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交流推進への期待を実感
現地の大学生との交流で
は︑学生たちがとても流ちょ
うに自信を持って日本語を話
している姿が印象的でした︒
また︑各省の政府を訪問した
際︑政府関係者が口にしてい
たのは︑交流の重要性と将来
の日中友好を担う青年への期
待です︒
今回の交流では︑多くの貴
重な経験をし︑素敵な出会い
にも恵まれました︒このとて
も充実した一週間の経験を周りの学生に伝え
て共有し︑日中の友好に少しでも貢献したい
︵国際文化学科 2年 宮下 凌︶
と思います︒

PHOTO：
「冬の使者」
穂苅 周平

本学は昨年 月 日に上越
教育大学と﹁連携・協力に関
する協定﹂を締結しました︒

中華人民共和国駐新潟総領
事館主催の﹁日中友好青年訪
中団﹂の一員として昨年 月
日 か ら 日 まで︑ハ ル ビ ン︑
長春︑大連︑北京の4都市を
訪問しました︒この交流は中
国の風景や人情︑文化に触れ
て相互理解を深め︑日中の将
来を担う青年同士の交流を促
進することが目的です︒主な
内容は省政府の表敬訪問︑大
学 で の 交 流︑日 系 企 業 の 視 察︑
文化観光です︒私は日中の友好交流に関心が
あり︑大学から推薦して頂けたこともあり参
加しました︒

7面

兼副学長︑大庭重治理事
兼副学長が出席しまし
た︒
今回の協定締結を契機
に︑本学で語学や情報処
理などの専門性の高い知
識を身につけた学生が上
越教育大学大学院へ進学
し︑教員免許状を取得す
ることで︑今後︑小学校
で本格的に導入される
﹁英語﹂や﹁プログラミ
ング﹂などに対応できる
教員となることが可能に
なるなど︑有為な人材の
育成につながることが期待さ
れます︒このように教員を目
指す本学の学生が︑上越教育
大学大学院に進
学しやすい環境

平成31年度一般入試日程の概要とポイント

資源の相互活用目指す
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データ活用企画書コンテスト

LINEの「友だち追加」から
「ID検索」で登録

4

駐車場アプリで奨励賞受賞

日中友好青年訪中団ツアー参加

小 学 教 員 志 望 者に道 開 く
カリキュラムの共 同 開 発 も

3面

︵情報システム学科 3年 渡邉 鉄郎︶

学科4年堤凛人︑3年丸山拓
巳の3人でチームを組み︑新
潟を新発見︑活性化するアイ
ディアを考えるところから始
め︑企画を決めました︒
私たちは新潟市の駐車場を
気軽に︑より便利に利用でき
るアプリを提案しました︒駐
車場の過去の統計から今後の
混雑具合の予測や︑入庫時間
を記憶し現在の料金を通知す
るという内容です︒今回の受
賞で︑自分たちがゼロから企画したものが認
められる喜びを感じることができました︒

日本経営学会・本学で初開催
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大連外国語大学の学生と意見を交わす筆者ら

奨励賞を受賞する筆者

24

昨年 月 日︑﹁にいがたデ
ジコングランプリ２０１８﹂
表彰式が新潟日報メディアシ
ップで行われ︑私は﹁オープ
ン デ ー タ 活 用 企 画 書 部 門 ﹂で︑
応募数約８００件の中から奨
励賞を受賞しました︒このコ
ンテストは︑デジタルコンテ
ンツ産業をリードする人材の
育 成︑発 掘 を 目 的 と し て お り︑
今年は﹁新潟の新たな魅力を
新 発 見 する﹂と い う テ ー マ が
掲げられました︒
アントレプレナーシップの醸成を目標にし
た﹁ベンチャービジネス﹂を受講していた同

4・5面
本学と市・地元団体が連携
6・7面
新潟砂丘遊々会
国際理解講演会
「日本建築再考」 ロボ活 in NIIGATA

を整え︑両校の施設や設備を
相互に使えるようにするほ
か︑教育カリキュラムの共同
開発や両校の教職員の勉強
会︑一部の単位免除などを今
後検討する予定です︒
また︑この協定に基づき上
越教育大学大学院に進学する
場合︑大学院入試において筆
記試験の免除や入学金の半額
が免除されるなどのメリット
があります︒詳しくは︑本学
事務局までお問い合わせくだ
さい︒

15

協定書を掲げる上越教育大川崎学長と野崎学長
（左）

創立25周年 飛躍の年に！

31
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この協定は︑本学ならびに上
越教育大学が教員養成︑
教育︑
研究等における人的・物的資
源の相互活用などの連携協力
を推進するとともに︑両大学
の理念や特色を活かした活動
を通して︑我が国及び地域の
発展に寄与することを目的と
するもので す ︒
本学大会議室で行われた締
結式には︑本学の野崎茂学長
や星野元理事長など計6人が
出席し︑上越教育大学からは
川崎直哉学長︑梅野正信理事
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湧源・編集後記に代えて
新潟⇔ベトナム交流の翼
学長 使節団に参加
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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。
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キャンパスからの提言フォーラム優秀賞
糸魚川復興マルシェ
うまさぎっしり
・新潟食の大商談会
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学生の皆さん︑教職員︑ご父母の皆さ
ま明けまし て お め で と う ご ざ い ま す ︒
清々しい気持ちで新たな年を迎えられ
たこととお慶
び申し上げま
す︒

で大会の運営にあたりました︒全国か

翔委員を中心に学生 名を加えた体制

を担当させて頂いた縁を今後の経営情

部経営学科のスタートの年に年次大会

さい大学での開催でした︒経営情報学

小林 満男
︵経営情報学部長︶

ゆう

げん

湧源
西山

茂

編集後記に代えて
入試・広報委員長

また入学試験のシーズンがやってき
た︒受験生にとっては憂鬱なシーズンで
あるが︑実は私にとっても憂鬱なシーズ
ンである︒私は人に色を付けたり選別を
することは得意でないし︑好きでもな
い︒できるだけそのような仕事は避けた
いと思っている︒しかし︑大学の場合︑
受け入れられる学生数は限られており︑
そこにすべての希望者を受け入れてしま
ったら︑学生に対するサービスが低下し
てしまうことは明白である︒これでは受
け入れ側の責任を果たしたことにはなら
ないと自身を諭してこのシーズンに臨ん
入学試験とは若干異なるが︑大学には

でいる︒
定期試験という一種の選抜の仕組みがあ
る︒定期試験でも︑学生に色を付けたり
︵得点︶︑選別︵合否︶をしなければな
らない︒正直︑好きではない︒しかし︑
定期試験で学生に与える評価は︑﹁よく
勉強したね﹂︑﹁もう少し努力が必要だ
ね﹂︑﹁このままではまずいよ︒再度挑
戦しなさい﹂とう学生に対するフィード
バックであるという思いで採点を行って
い る ︒ ﹁ フ ィ ー ド バ ッ ク ﹂は︑﹁ 教 える﹂
と同じくらい重要な教員の仕事であると
思う︒これは避けては通れない︒
ところで︑入学試験で毎年︑筆記具︑
時計︑果ては受験票を忘れる学生がい
る︒一体何をしに来ているのかと不思議
に思う︒生徒諸君︑これらを忘れてきて
も受験の得点に直接影響はしないが︑き
ちんと準備をしてことに臨むということ
は︑今後の人生の極めて重要なスキルで
文末ではあるが︑頑張れ受験生

為せ

あるということを肝に銘じて欲しい︒
ば成る︑である︒

保障政策課書記官のジェ
シカ・バーロー氏による
﹁日本とアメリカの安全
政策について﹂と題する
講演会が開催されまし
た︒
ほぼ満員の聴衆に対し
て同氏は現在の日米関係
における諸事象について
多面的な観点から説明さ
れました︒現役外交官の
こうした発言に対する慣
例として︑具体的な内容
をここでお伝えすること
は避けますが︑現在の日
米関係を考えるうえで非
常に重要な視点を提供し
ていました︒聴衆からの
質疑も具体的な論点に関
連するものばかりで︑質
問に対するバーロー氏の
ものでした︒それらの意

返答も真摯かつ興味深い
見交換もとても真剣なも

日︑新潟中

央キャンパス講堂におい

昨年9月

て米国大使館政治部安全

のとなっていました︒
また講演の終了後︑バ
ーロー氏は本学学生と直
接歓談する時間を設け︑
個々の質問にも時間をか
けて答えていました︒学
生にとっては米国への留
学関連以外にも多くの貴
重なアドバイスを得る機
会となったと思います︒
教授

越智 敏夫︶

︵国際文化学科

2
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けんでん

地域貢献の拠点化目指す
社 会 連 携センター 設 立へ

トづくり︑あるいは記念講演会なども考 を声高に喧伝することもなく地道に推進
えられるでしょう︒前述の﹁建学の理念﹂ してこられた教職員の皆さん︑そして一
を分かり易い言葉で簡潔に表してみる︑ 緒に参加してくださっている学生の皆さ
つまり大学の特徴や性格を表すキャッチ んに敬意を表し︑感謝申し上げる次第で
コピーを作ってみるということも考えら す︒
れます︒そうしたことは若い学生の皆さ
そのうえで︑こうした活動を大学とし
んの鋭敏な感性が得意な分野かも知れま てもう少し組織的に内外の関係者と連携
せん︒いろいろなアイディアの提供も含 し幅広く進めて行くことを考えるべきで
め皆さま方の積極的なご支援︑ご協力を はないかという観点から︑本年4月に本
宜しくお願い申し上げます︒
学 新 潟 中 央 キ ャ ン パ スに﹁ 社 会 連 携 セ ン
タ ー ﹂と い う 組 織 を 立 ち 上 げ る こ と と し
皆さまご案内のとおり︑大学には知的 ております︒これまでも新潟中央キャン
創造を担い教育・研究を通じて社会全体 パスでは﹁エクステンションセンター﹂
の共通基盤を形成するという大きな使命 という組織名称の下︑生涯学習活動とし
が課せられると共に︑最近はその公共的 て公開講座などの各種事業に取組んでき
役割の重要性という観点から﹁大学によ たところでありますが︑この衣替えによ
る社会貢献﹂が求められるようになって り地域や産業界︑経済界との連携を一層
参りました︒本学では早い段階からその 充実させて行きたいと考えているところ
であります︒
そのため
に︑この面で
も皆さまから
様々なアイデ
ィアをお寄せ
いただき︑そ
して積極的な
ご支援やご協
力をいただきたいと思っております︒
このように本年は創立 周年という一
つの区切りを迎える訳ですが︑その記念
事業としてはどちらかというと﹁ソフト﹂
面を見直していくことで︑本学の内面を
充実させていくことに主眼を置くことに
なると思います︒何とぞ宜しくご協力の
ほどをお願い致します︒

て︑4人の県内企業のトップから︑企

ある学会ですが︑本州日本海側での年

日本的経営の現在・未来を議論

全国から４００人超が参加
ら４００名を越える会員が参加され︑

大会委員長

いと考えています︒

報学部の充実︑発展につないでいきた
地

統一論題や各セッションでは積極的な
議論がかわされました︒
特別講演では︑﹁新潟企業の力

!!

25

さぁ︑今年も挑戦すべき課題がこのほ
かにも目白押しです︒課題解決に向けて
一歩一歩前進して行きましょう︒いや︑
今年はひとつ突進して見ませんか︒そう︑
今年は﹁猪﹂年ですから︒

日本経営学会第 回大会が︑新潟国

業の力や地域性︑海外との関わりを中

ハイフォン公立大学
は北部の港湾都市に位
置し︑約１２︐０００
人の学生が学んでいま
す︒
﹁IT﹂や﹁経済﹂な
ど本学と共通の学部を
有し︑高まるニーズに応えるた
め︑日本語教育の拡充を強く望
んでいます︒
会談では両校学長が大学の概
要を説明し︑教員や学生と意見
交換を行いました︒教員から
は︑交換留学やインターンシッ
プについて質問があり︑今後の
関係構築に向けた強い意欲が感
じられました︒

重要性に気付き︑魚沼地域の中学生たち
を対象にした﹁おもしろ数学講座﹂の開
講や十日町市の﹁笹山じょうもん市﹂へ
の協力︑﹁弥彦村土曜学習﹂への参加︑
﹁糸魚川復興マルシェ﹂への協力︑また
新潟市内では本学学生と高校生がICT
を活用し地域の活性化を目指すハイブリ
ッドまちあるき﹁にいがたクエスト﹂の
企画・運営やみずき野地域での赤塚・佐
潟地図研究会への協力とその成果物とし
ての﹁赤塚ガイドブック〜まち歩き＆砂
丘歩き〜﹂作成等々の各種プロジェクト
について︑ボランティア・ベースで積極
的に取組んで参りました︒こうした活動

ハイフォン公 立 大 学 を 表 敬 訪 問

交換留学に強い意欲
産官学連携の実行委員会が主
催する﹁新潟 ベトナム交流
の翼﹂使節団の一員として本学
の野崎茂学長が︑昨年 月 日
から5日間︑ベトナムの2都市
を訪問しました︒ハイフォンで
は市長︑ハイフォン公立大学を
表敬訪問︒ハノイでは日系企業
を視察し︑交流イベントに参加
しました︒

際情報大学︵新潟中央キャンパス＆ＡＮ

年発足の歴史

大会委員会を構成し︑本学より佐々木

次大会は初めてで︑また最も規模の小

日本経営学会は大正

桐子大会事務局長︑阿部聡委員︑土田

り開催されました︒近隣大学の会員で

心に︑各社の経営戦略︑最前線の取り

17

Ａクラウンプラザホテル新潟︶を会場

10

組みについてご講演を頂きました︒

⇔

として昨年9月5日から4日間にわた

ハイフォン公立大関係者と意見交換する
野崎学長
（右側中央）
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域との共存とグローバル展開﹂と題し

ジェシカ・バーロー 氏（米外交官）

27

昨年4月私
たちは国際学
部の下に国際
文化学科︑経
営情報学部の
下に経営学科と情報システム学科という
2学部3学科の新しい体制をスタートさ
せました︒この改編は﹁国際化︑情報化
が進む現代社会において︑環日本海地域
の中核都市新潟で地域の発展に貢献でき
る人材を育成する﹂という建学の理念を
全うし︑より魅力的な大学になるように
と行ったものです︒大きな成果が得られ
るものと期 待 し て お り ま す ︒
そして本年6月︑本学は創立 周年を
迎えます︒現在大学ではこれを記念して
の事業企画を思案中です︒何か形のある
もので現すとしたらこれまでの道のりを
想い起こさせるような簡素なモニュメン

学長 使節団に参加

特別講演を行った県内企業代表の4氏

15
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「日米の安全政策」
を語る

講演するジェシカ・バーロー氏

92
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初開催

日本経営学会

国際関係事業講演会

茂
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新年
ごあいさつ

飛躍の年に
創立25周年
新潟 ⇔ ベトナム交流の翼

学生の皆さん︑教職員︑ご父母の皆さ
ま明けまし て お め で と う ご ざ い ま す ︒
清々しい気持ちで新たな年を迎えられ
たこととお慶
び申し上げま
す︒

で大会の運営にあたりました︒全国か

翔委員を中心に学生 名を加えた体制

を担当させて頂いた縁を今後の経営情

部経営学科のスタートの年に年次大会

さい大学での開催でした︒経営情報学

小林 満男
︵経営情報学部長︶

ゆう

げん

湧源
西山

茂

編集後記に代えて
入試・広報委員長

また入学試験のシーズンがやってき
た︒受験生にとっては憂鬱なシーズンで
あるが︑実は私にとっても憂鬱なシーズ
ンである︒私は人に色を付けたり選別を
することは得意でないし︑好きでもな
い︒できるだけそのような仕事は避けた
いと思っている︒しかし︑大学の場合︑
受け入れられる学生数は限られており︑
そこにすべての希望者を受け入れてしま
ったら︑学生に対するサービスが低下し
てしまうことは明白である︒これでは受
け入れ側の責任を果たしたことにはなら
ないと自身を諭してこのシーズンに臨ん
入学試験とは若干異なるが︑大学には

でいる︒
定期試験という一種の選抜の仕組みがあ
る︒定期試験でも︑学生に色を付けたり
︵得点︶︑選別︵合否︶をしなければな
らない︒正直︑好きではない︒しかし︑
定期試験で学生に与える評価は︑﹁よく
勉強したね﹂︑﹁もう少し努力が必要だ
ね﹂︑﹁このままではまずいよ︒再度挑
戦しなさい﹂とう学生に対するフィード
バックであるという思いで採点を行って
い る ︒ ﹁ フ ィ ー ド バ ッ ク ﹂は︑﹁ 教 える﹂
と同じくらい重要な教員の仕事であると
思う︒これは避けては通れない︒
ところで︑入学試験で毎年︑筆記具︑
時計︑果ては受験票を忘れる学生がい
る︒一体何をしに来ているのかと不思議
に思う︒生徒諸君︑これらを忘れてきて
も受験の得点に直接影響はしないが︑き
ちんと準備をしてことに臨むということ
は︑今後の人生の極めて重要なスキルで
文末ではあるが︑頑張れ受験生

為せ

あるということを肝に銘じて欲しい︒
ば成る︑である︒

保障政策課書記官のジェ
シカ・バーロー氏による
﹁日本とアメリカの安全
政策について﹂と題する
講演会が開催されまし
た︒
ほぼ満員の聴衆に対し
て同氏は現在の日米関係
における諸事象について
多面的な観点から説明さ
れました︒現役外交官の
こうした発言に対する慣
例として︑具体的な内容
をここでお伝えすること
は避けますが︑現在の日
米関係を考えるうえで非
常に重要な視点を提供し
ていました︒聴衆からの
質疑も具体的な論点に関
連するものばかりで︑質
問に対するバーロー氏の
ものでした︒それらの意

返答も真摯かつ興味深い
見交換もとても真剣なも

日︑新潟中

央キャンパス講堂におい

昨年9月

て米国大使館政治部安全

のとなっていました︒
また講演の終了後︑バ
ーロー氏は本学学生と直
接歓談する時間を設け︑
個々の質問にも時間をか
けて答えていました︒学
生にとっては米国への留
学関連以外にも多くの貴
重なアドバイスを得る機
会となったと思います︒
教授

越智 敏夫︶

︵国際文化学科

2
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けんでん

地域貢献の拠点化目指す
社 会 連 携センター 設 立へ

トづくり︑あるいは記念講演会なども考 を声高に喧伝することもなく地道に推進
えられるでしょう︒前述の﹁建学の理念﹂ してこられた教職員の皆さん︑そして一
を分かり易い言葉で簡潔に表してみる︑ 緒に参加してくださっている学生の皆さ
つまり大学の特徴や性格を表すキャッチ んに敬意を表し︑感謝申し上げる次第で
コピーを作ってみるということも考えら す︒
れます︒そうしたことは若い学生の皆さ
そのうえで︑こうした活動を大学とし
んの鋭敏な感性が得意な分野かも知れま てもう少し組織的に内外の関係者と連携
せん︒いろいろなアイディアの提供も含 し幅広く進めて行くことを考えるべきで
め皆さま方の積極的なご支援︑ご協力を はないかという観点から︑本年4月に本
宜しくお願い申し上げます︒
学 新 潟 中 央 キ ャ ン パ スに﹁ 社 会 連 携 セ ン
タ ー ﹂と い う 組 織 を 立 ち 上 げ る こ と と し
皆さまご案内のとおり︑大学には知的 ております︒これまでも新潟中央キャン
創造を担い教育・研究を通じて社会全体 パスでは﹁エクステンションセンター﹂
の共通基盤を形成するという大きな使命 という組織名称の下︑生涯学習活動とし
が課せられると共に︑最近はその公共的 て公開講座などの各種事業に取組んでき
役割の重要性という観点から﹁大学によ たところでありますが︑この衣替えによ
る社会貢献﹂が求められるようになって り地域や産業界︑経済界との連携を一層
参りました︒本学では早い段階からその 充実させて行きたいと考えているところ
であります︒
そのため
に︑この面で
も皆さまから
様々なアイデ
ィアをお寄せ
いただき︑そ
して積極的な
ご支援やご協
力をいただきたいと思っております︒
このように本年は創立 周年という一
つの区切りを迎える訳ですが︑その記念
事業としてはどちらかというと﹁ソフト﹂
面を見直していくことで︑本学の内面を
充実させていくことに主眼を置くことに
なると思います︒何とぞ宜しくご協力の
ほどをお願い致します︒

て︑4人の県内企業のトップから︑企

ある学会ですが︑本州日本海側での年

日本的経営の現在・未来を議論

全国から４００人超が参加
ら４００名を越える会員が参加され︑

大会委員長

いと考えています︒

報学部の充実︑発展につないでいきた
地

統一論題や各セッションでは積極的な
議論がかわされました︒
特別講演では︑﹁新潟企業の力

!!

25

さぁ︑今年も挑戦すべき課題がこのほ
かにも目白押しです︒課題解決に向けて
一歩一歩前進して行きましょう︒いや︑
今年はひとつ突進して見ませんか︒そう︑
今年は﹁猪﹂年ですから︒

日本経営学会第 回大会が︑新潟国

業の力や地域性︑海外との関わりを中

ハイフォン公立大学
は北部の港湾都市に位
置し︑約１２０００人
の学生が学んでいま
す ︒ ﹁ I T ﹂や﹁ 経 済 ﹂
など本学と共通の学部
を有し︑高まるニーズに応える
ため︑日本語教育の拡充を強く
望んでいます︒
会談では両校学長が大学の概
要を説明し︑教員や学生と意見
交換を行いました︒教員から
は︑交換留学やインターンシッ
プについて質問があり︑今後の
関係構築に向けた強い意欲が感
じられました︒

重要性に気付き︑魚沼地域の中学生たち
を対象にした﹁おもしろ数学講座﹂の開
講や十日町市の﹁笹山じょうもん市﹂へ
の協力︑﹁弥彦村土曜学習﹂への参加︑
﹁糸魚川復興マルシェ﹂への協力︑また
新潟市内では本学学生と高校生がICT
を活用し地域の活性化を目指すハイブリ
ッドまちあるき﹁にいがたクエスト﹂の
企画・運営やみずき野地域での赤塚・佐
潟地図研究会への協力とその成果物とし
ての﹁赤塚ガイドブック〜まち歩き＆砂
丘歩き〜﹂作成等々の各種プロジェクト
について︑ボランティア・ベースで積極
的に取組んで参りました︒こうした活動

ハイフォン公 立 大 学 を 表 敬 訪 問

交換留学に強い意欲
産官学連携の実行委員会が主
催する﹁新潟 ベトナム交流
の翼﹂使節団の一員として本学
の野崎茂学長が︑昨年 月 日
から5日間︑ベトナムの2都市
を訪問しました︒ハイフォンで
は市長︑ハイフォン公立大学を
表敬訪問︒ハノイでは日系企業
を視察し︑交流イベントに参加
しました︒

際情報大学︵新潟中央キャンパス＆ＡＮ

年発足の歴史

大会委員会を構成し︑本学より佐々木

次大会は初めてで︑また最も規模の小

日本経営学会は大正

桐子大会事務局長︑阿部聡委員︑土田

り開催されました︒近隣大学の会員で

心に︑各社の経営戦略︑最前線の取り

17

Ａクラウンプラザホテル新潟︶を会場

10

組みについてご講演を頂きました︒

⇔

として昨年9月5日から4日間にわた

ハイフォン公立大関係者と意見交換する
野崎学長
（右側中央）

新潟国際情報大学 学報
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域との共存とグローバル展開﹂と題し

ジェシカ・バーロー 氏（米外交官）

27

昨年4月私
たちは国際学
部の下に国際
文化学科︑経
営情報学部の
下に経営学科と情報システム学科という
2学部3学科の新しい体制をスタートさ
せました︒この改編は﹁国際化︑情報化
が進む現代社会において︑環日本海地域
の中核都市新潟で地域の発展に貢献でき
る人材を育成する﹂という建学の理念を
全うし︑より魅力的な大学になるように
と行ったものです︒大きな成果が得られ
るものと期 待 し て お り ま す ︒
そして本年6月︑本学は創立 周年を
迎えます︒現在大学ではこれを記念して
の事業企画を思案中です︒何か形のある
もので現すとしたらこれまでの道のりを
想い起こさせるような簡素なモニュメン

学長 使節団に参加

特別講演を行った県内企業代表の4氏

15

国際・情報
新潟国際情報大学 学報

3

「日米の安全政策」
を語る

講演するジェシカ・バーロー氏

92

13

本学で
初開催

日本経営学会

国際関係事業講演会

茂
野崎
学長

新年
ごあいさつ

飛躍の年に
創立25周年
新潟 ⇔ ベトナム交流の翼

土の芸術祭２０１

げ︑新潟市﹃水と

新 潟 砂 丘 遊々会
新潟砂丘や
佐潟が赤塚の
８﹄の市民プロジ
ェクトに参加しま
した︒新潟市西区
役所と地元の団体
で作成した﹃赤塚
ガイドブック〜ま
ち歩き＆砂丘歩き
〜﹄を活用し︑赤
塚の良さを発見し
発信するため︑砂
丘ウォーキングル
ートの清掃︑見晴
らしの丘展望台へ

国際理解講演会

邱 明民 氏﹁日本建築再考﹂
昨年 月 日︑財団法人大河文化
基金会理事長・邱明民氏による︑﹁日
本建築再考﹂をテーマとした国際理
解講演会を新潟中央キャンパスで開

はなく映画を制作し国際的に建物を
アピールする氏の手腕に︑﹁いかに
建物を活かすか﹂という 経営 の
発想が私たちに欠けているのではな
いかと気づかされました︒
来場者からは﹁先生の意欲にとて
も感動した︒現地に行ってみたい﹂
﹁新潟でも古民家の魅力を再興でき
るよう頑張りたい﹂﹁日台交流のた

︵情報システム学科
４年 田中 祐多︶

のお言葉をいただいたので︑
今後も積極的に関わっていき
たいと思います︒

︵国際交流委員長 小宮山 智志
経営学科 准教授︶

めに先生を応援したい﹂という︑今
後の日台交流︑新潟の国際観光振興
につながる力強い声を頂きました︒

さん
︵情報システム学科︶
が優秀賞
は就活が堅苦しいこと︑わずかな時
間の面接で落とされることにストレ
スを感じ︑企業側には︑求める人材
と受験する学生の不一致にストレス
があることが分かりました︒
この調査結果から︑バーベキュー

と会社説明会を組み合わせ︑学生と
企業がお互いを深く知ることができ
る﹁ジュー活﹂を提案し︑優秀賞を
受賞しました︒
新潟市の雇用政策担当の方にも評価
していただき︑雇用政策の改善に学
生側からのアドバイスを求めたいと

進を手伝うことでした︒私は野
澤食品工業を担当し︑味噌・し
ょうゆをメインに企業のバイヤ
ーに商品を紹介しました︒
私は商談会への参加を通じて
2つのことを学びました︒それ

︵情報システム学科 3年 斉藤 優雅︶

込むことが出来ないからです︒
商談会でしか学べない貴重な経
験だと感じています︒
この学びを活かし︑今後も経営
学の勉強に一層励んでいきたい
と思います︒

しいスピーチで︑本学国際文化学科の小林
伊織講師︵審査委員長︶らによる審査の結
果︑最優秀賞1名︑優秀賞2名などが決ま
りました︒
審査の間︑本学学生の国際交流ファシリ

は︑
﹁ 企 業 が 商 品 に 込 め る 想い﹂
と︑﹁ バ イ ヤ ー の ニ ー ズ﹂を 的 確
に理解することの大切さです︒
企業がこの商品を売りたいのは
なぜか︑またバイヤーは何を求
めて商談会に来るのか︑どちら
も理解しなければ︑うまく売り

一次選考を通過した県内6校6人が﹁あな
たが描く 新潟 の未来﹂をテーマに︑5
分以内のスピーチを行いました︒審査は発
表内容︑英語での質疑応答などの総合評価
によって行われましたが︑いずれも素晴ら

テーターの進行で交流会が行われました︒
参加者は6チームに分かれ︑聖徳太子ゲー
ムや伝言ゲームなどで交流し︑ファシリテ
ーターの学生と一緒に︑各国の珍しいお菓
子を食べながら留学の体験談や異文化理解
について歓談しました︒参加した高校生に
は︑本学の多様な留学制度や留学の楽しさ
を伝えることができました︒

6校6人が﹁新潟の未来﹂をスピーチ

国際交流フェアが昨年 月 日︑新潟中
央キャンパスで開催され︑第4回新潟県高
校生英語スピーチコンテストと本学学生に
よる交流会が行われました︒
スピーチコンテストはこの日が本選で︑

人が学生サポーターとして参加
しました︒
学生サポーターの役割は︑担
当企業を事前に訪問して︑企業
理念や商品のマーケティング戦
略を理解し︑商談会当日にブー
スを訪れるバイヤーへの販売促

商品に込める
企業・バイヤーの想い学ぶ

にいがた産業創造機構︵ＮＩ
ＣＯ︶主催の﹁うまさぎっしり
新潟・食の大商談会in池袋﹂
が昨年9月7日︑東京・池袋サ
ンシャインホールで開かれ︑私
を含む藤田美幸ゼミナールの

うまさぎっしり・新潟食の大商談会

﹁就活頑張り隊﹂を結成し︑若者の
﹁就活ストレス﹂を解消する取り組
みの提案を目指しました︒
若者が就活のどこにストレスを感
じているのか︑そして企業のストレ
スは何なのかを把握するためにアン
ケート調査を実施︒その結果︑若者

﹁ジュー活﹂で就職ストレス解消を提案

社会問題の解決策を提案して︑よ
りよい新潟市の実現に貢献するた
め︑昨年8月 日新潟市役所で開催
された市主催の﹁キャンパスからの
提言フォーラム﹂に参加しました︒
私は新潟県立大学の参加者と共同で

田中祐多

キャンパスからの提言フォーラム

催しました︒
日本では維持できなかった古民家
を︑台湾に移築し維持することがな
ぜ可能なのか︒ただ保存するだけで

なぜ日本の古民家が台湾に移築できたのか

11

人々の生活と
どのように結
びついている
のかを学び︑
楽しむことを
目的として︑
昨年6月に赤
塚郷土研究
会 ︑赤 塚・佐 潟
歴史ガイド︑
赤塚・中原邸
保存会︑佐潟
と歩む赤塚の
の東屋設置︑砂丘
ウォーキングの実
施︑シンポジウム
及びワークショッ

日台交流への思いを語る邱明民氏

4
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会の代表・会
員及び本学の
教員︑学生を
会員とする新
シンポジウムでは︑本

プを開催しました︒
学国際文化学科の澤口晋
一教授から新潟砂丘に関
する最新の研究成果を皮
切りに︑日本フットパス
協会理事の神谷由紀子氏
及び路地連新潟・代表の
野内隆裕氏による講演が
ありました︒その後︑地
元団体の代表によるパネ

教授︶

ルディスカッションが行
われました︒
︵新潟砂丘遊々会
事務局 小林 満男
情報システム学科

26
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味噌をバイヤーに紹介する筆者
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潟砂丘遊々会を立上

設置した見晴らしの丘﹁遊々亭﹂
からの景観

能水商店の松本
将史さんは﹁お客
様は﹃商品が何か
ら作られている
か﹄ということよ
りも︑﹃どう使う

のか﹄ということ

に関心がありま

す︒商品は作るこ

とより売ることの

方がずっと難し

い﹂と語っていま
経営者の方は皆

した︒

さん地元の良さを
伝えたい︑元気に
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一印かまぼこ屋代表者の話を聞くゼミ生

本学と市・地元団体が連携
糸魚川復興マルシェ

土の芸術祭２０１

げ︑新潟市﹃水と

新 潟 砂 丘 遊々会
新潟砂丘や
佐潟が赤塚の
８﹄の市民プロジ
ェクトに参加しま
した︒新潟市西区
役所と地元の団体
で作成した﹃赤塚
ガイドブック〜ま
ち歩き＆砂丘歩き
〜﹄を活用し︑赤
塚の良さを発見し
発信するため︑砂
丘ウォーキングル
ートの清掃︑見晴
らしの丘展望台へ

国際理解講演会

邱 明民 氏﹁日本建築再考﹂
昨年 月 日︑財団法人大河文化
基金会理事長・邱明民氏による︑﹁日
本建築再考﹂をテーマとした国際理
解講演会を新潟中央キャンパスで開

はなく映画を制作し国際的に建物を
アピールする氏の手腕に︑﹁いかに
建物を活かすか﹂という 経営 の
発想が私たちに欠けているのではな
いかと気づかされました︒
来場者からは﹁先生の意欲にとて
も感動した︒現地に行ってみたい﹂
﹁新潟でも古民家の魅力を再興でき
るよう頑張りたい﹂﹁日台交流のた

︵情報システム学科
４年 田中 祐多︶

のお言葉をいただいたので︑
今後も積極的に関わっていき
たいと思います︒

︵国際交流委員長 小宮山 智志
経営学科 准教授︶

めに先生を応援したい﹂という︑今
後の日台交流︑新潟の国際観光振興
につながる力強い声を頂きました︒

さん
︵情報システム学科︶
が優秀賞
は就活が堅苦しいこと︑わずかな時
間の面接で落とされることにストレ
スを感じ︑企業側には︑求める人材
と受験する学生の不一致にストレス
があることが分かりました︒
この調査結果から︑バーベキュー

と会社説明会を組み合わせ︑学生と
企業がお互いを深く知ることができ
る﹁ジュー活﹂を提案し︑優秀賞を
受賞しました︒
新潟市の雇用政策担当の方にも評価
していただき︑雇用政策の改善に学
生側からのアドバイスを求めたいと

進を手伝うことでした︒私は野
澤食品工業を担当し︑味噌・し
ょうゆをメインに企業のバイヤ
ーに商品を紹介しました︒
私は商談会への参加を通じて
2つのことを学びました︒それ

︵情報システム学科 3年 斉藤 優雅︶

込むことが出来ないからです︒
商談会でしか学べない貴重な経
験だと感じています︒
この学びを活かし︑今後も経営
学の勉強に一層励んでいきたい
と思います︒

しいスピーチで︑本学国際文化学科の小林
伊織講師︵審査委員長︶らによる審査の結
果︑最優秀賞1名︑優秀賞2名などが決ま
りました︒
審査の間︑本学学生の国際交流ファシリ

は︑
﹁ 企 業 が 商 品 に 込 め る 想い﹂
と︑﹁ バ イ ヤ ー の ニ ー ズ﹂を 的 確
に理解することの大切さです︒
企業がこの商品を売りたいのは
なぜか︑またバイヤーは何を求
めて商談会に来るのか︑どちら
も理解しなければ︑うまく売り

一次選考を通過した県内6校6人が﹁あな
たが描く 新潟 の未来﹂をテーマに︑5
分以内のスピーチを行いました︒審査は発
表内容︑英語での質疑応答などの総合評価
によって行われましたが︑いずれも素晴ら

テーターの進行で交流会が行われました︒
参加者は6チームに分かれ︑聖徳太子ゲー
ムや伝言ゲームなどで交流し︑ファシリテ
ーターの学生と一緒に︑各国の珍しいお菓
子を食べながら留学の体験談や異文化理解
について歓談しました︒参加した高校生に
は︑本学の多様な留学制度や留学の楽しさ
を伝えることができました︒

6校6人が﹁新潟の未来﹂をスピーチ

国際交流フェアが昨年 月 日︑新潟中
央キャンパスで開催され︑第4回新潟県高
校生英語スピーチコンテストと本学学生に
よる交流会が行われました︒
スピーチコンテストはこの日が本選で︑

人が学生サポーターとして参加
しました︒
学生サポーターの役割は︑担
当企業を事前に訪問して︑企業
理念や商品のマーケティング戦
略を理解し︑商談会当日にブー
スを訪れるバイヤーへの販売促

商品に込める
企業・バイヤーの想い学ぶ

にいがた産業創造機構︵ＮＩ
ＣＯ︶主催の﹁うまさぎっしり
新潟・食の大商談会in池袋﹂
が昨年9月7日︑東京・池袋サ
ンシャインホールで開かれ︑私
を含む藤田美幸ゼミナールの

うまさぎっしり・新潟食の大商談会

﹁就活頑張り隊﹂を結成し︑若者の
﹁就活ストレス﹂を解消する取り組
みの提案を目指しました︒
若者が就活のどこにストレスを感
じているのか︑そして企業のストレ
スは何なのかを把握するためにアン
ケート調査を実施︒その結果︑若者

﹁ジュー活﹂で就職ストレス解消を提案

社会問題の解決策を提案して︑よ
りよい新潟市の実現に貢献するた
め︑昨年8月 日新潟市役所で開催
された市主催の﹁キャンパスからの
提言フォーラム﹂に参加しました︒
私は新潟県立大学の参加者と共同で

田中祐多

キャンパスからの提言フォーラム

催しました︒
日本では維持できなかった古民家
を︑台湾に移築し維持することがな
ぜ可能なのか︒ただ保存するだけで

なぜ日本の古民家が台湾に移築できたのか

11

人々の生活と
どのように結
びついている
のかを学び︑
楽しむことを
目的として︑
昨年6月に赤
塚郷土研究
会 ︑赤 塚・佐 潟
歴史ガイド︑
赤塚・中原邸
保存会︑佐潟
と歩む赤塚の
の東屋設置︑砂丘
ウォーキングの実
施︑シンポジウム
及びワークショッ

日台交流への思いを語る邱明民氏
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一印かまぼこ屋代表者の話を聞くゼミ生

本学と市・地元団体が連携
糸魚川復興マルシェ

ＮＩＩＧＡＴＡ

in

況でした︒本学でも数年前から小学生

向けプログラミング教室を開催してお

り︑今後の参考にしていきた

日︶ 藤 本
プログラミングに挑戦する小学生を見守る筆者(真ん中が動かすロボット）

いと思います︒

月

24

︵情報システム学科
講師 河原 和好︶

第4回︵

直 生 氏︵ 本 学 国 際 文 化 学 科 准

教 授 ︶﹁ 世 界 の テ ィ ー ム テ ィ

ミクロ︑
ーチング ︱マクロ︑

メソ視点からのパートナーシ

ップの分析﹂

今後は︑引き続き学外から

講師を招へいするとともに︑

国際学部 国際文化学科
上位3名
半期
授業料の
経営学科
上位3名
経営情報
半額
学部
情報システム学科 上位2名

ここ数年で国際学部に新たに

給 付対象

10

ロボ活

講演とプログラミング教室開催

20

㎝くらいのモバ

イル型ロボット﹁ロボホン﹂の動作を︑

人が参加しました︒

in

﹁歩く﹂﹁しゃべる﹂などの機能を持

ＮＩＩＧ Ａ Ｔ Ａ ﹂ が 昨

日︑本学などが主催して県立

ロボットを地域活性化につなげる﹁

月

ロボ活

年

ったブロックを組み合わせてプログラ

自然科学館

ミングしました︒﹁佐渡おけさ﹂の音

必修化に備え小学生も挑戦

は︑ロボットクリエイター高橋智隆さ

楽に合わせた振り付けなどを作成する

で行われま

んが﹁ロボット時代の創造﹂と題して

した︒

講演し︑約２００人の聴衆に﹁5年以

グループワークを行って発表し︑1チ

第1部で

内に一人一台小型ロボット端末を持ち

ームに優秀賞を贈呈しました︒

２０２０年度から小学校でプログラ

ミング教育が必修化されることもあ

り︑講演もプログラミング教室も大盛

歩く未来が来るようにしたい﹂と語り

第2部では︑小学校高学年を対象に

ました︒

したプログラミング教室が行われ︑

平田

ランス・アルジェリア関係史

日︶

︱ 脱 植 民 地 化 と﹃ 引 揚 者 ﹄の

中心に﹂

第2回︵9月

オリザ氏︵劇作家・演出家︶

﹁広場と対話のレッスン︱対

佐藤

話とアートで地域をつくる﹂

日︶

24

国際学部では︑教員・研究

者間の研究・教育に関する情

報交換とその質的向上を目的

として︑スタッフセミナーを

毎年開催 し て い ま す ︒

今 年 度は︑以 下 の 講 師 と テ

ー マ で︑ 月 ま で に 4 回 実 施

月

2科目以上選択

平成31年
3月15日㈮〜
3月22日㈮

第3回︵

外国語

平成31年
3月15日㈮

大介氏︵ノーニュークス・ア

学

×

語

一般入試
（前期）
の試験結果から、成績上位
者に、半期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。 ※毎学期終了時ごとに審査あり。
給付額

×

数

潟

一般入試
（前期）
で
学費給付
奨学生を
採用！
！

しました ︒

平成31年
2月22日㈮〜
3月 1日㈮

第1志望の学部・学科が合格になら
なかった場合には第3志望までの学
第3志願制を導入！
！ 部・学科で合否判定を行います。

加わった教員たちによる研究

平成31年
2月22日㈮

ジアフォーラム・ジャパン事

各学部・学科の
利用教科・科目の
中から
2科目以上選択

小山

外国語

一般入試

（前期・後期）
で

山田 裕史︶

平成31年
2月 9日㈯〜
2月15日㈮

日︶

学

2科目以上選択

国
新

平成31年
2月 9日㈯

語

第1回︵7月

数

19

23

学外からも講師を招へい

入 試 の ポ イ ント

講師

平成31年1月
19日㈯、20日㈰の
大学入試センター試験を
受験していること

国

入学手続期間

発表を行う予定です︒

新 潟
上 越
長 岡
新発田

合格発表日

務局長︶﹁脱原子力の東アジ

平成31年
2月2日㈯

試験実施教科・科目

10

30

11

合格

︵国際文化学科

試験地

18

10

多彩なテーマで4回開催

ア国際ネットワークの展開﹂

試験日

すべてインターネット登録を
利用した出願です

田 紀 子 氏︵ 本 学 国 際 文 化 学 科

292

社参加

周年を迎え６０００

人を超えた卒業生が皆

様の企業で活躍してお

ります﹂とお礼の言葉

講演会では︑ピアニ

を述べました︒

25

国際学部
スタッフセミナー
教 授 ︶﹁ 人 の 移 動 か ら 見 る フ

企業懇談会に

企業︑団体の採用担

年

当者らと本学教職員が

情報交換する平成

日︑ANAク

度﹁企業懇談会﹂が昨

月

経営情報学部 経営学科・情報システム学科

平成31年
3月9日㈯

ラウンプラザホテル新

平成31年
平成31年
2月25日㈪〜 2月25日㈪〜
3月 4日㈪
3月 2日㈯
【郵送必着】
15:00まで

年

期

スト辻井伸行氏の母親

後

平成31年
平成31年
1月28日㈪〜 1月28日㈪〜
2月12日㈫
2月 9日㈯
【郵送必着】
15:00まで

回目の

大学入試
センター
試験利用

平成31年
平成31年
1月 7日㈪〜 1月 7日㈪〜
1月22日㈫
1月21日㈪
【郵送必着】
15:00まで

潟で開かれ︑

期

出願書類
提出

の辻井いつ子さんが

﹁明るく︑楽しく︑あ

きらめない生き方﹂と

題して講演し︑﹁前例

がないから無理という

前

インターネット
出願登録
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詳細は
「平成31年度入学試験要項」
または本学ウェブサイト
（http://www.nuis.ac.jp/）
でご確認ください。

出願期間
入試区分

今年度は２９２社から

た︒

４６１人が参加しまし

冒頭のあいさつで野

崎茂学長は﹁来年創立
周囲の言葉に負けず︑

チャンスに前向きに取

り組んで﹂と語り︑仕

事にも活かせる大事な

国際学部 国際文化学科

姿勢を学ぶことができ

一般入試日程

ました︒

懇親会では藤瀬武彦

キャリア支援委員長

︵情報システム学科教

授︶が本学の就職概況

を説明し︑星野元理事

長が参加企業にさらな

る支援を要請しまし

た︒このあと人事担当

者と教職員は︑採用計

画や卒業生の近況を話

し合い︑懇親を深めま

した︒

募集学部

21

就職・採用情報を交換
さらなる支援を要請

活発な情報交換が行われた懇親会

平成31年度

22

11

教員の活動（本人申告による）
神長

１）
研究論文・図書
上西園

武良（情報システム学科・教授）
・（2018年9月）"Reducing the Pulling Force on Plastic Bag Rolls", Proceedings of the 20th
Congress of the International Ergonomics Association（IEA2018）,vol.7（24-32）
白井

健二（経営学科・教授）
・（2018年10月）"Characteristic similarity of production key elements greatly aﬀecting proﬁt of a
productive business", International Journal of Innovative Computing, Information and Control
Vol.14 No.5（1929-1946）
佐藤

若菜（国際文化学科・講師）

・（2018年11月）「中国本土・台湾の漢族に関する一九九〇年代以降の親族研究：女性に着目した
新たな動き」『社会人類学年報』No.44（131-146頁）

武良（情報システム学科・教授）
・（2018年10月20日）井上智栄美（本学4年）「キーボードの誤タイピング低減に関する研究（第7
報：アイソレーション型の効果確認）」日本人間工学会東海支部2018年研究大会（三重大学）
・（2018年10月20日）金澤諒（本学4年）「トングの使い易さ向上に関する研究」日本人間工学会
東海支部2018年研究大会（三重大学）
智志（経営学科・准教授）
・（2018年9月29日）「支え合いの気持ちを持ち寄ろう」西区『支え合いのしくみづくり』研修会
（黒埼市民会館ホール）

内田 亨（経営学科・教授）

・（2018年9月9日）Remy Magnier-Watanabe "Organizational Virtuousness, Happiness, and Job
Performance among French and Japanese Employees:A Structural Model" 国際戦略経営研究学
会第11回年次大会（国立大学法人電気通信大学）

建英（国際文化学科・教授）

・（2018年10月6日〜7日）「丸山真男對中國現代性的看法」国際学会『東亞儒學與中國現代性』
（台灣清華大学）
・（2018年10月8日）
「獨立自尊與他者感覺−日本近代的最佳思想」東亜学講演（台灣師範大學東亞系）
・（2018年10月9日）「福澤諭吉與丸山真男的思想傳承」日本思想史講演（台灣大學國發所）
・（2018年10月10日）「丸山真男思想史學的軌跡」日本思想史学講演（台灣中央研究院）

越智

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2018年9月9日）「いかがわしい文化と、文化のいかがわしさについて」新潟市美術館シリー
ズ・レクチャー『美術と世の中、とか外』（新潟市美術館）

7

上西園

小宮山

２）
学会・研究会・講演等

區

英輔（国際文化学科・准教授）
・（2018年10月5日）「ロシア極東と一帯一路」ワンアジア財団・寄付講座『アジア共同体の形成
と 一帯一路』（東京大学・教養学部）
・（2018年10月27日）「黒船はロシアから 越後人と北洋漁業の発展」新潟開港150周年記念講演会
『開港150周年 にいがたの黎明』（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
・（2018年11月4日）「近代東北アジア諸地域におけるコンブ漁業の比較研究」中央大学政策文化
研究所主催（公益財団法人 JFE21世紀財団後援）シンポジウム『アジア文明の21世紀的意義
その再評価のための基礎研究』（中央大学・駿河台記念館）

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

佐藤

泰子（国際文化学科・英語講師）

・（2018年9月12日〜13日）"The Case Study of MOOCs for College Studentｓ in Japan"
International University carnival on E-learning International University carnival on E-learning
INTERNATIONAL LEARNING, TEACHING AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ILTEC)
2018（International Islamic University Malaysia）

佐藤

若菜（国際文化学科・講師）
・（2018年10月19日）
司会・コメンテーター
（英語）
：Prof. Mei-Ling Chien "Life Historical Narrations
and the Framing of the Subjectivity and Identity of the Rural Immigrants in East Guizhou
(1930-2010)" 京都大学東南アジア地域研究研究所共同利用・共同研究拠点『中国と東南アジアに
おける政治経済的変容と女性の移動』第2回研究会議 （京都大学）
瀬戸

裕之（国際文化学科・准教授）

・（2018年9月15日）「内陸国ラオスにおける戦争と戦後−地域住民の経験を中心に−」異文化塾
『変貌する東南アジア世界』（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
平成31年1月発行
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藤田 美幸（経営学科・准教授）

・（2018年9月22日〜23日）「ハイブリッドまちあるきによる地域資源のリ・バース」CODE for
JAPAN SUMMIT 2018（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）

藤本

直生（国際文化学科・准教授）

内田 亨（経営学科・教授）

・（2018年11月13日）「働き方改革と健康経営」経営品質学習会（新潟県経営品質協議会）

・（2018年9月5日〜8日）David Coulson & John Adamson & Naoki Fujimoto-Adamson
"Supervisory practices in English-medium under/postgraduage thesis writing" 8th
Independent Learning Association Conferece 2018（Konan Women's University, Kobe, Japan）

アレクサンドル・プラーソル（国際文化学科・教授）

・（2018年9月7日）「日本の医療・福祉制度」（ロシア・ウラジオストク市 沿海州中央図書館）
・（2018年9月9日〜13日）「科学から見る日本人の起源について」ロシア政府主催 東方経済フォ
ーラム（ロシア・ウラジオストク市 極東連邦大学）

越智

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2018年10月7日）新潟市長選候補者公開討論会、企画、司会（新潟国際情報大学・新潟中央キ
ャンパス）
・（2018年10月28日）新潟市長選テレビ解説（UX新潟テレビ21）
上西園

武良（情報システム学科・教授）
・（2018年10月25日〜26日）燕三条ものづくりメッセでの講演・ブースでの展示：人間工学の活用
（燕三条地場産業振興センター）
小林

３）
競争的資金獲得研究
小宮山

智志（経営学科・准教授）
・（2018年10月より継続〜2019年2月）「商店街を活用した、住民参加による地域の活性化に資す
る」 調査研究業務委託 魚沼市内中心市街地商店街における「賑わいの創出」という課題に対
して、大学生と小出地域商店街若手有志による「魚沼職人大學」が一体となって、集客を目的
としたイベントを実施
佐藤

Title: Approach from Growth Accounting ㏌ Macroeconomic Fluctuation
（慶應義塾大学・湘南藤沢キャンパス）

若菜（国際文化学科・講師）

・（2018年10月より継続〜2022年3月）国立民族学博物館：共同研究「伝統染織品の生産と消費：
文化遺産化・観光化によるローカルな意味の変容をめぐって」研究分担者

４）
委員・社会的活動・記事・その他
安藤

潤（国際文化学科・准教授）
・（2018年10月28日）Discussant @ the 17th International Conference of the Japan Economic
Policy Association
Speaker: Hiroyoshi Kasahara
新潟国際情報大学 学報

国際・情報

満男（情報システム学科・教授）
・（2018年11月13日）西川流域子ども環境サミット・総括コメンテータ（西川多目的ホール）
佐藤

泰子（国際文化学科・英語講師）
・（2018年8月31日）福祉にいがた『オアシス21』第89号P14「『実践講座』学んだ英語力で留学生
らと交流」（社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会）
佐藤

若菜（国際文化学科・講師）
・（2018年10月1日）専門社会調査士

取得

藤田 美幸（情報システム学科・准教授）

・（2018年11月19日）新潟コンベンション協会主催 平成30年度 地域内連携もてなし推進事業検
討ワーキング委員会（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
・（2018年11月29日〜12月2日）公益財団法人 全日本スキー連盟；独立行政法人 日本スポーツ振興
センター委託事業「女性アスリートの強化支援」（女性アスリートの競技大会等プログラ
ム）：SESSION2（宮城県 東北クエスト）

藤瀬

武彦（経営学科・教授）
・（2018年10月13日〜14日）第30回全日本ベンチプレス選手権大会
ト南魚沼）
平成31年1月発行
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審判及び陪審員（ディスポー
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ＮＩＩＧＡＴＡ

in

況でした︒本学でも数年前から小学生

向けプログラミング教室を開催してお

り︑今後の参考にしていきた

日︶ 藤 本
プログラミングに挑戦する小学生を見守る筆者(真ん中が動かすロボット）

いと思います︒

月

24

︵情報システム学科
講師 河原 和好︶

第4回︵

直 生 氏︵ 本 学 国 際 文 化 学 科 准

教 授 ︶﹁ 世 界 の テ ィ ー ム テ ィ

ミクロ︑
ーチング ︱マクロ︑

メソ視点からのパートナーシ

ップの分析﹂

今後は︑引き続き学外から

講師を招へいするとともに︑

国際学部 国際文化学科
上位3名
半期
授業料の
経営学科
上位3名
経営情報
半額
学部
情報システム学科 上位2名

ここ数年で国際学部に新たに

給 付対象

10

ロボ活

講演とプログラミング教室開催

20

㎝くらいのモバ

イル型ロボット﹁ロボホン﹂の動作を︑

人が参加しました︒

in

﹁歩く﹂﹁しゃべる﹂などの機能を持

ＮＩＩＧ Ａ Ｔ Ａ ﹂ が 昨

日︑本学などが主催して県立

ロボットを地域活性化につなげる﹁

月

ロボ活

年

ったブロックを組み合わせてプログラ

自然科学館

ミングしました︒﹁佐渡おけさ﹂の音

必修化に備え小学生も挑戦

は︑ロボットクリエイター高橋智隆さ

楽に合わせた振り付けなどを作成する

で行われま

んが﹁ロボット時代の創造﹂と題して

した︒

講演し︑約２００人の聴衆に﹁5年以

グループワークを行って発表し︑1チ

第1部で

内に一人一台小型ロボット端末を持ち

ームに優秀賞を贈呈しました︒

２０２０年度から小学校でプログラ

ミング教育が必修化されることもあ

り︑講演もプログラミング教室も大盛

歩く未来が来るようにしたい﹂と語り

第2部では︑小学校高学年を対象に

ました︒

したプログラミング教室が行われ︑

平田

ランス・アルジェリア関係史

日︶

︱ 脱 植 民 地 化 と﹃ 引 揚 者 ﹄の

中心に﹂

第2回︵9月

オリザ氏︵劇作家・演出家︶

﹁広場と対話のレッスン︱対

佐藤

話とアートで地域をつくる﹂

日︶

24

国際学部では︑教員・研究

者間の研究・教育に関する情

報交換とその質的向上を目的

として︑スタッフセミナーを

毎年開催 し て い ま す ︒

今 年 度は︑以 下 の 講 師 と テ

ー マ で︑ 月 ま で に 4 回 実 施

月

2科目以上選択

平成31年
3月15日㈮〜
3月22日㈮

第3回︵

外国語

平成31年
3月15日㈮

大介氏︵ノーニュークス・ア

学

×

語

一般入試
（前期）
の試験結果から、成績上位
者に、半期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。 ※毎学期終了時ごとに審査あり。
給付額

×

数

潟

一般入試
（前期）
で
学費給付
奨学生を
採用！
！

しました ︒

平成31年
2月22日㈮〜
3月 1日㈮

第1志望の学部・学科が合格になら
なかった場合には第3志望までの学
第3志願制を導入！
！ 部・学科で合否判定を行います。

加わった教員たちによる研究

平成31年
2月22日㈮

ジアフォーラム・ジャパン事

各学部・学科の
利用教科・科目の
中から
2科目以上選択

小山

外国語

一般入試
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で

山田 裕史︶

平成31年
2月 9日㈯〜
2月15日㈮

日︶

学

2科目以上選択

国
新

平成31年
2月 9日㈯

語

第1回︵7月

数
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23

学外からも講師を招へい

入 試 の ポ イ ント

講師

平成31年1月
19日㈯、20日㈰の
大学入試センター試験を
受験していること

国

入学手続期間

発表を行う予定です︒

新 潟
上 越
長 岡
新発田

合格発表日

務局長︶﹁脱原子力の東アジ

平成31年
2月2日㈯

試験実施教科・科目

10

30

11

合格

︵国際文化学科

試験地

18

10

多彩なテーマで4回開催

ア国際ネットワークの展開﹂

試験日

すべてインターネット登録を
利用した出願です

田 紀 子 氏︵ 本 学 国 際 文 化 学 科

292

社参加

周年を迎え６０００

人を超えた卒業生が皆

様の企業で活躍してお

ります﹂とお礼の言葉

講演会では︑ピアニ

を述べました︒
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国際学部
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教 授 ︶﹁ 人 の 移 動 か ら 見 る フ
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月
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平成31年
3月9日㈯

ラウンプラザホテル新
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平成31年
2月25日㈪〜 2月25日㈪〜
3月 4日㈪
3月 2日㈯
【郵送必着】
15:00まで

年

期

スト辻井伸行氏の母親

後
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平成31年
1月28日㈪〜 1月28日㈪〜
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2月 9日㈯
【郵送必着】
15:00まで

回目の

大学入試
センター
試験利用
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平成31年
1月 7日㈪〜 1月 7日㈪〜
1月22日㈫
1月21日㈪
【郵送必着】
15:00まで

潟で開かれ︑

期

出願書類
提出

の辻井いつ子さんが

﹁明るく︑楽しく︑あ

きらめない生き方﹂と

題して講演し︑﹁前例

がないから無理という

前

インターネット
出願登録
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詳細は
「平成31年度入学試験要項」
または本学ウェブサイト
（http://www.nuis.ac.jp/）
でご確認ください。
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平成31年度

22

11

教員の活動（本人申告による）
神長

１）
研究論文・図書
上西園

武良（情報システム学科・教授）
・（2018年9月）"Reducing the Pulling Force on Plastic Bag Rolls", Proceedings of the 20th
Congress of the International Ergonomics Association（IEA2018）,vol.7（24-32）
白井

健二（経営学科・教授）
・（2018年10月）"Characteristic similarity of production key elements greatly aﬀecting proﬁt of a
productive business", International Journal of Innovative Computing, Information and Control
Vol.14 No.5（1929-1946）
佐藤

若菜（国際文化学科・講師）

・（2018年11月）「中国本土・台湾の漢族に関する一九九〇年代以降の親族研究：女性に着目した
新たな動き」『社会人類学年報』No.44（131-146頁）

武良（情報システム学科・教授）
・（2018年10月20日）井上智栄美（本学4年）「キーボードの誤タイピング低減に関する研究（第7
報：アイソレーション型の効果確認）」日本人間工学会東海支部2018年研究大会（三重大学）
・（2018年10月20日）金澤諒（本学4年）「トングの使い易さ向上に関する研究」日本人間工学会
東海支部2018年研究大会（三重大学）
智志（経営学科・准教授）
・（2018年9月29日）「支え合いの気持ちを持ち寄ろう」西区『支え合いのしくみづくり』研修会
（黒埼市民会館ホール）

内田 亨（経営学科・教授）

・（2018年9月9日）Remy Magnier-Watanabe "Organizational Virtuousness, Happiness, and Job
Performance among French and Japanese Employees:A Structural Model" 国際戦略経営研究学
会第11回年次大会（国立大学法人電気通信大学）

建英（国際文化学科・教授）

・（2018年10月6日〜7日）「丸山真男對中國現代性的看法」国際学会『東亞儒學與中國現代性』
（台灣清華大学）
・（2018年10月8日）
「獨立自尊與他者感覺−日本近代的最佳思想」東亜学講演（台灣師範大學東亞系）
・（2018年10月9日）「福澤諭吉與丸山真男的思想傳承」日本思想史講演（台灣大學國發所）
・（2018年10月10日）「丸山真男思想史學的軌跡」日本思想史学講演（台灣中央研究院）

越智

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2018年9月9日）「いかがわしい文化と、文化のいかがわしさについて」新潟市美術館シリー
ズ・レクチャー『美術と世の中、とか外』（新潟市美術館）
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上西園

小宮山

２）
学会・研究会・講演等

區

英輔（国際文化学科・准教授）
・（2018年10月5日）「ロシア極東と一帯一路」ワンアジア財団・寄付講座『アジア共同体の形成
と 一帯一路』（東京大学・教養学部）
・（2018年10月27日）「黒船はロシアから 越後人と北洋漁業の発展」新潟開港150周年記念講演会
『開港150周年 にいがたの黎明』（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
・（2018年11月4日）「近代東北アジア諸地域におけるコンブ漁業の比較研究」中央大学政策文化
研究所主催（公益財団法人 JFE21世紀財団後援）シンポジウム『アジア文明の21世紀的意義
その再評価のための基礎研究』（中央大学・駿河台記念館）

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

佐藤

泰子（国際文化学科・英語講師）

・（2018年9月12日〜13日）"The Case Study of MOOCs for College Studentｓ in Japan"
International University carnival on E-learning International University carnival on E-learning
INTERNATIONAL LEARNING, TEACHING AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ILTEC)
2018（International Islamic University Malaysia）

佐藤

若菜（国際文化学科・講師）
・（2018年10月19日）
司会・コメンテーター
（英語）
：Prof. Mei-Ling Chien "Life Historical Narrations
and the Framing of the Subjectivity and Identity of the Rural Immigrants in East Guizhou
(1930-2010)" 京都大学東南アジア地域研究研究所共同利用・共同研究拠点『中国と東南アジアに
おける政治経済的変容と女性の移動』第2回研究会議 （京都大学）
瀬戸

裕之（国際文化学科・准教授）

・（2018年9月15日）「内陸国ラオスにおける戦争と戦後−地域住民の経験を中心に−」異文化塾
『変貌する東南アジア世界』（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
平成31年1月発行
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藤田 美幸（経営学科・准教授）

・（2018年9月22日〜23日）「ハイブリッドまちあるきによる地域資源のリ・バース」CODE for
JAPAN SUMMIT 2018（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）

藤本

直生（国際文化学科・准教授）

内田 亨（経営学科・教授）

・（2018年11月13日）「働き方改革と健康経営」経営品質学習会（新潟県経営品質協議会）

・（2018年9月5日〜8日）David Coulson & John Adamson & Naoki Fujimoto-Adamson
"Supervisory practices in English-medium under/postgraduage thesis writing" 8th
Independent Learning Association Conferece 2018（Konan Women's University, Kobe, Japan）

アレクサンドル・プラーソル（国際文化学科・教授）

・（2018年9月7日）「日本の医療・福祉制度」（ロシア・ウラジオストク市 沿海州中央図書館）
・（2018年9月9日〜13日）「科学から見る日本人の起源について」ロシア政府主催 東方経済フォ
ーラム（ロシア・ウラジオストク市 極東連邦大学）

越智

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2018年10月7日）新潟市長選候補者公開討論会、企画、司会（新潟国際情報大学・新潟中央キ
ャンパス）
・（2018年10月28日）新潟市長選テレビ解説（UX新潟テレビ21）
上西園

武良（情報システム学科・教授）
・（2018年10月25日〜26日）燕三条ものづくりメッセでの講演・ブースでの展示：人間工学の活用
（燕三条地場産業振興センター）
小林

３）
競争的資金獲得研究
小宮山

智志（経営学科・准教授）
・（2018年10月より継続〜2019年2月）「商店街を活用した、住民参加による地域の活性化に資す
る」 調査研究業務委託 魚沼市内中心市街地商店街における「賑わいの創出」という課題に対
して、大学生と小出地域商店街若手有志による「魚沼職人大學」が一体となって、集客を目的
としたイベントを実施
佐藤

Title: Approach from Growth Accounting ㏌ Macroeconomic Fluctuation
（慶應義塾大学・湘南藤沢キャンパス）

若菜（国際文化学科・講師）

・（2018年10月より継続〜2022年3月）国立民族学博物館：共同研究「伝統染織品の生産と消費：
文化遺産化・観光化によるローカルな意味の変容をめぐって」研究分担者

４）
委員・社会的活動・記事・その他
安藤

潤（国際文化学科・准教授）
・（2018年10月28日）Discussant @ the 17th International Conference of the Japan Economic
Policy Association
Speaker: Hiroyoshi Kasahara
新潟国際情報大学 学報

国際・情報

満男（情報システム学科・教授）
・（2018年11月13日）西川流域子ども環境サミット・総括コメンテータ（西川多目的ホール）
佐藤

泰子（国際文化学科・英語講師）
・（2018年8月31日）福祉にいがた『オアシス21』第89号P14「『実践講座』学んだ英語力で留学生
らと交流」（社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会）
佐藤

若菜（国際文化学科・講師）
・（2018年10月1日）専門社会調査士

取得

藤田 美幸（情報システム学科・准教授）

・（2018年11月19日）新潟コンベンション協会主催 平成30年度 地域内連携もてなし推進事業検
討ワーキング委員会（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
・（2018年11月29日〜12月2日）公益財団法人 全日本スキー連盟；独立行政法人 日本スポーツ振興
センター委託事業「女性アスリートの強化支援」（女性アスリートの競技大会等プログラ
ム）：SESSION2（宮城県 東北クエスト）

藤瀬

武彦（経営学科・教授）
・（2018年10月13日〜14日）第30回全日本ベンチプレス選手権大会
ト南魚沼）
平成31年1月発行
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審判及び陪審員（ディスポー
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北京など

都市を訪問
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交流推進への期待を実感
現地の大学生との交流で
は︑学生たちがとても流ちょ
うに自信を持って日本語を話
している姿が印象的でした︒
また︑各省の政府を訪問した
際︑政府関係者が口にしてい
たのは︑交流の重要性と将来
の日中友好を担う青年への期
待です︒
今回の交流では︑多くの貴
重な経験をし︑素敵な出会い
にも恵まれました︒このとて
も充実した一週間の経験を周りの学生に伝え
て共有し︑日中の友好に少しでも貢献したい
︵国際文化学科 2年 宮下 凌︶
と思います︒

LINEの「友だち追加」から
「ID検索」で登録

PHOTO：
「冬の使者」
穂苅 周平

本学は昨年 月 日に上越
教育大学と﹁連携・協力に関
する協定﹂を締結しました︒

中華人民共和国駐新潟総領
事館主催の﹁日中友好青年訪
中団﹂の一員として昨年 月
日から 日まで︑
ハルビン︑
長春︑大連︑北京の4都市を
訪問しました︒この交流は中
国の風景や人情︑文化に触れ
て相互理解を深め︑日中の将
来を担う青年同士の交流を促
進することが目的です︒主な
内容は省政府の表敬訪問︑大
学での交流︑
日系企業の視察︑
文化観光です︒私は日中の友好交流に関心が
あり︑大学から推薦して頂けたこともあり参
加しました︒

7面

兼副学長︑大庭重治理事
兼副学長が出席しまし
た︒
今回の協定締結を契機
に︑本学で語学や情報処
理などの専門性の高い知
識を身につけた学生が上
越教育大学大学院へ進学
し︑教員免許状を取得す
ることで︑今後︑小学校
で本格的に導入される
﹁英語﹂や﹁プログラミ
ング﹂などに対応できる
教員となることが可能に
なるなど︑有為な人材の
育成につながることが期待さ
れます︒このように教員を目
指す本学の学生が︑上越教育
大学大学院に進
学しやすい環境

平成31年度一般入試日程の概要とポイント

資源の相互活用目指す

10

データ活用企画書コンテスト

8面

国際・情報

4

駐車場アプリで奨励賞受賞

日中友好青年訪中団ツアー参加

本 学 教 員 志 望 者に 道 開 く
カリキュラムの共同開発も

3面

新潟国際情報大学 学報
2018年度 No.4
平成31年1月発行

国際・情報

@nuis_nabbit

YouTube
公式
チャンネル
（スマートフォン対応）

新潟国際情報大学 学報

大連外国語大学の学生と意見を交わす筆者ら

日本経営学会・本学で初開催

奨励賞を受賞する筆者

24

の3人でチームを組み︑新潟
昨年 月 日︑﹁にいがたデ
を新発見︑活性化するアイデ
ジコングランプリ２０１８﹂
ィアを考えるところから始
表彰式が新潟日報メディアシ
め︑企画を決めました︒
ップで行われ︑私は﹁オープ
私たちは新潟市の駐車場を
ンデータ活用企画書部門﹂で︑
気軽に︑より便利に利用でき
応募数約８００件の中から奨
るアプリを提案しました︒駐
励賞を受賞しました︒このコ
車場の過去の統計から今後の
ンテストは︑デジタルコンテ
混雑具合の予測や︑入庫時間
ンツ産業をリードする人材の
を記憶し現在の料金を通知す
育成︑
発掘を目的としており︑
るという内容です︒今回の受
今年は﹁新潟の新たな魅力を
新発見する﹂というテーマが掲げられました︒ 賞で︑自分たちがゼロから企画したものが認
アントレプレナーシップの醸成を目標にし められる喜びを感じることができました︒
た講義﹁ベンチャービジネス﹂を受講してい
︵情報システム学科 3年 渡邉 鉄郎︶
た同学科4年堤凛人さん︑3年丸山拓巳さん

4・5面
本学と市・地元団体が連携
6・7面
新潟砂丘遊々会
国際理解講演会
「日本建築再考」 ロボ活 in NIIGATA

を整え︑両校の施設や設備を
相互に使えるようにするほ
か︑教育カリキュラムの共同
開発や両校の教職員の勉強
会︑一部の単位免除などを今
後検討する予定です︒
また︑この協定に基づき上
越教育大学大学院に進学する
場合︑大学院入試において筆
記試験の免除や入学金の半額
が免除されるなどのメリット
があります︒詳しくは︑本学
事務局までお問い合わせくだ
さい︒

15

協定書を掲げる上越教育大川崎学長
（左）
と野崎学長

創立25周年 飛躍の年に！

31

10

11

この協定は︑本学ならびに上
越教育大学が教員養成︑
教育︑
研究等における人的・物的資
源の相互活用などの連携協力
を推進するとともに︑両大学
の理念や特色を活かした活動
を通して︑我が国及び地域の
発展に寄与することを目的と
するもので す ︒
本学大会議室で行われた締
結式には︑本学の野崎茂学長
や星野元理事長など計6人が
出席し︑上越教育大学からは
川崎直哉学長︑梅野正信理事

2・3面
湧源・編集後記に代えて
新潟⇔ベトナム交流の翼
学長 使節団に参加

8面
にいがたデジコングランプリ奨励賞
国際関係事業講演会
「日米の安全政策」

情報システム学科 4年

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。

国際学部スタッフセミナー
企業懇談会292社参加
平成31年度一般入試
教員の活動
キャンパスからの提言フォーラム優秀賞
糸魚川復興マルシェ
うまさぎっしり
・新潟食の大商談会
国際交流フェア 高校生英語スピーチコンテスト
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2面

野崎学長 新年あいさつ

日中友好青年訪中団
にいがたデジコングランプリ
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