollege.html

〒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
東横インラマダホテル

新潟

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 新潟中央キャンパス

社会連携センター

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］


