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LINEの「友だち追加」から
「ID検索」で登録

5番以内

国際学部 国際文化学科

3番以内

※詳細は「平成28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。

森本 恵理子

故郷の人たちに笑顔を

ています︒
私は今︑故郷に住む人たちの
笑顔を少しでも増やす︑という
目標を掲げ︑走り始めたところ
です︒どんなにつらい場面や予
測できない状況に出合っても︑
その困難を楽しみながら頑張り
続けていこうと思っています︒

（スマートフォン対応）

8面
異文化塾
「イスラーム世界を読み解く」
卒業生の便り

湧源・編集後記に代えて

情報文化学部 情報システム学科

はできたばかりで︑１期生
として教員の方々と︑そし
て仲間と︑サークルや大学
のカラーを１からつくり上げて
いく貴重な体験をすることがで
きました︒また︑初めて親元を
離れての一人暮らしを経験する
中で︑仲間と出会い︑自由を謳

https://www.nuis.ac.jp

青少年のための科学の祭典に出展

給付対象

給付額
年間
授業料の
半額

市議会議員となった１期生

NUISホームページ

紅翔祭・活気に満ちたキャンパス

3月 4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。※進級年度ごとに審査あり。

大学教授︶の﹁中国のム
スリム女性たち﹂︒中国
に住む２０００万人以上
のムスリムのうち︑約半
数を占める回族を取り上
げます︒最近は中国の海
と陸のシルクロードの中
で重要なアクターとして
注目される回族ですが︑
イスラームやアラビア語
を草の根の学校で学んだ
回族女性がアラビア語通
訳や伝教師として活躍す
る様子が紹介されます︒
第4回
︵2月 日︶
は︑
来日 年を超える 阿利
ジュウルフィカル チ
ョードリ氏︵アンヌール
モスク新潟前会長︶
が﹁在
日ムスリムの生き方﹂に
ついて講演︒日本のよう
な非イスラーム国に住む
ムスリムがどのような問
題を抱えているのか︑ま
た同氏が在日 年の間に
在日ムスリムの生き方に
も変化が起こったのかな
ど︑興味深いお話が聞け
るでしょう︒
第5回
︵３月 日︶
は︑
﹁ジャスミン革命︵アラ
ブの春︶︱その後﹂と題
し小山田が︑中東の民主
化運動の先駆けとなった
チュニジアの革命につい
て話します︒ベン・アリ
独裁政権崩壊後の変化を
たどり︑ノーベル平和賞
を受賞した﹁国民対話カ
ルテット﹂の動きなど︑
今
後の民主化の行方を考え
ます︒

2・3面
平山学長が新潟大会実行委員長に ズームアップ研究室
スペシャルオリンピックス冬季競技 新潟市議会報告でグループ学習
教員の活動
沖縄をテーマに国際理解講演会

6・7面
福祉・介護・健康フェアの展示に人気

2月22日㈪

30

︵国際文化学科・
教授 小山田 紀子︶

4・5面
教員海外研修便り

16

3月24日㈭

准教授︶による﹁イスラ
ーム教徒の日常生活﹂︒
イスラーム教の教義︑戒
律︑思想などはクルアー
ンとハディースから導き
出されていること︑具体
的には宗教的義務である
五行や︑食物規定などの
日常生活の規範を守りな
がら生活していることが
説明されました︒女性の
ヴェールのファッション
ショーや集団礼拝の映像
などを交えた興味深いお
話でした︒次回以降は舞
台を中国︑日本︑北アフ
リカへと移します︒
第3回︵1月 日︶は︑
松本ますみ氏︵室蘭工業

CONTENTS

るイスラーム研究は︑ヨ
ーロッパの植民地主義の
視点から︑現在約 億人
とされるイスラーム世界
に対して歪んだイメージ
を植え付けてきました︒
そのため︑イスラーム世
界は理解し難いものだと
いう通念が広がっていま
す︒今こそイスラーム世
界の歴史と文明の真実に
正しく触れ︑その実体を
明らかにすることが求め
られているのです︒
第2回︵ 月5日︶は
青柳かおる氏︵新潟大学

編集部では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。

歴 史 と 文 明 の 真 実 ︑実 体 を 明 ら か に

8面

12

2月22日㈪

！
一般入試（前期）で学費給付奨学生を採用！

3月17日㈭

歌しながらも︑その自由には全
て責任がつきまとうということ
を学びました︒
今までの私の人生には成功も
あれば失敗も多くあります︒し
かし失敗こそが人を成長させて
くれると思っていますし︑人生
に無駄なことは何もないと思っ

14

平成28年度一般入試日程の概要とポイント

一般入試（前期・後期）で第2志願制を導入！
！
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。

今年の５月から小千谷市で市
議会議員として活動させていた
だいております︒２児の母とし
て子どもたちをめぐる環境づく
り︑また子どもを産み育てやす
い環境
づくり
を中心
に尽力
しております︒私たちの世代も
親世代となり︑子どもたちを責
任を持って育てていく義務があ
ると感じています︒また︑おじ
いちゃんおばあちゃん世代との
架け橋でもある︑社会的にも重
要な世代になってきました︒
私が入学したとき︑まだ大学

本学と新潟日報社によ
る異文化塾では︑激動す
る中東情勢について暴力
の連鎖に目を奪われるこ
となく︑イスラーム世界
の現状を理解する道を探
ります︒
第1回︵ 月 日︶は
黒田壽郎氏︵国際大学名
誉教授︶による﹁イスラ
ーム世界の歴史と文明﹂
と題する講演が行われま
した︒１４００年の歴史
を持つイスラームの教え
は︑長い歴史の過程で多
くの変遷を重ね︑広大な
地域に広がっています︒
しかし︑﹁オリエンタリズ
ム﹂といわれる欧米によ
11

4面

入 試 の ポ イ ント

情報文化学科 1997年度卒業

﹁いま イスラームの世界を読み解く﹂

3面

新潟市の交流事業で中国・済南市に初の派遣

3月17日㈭

各学部の利用教科・科目の
中から2科目以上選択
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

本学・新潟日報 連携講座「異文化塾」

新たな輝かしい歴史を刻む年に

ＪＡＢＥＥ修了同窓生らが交流会

〜

大学入試
センター
試験利用 国際学部

3月14日㈪ 新

合格者発表日 入学手続期間

【国 語】
国語総合（現代文）
・現代文B
2月 8日㈪
2月 8日㈪
【数 学】
2月19日㈮
数学Ⅰ
・数学A※全範囲から出題
【外国語】
コミュニケーション英語Ⅰ
・
Ⅱ
・Ⅲ
英語表現Ⅰ
・
Ⅱ
〜

情報文化学部
情報システム学科65 1月 5日㈫

情報文化学部
情報システム学科10 1月25日㈪

2面

試験実施教科・科目

募集 情報文化学部／情報システム学科
学部 国際学部／国際文化学科
合格

卒 業 生 の 便 り

平山学長新春あいさつ

後

期

試験日／試験場

※出願期間内消印有効。

〜

［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

前

出願期間

〜

国際 情報

募集人員

〜

Vol.69

入試区分

平成28年度 一般入試日程

〜

学報

30
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え︑本学の
魅力をいっ
そう高め︑

きな要因であることは否定できな

されていますが︑差別と貧困が大

背景についてはさまざまな指摘が

由々しい事件がありました︒その

多発という極めて対応の困難かつ

よりも﹁イスラム国﹂によるテロ

人となる﹁大社接続﹂にももっと

続いて大学で学び︑卒業して社会

に帰るとともに︑﹁高大接続﹂に

あるのか﹂という存在意義の原点

は﹁大学は誰のため︑何のために

を目指したいと思います︒それに

など地域により必要とされる存在

﹁大学は誰のために︱あらためて考えよう﹂

いでしょう︒国際理解を学び研究
役割を果たせる大学を目指すべき

学生や企業

している本学としても︑この問題
かと思っています︒
で育てる﹂と同時に﹁地域に役立ち

﹁地域が必要とする人材を地域

を強い関心を持って見守ってきた
年でした︒
周年を期して実施した2学部
た い 若 者 に 活 躍 の 場 を 提 供 する﹂

平山 征夫
制などの改革が2年目を迎え︑改

学長

学生諸君︑
教職員︑
ご父母の皆さ
にはどうしたらよいかが求められ

億総活躍社会の

打ち出した﹁一

す︒安倍政権が

ていると思いま

革の意義をいっそう発揮し定着さ

さらなる改革で魅力を高め
実現﹂がどんな
方向を目指すも

もよろしくお 願 い い た し ま す ︒

よう願っております︒どうぞ本年

い歴史を付け加える年になります

本学にとりましても新たな輝かし

﹁中長期戦略計画﹂を本年度中に

本年はその3年目︑現在検討中の

を上げられたと思っております︒

ご父母の支援もあって一定の成果

せる年でしたが︑教職員の努力︑

り組んでゆくべきでしょう︒その

らの発想に基づいて自らの力で取

の事業を待つのではなく︑地域自

からしても︑﹁地域の持続﹂は国

方創出﹂が期待はずれであること

滅﹂対策として打ち出された﹁地

地域に必要とされる存在に
のか分かりませ

昨年は︑経済的には世界・日本
まとめ︑さらなる改革に向けたス
時こそ大学は﹁地域の中核﹂とな

日本技術者教育認
らに特別講義とし

習を行いました︒さ
を目指す技術者倫

講 義は﹁﹃ 良 い 仕 事 ﹄

実施しました︒特別

ースを設置したとこ

てＪＡＢＥＥ説明ブ

ＡＢＥＥ委員会とし

学祭︵紅翔祭︶にＪ

トリアで開催される世界大会の日本選手団選考を
兼ねている。実施競技はアルペンスキー、スノー
ボード、クロスカントリースキー、スノーシュー
イング、ショートトラックスピードスケート、フ
ィギュアスケート、フロアホッケーの7種目。約
700人が参加する。SOでは、活動に参加する知
的障害者をアスリートと呼び、健康や体力増強、
スポーツスキルの向上だけでなく多くの人々と交
流し、社会性を育むことを目的としている。

平 山 学 長が大 会 実 行 委 員 長

︵国際交流委員長
国際文化学科・
教授 吉澤 文寿︶

申し上げます︒

者の皆さまに御礼

了しました︒関係

うちに講演会が終

気も良く︑盛況の

ました︒当日は天

に答えてください

それらにていねい

され︑ラミス氏は

に多くの質問が出

間が過ぎるくらい

から予定された時

講演後︑フロア

した︒

非常に苦い提言で

すく︑それだけに

にとても分かりや

言葉は︑一般市民

判するラミス氏の

地主義﹂を鋭く批

トの人々の﹁植民

述べました︒ヤマ

るのだと合わせて

世論を無視してい

えるなら︑沖縄の

は﹁危ない﹂と考

マトに移設するの

ことを放置し︑ヤ

地が集中している

も︑沖縄に米軍基

約に反対する見解

日米安全保障条

ると述べました︒

という﹁要石﹂であ

いでいるのが沖縄

共生社会実現へ理解深める

月6

今年度の国際理
解講演会を

日︑沖縄在住のア
メリカ人国際政治
学者ダグラス・ラ
ミス氏︵元津田塾
大学教授︶をお招
きし︑本学新潟中
央キャンパス9階
講堂で開催しまし

年﹃ 要石 ﹄とし

ラミス氏は﹁終

た︒
戦

ての沖縄﹂と題し
て講演し︑新聞の
世論調査から︑ヤ
マトの人々は日本
国憲法第9条に賛
成しながら︑日米
安全保障条約も必
要であると考えて
いるとして︑その
矛盾する見解を繋

2
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ま明けましておめでとうございま

す︒新しい年を

いかがお迎えで

しょうか︒皆さ

まにとって本年

がより良い年に

なりますよう心

より祈念いたし

とも緩やかな回復基調で推移しま
タートを切る年にしたいと考えて

んが︑﹁地方消

したが︑政治的にはＴＰＰ交渉の
います︒それは﹁2018年問題﹂ る気概で︑自らが存立する地域社

ますとともに︑

大筋合意︑安全保障体制改定など

定 機 構︵ Ｊ Ａ Ｂ ＥＥ︶
て︑日本技術士会情
理﹂と題し︑有限会

ろ︑多数のＪＡＢＥ

会のため役立ちたいものです︒

と言われている一段の少子化を控

による情報システム
報工学部会幹事の西
社・佐藤Ｒ＆Ｄ代表

Ｅ修了生や技術士資
生に立ち寄っていた
だきました︒日ごろ
の職場での活躍状況
や大学への要望など
をうかがうことで
き︑貴重な機会とな
りました︒
今後も︑交流会や
紅翔祭のJABEE
説明ブースなどを同
窓の仲間との情報交
換の場として︑また
同窓生と教職員が生
涯研さんしていく際
の支援の場として利
用していただけるよ
う内容を充実してま
いりますので︑テー
マや実施方法など要
望がありましたら本
学までご連絡くださ
い︒
最後に︑実施にあ
たりご協力をいただ
いた日本技術士会お
よび同情報工学部会
に感謝いたします︒
︵情報システム学科・
教授 小林 満男︶

「終戦70年『要石』
としての沖縄」

大きな出来事がありましたが︑何

技術プログラムがス
原浩一技術士︵情報
取締役︑一般社団法

年目を迎えました︒

タートし︑今年で
部門︶から﹁技術者
人技術士ＰＬセンタ

での実務経験や大学

︵院︶等での技術者倫
理に関する教授経験
をふまえたご講演を
いただきました︒あ
らためて良い仕事に
ついて考える機会と
なったことと思いま

・

格に関心のある卒業

ー代表理事の佐藤国

︶

仁技術士から︑企業

にとっての継続学習

が大事であるかをご

て勉強していくこと

の中でいかに継続し

体験をふまえ︑実務

︱﹂と題し︑自らの

の必要性︱体験報告

ＪＡＢＥＥの認定制
度は︑高等教育機関
で行われる教育活動
の品質が満足すべき
レベルにあることを
審査・公表するもの
で︑ＪＡＢＥＥ修了

/

す︒
月

また︑初めての試
みとして︑

継続学習の必要性／良い仕事を目指す

新潟国際情報大学 学報
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講演していただきま
した︒

新潟地区︵

社会で活躍している卒業生を支援

的障害者の純粋な人間性、優し
さに触れていただきたいと願っ
ているからです。
どうか大会を見においでくだ
さい。その前に募金・ふるさと
納税などでの支援にもご参加く
ださい。
力いっぱい、
ひたむきに
プレーする彼らの姿は感動と、
何ともいえない温かい風を送っ
てくれるでしょう。
12

生は卒業後︑修習技
術者として継続的に
研さんを積むことが
期待されています︒
そこで本学では︑Ｊ
本学の新潟中央キ
ャンパスで東京地区

日に開催された大

10

ＡＢＥＥ修了生や社
会で活躍している卒
とほぼ同様の内容で

11
新潟会場

業生を支援すべく︑
一昨年より勉強会・
交流会を実施してき
ました︒

東京地区︵７/４︶
中央大学の神田駿
河台記念館で開催さ
れました︒文科省に
おける科学技術人材
育成や技術士制度の
今後の展開について
情報共有した後︑参
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加者全員による自己
紹介とコーチング演

修 了同窓生らの 交流会を開催
JABEE 修了同窓生らの

私は現在、表題の冬季大会の を深めていただくには、大会開
実行委員長を務めています。 催が一番と考えたからです。前
2016年2月12〜14日の3日間、新 回は3.11の翌年、福島があの被
潟市と南魚沼市で開催されます 災の中から立ち上がって開催さ
知的障害者の全国スポーツ大会 れました。それにも刺激され、
です。
われわれは県民の皆さまにアス
身体障害者のパラリンピック リートの奮闘ぶりを見ていただ
スは誰でも知っていますが、知 くだけではなく、一緒にボラン
的障害者のスポーツの祭典スペ ティア活動に参加していただき
シャルオリンピックス（ＳＯ） （これを私たちはMittoと呼んで
はあまり知られておらず、苦戦 います）
、共生体験を通じて知
しながら多くの市民・企業等の
〈大会概要〉1962年に故ケネディ大統領の妹ユニ
協力を得て目下大会開催に向け
ス・ケネディ・シュライバー夫人が、自宅の庭を
開放して開いたデイ・キャンプがスペシャルオリ
て最後の準備中です。
ンピックス（SO）の始まり。オリンピックと同
新潟でこの大会を開催しよう
様に4年ごとに夏季・冬季の世界大会を開催して
いる。
と決意しましたのは、新潟県の
新潟大会は新潟市の朱鷺メッセ展示ホールと新
潟アサヒアレックスアイスアリーナ、南魚沼市の
ＳＯの会長として知的障害者と
五日町スキー場の3会場で開催。2017年オース
健常者の共生社会実現への理解
70
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「スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム新潟大会」
ダグラス・ラミス氏を迎えて

国 際理解講演会

新たな輝かしい歴史を刻む年に

え︑本学の
魅力をいっ
そう高め︑

きな要因であることは否定できな

されていますが︑差別と貧困が大

背景についてはさまざまな指摘が

由々しい事件がありました︒その

多発という極めて対応の困難かつ

よりも﹁イスラム国﹂によるテロ

人となる﹁大社接続﹂にももっと

続いて大学で学び︑卒業して社会

に帰るとともに︑﹁高大接続﹂に

あるのか﹂という存在意義の原点

は﹁大学は誰のため︑何のために

を目指したいと思います︒それに

など地域により必要とされる存在

﹁大学は誰のために︱あらためて考えよう﹂

いでしょう︒国際理解を学び研究
役割を果たせる大学を目指すべき

学生や企業

している本学としても︑この問題
かと思っています︒
で育てる﹂と同時に﹁地域に役立ち

﹁地域が必要とする人材を地域

を強い関心を持って見守ってきた
年でした︒
周年を期して実施した2学部
た い 若 者 に 活 躍 の 場 を 提 供 する﹂

平山 征夫
制などの改革が2年目を迎え︑改

学長

学生諸君︑
教職員︑
ご父母の皆さ
にはどうしたらよいかが求められ

億総活躍社会の

打ち出した﹁一

す︒安倍政権が

ていると思いま

革の意義をいっそう発揮し定着さ

さらなる改革で魅力を高め
実現﹂がどんな
方向を目指すも

もよろしくお 願 い い た し ま す ︒

よう願っております︒どうぞ本年

い歴史を付け加える年になります

本学にとりましても新たな輝かし

﹁中長期戦略計画﹂を本年度中に

本年はその3年目︑現在検討中の

を上げられたと思っております︒

ご父母の支援もあって一定の成果

せる年でしたが︑教職員の努力︑

り組んでゆくべきでしょう︒その

らの発想に基づいて自らの力で取

の事業を待つのではなく︑地域自

からしても︑﹁地域の持続﹂は国

方創出﹂が期待はずれであること

滅﹂対策として打ち出された﹁地

地域に必要とされる存在に
のか分かりませ

昨年は︑経済的には世界・日本
まとめ︑さらなる改革に向けたス
時こそ大学は﹁地域の中核﹂とな

日本技術者教育認
らに特別講義とし

習を行いました︒さ
を目指す技術者倫

講 義は﹁﹃ 良 い 仕 事 ﹄

実施しました︒特別

ースを設置したとこ

てＪＡＢＥＥ説明ブ

ＡＢＥＥ委員会とし

学祭︵紅翔祭︶にＪ

トリアで開催される世界大会の日本選手団選考を
兼ねている。実施競技はアルペンスキー、スノー
ボード、クロスカントリースキー、スノーシュー
イング、ショートトラックスピードスケート、フ
ィギュアスケート、フロアホッケーの7種目。約
700人が参加する。SOでは、活動に参加する知
的障害者をアスリートと呼び、健康や体力増強、
スポーツスキルの向上だけでなく多くの人々と交
流し、社会性を育むことを目的としている。

平 山 学 長が大 会 実 行 委 員 長

︵国際交流委員長
国際文化学科・
教授 吉澤 文寿︶

申し上げます︒

者の皆さまに御礼

了しました︒関係

うちに講演会が終

気も良く︑盛況の

ました︒当日は天

に答えてください

それらにていねい

され︑ラミス氏は

に多くの質問が出

間が過ぎるくらい

から予定された時

講演後︑フロア

した︒

非常に苦い提言で

すく︑それだけに

にとても分かりや

言葉は︑一般市民

判するラミス氏の

地主義﹂を鋭く批

トの人々の﹁植民

述べました︒ヤマ

るのだと合わせて

世論を無視してい

えるなら︑沖縄の

は﹁危ない﹂と考

マトに移設するの

ことを放置し︑ヤ

地が集中している

も︑沖縄に米軍基

約に反対する見解

日米安全保障条

ると述べました︒

という﹁要石﹂であ

いでいるのが沖縄

共生社会実現へ理解深める

月6

今年度の国際理
解講演会を

日︑沖縄在住のア
メリカ人国際政治
学者ダグラス・ラ
ミス氏︵元津田塾
大学教授︶をお招
きし︑本学新潟中
央キャンパス9階
講堂で開催しまし

年﹃ 要石 ﹄とし

ラミス氏は﹁終

た︒
戦

ての沖縄﹂と題し
て講演し︑新聞の
世論調査から︑ヤ
マトの人々は日本
国憲法第9条に賛
成しながら︑日米
安全保障条約も必
要であると考えて
いるとして︑その
矛盾する見解を繋
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ま明けましておめでとうございま

す︒新しい年を

いかがお迎えで

しょうか︒皆さ

まにとって本年

がより良い年に

なりますよう心

より祈念いたし

とも緩やかな回復基調で推移しま
タートを切る年にしたいと考えて

んが︑﹁地方消

したが︑政治的にはＴＰＰ交渉の
います︒それは﹁2018年問題﹂ る気概で︑自らが存立する地域社

ますとともに︑

大筋合意︑安全保障体制改定など

定 機 構︵ Ｊ Ａ Ｂ ＥＥ︶
て︑日本技術士会情
理﹂と題し︑有限会

ろ︑多数のＪＡＢＥ

会のため役立ちたいものです︒

と言われている一段の少子化を控

による情報システム
報工学部会幹事の西
社・佐藤Ｒ＆Ｄ代表

Ｅ修了生や技術士資
生に立ち寄っていた
だきました︒日ごろ
の職場での活躍状況
や大学への要望など
をうかがうことで
き︑貴重な機会とな
りました︒
今後も︑交流会や
紅翔祭のJABEE
説明ブースなどを同
窓の仲間との情報交
換の場として︑また
同窓生と教職員が生
涯研さんしていく際
の支援の場として利
用していただけるよ
う内容を充実してま
いりますので︑テー
マや実施方法など要
望がありましたら本
学までご連絡くださ
い︒
最後に︑実施にあ
たりご協力をいただ
いた日本技術士会お
よび同情報工学部会
に感謝いたします︒
︵情報システム学科・
教授 小林 満男︶

「終戦70年『要石』
としての沖縄」

大きな出来事がありましたが︑何

技術プログラムがス
原浩一技術士︵情報
取締役︑一般社団法

年目を迎えました︒

タートし︑今年で
部門︶から﹁技術者
人技術士ＰＬセンタ

での実務経験や大学

︵院︶等での技術者倫
理に関する教授経験
をふまえたご講演を
いただきました︒あ
らためて良い仕事に
ついて考える機会と
なったことと思いま

・

格に関心のある卒業

ー代表理事の佐藤国

︶

仁技術士から︑企業

にとっての継続学習

が大事であるかをご

て勉強していくこと

の中でいかに継続し

体験をふまえ︑実務

︱﹂と題し︑自らの

の必要性︱体験報告

ＪＡＢＥＥの認定制
度は︑高等教育機関
で行われる教育活動
の品質が満足すべき
レベルにあることを
審査・公表するもの
で︑ＪＡＢＥＥ修了

/

す︒
月

また︑初めての試
みとして︑

継続学習の必要性／良い仕事を目指す
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講演していただきま
した︒

新潟地区︵

社会で活躍している卒業生を支援

的障害者の純粋な人間性、優し
さに触れていただきたいと願っ
ているからです。
どうか大会を見においでくだ
さい。その前に募金・ふるさと
納税などでの支援にもご参加く
ださい。
力いっぱい、
ひたむきに
プレーする彼らの姿は感動と、
何ともいえない温かい風を送っ
てくれるでしょう。
12

生は卒業後︑修習技
術者として継続的に
研さんを積むことが
期待されています︒
そこで本学では︑Ｊ
本学の新潟中央キ
ャンパスで東京地区

日に開催された大
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会で活躍している卒
とほぼ同様の内容で
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河台記念館で開催さ
れました︒文科省に
おける科学技術人材
育成や技術士制度の
今後の展開について
情報共有した後︑参
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JABEE 修了同窓生らの

私は現在、表題の冬季大会の を深めていただくには、大会開
実行委員長を務めています。 催が一番と考えたからです。前
2016年2月12〜14日の3日間、新 回は3.11の翌年、福島があの被
潟市と南魚沼市で開催されます 災の中から立ち上がって開催さ
知的障害者の全国スポーツ大会 れました。それにも刺激され、
です。
われわれは県民の皆さまにアス
身体障害者のパラリンピック リートの奮闘ぶりを見ていただ
スは誰でも知っていますが、知 くだけではなく、一緒にボラン
的障害者のスポーツの祭典スペ ティア活動に参加していただき
シャルオリンピックス（ＳＯ） （これを私たちはMittoと呼んで
はあまり知られておらず、苦戦 います）
、共生体験を通じて知
しながら多くの市民・企業等の
〈大会概要〉1962年に故ケネディ大統領の妹ユニ
協力を得て目下大会開催に向け
ス・ケネディ・シュライバー夫人が、自宅の庭を
開放して開いたデイ・キャンプがスペシャルオリ
て最後の準備中です。
ンピックス（SO）の始まり。オリンピックと同
新潟でこの大会を開催しよう
様に4年ごとに夏季・冬季の世界大会を開催して
いる。
と決意しましたのは、新潟県の
新潟大会は新潟市の朱鷺メッセ展示ホールと新
潟アサヒアレックスアイスアリーナ、南魚沼市の
ＳＯの会長として知的障害者と
五日町スキー場の3会場で開催。2017年オース
健常者の共生社会実現への理解
70
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「スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム新潟大会」
ダグラス・ラミス氏を迎えて

国 際理解講演会

新たな輝かしい歴史を刻む年に

研究室

陽一郎（国際文化学科・教授）

・（2015年）「EUのマルチレベル・ガバナンス論─その統合理論としての意義の再考」『国際政
治』182号（16-29頁）

小林

元裕（国際文化学科・教授）

・（2015年）吉田裕 他「阿片政策、有田・クレーギー会談等12項目を執筆」『アジア・太平洋戦
争辞典』

神長

２）
学会・研究会・講演等

安藤

潤（国際文化学科・准教授）
・（2015年9月11日）「日本の夫婦の家事・育児分担とワーク・ライフ・バランス」にいがた市民
大学「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）をとるために」（クロスパルにいがた）
・
（2015年10月8日）"Identity Economics and Housework Behavior of Wives of Dual-Earner
Couples: Empirical Analysis Using JPSC 2000―2008 Panel Data ", Department of East Asia

5

建英（国際文化学科・教授）
・（2015年9月1日〜9月2日）"孫文の民権主義の実践と創造", 国際学術シンポジウム「儒学の道統
と民主共和」 （台湾師範大学, 台湾）
・（2015年10月23日〜10月25日）"孫文の民族主義の実践と創造", 国際学術シンポジウム「近代文
化と近代中国」 （北京師範大学, 中華人民共和国）
・（2015年11月11日〜11月13日）"孫文の民族主義と大アジア主義", 国際学術シンポジウム「伝承
と創新：紀念孫中山誕生150周年」 （国父紀念館・台湾大学, 台湾）

新潟国際情報大学 学報
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英輔（国際文化学科・准教授）

・（2015年7月12日）「露領漁業から北洋漁業へ デンビー商会の盛衰」中国四国歴史学地理学協
会2015年大会（広島大学）
・（2015年10月3日）「コンブから考えるロシア極東史」来日ロシア人研究会例会（青山学院大学）
・（2015年7月4日）「外交 北洋漁業と自治体外交」2015年度 にいがた市民大学 新潟学コース
（大学コンソーシアム連携講座） 新潟150年史：その世界史的位置（クロスパルにいがた）
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ボランティア活動にも参加

矢口 裕子

上西園

武良（情報システム学科・教授）
・（2015年11月14日）佐護菜摘 他「キーボードのタイピングミス低減に関する研究（第3報）」日
本人間工学会東海支部2015年研究大会（愛知みずほ大学）
・（2015年11月14日）田中優美 他「ビニール袋の取り出しやすさ向上に関する研究」日本人間工
学会東海支部2015年研究大会（愛知みずほ大学）
小林

満男（情報システム学科・教授）
・（2015年11月29日）「提案段階を中心とした情報システム開発教育の実践」経営情報学会2015
年秋季全国研究発表大会（沖縄コンベンションセンター）
佐々木

桐子（情報システム学科・准教授）
・（2015年11月21日〜11月22日）「幹線道路の通行止めが周辺道路に及ぼす影響」情報システム
学会（慶應義塾大学）
佐藤

泰子（国際文化学科・契約講師）
・（2015年8月4日〜8月6日）「Poster Presentation: Using MOOC to Support Academic Writing
for Japanese College Students」外国語教育メディア学会(LET) 第55回全国研究大会 （大阪千
歳ライフサイエンスセンター）
近山

英輔（情報システム学科・准教授）
・（2015年9月13日〜9月15日）Chikara Sawa 他「Evaluation of higher order and high resolution
schemes for 3D cell simulation」日本生物物理学会第53回年会（金沢）
・（2015年11月6日〜11月8日）「卓上および高磁場NMR装置を利用した食品加工過程の分析評価
情報ツール開発」第54回NMR討論会（習志野）
藤本

直生（国際文化学科・准教授）

・（2015年12月3日〜12月4日）"Teaching your Research Area: Exploring Issues Using English as
a Medium of Instruction in a Japanese Context ", English Scholars Beyond Borders Symposium
(Dokuz Eylul University, Turkey)

山下

功（情報システム学科・准教授）
・（2015年7月21日）「経理基礎研修会講師」新潟県農業共済組合連合会（NOSAI新潟）（新潟県
農業共済組合連合会（NOSAI新潟））

３）
委員・社会的活動・記事・その他

安藤

カ月

臼井

新潟市の交流事業で初めての派遣

(University of Vienna, Austria)

區

10

潤（国際文化学科・准教授）
・（2015年11月8日）日本経済政策学会第14回国際会議討論者（報告者Shio

Ando，"A Study on

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

し︑とても親切です︒バ
スにお年寄りがいると絶
対に席を譲ります︒私が
日本人だと言うと︑﹁日本
は経済が発展している︑
日本人は礼儀正しい﹂と
笑顔で言ってくれるおじ
さんもいました︒百聞は
一見にしかず︑実際に見
てみないと分からないこ
とがたくさんあることを
実感しました︒
楽しいこともつらいこ
とも経験した カ月︑多
くのことを学び︑私にと
って貴重な思い出となり
ました︒皆さんにもいろ
いろなことに挑戦して︑
充実した学生生活を送っ
てほしいです︒

教員の活動（本人申告による）

の友人の家にホームステ
イしたり︑南京やウイグ
ル自治区など
の都市へ旅行し
たりしました︒
ボランティア活
動にも参加し︑
毎日が充実して
いました︒
私は留学を通
してますます中
国が好きになり
ました︒中国人
は気さくに話し
かけてくれる

28

国際文化学科・教授

澁川さんは右から 3 人目

らやってきて︑さまざ
まなドラマを生きた彼
女たちの物語は︑小説
家ならきっと中編集に
紡いだことでしょう︒
作家の言葉を翻訳し
ながら︑作家が生きた
空間を時代を隔てて生
き︑逍遙することは︑
わが身の内に作家の生
を翻訳しているよう
な︑不思議な経験でし
た︒予定外のものも含
め︑優に数年分の仕事
を終えることができ
た︑豊かで生産的な海
外研修であったと思い
ます︒

本学の学生と市議によるグ
ループ学習という形式の︑新
潟市議会の議会報告会︵中央
区︶が 月 日︑
本学の新潟中
央キャンパス﹁コワーキング
・ラボこくじょう﹂で開催さ
れました︒市議による一方的
な活動報告ではない会で︑実
はこの方法は昨年︑議会報告
会がはじめて本学で開催され
たときに試されたものです︒
昨年は非常に活発な議論とな
ったことから︑今年度も同方
式での開催となりました︒
テーマはＢＲＴ︑少子化問
題︑
産業振興など︑
すべて現在
の新潟市にとって重要なもの
ばかりでした︒議員と学生と
の間で熱い討論が展開され︑
その内容がすぐにグループ別
に報告されました︒
選挙権が 歳まで拡大する
なか︑本学学生がこのように
市議会議員と討論すること
は︑学生自身の市民としての
自覚も深まったはずです︒ま
た一方で︑議員の皆さんも市
民の政治意識の幅の広さを再
発見されたようでした︒

︵国際文化学科・
教授 越智 敏夫︶

11

パリ・ＮＹで実り豊かな時間

リタイア組もいて︑こ
のおばさま・おばあさ
ま方の話は抜群に面白
かったです︒世界中か

新潟市議会の議会報告会（新潟中央キャンパス）

１）
研究論文・図書

澁川 奈那子

文化の相互理解を深めま
した︒長期休みには中国

などして過ごしまし
た︒
パリで滞在した国際
大学都市は︑第一次世
界大戦の反省のもとに
造られたという広大な
施設で︑世界中から学
生・研究者が集まって
切磋琢磨していまし
た︒ニューヨークの住
まいは︑かつて働く女
性のためにたくさんあ
ったという女性用集合
住宅︵レジデンス︶の
数少ない生き残りでし
た︒いまは学生が大半
ですが︑なかには 年
以上住んでいるという

の
ゼミ生
究
卒業研
テーマ

?!

18

情報文化学科４年

30

女性が将来性に惹かれて交際
その男性は女性に尽くさない

学生と議員がグループ学習

10

研究作家ゆかりの地を逍遥

4年・熊谷 太陽
交際しているカップルは相手のどのような
点に惹かれたのか︵交際理由︶︑交際後︑ど
のような関係を築いているのか︵恋愛観︶を
研究しています︒
カップルを対象にアンケート調査を実施
し︑そこから得たデータを因子分析して︑交
際理由を5タイプに分類しました︒そして︑
この5タイプと恋人との関係を掛け合わせて
分析しました︒その結果︑交際理由がその後
の恋愛に少なからず影響を与えていることが
明らかになりました︒例えば︑女性が男性の
将来性に惹かれて交際した場合︑その男性は
女性に対し 尽くさないタイプ であること
が分かりました︒この研究が進むことで︑構
築したい関係にマッチした相手を選ぶことが
できるようになる︑かもしれません︒

ンタビューやアンケート︑ワークショップなどを
駆使して︑自分の価値観︑視点にのみとらわれる
ことなく︑データ・根拠を集め︑研究に取り組ん
でいます︒4年生にこの研究室で学んだことを質
問しました︒てっきり調査・分析手法や︑論文を
読むことといった回答が返ってくると思いきや︑
﹁数人で考えるとあっという間にアイデアが生ま
れる﹂という答えが返ってきました︒異なる価値
観・視点に触れることでアイデアが生まれること
を実感してくれているようです︒他者と協力する
ことの有効性感覚を持つことは︑科学︑そして民
主主義の基本ではないでしょうか︒
学生たちは3年の時に︑ワールドカップのパブ
リックビューイングを自分たちで実現し︑また地
域の祭りでは︑地産地消の屋台を出店することで
多くの方々と触れ合い︑勉強させていただきまし
た︒自分の関心を大切にし︑しかし他者の価値観
・視点に耳を傾け︑議論を通して︑新しいものを
創り上げていく︑学生たちは私の想定以上に成長
を遂げてくれました︒一重に地域の皆さまのご尽
力と︑学生たちのたくましい好奇心の賜物かと存
じます︒

多 様な価値観で 人々の 行 動 の 謎を解 明

教員
海外研修便り

相互理解を深めた中国・済南での

小宮山 智志 准教授

２０１４年9月〜２０
１５年7月の約 カ月
間︑中国の山東省済南市
の済南大学に留学してき
ました︒この留学は新潟
市と済南市の交流活動の
一環で︑その第一弾とし
て派遣されました︒今回
は私にとって2度目の留
学で︑語学力の向上と中
国文化を知ることが主な
目的でした︒
授業は中国語を学ぶだ
けでなく︑留学生同士が
自国の文化を紹介し︑異

情報システム学科

私 の 海 外 研 修 は︑研
究する作家の主著を翻
訳しながら︑半年をパ
リ︑半年をニューヨー
クで過ごすという︑研
究者冥利に尽きるもの
でした︒
この二つの都市を選
んだの
も作家
と縁の
深い土
地だか
らで︑
週末は
ゆかり
の地を
訪ねる

人々の行動や考え方の謎を解明しています︒今
年の４年生は﹁クーポン券を不便に感じている人
にもっと使ってもらえる工夫﹂﹁アルビレックス
新潟の試合を見にスタジアムに足を運んでもらう
には︑どうしたらいいか﹂﹁お金や単位というご
褒美︵外発的動機︶ではなく︑勉強の面白さ︵内発
的動機︶でモチベーションを上げることができる
のか﹂﹁どのような練習方法でバドミントンが上
達 す るか
︵ 複 数 の 地 域 の ク ラ ブ で 上 達 を 計 測！︶﹂
﹁赤目のキャラクターはどのような印象を与える
か﹂
﹁顔のパーツ・配置が第一印象に与える影響﹂
﹁性格は車間距離に影響を与えるか﹂﹁夜遅くま
で起きているのは︑昼間︑生活が充実していない
からか﹂
﹁どのようなポスターが注目されるか
︵文
字と絵に着目する人々の相違を解明︶﹂などのテー
マに取 り 組 ん で い ま す ︒
一見︑
バラバラのようですが︑
共通点が2つあります︒第1に
皆 さん 自 分 の 関 心 の 高 い テ ー
マに取り組んでいることです︒
ラクなテーマに流されずに自分
の関心を貫くことは︑なかなか
できる こ と で は あ り ま せ ん ︒
第2に︑多くの人々の視点を
研究に取り入れていることで
す︒既 存 の 文 献 の み な ら ず ︑ イ

ズームアップ
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Economic Aspects of Japanese Defense Expenditure"）（東洋大学）

臼井

陽一郎（国際文化学科・教授）
・（2015年10月30日〜11月1日）国際政治学会2015年度研究大会部会5「ヨーロッパにおけるガバ
ナンスの現在」および「国際統合」分科会に討論者として参加（仙台国際センター）
神長

英輔（国際文化学科・准教授）
・（2015年10月3日）「露流し網禁止：領土問題と漁業、切り離せず」『毎日新聞』（朝刊・北海
道版）インタビュー記事
・（2015年8月7日）ICCEES IX World Congress（第9回国際中欧・東欧研究協議会世界大会）の
パネル「Catastrophe, Trauma and International Cooperation」で進行役および討論者を担当
（神田外語大学）
・（2015年11月）「書きたいテーマ・出したい本 歴史的事件としての「うたごえ運動」」『出
版ニュース』2015年11月号、46ページ。
上西園

武良（情報システム学科・教授）
・（2015年10月29日〜10月30日）燕三条ものづくりメッセへの出展（研究事例の展示）（燕三条
地場産業振興センター）
小林

満男（情報システム・教授）
・（2015年10月20日）『砂丘に学ぶ』（赤塚中学校・赤塚地区青少年育成協議会・西地区公民館
主催）（赤塚中学校）
佐藤

泰子（国際文化学科・契約講師）
・（2015年10月24日）新潟市シティプロモーション事業 英語ガイド
らと岩室温泉まちあるき（新潟市岩室観光施設いわむろや）

外国人留学生と本学学生

山下

功（情報システム学科・准教授）
・（2015年5月15日〜5月21日）「新潟市財務会計システム再構築基本計画策定業務」の学識経験
者による意見聴取
・（2015年8月4日）株式会社ICSパートナーズとの管理会計に関する研究協力

［訂正・おわび］
前（68）号の「新任教員紹介」山田裕史講師（国際文化学科）の
博士（地域研究）取得は2011年9月でした。
平成28年1月発行

2015年度 No.4

4

研究室

陽一郎（国際文化学科・教授）

・（2015年）「EUのマルチレベル・ガバナンス論─その統合理論としての意義の再考」『国際政
治』182号（16-29頁）

小林

元裕（国際文化学科・教授）

・（2015年）吉田裕 他「阿片政策、有田・クレーギー会談等12項目を執筆」『アジア・太平洋戦
争辞典』

神長

２）
学会・研究会・講演等

安藤

潤（国際文化学科・准教授）
・（2015年9月11日）「日本の夫婦の家事・育児分担とワーク・ライフ・バランス」にいがた市民
大学「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）をとるために」（クロスパルにいがた）
・
（2015年10月8日）"Identity Economics and Housework Behavior of Wives of Dual-Earner
Couples: Empirical Analysis Using JPSC 2000―2008 Panel Data ", Department of East Asia

5

建英（国際文化学科・教授）
・（2015年9月1日〜9月2日）"孫文の民権主義の実践と創造", 国際学術シンポジウム「儒学の道統
と民主共和」 （台湾師範大学, 台湾）
・（2015年10月23日〜10月25日）"孫文の民族主義の実践と創造", 国際学術シンポジウム「近代文
化と近代中国」 （北京師範大学, 中華人民共和国）
・（2015年11月11日〜11月13日）"孫文の民族主義と大アジア主義", 国際学術シンポジウム「伝承
と創新：紀念孫中山誕生150周年」 （国父紀念館・台湾大学, 台湾）

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

英輔（国際文化学科・准教授）

・（2015年7月12日）「露領漁業から北洋漁業へ デンビー商会の盛衰」中国四国歴史学地理学協
会2015年大会（広島大学）
・（2015年10月3日）「コンブから考えるロシア極東史」来日ロシア人研究会例会（青山学院大学）
・（2015年7月4日）「外交 北洋漁業と自治体外交」2015年度 にいがた市民大学 新潟学コース
（大学コンソーシアム連携講座） 新潟150年史：その世界史的位置（クロスパルにいがた）

平成28年1月発行
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ボランティア活動にも参加

矢口 裕子

上西園

武良（情報システム学科・教授）
・（2015年11月14日）佐護菜摘 他「キーボードのタイピングミス低減に関する研究（第3報）」日
本人間工学会東海支部2015年研究大会（愛知みずほ大学）
・（2015年11月14日）田中優美 他「ビニール袋の取り出しやすさ向上に関する研究」日本人間工
学会東海支部2015年研究大会（愛知みずほ大学）
小林

満男（情報システム学科・教授）
・（2015年11月29日）「提案段階を中心とした情報システム開発教育の実践」経営情報学会2015
年秋季全国研究発表大会（沖縄コンベンションセンター）
佐々木

桐子（情報システム学科・准教授）
・（2015年11月21日〜11月22日）「幹線道路の通行止めが周辺道路に及ぼす影響」情報システム
学会（慶應義塾大学）
佐藤

泰子（国際文化学科・契約講師）
・（2015年8月4日〜8月6日）「Poster Presentation: Using MOOC to Support Academic Writing
for Japanese College Students」外国語教育メディア学会(LET) 第55回全国研究大会 （大阪千
歳ライフサイエンスセンター）
近山

英輔（情報システム学科・准教授）
・（2015年9月13日〜9月15日）Chikara Sawa 他「Evaluation of higher order and high resolution
schemes for 3D cell simulation」日本生物物理学会第53回年会（金沢）
・（2015年11月6日〜11月8日）「卓上および高磁場NMR装置を利用した食品加工過程の分析評価
情報ツール開発」第54回NMR討論会（習志野）
藤本

直生（国際文化学科・准教授）

・（2015年12月3日〜12月4日）"Teaching your Research Area: Exploring Issues Using English as
a Medium of Instruction in a Japanese Context ", English Scholars Beyond Borders Symposium
(Dokuz Eylul University, Turkey)

山下

功（情報システム学科・准教授）
・（2015年7月21日）「経理基礎研修会講師」新潟県農業共済組合連合会（NOSAI新潟）（新潟県
農業共済組合連合会（NOSAI新潟））

３）
委員・社会的活動・記事・その他

安藤

カ月

臼井

新潟市の交流事業で初めての派遣

(University of Vienna, Austria)

區
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潤（国際文化学科・准教授）
・（2015年11月8日）日本経済政策学会第14回国際会議討論者（報告者Shio

Ando，"A Study on

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

し︑とても親切です︒バ
スにお年寄りがいると絶
対に席を譲ります︒私が
日本人だと言うと︑﹁日本
は経済が発展している︑
日本人は礼儀正しい﹂と
笑顔で言ってくれるおじ
さんもいました︒百聞は
一見にしかず︑実際に見
てみないと分からないこ
とがたくさんあることを
実感しました︒
楽しいこともつらいこ
とも経験した カ月︑多
くのことを学び︑私にと
って貴重な思い出となり
ました︒皆さんにもいろ
いろなことに挑戦して︑
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てほしいです︒
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は気さくに話し
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会がはじめて本学で開催され
たときに試されたものです︒
昨年は非常に活発な議論とな
ったことから︑今年度も同方
式での開催となりました︒
テーマはＢＲＴ︑少子化問
題︑
産業振興など︑
すべて現在
の新潟市にとって重要なもの
ばかりでした︒議員と学生と
の間で熱い討論が展開され︑
その内容がすぐにグループ別
に報告されました︒
選挙権が 歳まで拡大する
なか︑本学学生がこのように
市議会議員と討論すること
は︑学生自身の市民としての
自覚も深まったはずです︒ま
た一方で︑議員の皆さんも市
民の政治意識の幅の広さを再
発見されたようでした︒
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した︒長期休みには中国
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た︒
パリで滞在した国際
大学都市は︑第一次世
界大戦の反省のもとに
造られたという広大な
施設で︑世界中から学
生・研究者が集まって
切磋琢磨していまし
た︒ニューヨークの住
まいは︑かつて働く女
性のためにたくさんあ
ったという女性用集合
住宅︵レジデンス︶の
数少ない生き残りでし
た︒いまは学生が大半
ですが︑なかには 年
以上住んでいるという

の
ゼミ生
究
卒業研
テーマ
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情報文化学科４年

30

女性が将来性に惹かれて交際
その男性は女性に尽くさない

学生と議員がグループ学習

10

研究作家ゆかりの地を逍遥

4年・熊谷 太陽
交際しているカップルは相手のどのような
点に惹かれたのか︵交際理由︶︑交際後︑ど
のような関係を築いているのか︵恋愛観︶を
研究しています︒
カップルを対象にアンケート調査を実施
し︑そこから得たデータを因子分析して︑交
際理由を5タイプに分類しました︒そして︑
この5タイプと恋人との関係を掛け合わせて
分析しました︒その結果︑交際理由がその後
の恋愛に少なからず影響を与えていることが
明らかになりました︒例えば︑女性が男性の
将来性に惹かれて交際した場合︑その男性は
女性に対し 尽くさないタイプ であること
が分かりました︒この研究が進むことで︑構
築したい関係にマッチした相手を選ぶことが
できるようになる︑かもしれません︒

ンタビューやアンケート︑ワークショップなどを
駆使して︑自分の価値観︑視点にのみとらわれる
ことなく︑データ・根拠を集め︑研究に取り組ん
でいます︒4年生にこの研究室で学んだことを質
問しました︒てっきり調査・分析手法や︑論文を
読むことといった回答が返ってくると思いきや︑
﹁数人で考えるとあっという間にアイデアが生ま
れる﹂という答えが返ってきました︒異なる価値
観・視点に触れることでアイデアが生まれること
を実感してくれているようです︒他者と協力する
ことの有効性感覚を持つことは︑科学︑そして民
主主義の基本ではないでしょうか︒
学生たちは3年の時に︑ワールドカップのパブ
リックビューイングを自分たちで実現し︑また地
域の祭りでは︑地産地消の屋台を出店することで
多くの方々と触れ合い︑勉強させていただきまし
た︒自分の関心を大切にし︑しかし他者の価値観
・視点に耳を傾け︑議論を通して︑新しいものを
創り上げていく︑学生たちは私の想定以上に成長
を遂げてくれました︒一重に地域の皆さまのご尽
力と︑学生たちのたくましい好奇心の賜物かと存
じます︒

多 様な価値観で 人々の 行 動 の 謎を解 明

教員
海外研修便り

相互理解を深めた中国・済南での

小宮山 智志 准教授

２０１４年9月〜２０
１５年7月の約 カ月
間︑中国の山東省済南市
の済南大学に留学してき
ました︒この留学は新潟
市と済南市の交流活動の
一環で︑その第一弾とし
て派遣されました︒今回
は私にとって2度目の留
学で︑語学力の向上と中
国文化を知ることが主な
目的でした︒
授業は中国語を学ぶだ
けでなく︑留学生同士が
自国の文化を紹介し︑異

情報システム学科

私 の 海 外 研 修 は︑研
究する作家の主著を翻
訳しながら︑半年をパ
リ︑半年をニューヨー
クで過ごすという︑研
究者冥利に尽きるもの
でした︒
この二つの都市を選
んだの
も作家
と縁の
深い土
地だか
らで︑
週末は
ゆかり
の地を
訪ねる

人々の行動や考え方の謎を解明しています︒今
年の４年生は﹁クーポン券を不便に感じている人
にもっと使ってもらえる工夫﹂﹁アルビレックス
新潟の試合を見にスタジアムに足を運んでもらう
には︑どうしたらいいか﹂﹁お金や単位というご
褒美︵外発的動機︶ではなく︑勉強の面白さ︵内発
的動機︶でモチベーションを上げることができる
のか﹂﹁どのような練習方法でバドミントンが上
達 す るか
︵ 複 数 の 地 域 の ク ラ ブ で 上 達 を 計 測！︶﹂
﹁赤目のキャラクターはどのような印象を与える
か﹂
﹁顔のパーツ・配置が第一印象に与える影響﹂
﹁性格は車間距離に影響を与えるか﹂﹁夜遅くま
で起きているのは︑昼間︑生活が充実していない
からか﹂
﹁どのようなポスターが注目されるか
︵文
字と絵に着目する人々の相違を解明︶﹂などのテー
マに取 り 組 ん で い ま す ︒
一見︑
バラバラのようですが︑
共通点が2つあります︒第1に
皆 さん 自 分 の 関 心 の 高 い テ ー
マに取り組んでいることです︒
ラクなテーマに流されずに自分
の関心を貫くことは︑なかなか
できる こ と で は あ り ま せ ん ︒
第2に︑多くの人々の視点を
研究に取り入れていることで
す︒既 存 の 文 献 の み な ら ず ︑ イ

ズームアップ

10

Economic Aspects of Japanese Defense Expenditure"）（東洋大学）

臼井

陽一郎（国際文化学科・教授）
・（2015年10月30日〜11月1日）国際政治学会2015年度研究大会部会5「ヨーロッパにおけるガバ
ナンスの現在」および「国際統合」分科会に討論者として参加（仙台国際センター）
神長

英輔（国際文化学科・准教授）
・（2015年10月3日）「露流し網禁止：領土問題と漁業、切り離せず」『毎日新聞』（朝刊・北海
道版）インタビュー記事
・（2015年8月7日）ICCEES IX World Congress（第9回国際中欧・東欧研究協議会世界大会）の
パネル「Catastrophe, Trauma and International Cooperation」で進行役および討論者を担当
（神田外語大学）
・（2015年11月）「書きたいテーマ・出したい本 歴史的事件としての「うたごえ運動」」『出
版ニュース』2015年11月号、46ページ。
上西園

武良（情報システム学科・教授）
・（2015年10月29日〜10月30日）燕三条ものづくりメッセへの出展（研究事例の展示）（燕三条
地場産業振興センター）
小林

満男（情報システム・教授）
・（2015年10月20日）『砂丘に学ぶ』（赤塚中学校・赤塚地区青少年育成協議会・西地区公民館
主催）（赤塚中学校）
佐藤

泰子（国際文化学科・契約講師）
・（2015年10月24日）新潟市シティプロモーション事業 英語ガイド
らと岩室温泉まちあるき（新潟市岩室観光施設いわむろや）

外国人留学生と本学学生

山下

功（情報システム学科・准教授）
・（2015年5月15日〜5月21日）「新潟市財務会計システム再構築基本計画策定業務」の学識経験
者による意見聴取
・（2015年8月4日）株式会社ICSパートナーズとの管理会計に関する研究協力

［訂正・おわび］
前（68）号の「新任教員紹介」山田裕史講師（国際文化学科）の
博士（地域研究）取得は2011年9月でした。
平成28年1月発行
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を出展しました︒
ブースを訪れた人に︑自分
で食べた朝食で実際の使用方
法を体験していただき︑前年
より多くの方々に大きな関心
を持っていただきました︒年

容をできるだけ正確に
紹介したところ︑難し
いとの評価でしたの
で︑今回は操作方法と︑計算
結果の利用に関する説明に焦
点を当てた説明としました︒
計算結果に栄養バランスをグ
ラフで表示できる機能を追加
したこともあって︑分かりや

﹁秤が無くても使える栄養計算ＤＢ﹂
前年に引き続き︑本学卒業
生の増野里江子さん︵２００
２年度卒・現㈱ソネット︶が
作成した栄養計算データベー
ス︵ＤＢ︶を紹介するブース

すかったとの意見をいただく
ことができました︒
で﹁栄養
このＤＢは google
計算﹂の1キーワードで検索
すると︑この1年の間︑大企
業のページを抑えて1位に表
示されます︒アクセス解析を
行うと︑東京・大阪などの大
都市ばかりで︑新潟からの利

栄養バランスをグラフで表示
朝食のデータに中高年が関心
代は健康が気になる 歳から
歳代の方や親子の方が多か
ったのですが︑１人 分程度
かかるにもかかわらず︑熱心
にパソコン︵ＰＣ︶に向かっ
ておられました︒ 代を含め
ＰＣを自分で操作できる方が
多かったのには驚きました︒
前年は発表会場でＤＢの内

用は限られています︒今回︑
新潟市でもニーズがあること
を確認できたので︑説明や利
用方法をよりやさしくして︑
新潟地域からの利用を促進す
る努力を今後も続けたいと思
います︒
︵情報システム学科・
教授 高木 義和︶

ゆう

小宮山

智志

編集後記に代えて

げん

湧源
入試・広報委員長
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﹁福祉・介護・健康フ
ェア2015﹂︵ 月
日・朱鷺メッセ︶に︑本
学から情報システム学科
の高木︑河原両研究室が
前年に引き続き出展しま
した︒当日は１４５企業
・団 体 が 参 加し︑過 去 最 高
の約１万５０００人が来
場して大いににぎわい︑
両研究室のユニークな内
容のブースにも多くの人
が訪れました︒

USBカメラで映した
映像を︑
視力が悪い人︑
色覚に障がいがある人
の見え方にすることができま
す︒また︑ヘッドマウントデ
ィスプレイにカメラを装着す
ることにより︑見ている方向
の画像がそのような処理をし

11

ことで普通の視力で見ること
ができ︑色覚に障がいのある
人も︑特定の機材を用いるこ
とによって完全ではありませ
んが普通の視力を体験するこ

11 10

色覚の異常な見え方など体験
福祉関係者から有意義な感想

10

の方や実際に福祉・介護に携
わっている方々の感想やアド
バイスが得られ︑今後の研究
を続けていくうえで有意義な
時間となりました︒

本学の師走は︑卒業研究の締め切り
月です︒学内のＰＣの前では︑真剣な
顔つきで論文を執筆している多くの学
生たちの姿を見ることができます︒卒
業研究は︑
学生が自分でテーマを選び︑
4年間の集大成として︑新しい知識を
創造します︒
本学では︑両学部ともに卒業論文が
必修です︒つまり︑全員が卒業論文を
執筆します︒今の日本で︑全学部の全
員が卒業論文を執筆する大学がどれほ
どあるでしょうか︒これは本学が誇れ
る点の一つだと考えています︒
卒業論文は︑1年以上かけて多くの
文献を読み︑調査・実験し︑分析し︑
そして考え抜き︑執筆します︒論文で
求められる高いオリジナリティーや︑
根拠に基づいた議論は︑
彼らが生きる︑
情報化・国際化がさらに進んだ これ
からの世界 では︑より重要性が増す
でしょう︒さらに︑3年生までの数週
間のレポートと違い︑計画性︑そして
なにより自己を律する克己心が求めら
れます︒卒業後︑教員はいません︒一
人で歩んでいく旅立ちのイニシエーシ
ョンです︒
今日︑私は東京に出張なのですが︑
ゼミのLINEを見ると︑お互いに草
稿をチェックし合っているようです︒
もう︑私の出番はなさそうです︒これ
からは教員︱学生の関係ではなく︑お
互いに地域人・地球市民として︑共に
新潟に︑世界に貢献していこう︒今日
も︑情報文化の発展と世界平和の実現
を確信することができた幸せな一日で
した︒

22

︵情報システム学科・
講師 河原 和好︶

10

た画像とするようなシステム
も作成しました︒体験してく
ださった方からは興味深い︑
今後に役立ちそう︑というよ
うな感想をいただきました︒
フェアに参加することによ
って︑研究を行っているだけ
では得られないような︑一般

越智 敏夫︶

第 回紅翔祭︵ 月 ・ 日︶
が無事終了しました︒ 日には
雨と強風の荒天となり︑途中か
ら幾つかテントを畳まなければ
ならないアクシデントはありま
したが︑大きなけがもなく︑ほ
っと一安心しております︒
今年度も多くの模擬店が並
び︑
イベントが繰り広げられ︑
多
くの皆さんにご来場いただきキ
ャンパスが活気に満ちました︒
日には︑西区大農業まつりを
合同開催させていただきまし
た︒朝から多くの方々にご来場
いただき︑泥付き大根３千本余
りと豚汁も完売などと大変なに
ぎわいでした︒ご協力いただい
たＪＡ・西区役所の方々には大
変お世話になりました︒
そして︑父母会・みずき会の
後援で開催された文化講演会で
は︑漫画家・俳優の蛭子能収氏
をお招きしていただきました︒
生い立ちや現在人気となるまで
の人生を語り1時間ほど質問コ
ーナーとなりましたが︑会場か
ら終始笑声が聞こえる非常に楽
しい講演となりました︒
2年間実行委員長を務めさせ
ていただきましたが︑やはり人
の協力なしでは
イベントやプラ
ンはうまく立ち
行かないという
ことを実感いた
しました︒お互
いが気遣いなが
ら欠点を埋める
よう協力し補え
ば︑そのイベン
トは良い方向へ
と向かうでしょ
う︒非常に大切
なことを学べた
と思います︒

協力すること…大切なことを学ぶ

とができます︒しかし︑視力
が良い人や色覚に障がいがな
い人は︑そうでない場合を体
験することは難しいです︒
今回の展示では︑その体験
ができるようなPCによるシ
ミュレーションソフトを開発
しました︒PCに接続した

した︒
この発表会には3年生によ
って全て運営されるという特
徴もあります︒１２４人の発
表をテーマ別に 教室に分
け︑各教室では司会︑タイム
キーパーなど4人の運営委員
が研究発表の進行を担当しま
す︒当日使用するプログラム
の作成や︑パワーポイントな
どのための機材設置も含めた
会場設営も運営委員によって
行われます︒今年度は総勢
人の3年生が運営委員を務
め︑開会式︑閉会式も正・副
の運営委員長が司会を担当し
ました︒
研究論文に完璧な完成度と
いうものはありません︒しか
しこのように情報文化学科が
1日をかけて開催した研究発
表によって︑各論文の完成度
は間違いなく向上していると
信じます︒
︵国際文化学科・
教授

就職状況の近況を説明しまし
た︒今年度の就職活動は会社
説明会など採用情報の解禁が
3月︑面接など選考開始が8
月に変更となって短期決戦で
実施されたばかりでしたが︑
来年度は会社説明会の3月は
そのまま変えずに︑採用選考
の解禁日を2カ月前倒しして
6月とする︑2年連続の異例
なスケジュール変更について
も話題となり︑混乱を招くこ
とのないよう︑より密接な情
報交換を確認し合いました︒

新村 蓮（情報システム学科３年）
実行委員長

紅翔祭を
を終えて

完成稿に向けて質疑応答
情報文化学科恒例の卒業論
文中間発表会が 月7日︑本
校︵みずき野キャンパス︶で
開催されました︒全4年生が
卒論の基本的なアイデアや構
成を中間報告という形で発表
する機会です︒
この研究発表によって論文
の構想を整理し︑会場からの
質問やコメントに応答するな
かで︑より良い完成稿に向け
て軌道修正することが期待さ
れています︒教員も当日は全
会場に分散して発表を聞き︑
各論文に対してコメントしま

した2学部制が一定の成果を
上げ︑さらに大学の魅力をい
っそう高め地域に役立ち必要
とされる人材教育に努めたい
と話し︑採用活動に協力いた
だいている企業の関係者に感
謝の意を表しました︒講演会
では荒俣氏がその博学ぶりを
披露して広範な話題が尽き
ず︑皆さん時間を忘れ聴き入
っていました︒
懇親会では和やかに情報交
換などが繰り広げられ︑小林
満男就職指導委員長︵情報シ
ステム学科教授︶ら教職員が
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︵情報システム学科・
教授 近藤 進︶

18

10

15

﹁ 視 覚 の シ ミュレ ー ション ﹂

20

情報文化学科

11

河原研究室では︑ブース展
示およびセミナー講演を行い
ま し た ︒ 昨 年は﹁ み ま も り ロ
ボ ット﹂
﹁ＣＧによる手話学
習ソフト﹂﹁視覚のシミュレ
ーション﹂の3つの内容を展
示しましたが︑今年はその中
から﹁視覚のシミュレーショ
ン﹂に絞って発表しました︒
﹁視覚のシミュレーション﹂
は︑色覚に障がいがある人の
見え方や︑視力が悪い人の見
え方を画像処理でシミュレー
トしたものです︒もともとは
２００６年度の卒業研究のア
イデアに基づいた研究です︒
視力が悪い人は︑眼鏡やコ
ンタクトレンズなどを用いる

263社が参加し企業懇談会

企業︑団体の代表者や採用
担当者と本学教職員が情報交
換する企業懇談会が 月
日︑ＡＮＡクラウンプラザホ
テル新潟で開催されました︒
回目の今年度は２６３社︑
３８５人の皆さんに参加いた
だきました︒恒例の講演会に
は荒俣宏氏︵作家・博物学者
・武蔵野美術大学客員教授︶
を迎え﹁自分を磨く・好奇心
を楽しむ﹂と題し講演してい
ただきました︒
本学を代表して平山学長
が︑創立 周年を期して創設
11

11

80

20

恒例の卒論中間発表会

異例の日程変更でも情報交換

50

20

80

就職近況を説明、協力に感謝

過去最高の1万5,000人が来場

2研究室の展示に人気
﹁光受信機を作ってリモ 路の製作を体験し︑参加者
コ ン の 光 を き い て み よ う はペアを組み︑一人が光送
！﹂│情報システム学科近 信機もう一人が光受信機を
藤研究室の学生6人が︑﹁青
分ほどかけて作りまし
少 年 の た め の 科 学 の 祭 典 ﹂ た︒光受信機に向けて家庭
新潟県大会︵ 月5︑6日 用リモコンのボタンを押す
・長岡市のアオーレ長岡︶ と︑見えない赤外光でブツ
にてブースを出展︑両日の ブツとデジタル音が聞こえ
参加者は1万人を超えまし る こ と を 確 認 し て い ま し
た︒
た︒次に︑スマホからの音
ブースでは半田付けしな 楽を送信機でいったんＬＥ
いで回路
Ｄの光に
を組める
して送信
ブ レ ッ ド 光通信の演出に歓声
し︑その
ボードを
光を受信
用いて︑
近藤研究室の６人が出展 機で電気
電気光回
に変え︑
スピーカーからその音楽が
聞こえると︑参加者から歓
声が上がりました︒
さらに︑光ファイバーで
ＬＥＤと受信機のフォトト
ランジスタを結ぶと︑スマ
ホからの音楽がスピーカー
から流れ︑実際の光通信が
このように行われているこ
とを学びました︒
12
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を出展しました︒
ブースを訪れた人に︑自分
で食べた朝食で実際の使用方
法を体験していただき︑前年
より多くの方々に大きな関心
を持っていただきました︒年

容をできるだけ正確に
紹介したところ︑難し
いとの評価でしたの
で︑今回は操作方法と︑計算
結果の利用に関する説明に焦
点を当てた説明としました︒
計算結果に栄養バランスをグ
ラフで表示できる機能を追加
したこともあって︑分かりや

﹁秤が無くても使える栄養計算ＤＢ﹂
前年に引き続き︑本学卒業
生の増野里江子さん︵２００
２年度卒・現㈱ソネット︶が
作成した栄養計算データベー
ス︵ＤＢ︶を紹介するブース

すかったとの意見をいただく
ことができました︒
で﹁栄養
このＤＢは google
計算﹂の1キーワードで検索
すると︑この1年の間︑大企
業のページを抑えて1位に表
示されます︒アクセス解析を
行うと︑東京・大阪などの大
都市ばかりで︑新潟からの利

栄養バランスをグラフで表示
朝食のデータに中高年が関心
代は健康が気になる 歳から
歳代の方や親子の方が多か
ったのですが︑１人 分程度
かかるにもかかわらず︑熱心
にパソコン︵ＰＣ︶に向かっ
ておられました︒ 代を含め
ＰＣを自分で操作できる方が
多かったのには驚きました︒
前年は発表会場でＤＢの内

用は限られています︒今回︑
新潟市でもニーズがあること
を確認できたので︑説明や利
用方法をよりやさしくして︑
新潟地域からの利用を促進す
る努力を今後も続けたいと思
います︒
︵情報システム学科・
教授 高木 義和︶

ゆう

小宮山

智志

編集後記に代えて

げん

湧源
入試・広報委員長
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﹁福祉・介護・健康フ
ェア2015﹂︵ 月
日・朱鷺メッセ︶に︑本
学から情報システム学科
の高木︑河原両研究室が
前年に引き続き出展しま
した︒当日は１４５企業
・団 体 が 参 加し︑過 去 最 高
の約１万５０００人が来
場して大いににぎわい︑
両研究室のユニークな内
容のブースにも多くの人
が訪れました︒

USBカメラで映した
映像を︑
視力が悪い人︑
色覚に障がいがある人
の見え方にすることができま
す︒また︑ヘッドマウントデ
ィスプレイにカメラを装着す
ることにより︑見ている方向
の画像がそのような処理をし

11

ことで普通の視力で見ること
ができ︑色覚に障がいのある
人も︑特定の機材を用いるこ
とによって完全ではありませ
んが普通の視力を体験するこ

11 10

色覚の異常な見え方など体験
福祉関係者から有意義な感想

10

の方や実際に福祉・介護に携
わっている方々の感想やアド
バイスが得られ︑今後の研究
を続けていくうえで有意義な
時間となりました︒

本学の師走は︑卒業研究の締め切り
月です︒学内のＰＣの前では︑真剣な
顔つきで論文を執筆している多くの学
生たちの姿を見ることができます︒卒
業研究は︑
学生が自分でテーマを選び︑
4年間の集大成として︑新しい知識を
創造します︒
本学では︑両学部ともに卒業論文が
必修です︒つまり︑全員が卒業論文を
執筆します︒今の日本で︑全学部の全
員が卒業論文を執筆する大学がどれほ
どあるでしょうか︒これは本学が誇れ
る点の一つだと考えています︒
卒業論文は︑1年以上かけて多くの
文献を読み︑調査・実験し︑分析し︑
そして考え抜き︑執筆します︒論文で
求められる高いオリジナリティーや︑
根拠に基づいた議論は︑
彼らが生きる︑
情報化・国際化がさらに進んだ これ
からの世界 では︑より重要性が増す
でしょう︒さらに︑3年生までの数週
間のレポートと違い︑計画性︑そして
なにより自己を律する克己心が求めら
れます︒卒業後︑教員はいません︒一
人で歩んでいく旅立ちのイニシエーシ
ョンです︒
今日︑私は東京に出張なのですが︑
ゼミのLINEを見ると︑お互いに草
稿をチェックし合っているようです︒
もう︑私の出番はなさそうです︒これ
からは教員︱学生の関係ではなく︑お
互いに地域人・地球市民として︑共に
新潟に︑世界に貢献していこう︒今日
も︑情報文化の発展と世界平和の実現
を確信することができた幸せな一日で
した︒

22

︵情報システム学科・
講師 河原 和好︶

10

た画像とするようなシステム
も作成しました︒体験してく
ださった方からは興味深い︑
今後に役立ちそう︑というよ
うな感想をいただきました︒
フェアに参加することによ
って︑研究を行っているだけ
では得られないような︑一般

越智 敏夫︶

第 回紅翔祭︵ 月 ・ 日︶
が無事終了しました︒ 日には
雨と強風の荒天となり︑途中か
ら幾つかテントを畳まなければ
ならないアクシデントはありま
したが︑大きなけがもなく︑ほ
っと一安心しております︒
今年度も多くの模擬店が並
び︑
イベントが繰り広げられ︑
多
くの皆さんにご来場いただきキ
ャンパスが活気に満ちました︒
日には︑西区大農業まつりを
合同開催させていただきまし
た︒朝から多くの方々にご来場
いただき︑泥付き大根３千本余
りと豚汁も完売などと大変なに
ぎわいでした︒ご協力いただい
たＪＡ・西区役所の方々には大
変お世話になりました︒
そして︑父母会・みずき会の
後援で開催された文化講演会で
は︑漫画家・俳優の蛭子能収氏
をお招きしていただきました︒
生い立ちや現在人気となるまで
の人生を語り1時間ほど質問コ
ーナーとなりましたが︑会場か
ら終始笑声が聞こえる非常に楽
しい講演となりました︒
2年間実行委員長を務めさせ
ていただきましたが︑やはり人
の協力なしでは
イベントやプラ
ンはうまく立ち
行かないという
ことを実感いた
しました︒お互
いが気遣いなが
ら欠点を埋める
よう協力し補え
ば︑そのイベン
トは良い方向へ
と向かうでしょ
う︒非常に大切
なことを学べた
と思います︒

協力すること…大切なことを学ぶ

とができます︒しかし︑視力
が良い人や色覚に障がいがな
い人は︑そうでない場合を体
験することは難しいです︒
今回の展示では︑その体験
ができるようなPCによるシ
ミュレーションソフトを開発
しました︒PCに接続した

した︒
この発表会には3年生によ
って全て運営されるという特
徴もあります︒１２４人の発
表をテーマ別に 教室に分
け︑各教室では司会︑タイム
キーパーなど4人の運営委員
が研究発表の進行を担当しま
す︒当日使用するプログラム
の作成や︑パワーポイントな
どのための機材設置も含めた
会場設営も運営委員によって
行われます︒今年度は総勢
人の3年生が運営委員を務
め︑開会式︑閉会式も正・副
の運営委員長が司会を担当し
ました︒
研究論文に完璧な完成度と
いうものはありません︒しか
しこのように情報文化学科が
1日をかけて開催した研究発
表によって︑各論文の完成度
は間違いなく向上していると
信じます︒
︵国際文化学科・
教授

就職状況の近況を説明しまし
た︒今年度の就職活動は会社
説明会など採用情報の解禁が
3月︑面接など選考開始が8
月に変更となって短期決戦で
実施されたばかりでしたが︑
来年度は会社説明会の3月は
そのまま変えずに︑採用選考
の解禁日を2カ月前倒しして
6月とする︑2年連続の異例
なスケジュール変更について
も話題となり︑混乱を招くこ
とのないよう︑より密接な情
報交換を確認し合いました︒

新村 蓮（情報システム学科３年）
実行委員長

紅翔祭を
を終えて

完成稿に向けて質疑応答
情報文化学科恒例の卒業論
文中間発表会が 月7日︑本
校︵みずき野キャンパス︶で
開催されました︒全4年生が
卒論の基本的なアイデアや構
成を中間報告という形で発表
する機会です︒
この研究発表によって論文
の構想を整理し︑会場からの
質問やコメントに応答するな
かで︑より良い完成稿に向け
て軌道修正することが期待さ
れています︒教員も当日は全
会場に分散して発表を聞き︑
各論文に対してコメントしま

した2学部制が一定の成果を
上げ︑さらに大学の魅力をい
っそう高め地域に役立ち必要
とされる人材教育に努めたい
と話し︑採用活動に協力いた
だいている企業の関係者に感
謝の意を表しました︒講演会
では荒俣氏がその博学ぶりを
披露して広範な話題が尽き
ず︑皆さん時間を忘れ聴き入
っていました︒
懇親会では和やかに情報交
換などが繰り広げられ︑小林
満男就職指導委員長︵情報シ
ステム学科教授︶ら教職員が
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情報文化学科
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河原研究室では︑ブース展
示およびセミナー講演を行い
ま し た ︒ 昨 年は﹁ み ま も り ロ
ボ ット﹂
﹁ＣＧによる手話学
習ソフト﹂﹁視覚のシミュレ
ーション﹂の3つの内容を展
示しましたが︑今年はその中
から﹁視覚のシミュレーショ
ン﹂に絞って発表しました︒
﹁視覚のシミュレーション﹂
は︑色覚に障がいがある人の
見え方や︑視力が悪い人の見
え方を画像処理でシミュレー
トしたものです︒もともとは
２００６年度の卒業研究のア
イデアに基づいた研究です︒
視力が悪い人は︑眼鏡やコ
ンタクトレンズなどを用いる

263社が参加し企業懇談会

企業︑団体の代表者や採用
担当者と本学教職員が情報交
換する企業懇談会が 月
日︑ＡＮＡクラウンプラザホ
テル新潟で開催されました︒
回目の今年度は２６３社︑
３８５人の皆さんに参加いた
だきました︒恒例の講演会に
は荒俣宏氏︵作家・博物学者
・武蔵野美術大学客員教授︶
を迎え﹁自分を磨く・好奇心
を楽しむ﹂と題し講演してい
ただきました︒
本学を代表して平山学長
が︑創立 周年を期して創設
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過去最高の1万5,000人が来場

2研究室の展示に人気
﹁光受信機を作ってリモ 路の製作を体験し︑参加者
コ ン の 光 を き い て み よ う はペアを組み︑一人が光送
！﹂│情報システム学科近 信機もう一人が光受信機を
藤研究室の学生6人が︑﹁青
分ほどかけて作りまし
少 年 の た め の 科 学 の 祭 典 ﹂ た︒光受信機に向けて家庭
新潟県大会︵ 月5︑6日 用リモコンのボタンを押す
・長岡市のアオーレ長岡︶ と︑見えない赤外光でブツ
にてブースを出展︑両日の ブツとデジタル音が聞こえ
参加者は1万人を超えまし る こ と を 確 認 し て い ま し
た︒
た︒次に︑スマホからの音
ブースでは半田付けしな 楽を送信機でいったんＬＥ
いで回路
Ｄの光に
を組める
して送信
ブ レ ッ ド 光通信の演出に歓声
し︑その
ボードを
光を受信
用いて︑
近藤研究室の６人が出展 機で電気
電気光回
に変え︑
スピーカーからその音楽が
聞こえると︑参加者から歓
声が上がりました︒
さらに︑光ファイバーで
ＬＥＤと受信機のフォトト
ランジスタを結ぶと︑スマ
ホからの音楽がスピーカー
から流れ︑実際の光通信が
このように行われているこ
とを学びました︒
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期

国際学部
国際文化学科

新 潟
上 越
2月 2日㈫
長 岡
35 1月22日㈮
新発田

情報文化学部
情報システム学科10 2月24日㈬
国際学部
国際文化学科

10 3月 8日㈫

国際文化学科

10 2月12日㈮

潟

平成28年1月
16日㈯、17日㈰の
大学入試
センター試験を
受験していること

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

企業懇談会で263社と情報交換
完成稿に向け卒論中間発表会

Facebookページ

https://www.facebook.com/nuis.face
新潟国際情報大学 学報

国際・情報

平成28年1月発行

2015年度 No.4

@nuis-line3111

LINEの「友だち追加」から
「ID検索」で登録

5番以内

国際学部 国際文化学科

3番以内

※詳細は「平成28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。

森本 恵理子

故郷の人たちに笑顔を

ています︒
私は今︑故郷に住む人たちの
笑顔を少しでも増やす︑という
目標を掲げ︑走り始めたところ
です︒どんなにつらい場面や予
測できない状況に出合っても︑
その困難を楽しみながら頑張り
続けていこうと思っています︒

（スマートフォン対応）

8面
異文化塾
「イスラーム世界を読み解く」
卒業生の便り

湧源・編集後記に代えて

情報文化学部 情報システム学科

はできたばかりで︑１期生
として教員の方々と︑そし
て仲間と︑サークルや大学
のカラーを１からつくり上げて
いく貴重な体験をすることがで
きました︒また︑初めて親元を
離れての一人暮らしを経験する
中で︑仲間と出会い︑自由を謳

https://www.nuis.ac.jp

青少年のための科学の祭典に出展

給付対象

給付額
年間
授業料の
半額

市議会議員となった１期生

NUISホームページ

紅翔祭・活気に満ちたキャンパス

3月 4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。※進級年度ごとに審査あり。

大学教授︶の﹁中国のム
スリム女性たち﹂︒中国
に住む２０００万人以上
のムスリムのうち︑約半
数を占める回族を取り上
げます︒最近は中国の海
と陸のシルクロードの中
で重要なアクターとして
注目される回族ですが︑
イスラームやアラビア語
を草の根の学校で学んだ
回族女性がアラビア語通
訳や伝教師として活躍す
る様子が紹介されます︒
第4回
︵2月 日︶
は︑
来日 年を超える 阿利
ジュウルフィカル チ
ョードリ氏︵アンヌール
モスク新潟前会長︶
が﹁在
日ムスリムの生き方﹂に
ついて講演︒日本のよう
な非イスラーム国に住む
ムスリムがどのような問
題を抱えているのか︑ま
た同氏が在日 年の間に
在日ムスリムの生き方に
も変化が起こったのかな
ど︑興味深いお話が聞け
るでしょう︒
第5回
︵３月 日︶
は︑
﹁ジャスミン革命︵アラ
ブの春︶︱その後﹂と題
し小山田が︑中東の民主
化運動の先駆けとなった
チュニジアの革命につい
て話します︒ベン・アリ
独裁政権崩壊後の変化を
たどり︑ノーベル平和賞
を受賞した﹁国民対話カ
ルテット﹂の動きなど︑
今
後の民主化の行方を考え
ます︒

2・3面
平山学長が新潟大会実行委員長に ズームアップ研究室
スペシャルオリンピックス冬季競技 新潟市議会報告でグループ学習
教員の活動
沖縄をテーマに国際理解講演会

6・7面
福祉・介護・健康フェアの展示に人気

2月22日㈪

30

︵国際文化学科・
教授 小山田 紀子︶

4・5面
教員海外研修便り
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3月24日㈭

准教授︶による﹁イスラ
ーム教徒の日常生活﹂︒
イスラーム教の教義︑戒
律︑思想などはクルアー
ンとハディースから導き
出されていること︑具体
的には宗教的義務である
五行や︑食物規定などの
日常生活の規範を守りな
がら生活していることが
説明されました︒女性の
ヴェールのファッション
ショーや集団礼拝の映像
などを交えた興味深いお
話でした︒次回以降は舞
台を中国︑日本︑北アフ
リカへと移します︒
第3回︵1月 日︶は︑
松本ますみ氏︵室蘭工業

CONTENTS

るイスラーム研究は︑ヨ
ーロッパの植民地主義の
視点から︑現在約 億人
とされるイスラーム世界
に対して歪んだイメージ
を植え付けてきました︒
そのため︑イスラーム世
界は理解し難いものだと
いう通念が広がっていま
す︒今こそイスラーム世
界の歴史と文明の真実に
正しく触れ︑その実体を
明らかにすることが求め
られているのです︒
第2回︵ 月5日︶は
青柳かおる氏︵新潟大学

編集部では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。

歴 史 と 文 明 の 真 実 ︑実 体 を 明 ら か に

8面
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2月22日㈪

！
一般入試（前期）で学費給付奨学生を採用！

3月17日㈭

歌しながらも︑その自由には全
て責任がつきまとうということ
を学びました︒
今までの私の人生には成功も
あれば失敗も多くあります︒し
かし失敗こそが人を成長させて
くれると思っていますし︑人生
に無駄なことは何もないと思っ

14

平成28年度一般入試日程の概要とポイント

一般入試（前期・後期）で第2志願制を導入！
！
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。

今年の５月から小千谷市で市
議会議員として活動させていた
だいております︒２児の母とし
て子どもたちをめぐる環境づく
り︑また子どもを産み育てやす
い環境
づくり
を中心
に尽力
しております︒私たちの世代も
親世代となり︑子どもたちを責
任を持って育てていく義務があ
ると感じています︒また︑おじ
いちゃんおばあちゃん世代との
架け橋でもある︑社会的にも重
要な世代になってきました︒
私が入学したとき︑まだ大学

本学と新潟日報社によ
る異文化塾では︑激動す
る中東情勢について暴力
の連鎖に目を奪われるこ
となく︑イスラーム世界
の現状を理解する道を探
ります︒
第1回︵ 月 日︶は
黒田壽郎氏︵国際大学名
誉教授︶による﹁イスラ
ーム世界の歴史と文明﹂
と題する講演が行われま
した︒１４００年の歴史
を持つイスラームの教え
は︑長い歴史の過程で多
くの変遷を重ね︑広大な
地域に広がっています︒
しかし︑﹁オリエンタリズ
ム﹂といわれる欧米によ
11

4面

入 試 の ポ イ ント

情報文化学科 1997年度卒業

﹁いま イスラームの世界を読み解く﹂

3面

新潟市の交流事業で中国・済南市に初の派遣

3月17日㈭

各学部の利用教科・科目の
中から2科目以上選択
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

本学・新潟日報 連携講座「異文化塾」

新たな輝かしい歴史を刻む年に

ＪＡＢＥＥ修了同窓生らが交流会

〜

大学入試
センター
試験利用 国際学部

3月14日㈪ 新

合格者発表日 入学手続期間

【国 語】
国語総合（現代文）
・現代文B
2月 8日㈪
2月 8日㈪
【数 学】
2月19日㈮
数学Ⅰ
・数学A※全範囲から出題
【外国語】
コミュニケーション英語Ⅰ
・
Ⅱ
・Ⅲ
英語表現Ⅰ
・
Ⅱ
〜

情報文化学部
情報システム学科65 1月 5日㈫

情報文化学部
情報システム学科10 1月25日㈪

2面

試験実施教科・科目

募集 情報文化学部／情報システム学科
学部 国際学部／国際文化学科
合格

卒 業 生 の 便 り

平山学長新春あいさつ

後

期

試験日／試験場

※出願期間内消印有効。

〜

［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

前

出願期間

〜

国際 情報

募集人員

〜

Vol.69

入試区分

平成28年度 一般入試日程

〜

学報

30
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新潟国際情報大学 学報

30

国際・情報
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