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海外６提携大学からも祝福
本学の創設者︑学校法人新潟
平成学院の小澤辰男学院長が︑
月 日に 歳で永眠されまし
た︒お別れの会が遺族と学院と
の合同で 月3日︑ＡＮＡクラ
ウンプラザホテル新潟で執り行
われ︑政財官の各界関係者など
全国から1千人を超す参列者が
故人の業績と人柄をしのびまし
た︒
小澤氏は主に中央政界を舞台
に活躍しましたが︑常に郷土を
愛し続け︑晩年は県内教育環境
の充実と若い世代の人材育成に
情熱を傾け︑大学創設に私財も
投じて尽力しました︒
祭壇には大きな遺影が掲げら
れ︑生前に好きだったという白
色の菊の花で囲まれました︒途
切れなく訪れる参列者はランの
花びら一房ずつを祭壇に手向け

えい

こ

て合掌し︑喪主の長女瓔子さん
や関根秀樹理事長や平山征夫学
長らに話し掛けていました︒
また会場には数多くの弔電
と︑
生前の写真パネルが飾られ︑
懐かしいフィルム画像も映写さ
れて多くの人が見入って︑思い
出などを語り合っていました︒
小澤氏は東京帝大を卒業し内
務︑厚生官僚などの後に政界に
転じ︑昭和 ︵１９６０︶年に
自民党から出馬し初当選︒その
後連続 回当選し衆院議員を
年間務め︑平成 ︵２０００︶
年に引退するまで建設相︑環境
庁長官︑厚生相などを歴任︒田
中角栄元首相の側近としても活
躍し事務総長に︒自民党分裂後
は新生党︑新進党を結党し改革
クラブで代表を務めました︒平
成５
︵１９９３︶年から学院理事
長を務め２年間は学長も兼務︑
平成 ︵２００５︶年に学院長
に就任しました︒平成 年に勲
1等旭日大綬章︒平成 年 月
に正三位︒
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本学は地元自治体や経済
界などの支援を受けて平成
６︵１９９４︶年４月に開
学︒これまでに５千人近い
卒業生が主に地元企業など
に就職して︑地域経済の活
性化と地域文化の創造を担
う人材として期待されてい
ます︒海外留学・セミナー
に力を入れ国際教育・異文

国際化時代を見据えて
地域に開かれた大学に

本学の開学 周 年 を 祝 う
記念式典と祝 賀 会 が 月 ２
日︑ＡＮＡク ラ ウ ン プ ラ ザ
ホテル新潟で 盛 大 に 開 か れ
ました︒県︑
市や商工会議所
など地元官・財界や中国︑
韓
国総領事や提 携 大 学 関 係 者
など海外から の 来 賓 も 含 め
約４００人が 集 い ︑ 環 日 本
海交流を中心 に 据 え た 国 際
化・情報化時 代
に対応した教 育
を目指してき た
歩みを振り返 り
祝福しました ︒

化理解を深めて︑提携６大
学と学生・研究者交流も進
めてきました︒
記念祝賀会では︑その北
京師範大学︵中国︶︑極東
連邦大学︵ロシア︶︑ノー
スウエスト・ミズーリ州立
大学︵アメリカ︶︑慶煕大
学校︵韓国︶︑光云大学校
︵同︶︑アルバータ州立大
学︵カナダ︶の
代表者たちが壇
上に上がって紹
介され︑それぞ
れが友好と交流
の成果を披露してスピーチ
し︑大きな拍手が贈られて
いました︒
また祝賀会では学生と教
職員らが︑校歌斉唱や能舞
囃子︑高砂などを披露して
華やかな雰囲気を盛り上げ
ていました︒会場には大学
誕生に奔走した行政や教職
員など関係者の顔ぶれも見
られ︑テーブルを囲み当時
を懐かしみ大学の将来を語
り合っていました︒
︵要旨︶

平山征夫学長 挨拶

毎週金曜日12:30〜13:00 国情生の発信番組
ストリーム生中継 過去番組も見られます。
http://uxtv.jp/info/lexnstudio-tv/
iPhone・iPad・Androidスマートフォン・タブレット向け
App StoreまたはGoogle Playストアから
新潟国際情報大学で検索
アプリをダウンロードしてご利用ください。
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盛大に開学20周年記念式典
故小澤学院長の業績しのぶ
新潟国際ビジネスメッセに出展

UX新潟テレビ21レクスタＴＶ
「ヌイスタ」
NUISスクールアプリ開設しました

NUIS公式フェイスブック
https://www.facebook.com/nuis.face
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1 千 人を超す参 列 者が業 績しのぶ
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関根秀樹理事長 式辞

開学20周年記念シンポジウムを相次ぎ開催

3・4面

﹁この地域に無くてはならない大学﹂と評価さ
れ︑卒業生が活躍し地域の力になってきています︒
実践を重視する教育方針が社会人としての活動の中
で活かされています︒次の 年を見据えた大学改革
の必要性を論じ︑時代の変化を織り込んだ教育にチ
ャレンジし︑新しい２学部体制をスタートします︒
地方の私学を巡る環境は厳しいですが︑地域で必要
としている人材を地域で自ら育成するために︑
教育と
研究の充実に励みます︒

「2学部制で新たなスタートをしよう」
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紅翔祭 多彩なイベントで盛り上がる
中原邸一般公開でボランティア活動
平成26年度一般入試概要とポイント
2・3・4面

（情報文化学科・教授）
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本 私 学 誕 生 の 背 景 には︑人 と 地 域 の 強 い 思 い︑
理念・目的が込められています︒日本海側の中
核都市として環日本海︑北東アジア交流の推進
のための人づくりが急務でした︒開学以来︑実
社会に役立つ多彩なカリキュラムを用意してき
ました︒来春には国際学部を新設し︑当初から目
指した２学部制が実現の運びとなり感慨ひとし
おです︒地域に開かれた大学として︑
さらなる社
会貢献を目指し全力で取り組んでまいります︒

平成26年1月1日 発行

愛郷と人材育成に情熱
「氷花
（角田山を背景に）
」
PHOTO：澤口 晋一

編集部では読者から表紙を飾る写真を募集しています！投稿方法は nuischannel@nuis.ac.jp までお問い合わせください。
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教員の活動
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新潟中央キャンパス
10周年記念講座
「政治の再発見
―市民にとって
良い政治とは」
湧源・編集後記に代えて
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平山学長新春あいさつ
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［本校］
〒950-2292 新潟市西区みずき野3-1-1
tel. 025-239-3111 fax. 025-239-3690
［新潟中央キャンパス］
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通7-1169
tel. 025-227-7111 fax. 025-227-7117
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somu@nuis.ac.jp
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です︒しかし大学を取り巻く環
境には厳しいものがあります︒
少子化とともに地域間の経済格
差拡大が進む中で︑建学の理念
に立脚してより魅力と特徴のあ
る大学づくりが求められていま
すし︑教育・研究に次ぐ3番目
の大学の役割である﹁地域貢献﹂
に対する期待も一段と高まって
います︒何ができるかあらため
て大学が持っている﹁知﹂の資
産を活かして︑真に地域に無く
てはならない大学を目指したい
と思います︒
私は最近︑かつ
て知事時代に唱え
ていた﹁地産地消﹂
をもじって﹁地消地
産﹂の地域づくり
を訴えています︒
それはこのままで
は高齢化を伴う人
口減少により﹁地域維持﹂が困
難化するという危惧から︑国を
頼り他人をあてにするのではな
く︑地域が自ら自立のための地
域づくりをしよう︒それには地
域で必要とするものは自分でつ
くり出そうという主張です︒当
然そこには﹁地域が必要とする
人材は地域で育てよう﹂という
ことが含まれます︒本学がその
役割を今まで以上に果たせる大
学になれるよう︑皆さん一緒に
力を合わせてまいりましょう︒

ゆう

げん

湧源
亨

編集後記に代えて

内田

20
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今︑大学に求められている存在意義の一
つに社会への貢献が挙げられる︒こうした
取り組みで最近話題になったのが関西の某
大学である︒同大学は︑養殖魚専門料理店
を大都市の一等地にオープンさせた︒ここ
で︑注目すべき点は三つある︒
第１に︑研究の継続性である︒高級魚の
完全養殖︵卵から成魚に育成︶は１９７０
年から開始し︑実に 年以上研究し続けて
いる︒研究とは時間がかかるものであり︑
社会還元への中長期ビジョンが必要でもあ
る︒
第２に︑研究成果を直接︑社会・市民に
届けている点である︒しかも研究者だけで
なく︑メニューや食器には︑学生の日頃の
研究成果が生かされている︒
第３に︑同大学の養殖場がある県と連携
し︑
地元産の食材を提供している点である︒
こうした取り組みは︑今後の本学の方向
性にも参考になるであろう︒
本学でも２０１３年 月より︑学生やビ
ジネスマン︑市民などさまざまな年代や国
籍の人が気軽に立ち寄れる場として﹁コワ
ーキング・ラボこくじょう﹂をオープンさ
せた︒これによって﹁集まる場・つながる
場・創造する場﹂をスローガンに︑社会と
の共同研究のシーズを発見することにもつ
ながるかもしれない︒
また既に︑県内一講座数の多いオープン
カレッジ・公開講座を開講し︑本学の教育
・研究活動を地域の人に提供している︒
さらに本学は︑グローバルな視点を持っ
たローカルな主体であり続けると同時に︑
地域に深く根ざしたグローバル活動をして
いく存在でありたいと強く思っている︒
今後︑本学の知を結集して︑より話題性
のある社会貢献も実践していきたいと筆者
は考える︒
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知 の資 産 を 活 か し 地 域 に 貢 献

新潟と国際と情報について
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年の政治変動を前提
︿抵抗﹀
︿価値﹀
︿権力﹀
︿実践﹀
に︑その変化をどの
４つの視点から変化を問い直す
ように理解すべきか
ということをテーマ
にしました︒
初回では講座全体の趣旨
説明をかねて︑政治と市民
の基本的な関係について議
論されました︒その後の各
講師の方々にも自由に語っ
ていただきましたが︑それ
ぞれ独自の視点から﹁市民
にとっての良い政治﹂につ
いて触れていただくよう企
画段階から依頼していまし
た︒
２回目の講義ではフラン

政治がつねに変化してい
るということには誰でも気
づいています︒しかし︑そ
の変化がどういうもので︑
さらにはその変化が私たち
市民の生活に何をもたらす
かについてはよく分からな
いというのも事実だと思い
ます︒
そこで本講座では１９９
０年代の政治改革以降︑小
泉 政 治 ︑政 権 交 代 ︑︿３・ ﹀
東日本大震災など︑ここ

って意味があり︑なおかつ 聴衆からの対応しきれない ス 文 学 者 の 海 老 坂 武 氏 が
本学の自由な学風︵という ほどに積極的だった意見と ︿抵抗﹀の視点から 世紀の
ほど大げさではないかもし 質問︵実はこれは新潟では 政治における市民運動の意
れませんが︶を伝えるもの 珍しいことです︶などから︑ 義について︑特に政治にお
演 会 が 本 当 に にすべきだと思い至りまし 本企画は成功だったと自画 ける少数者と敗北について
想像以上に刺激的だった討論
自賛したいところです︒
地域の人々に た︒
熱く語られました︒続いて
予想を超す満員の聴衆と意見交換
このイベント開催のもう 評論家の呉智英氏は政治に
役立つのか︒
その結果︑会田誠氏︵芸
またそれは本 術家︶︑斎藤美奈子氏︵文芸 一つの意義は︑こうした企 おける
︿価値﹀という難問に
シンポジウムの報告とし ります︒尼僧でもある小説 学学生の間に漂う独特の明 評論家︶︑森達也氏︵ドキ 画があっさり通るほど本学 対 して︑丸 山 眞 男 や カ ール・
ては変かもしれませんが︑ 家︑
百歳を超える現役医師︑ るさ︑闊達さを世間に伝え ュメンタリー作家︶という︑ は自由な大学である︑とい シュミット を 引 用 し な がら︑
開催までの経緯をお話しし あるいは﹁ママ﹂と敬称つ るのか︒
各分野の最前線で活躍中で うことを社会に提示できた 独自の口調で分かりやすく
︵ひそかに︶ 回 答 さ れ ま し た︒
そ う い う こ と を 考 え る あり︑なおかつ新潟に縁の こ と で も あ る と
ます︒その方がこの企画の きで呼ばれる教育評論家な
︿ 権 力 ﹀と
意味について伝わると思わ どです︒そういう人たちの と︑先に書いたような定番 ある方々による公開シンポ 思っています︒ご来場︑あ いう視点から民主政治の特
りがとうございました︒
れるからです︒
講演に問題があるわけでは 講演会はどうも不適切な気 ジウムを企画しました︒
質について語った政治学者
通常︑大学が一般市民の ありません︒面白いでしょ がしてきました︒せっかく
結果的には︑想像以上に ︵情報文化学部長・教授
の杉田敦氏の講義では︑政
越智 敏夫︶ 治権力が持つ折衷的な性格
方々を対象として行う開学 うし︑何らかの役立つ逸話 時間と費用をかけるのであ 刺激的だった討論︑予定数
記念イベントには特定のパ も用意しているはずです︒ れば︑新潟という地域にと を超えた満員の聴衆︑その
が説明されつつ︑市民の責
ターンがあります︒いわゆ
しかし本学の場合︑それ
任という私たちに深くかか
る有名どころによる講演会 でいいのかという疑念が生
わる議論となりました︒
新潟中央キャンパス
です︒またそういうときに じました︒そういう︵他大学 政 治の再 発 見 ︱ 市 民にとって 良い政 治 と は
最終回では平山征夫本学
周年記念講座
呼ばれる方々にも 定 番 が あ に は 失 礼 な が ら ︶ 安 易 な 講
学長が新潟県知事としての
年の経験もふまえ︑︿実
践﹀の視点から政治を語り
パネリスト
ました︒政治における決断
◆会田 誠 氏
について当事者ならではの
芸術家︒１９６５年︑新潟市生ま
指摘が多く示され︑受講者
れ︒東京藝術大学大学院美術研究
科修了︒国内外の展覧会に多数参
の関心を高めることに寄与
加︒作風︑テーマは日本のわびさ
したと思います︒
び︑エロ︑グロから真摯な社会問
題まで︒
以上のすべての講義にお
◆斎藤 美奈子 氏
いて質疑応答の時間が設け
文芸評論家︒１９５６年︑新潟市
られ︑毎回活発な意見交換
生まれ︒成城大学経済学部卒業︒
児童書等の編集者を経て︑﹃妊娠
ができたことは︑市民と政
小 説 ﹄︵ ち く ま 文 庫 ︶で デ ビ ュ ー ︒
治の関係について問いなお
各紙誌で文芸評論や書評などを執
筆中︒
す連続講座としては理想的
◆森 達也 氏
だったといえます︒受講し
ていた多くの本学学生にも
良い刺激になりました︒
︵情報文化学部長・教授
越智 敏夫︶

2

11

国際・情報

本年はいよいよ年明け早々か
ら記念事業の目玉﹁学生会館﹂
の建設が始まります︒完成を楽
しみに見守っていきましょう︒
学生諸君の学内での活動がいっ
そう活性化する本拠地になるこ
とを期待します︒
こうした残りの記念事業の実
行に加えて︑ 周年を機に見直
しを進めてきた２学部制がいよ
いよ4月からスタートします︒
定員は変わりませんが︑国際化
と情報化という時代要請により

的確に対応できる人材育成を目
指し︑これまで以上に専門性を
高めると共に︑より人間性に富
んだ人格形成を目指し教育内容
の充実を図って参る所存です︒
教職員一体となってこの目的に
向かって創立 年目をスタート
したいと思います︒どうぞご協
力のほどよろしくお願いしま
す︒
人間でいえば成人式を終えて
一人前の社会人として︑自己責
任で歩み始める 歳のスタート

人間形成を目指す

より高い専門性と

学生諸君︑教職員︑父母の皆
さま新年おめでとうございま
す︒新たな気持ちで新年を健や
かにお迎えのことと思います︒
どうぞ本年もよろしくお願いし
ます︒
昨年は夏の猛暑
や台風被害など天
候不順に悩まされ
た年でしたが︑本
学にとりましては
周年という記念
すべき年でした︒
おかげさまで記念
式典や記念シンポジウムなどの
事業も︑海外からのお客さまを
お迎えし有意義に実施すること
ができました︒多くの市民の皆
さまからも祝福を頂きました︒
これも皆さまのご協力のおかげ
であり︑年頭の挨拶とともに御
礼申し上げます︒ただ︑
残念なこ
とは本学の創設の中心的役割を
担われた初代理事長の小澤辰男
氏が記念式典を目前にご逝去さ
れたことです︒あらためて心よ
りご冥福を お 祈 り い た し ま す ︒
40

平山 征夫
学長
ドキュメンタリー作家︒１９５６
年︑広島県生まれ︒立教大学法学
部卒業︒テレビ番組制作会社勤務
を経て独立︒以降︑報道系︑ドキ
ュメンタリー系の番組を中心に︑
数々の作品を手がける︒
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新理事長に星野 元氏

理事、監事、評議員を改選

11

まいりました関根秀樹氏は、平成25
年12月21日付をもって退任し、同12
月22日付で星野 元氏（前新潟日報
社社長）が新理事長に就任いたしま
した。任期は２年間です。
学校法人新潟平成学院（新潟国際
情報大学設置者）は、任期満了に伴
う理事、監事、評議員の改選を行い
ました。
3年8カ月にわたり理事長を務めて
学校法人新潟平成学院
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2学部制で新たなスタートをしよう
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です︒しかし大学を取り巻く環
境には厳しいものがあります︒
少子化とともに地域間の経済格
差拡大が進む中で︑建学の理念
に立脚してより魅力と特徴のあ
る大学づくりが求められていま
すし︑教育・研究に次ぐ3番目
の大学の役割である﹁地域貢献﹂
に対する期待も一段と高まって
います︒何ができるかあらため
て大学が持っている﹁知﹂の資
産を活かして︑真に地域に無く
てはならない大学を目指したい
と思います︒
私は最近︑かつ
て知事時代に唱え
ていた﹁地産地消﹂
をもじって﹁地消地
産﹂の地域づくり
を訴えています︒
それはこのままで
は高齢化を伴う人
口減少により﹁地域維持﹂が困
難化するという危惧から︑国を
頼り他人をあてにするのではな
く︑地域が自ら自立のための地
域づくりをしよう︒それには地
域で必要とするものは自分でつ
くり出そうという主張です︒当
然そこには﹁地域が必要とする
人材は地域で育てよう﹂という
ことが含まれます︒本学がその
役割を今まで以上に果たせる大
学になれるよう︑皆さん一緒に
力を合わせてまいりましょう︒

ゆう

げん

湧源
亨

編集後記に代えて

内田

20
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今︑大学に求められている存在意義の一
つに社会への貢献が挙げられる︒こうした
取り組みで最近話題になったのが関西の某
大学である︒同大学は︑養殖魚専門料理店
を大都市の一等地にオープンさせた︒ここ
で︑注目すべき点は三つある︒
第１に︑研究の継続性である︒高級魚の
完全養殖︵卵から成魚に育成︶は１９７０
年から開始し︑実に 年以上研究し続けて
いる︒研究とは時間がかかるものであり︑
社会還元への中長期ビジョンが必要でもあ
る︒
第２に︑研究成果を直接︑社会・市民に
届けている点である︒しかも研究者だけで
なく︑メニューや食器には︑学生の日頃の
研究成果が生かされている︒
第３に︑同大学の養殖場がある県と連携
し︑
地元産の食材を提供している点である︒
こうした取り組みは︑今後の本学の方向
性にも参考になるであろう︒
本学でも２０１３年 月より︑学生やビ
ジネスマン︑市民などさまざまな年代や国
籍の人が気軽に立ち寄れる場として﹁コワ
ーキング・ラボこくじょう﹂をオープンさ
せた︒これによって﹁集まる場・つながる
場・創造する場﹂をスローガンに︑社会と
の共同研究のシーズを発見することにもつ
ながるかもしれない︒
また既に︑県内一講座数の多いオープン
カレッジ・公開講座を開講し︑本学の教育
・研究活動を地域の人に提供している︒
さらに本学は︑グローバルな視点を持っ
たローカルな主体であり続けると同時に︑
地域に深く根ざしたグローバル活動をして
いく存在でありたいと強く思っている︒
今後︑本学の知を結集して︑より話題性
のある社会貢献も実践していきたいと筆者
は考える︒
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平成26年1月発行

知 の資 産 を 活 か し 地 域 に 貢 献

新潟と国際と情報について
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年の政治変動を前提
︿抵抗﹀
︿価値﹀
︿権力﹀
︿実践﹀
に︑その変化をどの
４つの視点から変化を問い直す
ように理解すべきか
ということをテーマ
にしました︒
初回では講座全体の趣旨
説明をかねて︑政治と市民
の基本的な関係について議
論されました︒その後の各
講師の方々にも自由に語っ
ていただきましたが︑それ
ぞれ独自の視点から﹁市民
にとっての良い政治﹂につ
いて触れていただくよう企
画段階から依頼していまし
た︒
２回目の講義ではフラン

政治がつねに変化してい
るということには誰でも気
づいています︒しかし︑そ
の変化がどういうもので︑
さらにはその変化が私たち
市民の生活に何をもたらす
かについてはよく分からな
いというのも事実だと思い
ます︒
そこで本講座では１９９
０年代の政治改革以降︑小
泉 政 治 ︑政 権 交 代 ︑︿３・ ﹀
東日本大震災など︑ここ

って意味があり︑なおかつ 聴衆からの対応しきれない ス 文 学 者 の 海 老 坂 武 氏 が
本学の自由な学風︵という ほどに積極的だった意見と ︿抵抗﹀の視点から 世紀の
ほど大げさではないかもし 質問︵実はこれは新潟では 政治における市民運動の意
れませんが︶を伝えるもの 珍しいことです︶などから︑ 義について︑特に政治にお
演 会 が 本 当 に にすべきだと思い至りまし 本企画は成功だったと自画 ける少数者と敗北について
想像以上に刺激的だった討論
自賛したいところです︒
地域の人々に た︒
熱く語られました︒続いて
予想を超す満員の聴衆と意見交換
このイベント開催のもう 評論家の呉智英氏は政治に
役立つのか︒
その結果︑会田誠氏︵芸
またそれは本 術家︶︑斎藤美奈子氏︵文芸 一つの意義は︑こうした企 おける
︿価値﹀という難問に
シンポジウムの報告とし ります︒尼僧でもある小説 学学生の間に漂う独特の明 評論家︶︑森達也氏︵ドキ 画があっさり通るほど本学 対 して︑丸 山 眞 男 や カ ール・
ては変かもしれませんが︑ 家︑
百歳を超える現役医師︑ るさ︑闊達さを世間に伝え ュメンタリー作家︶という︑ は自由な大学である︑とい シュミット を 引 用 し な がら︑
開催までの経緯をお話しし あるいは﹁ママ﹂と敬称つ るのか︒
各分野の最前線で活躍中で うことを社会に提示できた 独自の口調で分かりやすく
︵ひそかに︶ 回 答 さ れ ま し た︒
そ う い う こ と を 考 え る あり︑なおかつ新潟に縁の こ と で も あ る と
ます︒その方がこの企画の きで呼ばれる教育評論家な
︿ 権 力 ﹀と
意味について伝わると思わ どです︒そういう人たちの と︑先に書いたような定番 ある方々による公開シンポ 思っています︒ご来場︑あ いう視点から民主政治の特
りがとうございました︒
れるからです︒
講演に問題があるわけでは 講演会はどうも不適切な気 ジウムを企画しました︒
質について語った政治学者
通常︑大学が一般市民の ありません︒面白いでしょ がしてきました︒せっかく
結果的には︑想像以上に ︵情報文化学部長・教授
の杉田敦氏の講義では︑政
越智 敏夫︶ 治権力が持つ折衷的な性格
方々を対象として行う開学 うし︑何らかの役立つ逸話 時間と費用をかけるのであ 刺激的だった討論︑予定数
記念イベントには特定のパ も用意しているはずです︒ れば︑新潟という地域にと を超えた満員の聴衆︑その
が説明されつつ︑市民の責
ターンがあります︒いわゆ
しかし本学の場合︑それ
任という私たちに深くかか
る有名どころによる講演会 でいいのかという疑念が生
わる議論となりました︒
新潟中央キャンパス
です︒またそういうときに じました︒そういう︵他大学 政 治の再 発 見 ︱ 市 民にとって 良い政 治 と は
最終回では平山征夫本学
周年記念講座
呼ばれる方々にも 定 番 が あ に は 失 礼 な が ら ︶ 安 易 な 講
学長が新潟県知事としての
年の経験もふまえ︑︿実
践﹀の視点から政治を語り
パネリスト
ました︒政治における決断
◆会田 誠 氏
について当事者ならではの
芸術家︒１９６５年︑新潟市生ま
指摘が多く示され︑受講者
れ︒東京藝術大学大学院美術研究
科修了︒国内外の展覧会に多数参
の関心を高めることに寄与
加︒作風︑テーマは日本のわびさ
したと思います︒
び︑エロ︑グロから真摯な社会問
題まで︒
以上のすべての講義にお
◆斎藤 美奈子 氏
いて質疑応答の時間が設け
文芸評論家︒１９５６年︑新潟市
られ︑毎回活発な意見交換
生まれ︒成城大学経済学部卒業︒
児童書等の編集者を経て︑﹃妊娠
ができたことは︑市民と政
小 説 ﹄︵ ち く ま 文 庫 ︶で デ ビ ュ ー ︒
治の関係について問いなお
各紙誌で文芸評論や書評などを執
筆中︒
す連続講座としては理想的
◆森 達也 氏
だったといえます︒受講し
ていた多くの本学学生にも
良い刺激になりました︒
︵情報文化学部長・教授
越智 敏夫︶
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2学部制で新たなスタートをしよう
（1）
開 学 2 0 周 年 記 念 公 開シンポジウ ム

丸一日をかけ︑しかもか
なり専門的な内容であった
にもかかわらず︑会場に
は︑本学学生や一般の市民
の方々にも多数ご参加いた
だき︑盛会のうちに終える
ことができました︒本シン
ポジウムの開催においてご
協力︑ご尽力いただいた本
学内外の方々に︑心よりお
礼を申し上げます︒
︵情報文化学科長・教授
佐々木 寛︶

〜

〜

〜

フロアからも本学科ほぼ
すべての教員による質疑や
発言があり︑きわめて充実
したシンポジウムになりま
した︒情報文化学科は︑
２０
１ ４ 年 度 よ り﹁ 国 際 学 部 ﹂
へと新たな歩みを始めます
が︑
今回のシンポジウムは︑
この新学部が 世紀に東ア
ジアの共生のために何をな
すべきであるのか︑その果
たすべき課題も再確認され
たと思います︒

ムとなりました︒
来場者アンケートによれ
ば﹁野中先生のような著名
な方が新潟で講演する機会
をつくってくれた記念事業
に感謝しています﹂︑﹁テ
ーマに基づいて一括した講
演で聴きやすかった﹂など
の記載が多数ありました︒
休日にもかかわらず出席し
ていただいた方々に︑満足
してもらえたシンポジウム
になったと思っています︒
また︑講演後には﹁講演
者の経営手法を採り入れた
い ので︑仲 介 を 依 頼 し たい﹂
などとの問い合せもありま
した︒私たちが目的とした
﹁新潟を支える企業の活性
化の一助に資する﹂が現実
に達成されつつあり︑合わ
せて本学の新潟での存在感
のアピールにも資すること
ができたと思っています︒
︵情報システム学科・教授
上西園 武良︶

〜

世紀 東アジア︿共生﹀の条件︱﹁格差﹂と﹁差別﹂を越えて

〜

〜

〜知識創造活動〜

潮田邦夫（NTT東日本 元取締役）

サービス・オートポイエーシス

橋本敬
（北陸先端科学技術大学院大学 教授）

〜組織を活かす新たなシステム論〜
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輔︑越智敏夫各氏︑私︵佐
々木︶が登壇し︑相互に活
発な議論がなされました︒
各国の格差や差別の状況
やその原因︑そしてそれを
克服するための具体的な方
途が議論されました︒また
最後は平山征夫学長の挨拶
で締めくくられました︒

人材の活性化につい
てユーモアを交えて
講演をしていただき
ました︒
招待講演としては︑産業
界から︑トヨタ自動車の鈴
木浩佳氏から﹁品質は工程
で造りこむ﹂︑元ＮＴＴ東
日本取締役の潮田邦夫氏か
ら﹁クリエイティブワーク
スタイル﹂というテーマで
講演をいただき︑﹁知的機動
力経営﹂の貴重な実践例を
紹介していただきました︒
また︑学会からの招待講
演として︑北陸先端科学技
術大学院大学の橋本敬氏よ
り﹁ サ ー ビス・ オ ー ト ポ イ
エーシス﹂と題して︑組織
を活かす新たなシステム論
を紹介していただきまし
た︒
会場には新潟の企業・官
公庁・大学の関係者より１
７６人の参加をいただき︑
盛況で実りあるシンポジウ

新潟における経営革新の実践を考える︱人間中心の情報と経営の実践

知的機動力をどう活かす
地元企業の活性化の一助にも
情報システム学科は﹁新
潟における経営革新の実践
を考える︱人間中心の情報
と経営の実践︱﹂と題して
記念シンポジウムを 月3
日︑新潟日報メディアシッ

鈴木浩佳（トヨタ自動車 TQM推進部 室長）

平成26年1月発行
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プ日報ホールにて開催いた
しました︒目的の一つは新
潟を支える企業の活性化の
一助に資するためでもあり
ます︒
基調講演としては︑世界
的に高名な野中郁次郎氏
︵一橋大学名誉教授︶より
﹁知的機動力経営﹂と題し
て︑知識創造による組織・

品質は工程で造りこむ

は︑本シンポジウムのテー
マ全体を貫くもっとも重要
な問題提起となりました︒
そこでは︑閉塞する日本
社会と東アジアの困難な状
況が︑アメリカ帝国および
その﹁下請け帝国︵＝日
本︶﹂の凋落の文脈から分
析できること︑また︑現在
の困難な課題を克服するた
めには︑われわれ日本人が
過去に目をふさぐのではな
く︑日本軍慰安婦問題に代
表される﹁恥﹂の問題と勇
気をもって対峙することが
重要であることなどが論じ
られました︒
午前と午後とに分かれて
開催された二つのセッショ
ンでは︑各国提携校から︑
Ａ・シュヌルコ氏︵ロシア
極東連邦大学︶︑唐利国氏
︵中国北京師範大学︶︑趙

セッションⅡ

〜スタッフにおける
「自工程完結」
の推進〜

国際・情報

顯龍氏︵韓国慶熙大
歴史と勇気を持って対峙を
学校︶
︒オーストラリ
新﹁国際学部﹂の課題も再認識
アからはＧ・マコー
マック氏︵オースト
ラリア国立大学︶︑また国
内からも徐勝氏︵立命館大
学︶にご登壇いただき︑加
えて本学からも︑
小澤治子︑
髙橋正樹︑區建英︑神長英

セッションⅠ

〜Maneuvering Capability in Knowledge-based Management〜

情報文化学科主催による
開学 周年記念シンポジウ
ム﹁ 世紀 東アジア︿共
生﹀の条件︱︱﹃格差﹄と
﹃差別﹄を越えて﹂は 月
3日︑ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル新潟で開催されま
した︒冒頭︑
酒井直樹氏︵米
コーネル大学︶の 基 調 講 演

演

演
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紅翔祭を終えて

大学入試
センター試験
国際学部
利用

小野 史貴

情報文化学部
情報システム学科 10

紅翔祭実行委員長

国際文化学科

各学部の利用教科・科目の
中から2科目選択
3科目以上受験した場合は
高得点の2科目を
合否判定に使用

平成26年
2月22日㈯
平成26年1月
平成26年
18日㈯、19日㈰の
1月28日㈫
大学入試
20
センター試験を
10
2月13日㈭ 受験していること
10
国際学部
国際文化学科

コーネル大学ゴールドウィン・スミス記念基金
教授。比較文学、アジア研究学、歴史学部所属。

3
年間
授業料の
国 際 学 部
3番以内
半額
国際文化学科

3月 5日㈬

情報文化学部
5番以内
情報システム学科

上記3教科の中から
2教科以上を選択、3教科
受験した場合は高得点の
2教科を合否判定に使用

一般入試（前期・後期）で第2志願制を導入！
！

11

本校みずき野キャンパスの近
く︑
赤塚にある豪農の館﹁中原邸﹂
が 月6日に一般公開され︑本学
学生５名が恒例のボランティア活
動で参加しました︒
中原邸は明治天皇巡幸の折の部
屋が保存されているなど貴重な歴
史 建 造 物で︑春 と 秋 に 一 般 公 開 さ
れ ま す︒今 回 の 秋 の 公 開 で は 約 ６
５０人が訪れました︒
本学からは裏千家茶道
部の朝妻結花さん︵情報
文化学科3年︶
︑
江村渉さ
ん︵情報システム学科3
年︶
︑
西山雅史さん︵同2
年︶︑大関秀佳さん︵同
1年︶がお点前を披露し
ました︒多くの方々に楽
しんでいただき︑その売
り上げは中原邸の保存活
動に活用されます︒
さ ら に ︑ 馬 場 雅 也 さん︵ 情 報
システム学科３年︶が西区ボラ
ンティアガイド養成講座に参加
し︑今回︑初めてガイドとして
赤塚の歴史などの説明を行い
独り立ち を果たしました︒
本学ではこれまでも︑表千家
茶道部や吹奏楽部などのボラン
ティア実
績があり
ます︒こ
れからも
学生の個
性を生か
し︑さま
ざまな形
で地域貢
献してい
くことを
期待して
います︒

中原邸の一般公開にボランティア参加

境界＝海を越える〈共生〉の試み

11
給付対象
給付額

平成26年
2月24日㈪

一般入試（前期）の試験結果から、成績上
位者に、年間授業料の半額を給付します。
奨学金試験を受ける必要も、事前に申請
する必要もありません。
平成26年
平成26年 3月12日㈬
3月12日㈬
3月20日㈭
潟
平成26年
2月14日㈮ 平成26年
新
3月9日㈰
2月28日㈮
情報文化学部
情報システム学科 10

20

一般入試（前期）で学費給付奨学生を採用！
！
国際学部
国際文化学科

期
前

期
後

平成26年
2月 7日㈮

2月19日㈬

この第2志願制を利用すると、第1志望の
学部が合格にならなかった場合には第2
志望の学部で合否判定を行います。
平成26年
2月 7日㈮

【国語】
国語総合（現代文）
・現代文
【数 学】
数学Ⅰ
・数学A
【外国語】
英語Ⅰ
・英語Ⅱ
新 潟
上 越
長 岡
新発田
平成26年
1月 6日㈪ 平成26年
100
2月2日㈰
35
1月24日㈮
情報文化学部
情報システム学科 65

入 試 の ポ イ ント

募集学部 2学部2学科 情報文化学部 情報システム学科／国際学部 国際文化学科（2014年4月新設）

︵情報システム学科2年︶

びぃと さん︑たっき ん
さ ん に よ る パフォー
マ ンス︑声 優 の 矢 尾
一樹さんによるトー
クショーや︑アンガー
ルズさん︑Ｈｉ Ｈ
ｉさんのお笑いライ
ブなど豪華な顔ぶれ
で大きな盛り上がり
を見せました︒
父母会・みずき会
の共催事業による文
化講演会では︑外交
ジャーナリスト・元
ＮＨＫの手嶋龍一さ
んをお招きし︑多く
の皆さまに有意義で
楽しい時間を過ごし
てもらえたと思いま
す︒
今年は両日ともに
天候に恵まれ前年よ
りも多くの方々に来
ていただきました︒
模擬店やイベントを
催した学生の協力と
多くの来場してくだ
さった皆さまのおか
げで︑大変にぎやか
で楽しい学園祭とな
りました︒ありがと
うございました！

多彩なイベントで大いに盛り上がる

知的機動力経営

11

今年は﹁記念すべ
き 回目の紅翔祭﹂
と い う こ とで︑例 年
よりもグレードアッ
プして 月 ︑ 日
に開催しました︒
まずはなんといっ
ても学生による模擬
店︑
イベント︒両日に
渡って研究室やサー
クル主催でのさまざ
まな催しを展開し︑
来場者の方たちに楽
しんでいただけたと
思います︒
次に﹁西区大農業
まつり﹂とのコラボ︒
野菜の販売ではたく
さんの方々に来てい
ただきました︒さら
に︑土曜日に同日開
催された︑Ｒａｆｖ
ｅｒｙさんのライブ
では盛り上がりを見
せました︒
また 周年イベン
トとして初めてホー
ムカミングを開催し
ました︒国情クイズ
には在学生︑教職員︑
卒業生の方が参加し
ました︒他にも大道
芸人のたいちさん︑
13

講

10

今年も茶道お点前、
ガイ
今年も茶道お点前、
ガイド役で地域交流
ド役で地域交流

報告①唐利国（北京師範大副教授 歴史学）
「中国の格差問題を越える歴史的な知恵」
報告②趙顯龍（慶熙大教授 言語学）
「疎通のための文化教育」
報告③神長英輔（新潟国際情報大准教授 歴史学）
「生活文化圏としての環日本海」
討論①徐勝（立命館大特任教授 比較人権法）
討論②越智敏夫（新潟国際情報大教授 政治学）

12

21 20

酒井 直樹
「21世紀東アジア〈共生〉の条件」

21

※出願期間内消印有効。
※詳細は「平成26年度学生募集要項」または本学ウェブサイト
（http://www.nuis.ac.jp/）
でご確認ください。

◎平成26年度 一般入試概要とポイント

合格者発表日 入学手続期間
試験実施教科・科目
試験日／試験場
出願期間
募集人員
入試区分

10

20

野中郁次郎（一橋大学 名誉教授）

21
講

グローバルな
「格差」
と
「差別」
の諸相と
展望

報告①Ａ・シュヌルコ（極東連邦大教授 社会学）
「ロシアの格差・人権問題」
報告②Ｇ・マコーマック（オーストラリア国立
大教授 日本研究）「東シナ海から見た
東アジア転換期」
報告③髙橋正樹（新潟国際情報大教授 国際政
治学）「東南アジア社会の格差問題と民
主化への壁」
討論①酒井直樹（コーネル大教授 日本政治思想
史）
討論②佐々木寛（新潟国際情報大教授 国際政治
学・平和研究）

20

（2）
開 学 2 0 周 年 記 念 公 開シンポジウ ム

丸一日をかけ︑しかもか
なり専門的な内容であった
にもかかわらず︑会場に
は︑本学学生や一般の市民
の方々にも多数ご参加いた
だき︑盛会のうちに終える
ことができました︒本シン
ポジウムの開催においてご
協力︑ご尽力いただいた本
学内外の方々に︑心よりお
礼を申し上げます︒
︵情報文化学科長・教授
佐々木 寛︶

〜

〜

〜

フロアからも本学科ほぼ
すべての教員による質疑や
発言があり︑きわめて充実
したシンポジウムになりま
した︒情報文化学科は︑
２０
１ ４ 年 度 よ り﹁ 国 際 学 部 ﹂
へと新たな歩みを始めます
が︑
今回のシンポジウムは︑
この新学部が 世紀に東ア
ジアの共生のために何をな
すべきであるのか︑その果
たすべき課題も再確認され
たと思います︒

ムとなりました︒
来場者アンケートによれ
ば﹁野中先生のような著名
な方が新潟で講演する機会
をつくってくれた記念事業
に感謝しています﹂︑﹁テ
ーマに基づいて一括した講
演で聴きやすかった﹂など
の記載が多数ありました︒
休日にもかかわらず出席し
ていただいた方々に︑満足
してもらえたシンポジウム
になったと思っています︒
また︑講演後には﹁講演
者の経営手法を採り入れた
い ので︑仲 介 を 依 頼 し たい﹂
などとの問い合せもありま
した︒私たちが目的とした
﹁新潟を支える企業の活性
化の一助に資する﹂が現実
に達成されつつあり︑合わ
せて本学の新潟での存在感
のアピールにも資すること
ができたと思っています︒
︵情報システム学科・教授
上西園 武良︶

〜

世紀 東アジア︿共生﹀の条件︱﹁格差﹂と﹁差別﹂を越えて

〜

〜

〜知識創造活動〜

潮田邦夫（NTT東日本 元取締役）

サービス・オートポイエーシス

橋本敬
（北陸先端科学技術大学院大学 教授）

〜組織を活かす新たなシステム論〜

4
2013年度 No.4

輔︑越智敏夫各氏︑私︵佐
々木︶が登壇し︑相互に活
発な議論がなされました︒
各国の格差や差別の状況
やその原因︑そしてそれを
克服するための具体的な方
途が議論されました︒また
最後は平山征夫学長の挨拶
で締めくくられました︒

人材の活性化につい
てユーモアを交えて
講演をしていただき
ました︒
招待講演としては︑産業
界から︑トヨタ自動車の鈴
木浩佳氏から﹁品質は工程
で造りこむ﹂︑元ＮＴＴ東
日本取締役の潮田邦夫氏か
ら﹁クリエイティブワーク
スタイル﹂というテーマで
講演をいただき︑﹁知的機動
力経営﹂の貴重な実践例を
紹介していただきました︒
また︑学会からの招待講
演として︑北陸先端科学技
術大学院大学の橋本敬氏よ
り﹁ サ ー ビス・ オ ー ト ポ イ
エーシス﹂と題して︑組織
を活かす新たなシステム論
を紹介していただきまし
た︒
会場には新潟の企業・官
公庁・大学の関係者より１
７６人の参加をいただき︑
盛況で実りあるシンポジウ

新潟における経営革新の実践を考える︱人間中心の情報と経営の実践

知的機動力をどう活かす
地元企業の活性化の一助にも
情報システム学科は﹁新
潟における経営革新の実践
を考える︱人間中心の情報
と経営の実践︱﹂と題して
記念シンポジウムを 月3
日︑新潟日報メディアシッ

鈴木浩佳（トヨタ自動車 TQM推進部 室長）
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プ日報ホールにて開催いた
しました︒目的の一つは新
潟を支える企業の活性化の
一助に資するためでもあり
ます︒
基調講演としては︑世界
的に高名な野中郁次郎氏
︵一橋大学名誉教授︶より
﹁知的機動力経営﹂と題し
て︑知識創造による組織・

品質は工程で造りこむ

は︑本シンポジウムのテー
マ全体を貫くもっとも重要
な問題提起となりました︒
そこでは︑閉塞する日本
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その﹁下請け帝国︵＝日
本︶﹂の凋落の文脈から分
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の困難な課題を克服するた
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表される﹁恥﹂の問題と勇
気をもって対峙することが
重要であることなどが論じ
られました︒
午前と午後とに分かれて
開催された二つのセッショ
ンでは︑各国提携校から︑
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ラリア国立大学︶︑また国
内からも徐勝氏︵立命館大
学︶にご登壇いただき︑加
えて本学からも︑
小澤治子︑
髙橋正樹︑區建英︑神長英
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〜Maneuvering Capability in Knowledge-based Management〜
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ム﹁ 世紀 東アジア︿共
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﹃差別﹄を越えて﹂は 月
3日︑ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル新潟で開催されま
した︒冒頭︑
酒井直樹氏︵米
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5番以内
情報システム学科

上記3教科の中から
2教科以上を選択、3教科
受験した場合は高得点の
2教科を合否判定に使用

一般入試（前期・後期）で第2志願制を導入！
！

11

本校みずき野キャンパスの近
く︑
赤塚にある豪農の館﹁中原邸﹂
が 月6日に一般公開され︑本学
学生５名が恒例のボランティア活
動で参加しました︒
中原邸は明治天皇巡幸の折の部
屋が保存されているなど貴重な歴
史 建 造 物で︑春 と 秋 に 一 般 公 開 さ
れ ま す︒今 回 の 秋 の 公 開 で は 約 ６
５０人が訪れました︒
本学からは裏千家茶道
部の朝妻結花さん︵情報
文化学科3年︶
︑
江村渉さ
ん︵情報システム学科3
年︶
︑
西山雅史さん︵同2
年︶︑大関秀佳さん︵同
1年︶がお点前を披露し
ました︒多くの方々に楽
しんでいただき︑その売
り上げは中原邸の保存活
動に活用されます︒
さ ら に ︑ 馬 場 雅 也 さん︵ 情 報
システム学科３年︶が西区ボラ
ンティアガイド養成講座に参加
し︑今回︑初めてガイドとして
赤塚の歴史などの説明を行い
独り立ち を果たしました︒
本学ではこれまでも︑表千家
茶道部や吹奏楽部などのボラン
ティア実
績があり
ます︒こ
れからも
学生の個
性を生か
し︑さま
ざまな形
で地域貢
献してい
くことを
期待して
います︒

中原邸の一般公開にボランティア参加

境界＝海を越える〈共生〉の試み

11
給付対象
給付額

平成26年
2月24日㈪

一般入試（前期）の試験結果から、成績上
位者に、年間授業料の半額を給付します。
奨学金試験を受ける必要も、事前に申請
する必要もありません。
平成26年
平成26年 3月12日㈬
3月12日㈬
3月20日㈭
潟
平成26年
2月14日㈮ 平成26年
新
3月9日㈰
2月28日㈮
情報文化学部
情報システム学科 10

20

一般入試（前期）で学費給付奨学生を採用！
！
国際学部
国際文化学科

期
前

期
後

平成26年
2月 7日㈮

2月19日㈬

この第2志願制を利用すると、第1志望の
学部が合格にならなかった場合には第2
志望の学部で合否判定を行います。
平成26年
2月 7日㈮

【国語】
国語総合（現代文）
・現代文
【数 学】
数学Ⅰ
・数学A
【外国語】
英語Ⅰ
・英語Ⅱ
新 潟
上 越
長 岡
新発田
平成26年
1月 6日㈪ 平成26年
100
2月2日㈰
35
1月24日㈮
情報文化学部
情報システム学科 65

入 試 の ポ イ ント

募集学部 2学部2学科 情報文化学部 情報システム学科／国際学部 国際文化学科（2014年4月新設）

︵情報システム学科2年︶

びぃと さん︑たっき ん
さ ん に よ る パフォー
マ ンス︑声 優 の 矢 尾
一樹さんによるトー
クショーや︑アンガー
ルズさん︑Ｈｉ Ｈ
ｉさんのお笑いライ
ブなど豪華な顔ぶれ
で大きな盛り上がり
を見せました︒
父母会・みずき会
の共催事業による文
化講演会では︑外交
ジャーナリスト・元
ＮＨＫの手嶋龍一さ
んをお招きし︑多く
の皆さまに有意義で
楽しい時間を過ごし
てもらえたと思いま
す︒
今年は両日ともに
天候に恵まれ前年よ
りも多くの方々に来
ていただきました︒
模擬店やイベントを
催した学生の協力と
多くの来場してくだ
さった皆さまのおか
げで︑大変にぎやか
で楽しい学園祭とな
りました︒ありがと
うございました！

多彩なイベントで大いに盛り上がる

知的機動力経営

11

今年は﹁記念すべ
き 回目の紅翔祭﹂
と い う こ とで︑例 年
よりもグレードアッ
プして 月 ︑ 日
に開催しました︒
まずはなんといっ
ても学生による模擬
店︑
イベント︒両日に
渡って研究室やサー
クル主催でのさまざ
まな催しを展開し︑
来場者の方たちに楽
しんでいただけたと
思います︒
次に﹁西区大農業
まつり﹂とのコラボ︒
野菜の販売ではたく
さんの方々に来てい
ただきました︒さら
に︑土曜日に同日開
催された︑Ｒａｆｖ
ｅｒｙさんのライブ
では盛り上がりを見
せました︒
また 周年イベン
トとして初めてホー
ムカミングを開催し
ました︒国情クイズ
には在学生︑教職員︑
卒業生の方が参加し
ました︒他にも大道
芸人のたいちさん︑
13

講

10

今年も茶道お点前、
ガイ
今年も茶道お点前、
ガイド役で地域交流
ド役で地域交流

報告①唐利国（北京師範大副教授 歴史学）
「中国の格差問題を越える歴史的な知恵」
報告②趙顯龍（慶熙大教授 言語学）
「疎通のための文化教育」
報告③神長英輔（新潟国際情報大准教授 歴史学）
「生活文化圏としての環日本海」
討論①徐勝（立命館大特任教授 比較人権法）
討論②越智敏夫（新潟国際情報大教授 政治学）

12

21 20

酒井 直樹
「21世紀東アジア〈共生〉の条件」

21

※出願期間内消印有効。
※詳細は「平成26年度学生募集要項」または本学ウェブサイト
（http://www.nuis.ac.jp/）
でご確認ください。

◎平成26年度 一般入試概要とポイント

合格者発表日 入学手続期間
試験実施教科・科目
試験日／試験場
出願期間
募集人員
入試区分

10

20

野中郁次郎（一橋大学 名誉教授）

21
講

グローバルな
「格差」
と
「差別」
の諸相と
展望

報告①Ａ・シュヌルコ（極東連邦大教授 社会学）
「ロシアの格差・人権問題」
報告②Ｇ・マコーマック（オーストラリア国立
大教授 日本研究）「東シナ海から見た
東アジア転換期」
報告③髙橋正樹（新潟国際情報大教授 国際政
治学）「東南アジア社会の格差問題と民
主化への壁」
討論①酒井直樹（コーネル大教授 日本政治思想
史）
討論②佐々木寛（新潟国際情報大教授 国際政治
学・平和研究）

20

（2）
開 学 2 0 周 年 記 念 公 開シンポジウ ム

件︑研究会報告6件の

本大会では︑一般発表

化学部情報システム学科

た︒本学からも︑情報文

意見交換が行われまし

3年の大塚俊さん︑4年

の視点など活発な議論・

件の発表・報告が

の原生真さんが発表しま

した︒大会には全国の大

学︑企業などから100

名を超えるご参加をいた

だきました︒

特別講演では︑金井度

量衡株式会社代表取締役

の金井利郎氏の﹁はかる

︱百年

企業が実践している人財

未来価値の創造

教育︱﹂︑元前橋工科大

学 教 授・神 沼 靖 子 氏の﹁ 情

報システム学の教育体系

と学び﹂と題しお話して

今回の大会開催にあた

いただきました︒

り県内外の団体︑企業か

らたくさんの協賛・後援

（本大会の詳細は、http://www.issj.net/conf/issj2013/index.html をご参照ください）

に掲げました︒

合計
45

をいただき︑この場をお

礼申し上げます︒

39

借りしてご報告およびお

あり︑情報システムの本

佐々木桐子︶

︵情報システム学科・

准教授

質的な視点︑歴史的な事

例や考察︑企業・組織か

につながる貴重な意見を
いただくことができまし
た︒

ろを探し自信に結びつけ一
線で活躍できる選手に育て
るなど︑人の成長に忘れて
はならないキーワードを多
く紹介︒企業の成長には︑
組織やそこで働く社員が前
向きに行動できる環境とマ
ネジメントの大切さを学び
ました︒
懇親会では︑関根秀樹理
事長と就職指導委員長・上
西園武良教授があらためて
就職活動と採用に協力と感
謝を表明︒来賓代表の新潟
県電子機械工業会・池田忠
彦会長より乾杯のご発声を
いただき開宴しました︒卒
業生の近況や業界動向など
幅広い情報交換をしつつ懇
親を深めることができまし
た︒

6 年ぶり本学新潟中央キャンパスで開催

日︑本学新

30

情報システム学会の第

月

11

9回全国大会・研究発表

大会が

潟中央キャンパスを会場

に開催されました︒本学

で情報システム学会の全

国大会が開催されるの

は︑2007年の第3回

大会に続いて2回目とな

ります︒

今回の大会は︑﹁情報

システム学﹂という学問

がさまざまな節目にある

という現状︵例えば︑開

催校である新潟国際情報

年目を迎えるこ

大学の情報システム学教

育が

と︑現在︑初代学部長・

名誉教授の浦昭二先生の

追悼論文集が刊行された

こと等︶を踏まえ﹁情報シ

ステム学﹂の原点を再考

しました︒そして﹁これ

からの情報システム学﹂

への橋渡しとなる議論の

これ

場を提供したいとの思い

から﹁人間中心の

20

人間中心の “これからの情報システム学”を探る
らの視点︑利用者側から

45

件の発表・報告

高木・中田の2 研究室が展示参加

室で開発された栄養計算
データベース︑中田研究
室で開発された物理エン
ジンを用いたさまざまな
アプリケーションについ
て 展 示 ︑紹 介 を 行 い ま し
た︒
来場者のいくつかの企
業担当者から興味を示し
ていただき︑今後の研究

就職活動と採用に貴重な情報交換

まな企業や大学から展示
され︑本学は毎年参加し
ています︒
情報システム学科で
は︑講義・演習等でプロ
グラミング技術を学ぶだ
けでなく︑学んだ技術を
実社会で生かすことを試
みる取り組みを行ってい
ます︒今回は︑高木研究

現役時代の経験に基づいた
﹁常にプラス思考﹂に捉え
る事について語り︑﹁声を
出す﹂﹁挨拶をする﹂など
人として基本的な言動を繰
り返すことが重要であり︑
選手を信頼し常に良いとこ

学んだ技術を実社会で生かす

240社が参加し企業懇談会

からの情報システム学

24

20

原点を再考し意見交換

10

を探る﹂を大会のテーマ

20 25

「情報システム学会」第９回全国大会・研究発表大会

﹁新潟国際ビジネスメッセ2013﹂

﹁新潟国際ビジネスメ
ッセ2013﹂が 月
・ 日の2日間︑新潟市
産業振興センターで開催
され︑本学情報システム
学科の高木義和教授︑中
田豊久講師および同学科
の学生たちが展示を行い
ました︒
新潟国際ビジネスメッ
セでは毎年︑ビジネスの
拡大につながる最新の技
術やサービスが︑さまざ

平成 年度﹁企業懇談会﹂
が 月 日︑ANAクラウ
ンプラザホテル新潟で開か
れ︑240企業団体から
341人の参加をいただき
ました︒講演会にはＮＨＫ
プロ野球解説者の梨田昌孝
氏をお迎えいたしました ︒
平山征夫学長が︑開学
周年を迎えるにあたり2学
部制としてスタートする経
緯や︑自立と豊かな人間性
を持ち地域社会に貢献でき
る人材育成に努めているこ
とを紹介︒そのうえで︑参
加された企業の方々に就職
活動と採用に理解と協力を
お願いしました︒
梨田氏は﹁長所をいかし
て個性を伸ばせ︑梨田流自
己と組織の育成法﹂と題し︑

25

11

11

30

教員の活動（本人申告による）
１）
研究論文・図書

安藤

臼井

潤（情報文化学科・准教授）

・（2013年）"Empirical Analysis of Dual-Earner Couples' Housework Behavior Using the Japanese
Version of the General Social Survey (JGSS)-2006 Data," The Japanese Economy 39(4)（42-59頁）

區

建英（情報文化学科・教授）

・（2013年）「厳復―国民の自由を探し求めた非主流の思想家」趙景達・村田雄二郎等編『東ア
ジアの知識人 Ⅰ文明と伝統社会』有志舎（118-134頁）

白井

健二（情報システム学科・教授）

・（2013年）”Process Throughput Analysis for Manufacturing Process under Incomplete
Information based on Physical Approach”, International Journal of Innovative Computing,
Information and Control 9, 4431-4445
・（2013年）”Improving Throughput by Considering the Production Process”, International
Journal of Innovative Computing, Information and Control 9, 4917- 4930

髙橋

正樹（情報文化学科・教授）

・（2013年4月）「タクシンとタイ政治―平等化の政治プロセスとしての紛争と和解」松尾秀哉・
臼井陽一郎編『紛争と和解の政治学』ナカニシヤ出版（160-178頁）
・（2013年3月）「タイの失地回復運動が求めた領土と民族―大陸部東南アジアの潜在的地域国際
秩序―」『法学新報』第119 巻（427-479頁）
・（2013年3月）「途上国の権威主義を支える国際的要因―戦争と主権国家システム―」『法政理
論』第45巻（94-129頁）

藤田 晴啓（情報システム学科・教授）
・（2013年）”GHG emission reduction by waste cooking oil recycling in environmental partnership
program of Bogor City”, Regional Conference and Workshop of Life Cycle Thinking on Energy,
Food and Agriculture in Asia, LCA AgriFood Asia 2013（24-26頁）
・（2013年）”Environmental Analyses of Waste Cooking Oil Recycling and Complete Use Practices
in Bogor, Indonesia”, International Conference on IT and Intelligent Systems（60-64頁）

２）
学会・研究会・講演等

伊村

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2013年10月18日）「感情労働再考−感情労働者の有効活用モデル構築を目指して−」第40回
日本クリニカルガバナンス研究会定例研究会（日本医療企画）
・（2013年11月30日）大塚俊ら「組織における管理者と成員の意識の相違についての一考察」第9
回情報システム学会全国大会（新潟国際情報大学）
・（2013年11月30日）原生真ら「路上ライブの顧客特質と集客方法―学生バンド『ぽこぴー』の
事例を通して−」第9回情報システム学会全国大会（新潟国際情報大学）

區

建英（情報文化学科・教授）

・（2013年9月29日）「中日近代と西洋：文化受容のコンテクスト転換」東アジア思想交流史研究
会（名古屋大学）
・（2013年10月11日-13日）「厳復の思想における国民形成と『中学』価値の再構築」「厳復：中
国と世界」国際学術会議（北京大学、中国）
・（2013年11月13日-14日）「中日近代と西洋：厳復と福沢諭吉の異文化受容と思想構築」「東亜
思想交流史」国際学術会議（台湾大学、台北）

越智

敏夫（情報文化学科・教授）
・（2013年8月30日）"Politics and Political Science after the Tohoku Earthquake", American
Political Science Association (APSA) Annual Meeting & Exhibition（Chicago, USA）
・（2013年8月18日）講演「住民自治と議会・議員の役割」議員定数と議会・議員の役割を考える
会（新潟ユニゾンプラザ）
・（2013年9月7日）講演「参院選後の政治状況について」新潟県教育労働問題研究会（新潟会館）
神長

知子（情報システム学科・講師）

・（2013年3月）「チンパンジーとヒトの視覚認知̶比較認知発達のアプローチから」新潟心理学
会談話会

7

陽一郎（情報文化学科・教授）
・（2013年6月9日）「サブ・リージョナリズムの国際政治学̶ビッグ・パワーと地域組織の境界
ガバナンス」早稲田大学サブリージョン研究会（科研プロジェクト）（早稲田大学）
・（2013年7月27日）「環境のＥＵ、規範の政治」慶應ＥＵ研究会（慶應義塾大学）
・（2013年8月20日）講演「ＥＵの環境政策と標準化政策̶規制力の視点から」（消費者庁）
・（2013年5月13日）特別講義「Ecological Democracy and EU Environmental Governance: A
Normative Viewpoint」Comparative Studies of Politics and Administration in Asia (CSPA)（九
州大学）
・（2013年7月29日）特別講義「大学で学ぶということ、社会で働くということ」（上越高校）
・（2013年9月10日）特別講義「ＥＵの政体としての特徴と対外行動の戦略」（一橋大学）

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

英輔（情報文化学科・准教授）
・（2013年9月28日）「コンブの旅とコンブ革命 近現代東北アジアのコンブ業」近世史フォーラ
ム9月例会（新潟市歴史博物館）
・（2013年11月3日）「生活文化圏としての環日本海 近現代のコンブ業の歴史から考える」新潟国
平成26年1月発行

2013年度 No.4

際情報大学20周年記念シンポジウム「21世紀東アジア〈共生〉の条件」（ANAクラウンプラ
ザホテル新潟）
・（2013年11月22日）≪Русские на Карафуто в 1905-1948 гг. Из архивныхдокументов на японском
языке ГИАСО≫Всероссийская научная конференция≪Россия на дальневосточныхрубежах≫（ユ
ジノサハリンスク市、ロシア）

上西園

武良（情報システム学科・教授）

・（2013年11月2日）笹川佳蓮ら
「ハンドドライヤー使用時の乾きの向上に関する研究−手の挿入口
の幅拡大による検証・対策検討−」日本人間工学会東海支部2013年研究大会（椙山女学園大学）
・（2013年11月2日）藤井勇次ら「キーボードの誤タイピング低減に関する研究（第2報）−誤タ
イピング低減のための実験と課題・対策検討−」日本人間工学会東海支部2013年研究大会（椙
山女学園大学）

小林

元裕（情報文化学科・教授）

・（2013年9月14日）「駐日戦争爆発和華北的日本僑民―北平・天津為中心―」日中戦争国際共同
研究第5回会議（中国西南大学、中国）
・（2013年11月12日）「東京裁判と中国―その研究成果と課題―」2013年東京裁判国際シンポジ
ウム（上海交通大学・蘇州大学、中国）

佐々木

寛（情報文化学科・教授）

・（2013年6月23日）講演「女性と憲法――求められる平和・人権・民主主義」北京ＪＡＣ・新潟
主催（新潟ユニゾンプラザ）
・（2013年7月9日）講演「改憲の動きと社会民主主義の役割」長岡非核・護憲市民の会主催（パ
ストラル長岡）
・（2013年8月3日）講演「今、教育を考える――子どもたちに伝える平和の思想」藤沢の教科
書・採択問題に取り組む会主催（藤沢市民会館）
・（2013年8月23日）講演「東アジア＜共生＞の条件――沖縄から考える「脱同盟」への道」にい
がた市民大学（クロスパルにいがた）
・（2013年9月9日）講演「「3・11」後の新しい「文明」を考える――「第4の革命」は可能か」
にいがた市民大学（クロスパルにいがた）

近山

英輔（情報システム学科・准教授）

・（2013年10月30日）「非線形関数のステップ関数表示の公式」第51回日本生物物理学会年会
（京都市）

藤田 晴啓（情報システム学科・教授）
・（2013年8月29日）”GHG credit system for environmental good practices”, a key note paper for
the International Conference on IT and Intelligent Systems（Penang, Malaysia）

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

３）
競争的資金獲得研究

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2013年4月〜）科学研究費助成事業挑戦的萌芽研究「ホスピタリティ性を発揮する感情労働者
への組織的支援モデルの構築」研究分担者

４）
委員・社会的活動・記事・その他

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2013年11月16日）丸山智美「感情労働者のジレンマ〜上司と顧客、どちらが重要か〜」、土
田悠太「中小企業と銀行の相互関係モデル〜Deep relationship banking〜」NPO法人さいたま
起業家協議会主催第９回懸賞付学生論文発表会協賛企業賞受賞、指導教授として感謝状授与
（さいたま市新都心ビジネス交流プラザ）
・（2013年9月27日）新潟県農業共済組合連合会平成25年度第1回コンプライアンス委員会
（NOSAI新潟）

越智

敏夫（情報文化学科・教授）
・（2013年7月21日）UX新潟テレビ21「選挙ステーション：参院選開票速報解説」出演
小林

満男（情報システム学科・教授）
・（2013年6月30日〜）経営情報学会理事（財務委員長）
・（2013年7月6日）修習技術者勉強会（東京地区）講師
・（2013年7月8日）「新潟国際情報大学における国際化、情報化の取組み」ICT海外ボランティア
会会報No.42
・（2013年7月30日）新潟市西川図書館協議会出席（新潟市）
・（2013年9月4日）入札書適合評価委員会（座長）報告書提出（財団法人自治体衛星通信機構）
・（2013年11月3日）新潟国際情報大学情報システム学科20周年記念シンポジウムパネラー
・（2013年11月30日）情報システム学会全国大会「ビジネスと情報」座長
谷本

和明（情報システム学科・教授）
・（2013年11月6日〜）新潟県海洋エネルギー研究会会長
藤田 晴啓（情報システム学科・教授）

・（2013年8月21日）「世界遺産マチュピチュ太陽の神殿修復へ着々」『朝日新聞』東京版朝刊
・データ中心科学リサーチコモンズ事業共同研究員
・新潟県委託事業「大学生の力を活かした集落活性化事業」指導教員
・（2013年5月3〜5日、6月14〜16日、7月19〜21日）「集落能楽継承・能舞台活用による佐渡活性
化」能合宿・囃子講習会
・新潟国際情報大学エクステンションセンター「謡・笛・小鼓講座」第一期および第二期企画運営

平成26年1月発行

2013年度 No.4

6

件︑研究会報告6件の

本大会では︑一般発表

化学部情報システム学科

た︒本学からも︑情報文

意見交換が行われまし

3年の大塚俊さん︑4年

の視点など活発な議論・

件の発表・報告が

の原生真さんが発表しま

した︒大会には全国の大

学︑企業などから100

名を超えるご参加をいた

だきました︒

特別講演では︑金井度

量衡株式会社代表取締役

の金井利郎氏の﹁はかる

︱百年

企業が実践している人財

未来価値の創造

教育︱﹂︑元前橋工科大

学 教 授・神 沼 靖 子 氏の﹁ 情

報システム学の教育体系

と学び﹂と題しお話して

今回の大会開催にあた

いただきました︒

り県内外の団体︑企業か

らたくさんの協賛・後援

（本大会の詳細は、http://www.issj.net/conf/issj2013/index.html をご参照ください）

に掲げました︒

合計
45

をいただき︑この場をお

礼申し上げます︒

39

借りしてご報告およびお

あり︑情報システムの本

佐々木桐子︶

︵情報システム学科・

准教授

質的な視点︑歴史的な事

例や考察︑企業・組織か

につながる貴重な意見を
いただくことができまし
た︒

ろを探し自信に結びつけ一
線で活躍できる選手に育て
るなど︑人の成長に忘れて
はならないキーワードを多
く紹介︒企業の成長には︑
組織やそこで働く社員が前
向きに行動できる環境とマ
ネジメントの大切さを学び
ました︒
懇親会では︑関根秀樹理
事長と就職指導委員長・上
西園武良教授があらためて
就職活動と採用に協力と感
謝を表明︒来賓代表の新潟
県電子機械工業会・池田忠
彦会長より乾杯のご発声を
いただき開宴しました︒卒
業生の近況や業界動向など
幅広い情報交換をしつつ懇
親を深めることができまし
た︒

6 年ぶり本学新潟中央キャンパスで開催

日︑本学新

30

情報システム学会の第

月

11

9回全国大会・研究発表

大会が

潟中央キャンパスを会場

に開催されました︒本学

で情報システム学会の全

国大会が開催されるの

は︑2007年の第3回

大会に続いて2回目とな

ります︒

今回の大会は︑﹁情報

システム学﹂という学問

がさまざまな節目にある

という現状︵例えば︑開

催校である新潟国際情報

年目を迎えるこ

大学の情報システム学教

育が

と︑現在︑初代学部長・

名誉教授の浦昭二先生の

追悼論文集が刊行された

こと等︶を踏まえ﹁情報シ

ステム学﹂の原点を再考

しました︒そして﹁これ

からの情報システム学﹂

への橋渡しとなる議論の

これ

場を提供したいとの思い

から﹁人間中心の

20

人間中心の “これからの情報システム学”を探る
らの視点︑利用者側から

45

件の発表・報告

高木・中田の2 研究室が展示参加

室で開発された栄養計算
データベース︑中田研究
室で開発された物理エン
ジンを用いたさまざまな
アプリケーションについ
て 展 示 ︑紹 介 を 行 い ま し
た︒
来場者のいくつかの企
業担当者から興味を示し
ていただき︑今後の研究

就職活動と採用に貴重な情報交換

まな企業や大学から展示
され︑本学は毎年参加し
ています︒
情報システム学科で
は︑講義・演習等でプロ
グラミング技術を学ぶだ
けでなく︑学んだ技術を
実社会で生かすことを試
みる取り組みを行ってい
ます︒今回は︑高木研究

現役時代の経験に基づいた
﹁常にプラス思考﹂に捉え
る事について語り︑﹁声を
出す﹂﹁挨拶をする﹂など
人として基本的な言動を繰
り返すことが重要であり︑
選手を信頼し常に良いとこ

学んだ技術を実社会で生かす

240社が参加し企業懇談会

からの情報システム学

24

20

原点を再考し意見交換

10

を探る﹂を大会のテーマ

20 25

「情報システム学会」第９回全国大会・研究発表大会

﹁新潟国際ビジネスメッセ2013﹂

﹁新潟国際ビジネスメ
ッセ2013﹂が 月
・ 日の2日間︑新潟市
産業振興センターで開催
され︑本学情報システム
学科の高木義和教授︑中
田豊久講師および同学科
の学生たちが展示を行い
ました︒
新潟国際ビジネスメッ
セでは毎年︑ビジネスの
拡大につながる最新の技
術やサービスが︑さまざ

平成 年度﹁企業懇談会﹂
が 月 日︑ANAクラウ
ンプラザホテル新潟で開か
れ︑240企業団体から
341人の参加をいただき
ました︒講演会にはＮＨＫ
プロ野球解説者の梨田昌孝
氏をお迎えいたしました ︒
平山征夫学長が︑開学
周年を迎えるにあたり2学
部制としてスタートする経
緯や︑自立と豊かな人間性
を持ち地域社会に貢献でき
る人材育成に努めているこ
とを紹介︒そのうえで︑参
加された企業の方々に就職
活動と採用に理解と協力を
お願いしました︒
梨田氏は﹁長所をいかし
て個性を伸ばせ︑梨田流自
己と組織の育成法﹂と題し︑

25

11

11

30

教員の活動（本人申告による）
１）
研究論文・図書

安藤

臼井

潤（情報文化学科・准教授）

・（2013年）"Empirical Analysis of Dual-Earner Couples' Housework Behavior Using the Japanese
Version of the General Social Survey (JGSS)-2006 Data," The Japanese Economy 39(4)（42-59頁）

區

建英（情報文化学科・教授）

・（2013年）「厳復―国民の自由を探し求めた非主流の思想家」趙景達・村田雄二郎等編『東ア
ジアの知識人 Ⅰ文明と伝統社会』有志舎（118-134頁）

白井

健二（情報システム学科・教授）

・（2013年）”Process Throughput Analysis for Manufacturing Process under Incomplete
Information based on Physical Approach”, International Journal of Innovative Computing,
Information and Control 9, 4431-4445
・（2013年）”Improving Throughput by Considering the Production Process”, International
Journal of Innovative Computing, Information and Control 9, 4917- 4930

髙橋

正樹（情報文化学科・教授）

・（2013年4月）「タクシンとタイ政治―平等化の政治プロセスとしての紛争と和解」松尾秀哉・
臼井陽一郎編『紛争と和解の政治学』ナカニシヤ出版（160-178頁）
・（2013年3月）「タイの失地回復運動が求めた領土と民族―大陸部東南アジアの潜在的地域国際
秩序―」『法学新報』第119 巻（427-479頁）
・（2013年3月）「途上国の権威主義を支える国際的要因―戦争と主権国家システム―」『法政理
論』第45巻（94-129頁）

藤田 晴啓（情報システム学科・教授）
・（2013年）”GHG emission reduction by waste cooking oil recycling in environmental partnership
program of Bogor City”, Regional Conference and Workshop of Life Cycle Thinking on Energy,
Food and Agriculture in Asia, LCA AgriFood Asia 2013（24-26頁）
・（2013年）”Environmental Analyses of Waste Cooking Oil Recycling and Complete Use Practices
in Bogor, Indonesia”, International Conference on IT and Intelligent Systems（60-64頁）

２）
学会・研究会・講演等

伊村

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2013年10月18日）「感情労働再考−感情労働者の有効活用モデル構築を目指して−」第40回
日本クリニカルガバナンス研究会定例研究会（日本医療企画）
・（2013年11月30日）大塚俊ら「組織における管理者と成員の意識の相違についての一考察」第9
回情報システム学会全国大会（新潟国際情報大学）
・（2013年11月30日）原生真ら「路上ライブの顧客特質と集客方法―学生バンド『ぽこぴー』の
事例を通して−」第9回情報システム学会全国大会（新潟国際情報大学）

區

建英（情報文化学科・教授）

・（2013年9月29日）「中日近代と西洋：文化受容のコンテクスト転換」東アジア思想交流史研究
会（名古屋大学）
・（2013年10月11日-13日）「厳復の思想における国民形成と『中学』価値の再構築」「厳復：中
国と世界」国際学術会議（北京大学、中国）
・（2013年11月13日-14日）「中日近代と西洋：厳復と福沢諭吉の異文化受容と思想構築」「東亜
思想交流史」国際学術会議（台湾大学、台北）

越智

敏夫（情報文化学科・教授）
・（2013年8月30日）"Politics and Political Science after the Tohoku Earthquake", American
Political Science Association (APSA) Annual Meeting & Exhibition（Chicago, USA）
・（2013年8月18日）講演「住民自治と議会・議員の役割」議員定数と議会・議員の役割を考える
会（新潟ユニゾンプラザ）
・（2013年9月7日）講演「参院選後の政治状況について」新潟県教育労働問題研究会（新潟会館）
神長

知子（情報システム学科・講師）

・（2013年3月）「チンパンジーとヒトの視覚認知̶比較認知発達のアプローチから」新潟心理学
会談話会
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陽一郎（情報文化学科・教授）
・（2013年6月9日）「サブ・リージョナリズムの国際政治学̶ビッグ・パワーと地域組織の境界
ガバナンス」早稲田大学サブリージョン研究会（科研プロジェクト）（早稲田大学）
・（2013年7月27日）「環境のＥＵ、規範の政治」慶應ＥＵ研究会（慶應義塾大学）
・（2013年8月20日）講演「ＥＵの環境政策と標準化政策̶規制力の視点から」（消費者庁）
・（2013年5月13日）特別講義「Ecological Democracy and EU Environmental Governance: A
Normative Viewpoint」Comparative Studies of Politics and Administration in Asia (CSPA)（九
州大学）
・（2013年7月29日）特別講義「大学で学ぶということ、社会で働くということ」（上越高校）
・（2013年9月10日）特別講義「ＥＵの政体としての特徴と対外行動の戦略」（一橋大学）

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

英輔（情報文化学科・准教授）
・（2013年9月28日）「コンブの旅とコンブ革命 近現代東北アジアのコンブ業」近世史フォーラ
ム9月例会（新潟市歴史博物館）
・（2013年11月3日）「生活文化圏としての環日本海 近現代のコンブ業の歴史から考える」新潟国
平成26年1月発行
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際情報大学20周年記念シンポジウム「21世紀東アジア〈共生〉の条件」（ANAクラウンプラ
ザホテル新潟）
・（2013年11月22日）≪Русские на Карафуто в 1905-1948 гг. Из архивныхдокументов на японском
языке ГИАСО≫Всероссийская научная конференция≪Россия на дальневосточныхрубежах≫（ユ
ジノサハリンスク市、ロシア）

上西園

武良（情報システム学科・教授）

・（2013年11月2日）笹川佳蓮ら
「ハンドドライヤー使用時の乾きの向上に関する研究−手の挿入口
の幅拡大による検証・対策検討−」日本人間工学会東海支部2013年研究大会（椙山女学園大学）
・（2013年11月2日）藤井勇次ら「キーボードの誤タイピング低減に関する研究（第2報）−誤タ
イピング低減のための実験と課題・対策検討−」日本人間工学会東海支部2013年研究大会（椙
山女学園大学）

小林

元裕（情報文化学科・教授）

・（2013年9月14日）「駐日戦争爆発和華北的日本僑民―北平・天津為中心―」日中戦争国際共同
研究第5回会議（中国西南大学、中国）
・（2013年11月12日）「東京裁判と中国―その研究成果と課題―」2013年東京裁判国際シンポジ
ウム（上海交通大学・蘇州大学、中国）

佐々木

寛（情報文化学科・教授）

・（2013年6月23日）講演「女性と憲法――求められる平和・人権・民主主義」北京ＪＡＣ・新潟
主催（新潟ユニゾンプラザ）
・（2013年7月9日）講演「改憲の動きと社会民主主義の役割」長岡非核・護憲市民の会主催（パ
ストラル長岡）
・（2013年8月3日）講演「今、教育を考える――子どもたちに伝える平和の思想」藤沢の教科
書・採択問題に取り組む会主催（藤沢市民会館）
・（2013年8月23日）講演「東アジア＜共生＞の条件――沖縄から考える「脱同盟」への道」にい
がた市民大学（クロスパルにいがた）
・（2013年9月9日）講演「「3・11」後の新しい「文明」を考える――「第4の革命」は可能か」
にいがた市民大学（クロスパルにいがた）

近山

英輔（情報システム学科・准教授）

・（2013年10月30日）「非線形関数のステップ関数表示の公式」第51回日本生物物理学会年会
（京都市）

藤田 晴啓（情報システム学科・教授）
・（2013年8月29日）”GHG credit system for environmental good practices”, a key note paper for
the International Conference on IT and Intelligent Systems（Penang, Malaysia）

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

３）
競争的資金獲得研究

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2013年4月〜）科学研究費助成事業挑戦的萌芽研究「ホスピタリティ性を発揮する感情労働者
への組織的支援モデルの構築」研究分担者

４）
委員・社会的活動・記事・その他

内田 亨（情報システム学科・教授）

・（2013年11月16日）丸山智美「感情労働者のジレンマ〜上司と顧客、どちらが重要か〜」、土
田悠太「中小企業と銀行の相互関係モデル〜Deep relationship banking〜」NPO法人さいたま
起業家協議会主催第９回懸賞付学生論文発表会協賛企業賞受賞、指導教授として感謝状授与
（さいたま市新都心ビジネス交流プラザ）
・（2013年9月27日）新潟県農業共済組合連合会平成25年度第1回コンプライアンス委員会
（NOSAI新潟）

越智

敏夫（情報文化学科・教授）
・（2013年7月21日）UX新潟テレビ21「選挙ステーション：参院選開票速報解説」出演
小林

満男（情報システム学科・教授）
・（2013年6月30日〜）経営情報学会理事（財務委員長）
・（2013年7月6日）修習技術者勉強会（東京地区）講師
・（2013年7月8日）「新潟国際情報大学における国際化、情報化の取組み」ICT海外ボランティア
会会報No.42
・（2013年7月30日）新潟市西川図書館協議会出席（新潟市）
・（2013年9月4日）入札書適合評価委員会（座長）報告書提出（財団法人自治体衛星通信機構）
・（2013年11月3日）新潟国際情報大学情報システム学科20周年記念シンポジウムパネラー
・（2013年11月30日）情報システム学会全国大会「ビジネスと情報」座長
谷本

和明（情報システム学科・教授）
・（2013年11月6日〜）新潟県海洋エネルギー研究会会長
藤田 晴啓（情報システム学科・教授）

・（2013年8月21日）「世界遺産マチュピチュ太陽の神殿修復へ着々」『朝日新聞』東京版朝刊
・データ中心科学リサーチコモンズ事業共同研究員
・新潟県委託事業「大学生の力を活かした集落活性化事業」指導教員
・（2013年5月3〜5日、6月14〜16日、7月19〜21日）「集落能楽継承・能舞台活用による佐渡活性
化」能合宿・囃子講習会
・新潟国際情報大学エクステンションセンター「謡・笛・小鼓講座」第一期および第二期企画運営
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海外６提携大学からも祝福
本学の創設者︑学校法人新潟
平成学院の小澤辰男学院長が︑
月 日に 歳で永眠されまし
た︒お別れの会が遺族と学院と
の合同で 月3日︑ＡＮＡクラ
ウンプラザホテル新潟で執り行
われ︑政財官の各界関係者など
全国から1千人を超す参列者が
故人の業績と人柄をしのびまし
た︒
小澤氏は主に中央政界を舞台
に活躍しましたが︑常に郷土を
愛し続け︑晩年は県内教育環境
の充実と若い世代の人材育成に
情熱を傾け︑大学創設に私財も
投じて尽力しました︒
祭壇には大きな遺影が掲げら
れ︑生前に好きだったという白
色の菊の花で囲まれました︒途
切れなく訪れる参列者はランの
花びら一房ずつを祭壇に手向け

えい

こ

て合掌し︑喪主の長女瓔子さん
や関根秀樹理事長や平山征夫学
長らに話し掛けていました︒
また会場には数多くの弔電
と︑
生前の写真パネルが飾られ︑
懐かしいフィルム画像も映写さ
れて多くの人が見入って︑思い
出などを語り合っていました︒
小澤氏は東京帝大を卒業し内
務︑厚生官僚などの後に政界に
転じ︑昭和 ︵１９６０︶年に
自民党から出馬し初当選︒その
後連続 回当選し衆院議員を
年間務め︑平成 ︵２０００︶
年に引退するまで建設相︑環境
庁長官︑厚生相などを歴任︒田
中角栄元首相の側近としても活
躍し事務総長に︒自民党分裂後
は新生党︑新進党を結党し改革
クラブで代表を務めました︒平
成５
︵１９９３︶年から学院理事
長を務め２年間は学長も兼務︑
平成 ︵２００５︶年に学院長
に就任しました︒平成 年に勲
1等旭日大綬章︒平成 年 月
に正三位︒
2013年度 No.4
平成26年1月発行
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本学は地元自治体や経済
界などの支援を受けて平成
６︵１９９４︶年４月に開
学︒これまでに５千人近い
卒業生が主に地元企業など
に就職して︑地域経済の活
性化と地域文化の創造を担
う人材として期待されてい
ます︒海外留学・セミナー
に力を入れ国際教育・異文

国際化時代を見据えて
地域に開かれた大学に

本学の開学 周 年 を 祝 う
記念式典と祝 賀 会 が 月 ２
日︑ＡＮＡク ラ ウ ン プ ラ ザ
ホテル新潟で 盛 大 に 開 か れ
ました︒県︑
市や商工会議所
など地元官・財界や中国︑
韓
国総領事や提 携 大 学 関 係 者
など海外から の 来 賓 も 含 め
約４００人が 集 い ︑ 環 日 本
海交流を中心 に 据 え た 国 際
化・情報化時 代
に対応した教 育
を目指してき た
歩みを振り返 り
祝福しました ︒

化理解を深めて︑提携６大
学と学生・研究者交流も進
めてきました︒
記念祝賀会では︑その北
京師範大学︵中国︶︑極東
連邦大学︵ロシア︶︑ノー
スウエスト・ミズーリ州立
大学︵アメリカ︶︑慶煕大
学校︵韓国︶︑光云大学校
︵同︶︑アルバータ州立大
学︵カナダ︶の
代表者たちが壇
上に上がって紹
介され︑それぞ
れが友好と交流
の成果を披露してスピーチ
し︑大きな拍手が贈られて
いました︒
また祝賀会では学生と教
職員らが︑校歌斉唱や能舞
囃子︑高砂などを披露して
華やかな雰囲気を盛り上げ
ていました︒会場には大学
誕生に奔走した行政や教職
員など関係者の顔ぶれも見
られ︑テーブルを囲み当時
を懐かしみ大学の将来を語
り合っていました︒
︵要旨︶

平山征夫学長 挨拶

毎週金曜日12:30〜13:00 国情生の発信番組
ストリーム生中継 過去番組も見られます。
http://uxtv.jp/info/lexnstudio-tv/
iPhone・iPad・Androidスマートフォン・タブレット向け
App StoreまたはGoogle Playストアから
新潟国際情報大学で検索
アプリをダウンロードしてご利用ください。
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小澤辰男学院長お別れの会
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盛大に開学20周年記念式典
故小澤学院長の業績しのぶ
新潟国際ビジネスメッセに出展

UX新潟テレビ21レクスタＴＶ
「ヌイスタ」
NUISスクールアプリ開設しました

NUIS公式フェイスブック
https://www.facebook.com/nuis.face

国際・情報
新潟国際情報大学 学報

35

8面

開学20周年記念シンポジウム報告
「新潟と国際と情報について」
「21世紀東アジア＜共生＞の条件―」
「新潟における経営革新の実践を考える―」

︵要旨︶

20

1 千 人を超す参 列 者が業 績しのぶ

2
11

関根秀樹理事長 式辞

開学20周年記念シンポジウムを相次ぎ開催

3・4面

﹁この地域に無くてはならない大学﹂と評価さ
れ︑卒業生が活躍し地域の力になってきています︒
実践を重視する教育方針が社会人としての活動の中
で活かされています︒次の 年を見据えた大学改革
の必要性を論じ︑時代の変化を織り込んだ教育にチ
ャレンジし︑新しい２学部体制をスタートします︒
地方の私学を巡る環境は厳しいですが︑地域で必要
としている人材を地域で自ら育成するために︑
教育と
研究の充実に励みます︒

「2学部制で新たなスタートをしよう」

13

紅翔祭 多彩なイベントで盛り上がる
中原邸一般公開でボランティア活動
平成26年度一般入試概要とポイント
2・3・4面

（情報文化学科・教授）

11

本 私 学 誕 生 の 背 景 には︑人 と 地 域 の 強 い 思 い︑
理念・目的が込められています︒日本海側の中
核都市として環日本海︑北東アジア交流の推進
のための人づくりが急務でした︒開学以来︑実
社会に役立つ多彩なカリキュラムを用意してき
ました︒来春には国際学部を新設し︑当初から目
指した２学部制が実現の運びとなり感慨ひとし
おです︒地域に開かれた大学として︑
さらなる社
会貢献を目指し全力で取り組んでまいります︒

平成26年1月1日 発行

愛郷と人材育成に情熱
「氷花
（角田山を背景に）
」
PHOTO：澤口 晋一

編集部では読者から表紙を飾る写真を募集しています！投稿方法は nuischannel@nuis.ac.jp までお問い合わせください。

企業懇談会
ゲスト講演に梨田昌孝氏
教員の活動
5面

新潟中央キャンパス
10周年記念講座
「政治の再発見
―市民にとって
良い政治とは」
湧源・編集後記に代えて
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2面

平山学長新春あいさつ

7面

企業懇談会に240社、貴重な就職情報を交換

20

［本校］
〒950-2292 新潟市西区みずき野3-1-1
tel. 025-239-3111 fax. 025-239-3690
［新潟中央キャンパス］
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通7-1169
tel. 025-227-7111 fax. 025-227-7117
http://www.nuis.ac.jp
somu@nuis.ac.jp
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「情報システム学会」全国大会6年ぶり本学開催

盛大に開学20周年記念式典
学報

