生まれ変わったキャリアサポートセンター
周年記念事業の一環として改
日に完

装工事を進めていたキャリアサポ
ートセンターが昨年9月
成し︑誰もが気軽に多目的に利用
できる空間として生まれ変わりま
した︒
本学では学生一人ひとりと向き
合い︑希望する進路・就職の実現
を目指しており︑学生の就職活動
も社会情勢に応じて﹁質﹂を変え
指導支援をする必要があります︒
援へと移行しています︒限られた

学年︑学生だけが利用するのでは

なく︑全学年が気軽に利用できる

空間を第一に考え︑従来のボック

スタイプからオープンスぺースで

学生と交流できることを重視しま

本学の開学

周年記念事業として制作を

25

が昨年

月

年間の

れました︒
レリーフには創設者の建学の理念や︑当
時小澤氏が学生によく話されていた中国故
只求失日少﹂

という文字が刻まれています︒

事に由来する﹁不苦去日多
除幕に先立ち野崎茂学長は﹁ここに本学
のこれまでの足跡を列挙し︑これからの
年︑そして１００年へと本学創設者故小澤
辰男先生のご遺志を受け継ぎ︑新たな歴史
を刻んでいくよう努力してまいります﹂と
述べました︒
続いてレリーフ制作に協賛をいただいた

ん︒これか

に耐えませ

成し︑喜び

パネルが完

だレリーフ︑

﹁ 待 ち 望ん

本学同窓会︵みずき会︶の高橋毅会長が

本 学のヒストリーパネルも

その除幕式

に完成し︑

ンスホール
小 澤 辰 男 氏のレリーフ完 成

棟エントラ

歩みを記したヒストリーパネルが管理研究

顕彰するレリーフと︑これまでの

進めてきた︑本学創設者の故小澤辰男氏を

創立25周年記念事業
4日に行わ
らも新潟国際情報大学のますますの発展に

人が参加

寄 与 し て い き たい﹂と 力 強 く 述 べ ら れ ま し
た︒
除幕式には教職員︑学生ら約
し︑大学のさらなる発展に向けて決意を新
たにしました︒

2019年度 No.4
令和2年1月発行

卒業後の進路の夢を実現するため
に環境を整え︑学生一人ひとりに
寄り添い︑万全のサポート体制で
これからの学生支援の在り方

臨むことが重要です︒

就学力を高め自己成長を考えた支
した︒
なかでもコミュニケーションエ

リアは学生だけでなく職員もカウ

50

失う日の

ンターから出て活用できる場所と

なっています︒さらに︑目的や用

途に合わせた少人数セミナーや就

職ガイダンスの開催できる空間を

設けました︒普段はグループ学習

や自習などに利用ができ︑就職関

去る日の多くを

国際・情報
新潟国際情報大学 学報
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LINEの「友だち追加」から
「ID検索」で登録

連の情報誌などの閲覧や検索が容

10

25

小澤辰男氏のレリーフ

@nuis_nabbit

YouTube
公式
チャンネル

Twitter

@nuis-line3111

https://www.facebook.
com/nuis.face

NUISホームページ

易にできる多目的ホールとなって

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。

います︒

7面

また︑プライベートな相談など

2020年度一般入試日程の概要とポイント

少ないことに
Facebookページ

https://www.nuis.ac.jp

（スマートフォン対応）

6面

不苦去日多
只求失日少

男子400mリレー 県陸上選手権で輝く2連覇

ただ求めよ

除幕式であいさつする学長
学長、高橋同窓会長たちによる除幕式

3面

苦しまず

2・3面
湧源
「にいがたBIZ EXPO」
に初出展
建学の理念込めたキャッチコピー制定

25

創立25周年記念事業 経営情報学部シンポジウム

も︑
従来型の就職情報の提供から︑

多目的に活用できるコミュニケーションエリア

キャリア支援室の開放的な相談窓口

個別指導の個室も設け︑学生の相

小澤辰男氏のレリーフ完成 本学のヒストリーパネルも

8面

談内容を考慮できる空間になって

創立25周年記念事業

います︒

合言葉は「つなぐ つなげる つながる」

20

令和2年1月1日 発行
学報
［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

8面
創立25周年記念事業
生まれ変わった
キャリアサポートセンター
6・7面
FD研修会 開く
企業懇談会に293社が参加
新任教員紹介
2020年度一般入試
教員の活動
4・5面
COC+国際交流事業
有志15人 通訳ボランティアに挑戦
小宮山研究室 地域づくり活動
内田研究室
十日町活性化プロジェクト

CONTENTS

国際 情報
Vol.85

1人ひとりに寄り添いサポート
2面

野崎学長 新年あいさつ

25

人たちの底力を見せつけられた年

弾ける︒新潟県人の︑それも若い
に︑世界地図上にこれまで本学が

立者小澤辰男先生のレリーフと共

れからの

年︑

年︑１００年の

設置しました︒このパネルにはこ

歩んできた歴史を記したパネルを

周年を迎えた昨年

でもありました︒

本学も創立
歴史を掲載できる十分なスペース

また︑本学のアイデンティティ

は春先から各種記念行事で盛り上

にいがた産業創造機構との共催に
ーを表すキャッチコピーを新たに

が設けられております︒

よる国際化フォーラム﹁地域と共
募集し選考を行ったところ︑結局

がりました︒環日本海経済研究所︑

に ！ 未 来 へ ﹂︑小 和 田 恆 氏 を 本 校
つながる﹂

﹁つなぐ

つなげる

みずき野キャンパスに迎えての記

を引続き利用することになった訳

が選定されました︒従前の名惹句

裁判﹂︑国際学部︑経営情報学部
ですが︑温故知新ということで︑

世紀の国際秩序と国際

による新潟中央キャンパスでの記
若い伸び盛りの本学に相応しい︑

念講演﹁

学生の皆さん︑ご父母ならびに
念シンポジウムなどの開催が相次

ゆう

げん

湧源
西山

編集後記に代えて
入試・広報委員長

茂

白鳥の季節である︒あのでかい鳥が大きな声
で 鳴 い て 寒 空 を 飛 ん で い く 姿 を 見 ると︑﹁ ああ︑
また冬が来た︒﹂としみじみと感じる︒白鳥は︑
私にとって冬を告げる鳥であるとともに︑昨年
今年と入学試験の季節の始まりを告げる鳥でも
本学の周りは田んぼだらけである︒田んぼの

ある︵フウッ︶︒
中に浮島よろしくみずき野の住宅街と本学が浮
かんでいる︒この田んぼに白鳥が舞い降りて︑
餌をついばむのである︒稲刈りを済ませた田ん
ぼには落穂があり︑刈り取った稲の株から二番
穂︑三番穂が出る︒それを餌としているとのこ
とである︒田んぼだらけの新潟に多く白鳥が飛
来するわけである︒この大学の近くに佐潟とい
う潟がある︒ここにもシベリアから白鳥が飛来
する︒白鳥は朝方佐潟を飛び立って田んぼに行

そしてまだ
まだ活用出
き︑夕方田んぼから佐潟に戻る︒まるで通勤・
通学をするようである︒私も朝方︑この白鳥を

来る素晴ら

さぁ︑新しい四半世紀の始まり

新た な 四 半 世 紀 へ

ぎ︑いずれも好評裡に終えること
です︒これから皆さんと一緒に伝

踏み出そう
空に見上げて﹁おはよう﹂とつぶやいて大学に
出勤し︑夕方︑暗くなった空を鳴き声だけの白

しいキャッ
チコピーだ
鳥を見上げて﹁ご苦労さん﹂とつぶやいて家路

が出来ました︒また4月に立ち上
統を作り上げて参りましょう︒

ＮＵＩＳの大輪を

げた社会連携センターも地域社会
NUISの輪をますます広げて参

年前︶でも瓢湖など

試シーズンが終わるまで︑よろしく

ともあれ︑白鳥諸君︑今年も春までそして入

った︵今の子は違うのかもしれないが︶︒

動範囲の狭さや情報量の少なさを改めて思い知

でいる風景であることを知った︒子供時代の行

のを目にし︑初めてそれが白鳥が餌をついばん

が︑所用で外出した折に田んぼに沢山の白いも

だと思っていた︒以前新潟市役所に勤めていた

らなかった︒白鳥は日がな一日潟や湖にいるの

ていた︒しかし︑田んぼに出かけていくとは知

に飛来する白鳥のことは新聞︑TVなどで知っ

でいた︒そのころ︵凡そ

私は新潟で生まれ︑高校卒業まで新潟に住ん

に急ぐ︒

と思ってお

昨年新潟県は国民文化祭︑全国
や産業界を相手に積極的に活動を
りましょう︒そして先程紹介した

ります︒

障害者芸術・文化祭の開催で大い
開始し︑順調に﹁協働﹂という所
﹁パネル﹂に輝かしい歴史を書き

咲かせよう

教職員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

に盛り上がりました︒ラグビーワ
期の目的を達成しつつあります︒

す︒

ールドカップでの新潟出身稲垣啓
一方施設面での梃入れとして︑

込んで参りましょう︒

太選手の活躍も見事でした︒日頃
みずき野キャンパス管理研究棟エ

庁︑教育機関が出展したほか︑
講演会や商談会︑プレゼンテー
ションが行われ︑自動運転トラ
クターやラジコン草刈機︑農薬
散布用ドローンなどの企画展示
も開催され︑2日間の入場者は
延べ約1万1千人にのぼりまし
た︒
本学は開学 周年を迎え︑今

﹁ にい が た ＢＩＺ ＥＸＰＯ ﹂に 初 出 展
本学は昨年9月 ︑ 日の両
日︑新潟市産業振興センターで
開かれた県内最大級の商談型産
業見本市﹁にいがたＢＩＺ ＥＸ
ＰＯ﹂に出展しました︒
﹁にいがたＢＩＺ ＥＸＰＯ﹂
は２０１４年から開催され︑今
年で6回目を迎えた見本市で︑
県内外から２２６の企業や官公

をアピールするとともに配布し
ました︒
初日には商談の申し込みもあ
り︑担当者から商品および導入
について丁寧な説明を受ける機
会もありました︒
各企業の出展ブースに常駐し
ている社員や一般の入場者の中
には本学の卒業生も多く︑ 年
間卒業生を送り出してきた年月
の長さ︑また︑多くの卒業生が
県内の
様々な
企業︑
分野で
活躍し
ていることを改めて実感する良
い機会にもなりました︒
なお︑﹃ 地域連携活動事例集﹄
および
﹃ 経営情報学部シーズ集 ﹄
は︑本学のホームページからも
ご覧いただけます︒URLと
QRコードは下記の通り︒
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地域連携活動事例集を配布
入場者に本学アピール
まで以上に地域︑産業界との連
携を密にし︑本学及び教員の研
究活動を広く知ってもらうため
に初めて参加しました︒地域連
携委員会が今年度に作成した本
学教員の活動をまとめた﹃地域
連 携 活 動 事 例 集 ﹄と ︑ 新 た に 企
業との連携を強く意識した経営
情報学部教員による﹃経営情報
学部シーズ集﹄を取りまとめ︑
本学出展ブースの来訪者に大学

会︶︑企業および官公庁など︑
地域に住み地域に生きるすべて

の皆さまとともに︑﹁共存共栄
していきたい﹂という思いが込
められています︒これからの大
学案内や広告などに幅広く活用
していく予定です︒
募集にあたりましては︑在学
生をはじめ︑卒業生︑教職員か
ら合計１３５件の応募をいただ
き︑大変ありがとうございまし
た︒

建 学の理 念 込 めたキャッチコピー 制 定

来場者に本学を紹介する本学職員
（左）

本学は創立 周年を機に︑本
学を的確に印象深く︑広く社会
にアピールする短文で本学が元
気になるキャッチコピーを募集
し︑この度︑﹁つなぐ つなげ
る つながる﹂を制定いたしま
した︒
制定したコピーには︑地元新
潟︑日本︑アジア︑世界と︑在
学生︑父母会︑同窓会︵みずき

https://www.nuis.ac.jp/pub/regional̲collaboration.html

50

大人しい︑あるいは奥ゆかしいと

小林 満男︶

つなげる

国際・情報

25

つなぐ

新潟国際情報大学 学報
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27

!!

25

ントランスホールの壁面に本学創

産学連携について特別講演する平賀仁氏

26

25

20

25

言われる新潟県人も弾けるときは

16

経営情報学部シンポジウム

11

50

新年
ごあいさつ

一昨年4月︑情報文化学部は情 ていく上で示唆に富む内容で︑今
報システム学科に加え経営学科を 後の活動に役立てたいと考えてお
設 置 し ︑ 経 営 情 報 学 部 と し て 新 た ります︒
藤田晴啓研究室から佐渡市の羽
にスタートしました︒昨年4月に
は社会連携センターが設置され︑ 茂小泊の地域活性化への取り組み
地域・産官学の連携も徐々に充実 として︑足掛け8年に及ぶ能とプ
してきたことから︑
去る 月 日︑ ロジェクションマッピングを融合
新潟中央キャンパスで︑連携を推 した佐渡能楽プロジェクトの事例
進する﹁大学とまちづくり もの 紹介がありました︒地域と行政に
づくり ひとづくり﹂をテーマに︑ ヨソ者︵若者︶たちが加わった活
地域創生シンポジウムを開催しま 動から︑地域活性化のヒントが見
えつつあるように感じました︒
した︒
また︑土屋翔研究室の学生たち
特別講演では燕三条地場産業振
興センターの平賀仁産業振興部長 からは︑柏崎石黒地区と魚沼市下
から︑燕
三条地域 まちづく り ものづく り ひとづく り
の技術・
実践報告 事例紹介 研究発表
産業の変
遷や産学
連携の実践について報告がありま
した︒地域・産官学の連携を進め

︵経営情報学部長

つながる

21

茂
野崎
学長

折立地区における地域活性化の活
動報告がありました︒地域が笑顔
になることや地域の一員となって
主体的に活動を行っている模様の
動画でのプレゼンテーションはと
ても印象的でした︒
続いて石井忠夫教授からの研究
成果の発表後︑教員らのニーズ紹
介のポスターセッションに移り︑
活発な意見交換が行われ閉会しま
した︒
学部学生の教育と研究に加え︑
今後地域・産官学の連携を積極的
に展開していこうと︑決意を新た
にしたシンポジウムとなりまし
た︒

応募総数135件

合言葉は「つなぐ つなげる つながる」
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年︑１００年の
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募集し選考を行ったところ︑結局
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入試・広報委員長

茂

白鳥の季節である︒あのでかい鳥が大きな声
で 鳴 い て 寒 空 を 飛 ん で い く 姿 を 見 ると︑﹁ ああ︑
また冬が来た︒﹂としみじみと感じる︒白鳥は︑
私にとって冬を告げる鳥であるとともに︑昨年
今年と入学試験の季節の始まりを告げる鳥でも
本学の周りは田んぼだらけである︒田んぼの

ある︵フウッ︶︒
中に浮島よろしくみずき野の住宅街と本学が浮
かんでいる︒この田んぼに白鳥が舞い降りて︑
餌をついばむのである︒稲刈りを済ませた田ん
ぼには落穂があり︑刈り取った稲の株から二番
穂︑三番穂が出る︒それを餌としているとのこ
とである︒田んぼだらけの新潟に多く白鳥が飛
来するわけである︒この大学の近くに佐潟とい
う潟がある︒ここにもシベリアから白鳥が飛来
する︒白鳥は朝方佐潟を飛び立って田んぼに行

そしてまだ
まだ活用出
き︑夕方田んぼから佐潟に戻る︒まるで通勤・
通学をするようである︒私も朝方︑この白鳥を

来る素晴ら

さぁ︑新しい四半世紀の始まり

新た な 四 半 世 紀 へ

ぎ︑いずれも好評裡に終えること
です︒これから皆さんと一緒に伝

踏み出そう
空に見上げて﹁おはよう﹂とつぶやいて大学に
出勤し︑夕方︑暗くなった空を鳴き声だけの白

しいキャッ
チコピーだ
鳥を見上げて﹁ご苦労さん﹂とつぶやいて家路

が出来ました︒また4月に立ち上
統を作り上げて参りましょう︒

ＮＵＩＳの大輪を

げた社会連携センターも地域社会
NUISの輪をますます広げて参

年前︶でも瓢湖など

試シーズンが終わるまで︑よろしく

ともあれ︑白鳥諸君︑今年も春までそして入

った︵今の子は違うのかもしれないが︶︒

動範囲の狭さや情報量の少なさを改めて思い知

でいる風景であることを知った︒子供時代の行

のを目にし︑初めてそれが白鳥が餌をついばん

が︑所用で外出した折に田んぼに沢山の白いも

だと思っていた︒以前新潟市役所に勤めていた

らなかった︒白鳥は日がな一日潟や湖にいるの

ていた︒しかし︑田んぼに出かけていくとは知

に飛来する白鳥のことは新聞︑TVなどで知っ

でいた︒そのころ︵凡そ

私は新潟で生まれ︑高校卒業まで新潟に住ん

に急ぐ︒

と思ってお

昨年新潟県は国民文化祭︑全国
や産業界を相手に積極的に活動を
りましょう︒そして先程紹介した

ります︒

障害者芸術・文化祭の開催で大い
開始し︑順調に﹁協働﹂という所
﹁パネル﹂に輝かしい歴史を書き

咲かせよう

教職員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

に盛り上がりました︒ラグビーワ
期の目的を達成しつつあります︒

す︒

ールドカップでの新潟出身稲垣啓
一方施設面での梃入れとして︑

込んで参りましょう︒

太選手の活躍も見事でした︒日頃
みずき野キャンパス管理研究棟エ

庁︑教育機関が出展したほか︑
講演会や商談会︑プレゼンテー
ションが行われ︑自動運転トラ
クターやラジコン草刈機︑農薬
散布用ドローンなどの企画展示
も開催され︑2日間の入場者は
延べ約1万1千人にのぼりまし
た︒
本学は開学 周年を迎え︑今

﹁ にい が た ＢＩＺ ＥＸＰＯ ﹂に 初 出 展
本学は昨年9月 ︑ 日の両
日︑新潟市産業振興センターで
開かれた県内最大級の商談型産
業見本市﹁にいがたＢＩＺ ＥＸ
ＰＯ﹂に出展しました︒
﹁にいがたＢＩＺ ＥＸＰＯ﹂
は２０１４年から開催され︑今
年で6回目を迎えた見本市で︑
県内外から２２６の企業や官公

をアピールするとともに配布し
ました︒
初日には商談の申し込みもあ
り︑担当者から商品および導入
について丁寧な説明を受ける機
会もありました︒
各企業の出展ブースに常駐し
ている社員や一般の入場者の中
には本学の卒業生も多く︑ 年
間卒業生を送り出してきた年月
の長さ︑また︑多くの卒業生が
県内の
様々な
企業︑
分野で
活躍し
ていることを改めて実感する良
い機会にもなりました︒
なお︑﹃ 地域連携活動事例集﹄
および
﹃ 経営情報学部シーズ集 ﹄
は︑本学のホームページからも
ご覧いただけます︒URLと
QRコードは下記の通り︒
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地域連携活動事例集を配布
入場者に本学アピール
まで以上に地域︑産業界との連
携を密にし︑本学及び教員の研
究活動を広く知ってもらうため
に初めて参加しました︒地域連
携委員会が今年度に作成した本
学教員の活動をまとめた﹃地域
連 携 活 動 事 例 集 ﹄と ︑ 新 た に 企
業との連携を強く意識した経営
情報学部教員による﹃経営情報
学部シーズ集﹄を取りまとめ︑
本学出展ブースの来訪者に大学

会︶︑企業および官公庁など︑
地域に住み地域に生きるすべて

の皆さまとともに︑﹁共存共栄
していきたい﹂という思いが込
められています︒これからの大
学案内や広告などに幅広く活用
していく予定です︒
募集にあたりましては︑在学
生をはじめ︑卒業生︑教職員か
ら合計１３５件の応募をいただ
き︑大変ありがとうございまし
た︒

建 学の理 念 込 めたキャッチコピー 制 定

来場者に本学を紹介する本学職員
（左）

本学は創立 周年を機に︑本
学を的確に印象深く︑広く社会
にアピールする短文で本学が元
気になるキャッチコピーを募集
し︑この度︑﹁つなぐ つなげ
る つながる﹂を制定いたしま
した︒
制定したコピーには︑地元新
潟︑日本︑アジア︑世界と︑在
学生︑父母会︑同窓会︵みずき

https://www.nuis.ac.jp/pub/regional̲collaboration.html
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大人しい︑あるいは奥ゆかしいと

小林 満男︶

つなげる
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!!

25

ントランスホールの壁面に本学創

産学連携について特別講演する平賀仁氏

26

25

20

25

言われる新潟県人も弾けるときは

16

経営情報学部シンポジウム

11

50

新年
ごあいさつ

一昨年4月︑情報文化学部は情 ていく上で示唆に富む内容で︑今
報システム学科に加え経営学科を 後の活動に役立てたいと考えてお
設 置 し ︑ 経 営 情 報 学 部 と し て 新 た ります︒
藤田晴啓研究室から佐渡市の羽
にスタートしました︒昨年4月に
は社会連携センターが設置され︑ 茂小泊の地域活性化への取り組み
地域・産官学の連携も徐々に充実 として︑足掛け8年に及ぶ能とプ
してきたことから︑
去る 月 日︑ ロジェクションマッピングを融合
新潟中央キャンパスで︑連携を推 した佐渡能楽プロジェクトの事例
進する﹁大学とまちづくり もの 紹介がありました︒地域と行政に
づくり ひとづくり﹂をテーマに︑ ヨソ者︵若者︶たちが加わった活
地域創生シンポジウムを開催しま 動から︑地域活性化のヒントが見
えつつあるように感じました︒
した︒
また︑土屋翔研究室の学生たち
特別講演では燕三条地場産業振
興センターの平賀仁産業振興部長 からは︑柏崎石黒地区と魚沼市下
から︑燕
三条地域 まちづく り ものづく り ひとづく り
の技術・
実践報告 事例紹介 研究発表
産業の変
遷や産学
連携の実践について報告がありま
した︒地域・産官学の連携を進め

︵経営情報学部長

つながる

21

茂
野崎
学長

折立地区における地域活性化の活
動報告がありました︒地域が笑顔
になることや地域の一員となって
主体的に活動を行っている模様の
動画でのプレゼンテーションはと
ても印象的でした︒
続いて石井忠夫教授からの研究
成果の発表後︑教員らのニーズ紹
介のポスターセッションに移り︑
活発な意見交換が行われ閉会しま
した︒
学部学生の教育と研究に加え︑
今後地域・産官学の連携を積極的
に展開していこうと︑決意を新た
にしたシンポジウムとなりまし
た︒

応募総数135件

合言葉は「つなぐ つなげる つながる」

︵国際学部 1 年

内藤 奏音︶

私のことを覚えてくださり︑
別れ際に﹁応援しているよ﹂と握
手を交わしてくださる方
もいらっしゃいました︒
自分の力で外国人観光客
をもてなすことができた
と実感し︑嬉しかったで
す︒このような機会は︑
語学力の向上には大切な
経験だと感じました︒

魚沼市 小出地区
経営学科2年生の小宮山応用ゼ
ミナールのメンバーは︑小出商店
街で地域活性化の活動を行ってい
ます︒昨年 月6日︑魚沼市小出
地域の方とともに︑小出小学校と
地域住民の連携を考えるワークシ
ョップ﹁小出の明日を語る会﹂に
参加してきました︒
私たちは商店街の活動を 月か

︵情報システム学科 4年 澁谷 圭︶

意見を寄せてくれました︒
今回の発表会でいただいた意見
を参考に︑小宮山研究室の学生た
ちは宇津俣地区産物のさらなる販
売促進に努めていきます︒宇津俣
地 域 の イ ベ ント︵ 灯 の 回 廊 2 月
日 ︶で は ︑ 雪 壁 に 映 像 を 投 影 す る
予定です︒広報に力を入れること
で当日の集客アップを目指してい
ます︒

︵情報システム学科 2年 五十嵐 慎吾︶

住民と商店街の連携探る

ら3回にわけて調査を実施し︑そ 利用しない住民にも魅力を再発見
の結果︑商店主が技術や知識を伝 してもらうことを企画し︑その一
える少人数の﹁まちゼミ﹂という 環としてワークショップ﹁小出の
活動が︑小出以外の近隣地域から 明日を語る会﹂に参加したもので
の新たな顧客獲得につながってい す︒
ることが明らかになりました︒
当日は小出小学校の校長先生を
また小宮山ゼミの先輩たちは︑ はじめ︑多くの方がそれぞれ目標
9月に行われた地域ボランティア を持ってワークショップに参加し
ていることに感銘
を受けました︒私
の参加したグルー
﹁明日を語る﹂ワークショップに参加 プでは︑商店街の
中に﹁子供たちの
居場所をつくりたい﹂とする意見
が多かったのが印象的でした︒
今回学んだことを活かし︑微力
ながら商店街の皆さんや小出小学
校の児童︑地域住民の方々にとっ
て︑より良い小出の姿を実現する
提案を︑チーム全体で頑張ってい
きたいと思います︒

の方と小出小児童が店舗を訪れる
﹁ 地 域 交 流 遠 足 ﹂に 参 加 し ま した︒
その先輩の調査によると︑児童だ
けでなく地域ボランティアの方に
も商店街を説明していく中で 新
たな発見 があることがわかりま
した︒
こうした経緯から︑私たちは小
学校と協力して︑商店街をあまり

特産品の販促活動を提案

︵情報システム学科2年
田中 秀平・松本 大樹︶

工夫凝らした縄文遊び

内田亨教授︵経営情報学部︶のゼミナール・研
ントです︒
私たちは2つ
究室が取り組んできた十日町市での地域活性化プ
の活動を行いま
ロジェクトが一段落したのを機に︑参加する学生
した︒一つ目は
から寄せられた２つの活動報告を紹介します︒
内田研究室の先
私たちは昨年6月3日︑十日町 輩から受け継いだ﹁縄文絵合わせ﹂
市で行われた﹁第 回笹山じょう と い う 神 経 衰 弱 に 似 た ゲ ー ム で
もん市﹂に︑内田応用ゼミナール は︑対象の小学生にどうしたら楽
の代表として参加しました︒﹁笹 しんでもらえるか︑事前にシミュ
山じょうもん市﹂は︑同市中条の レーションを何度も行いました︒
笹山遺跡で出土した火焔型土器の ゼミナール生全員の協力のおかげ
国宝指定を記念して始まったイベ でイメージ通りに進行し︑楽しん りました︒しかし︑ホスピタリテ
でもらえた達成感がありました︒ ィ精神で相手の立場に立ち臨機応
変に対応することができました︒
笹山じょうもん市
﹁笹山じょうもん
市﹂を通して縄文時
代の精神に歴史的に
触れたり︑﹁笹山じ
ょうもん市﹂に携わる社会人の方
と接したり︑貴重な体験をするこ
とができました︒
この2日間の実践から学んだ
﹁主体的に物ごとにチャレンジし
ていく﹂ことを強く︑強く心にと
どめています︒

紹介

二つ目の活動は﹁縄文おみくじ﹂
です︒ゼミナール生全員で考えて
作った大吉︑
吉︑
中吉︑
小吉の4種︑
合計 種類のオリジナルのおみく
じです︒こちらは幅広い年代の方
におみくじを引いてもらい︑﹁運だ
めし﹂をしていただきました︒
私たちは現場に行くのが初めて
だったので︑戸惑うことが多々あ

伝統と技術活かす

私たち内田亨研究室所属の第8 で紹介したものづくり企業は︑魚
期生は︑２０１８年2月末から2 沼酒造︑大熊工業︑高長醸造場︑
０１９年6月にかけて︑
小冊子﹃ ち 花水農産︑ホクホク機械︑メイケ
ょこっと十日町・企業編﹄を作成 ンの6社です︒伝統を守りながら
しました︒
も常に技術革新に取り組むこと
研究室の先
で︑より大きな世
輩が２０１６
ちょこっと十日町
年度に﹃ちょ
こっと十日町
・宿編﹄を作
成し︑何度も
増刷するほどの好評をいただいた 界を目指す姿勢や経営者の方のイ
のをきっかけに︑今回は同市の中 ンタビューを交えて紹介していま しました︒ぜひ皆さんも手に取っ
条地区振興会から︑﹁ものづくり企 す︒
て十日町市の良さを知ってほしい
業 編 ﹂を 作 成 し て ほ し い と い う 依
多くの方に︑特に地元の良さに と思います︒
頼を受けたのです︒
気づいていない若者にも︑楽しみ
︵情報システム学科４年
﹃ちょこっと十日町・企業編﹄ ながら読んでもらえるように工夫
佐藤 紘子・鈴木 尊就・加藤 大和︶
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作り出された産物の販売促進のた
上越市 宇津俣地区
めに︑私たちは新潟市内の祭など
での試食・販売︑さらに宇津俣を
上越市宇津俣地区で︑先輩から 題材とした謎解きイベントを開催
引き継いだ産物の販売促進事業を しました︒宇津俣に関心をもった
行っている小宮山研究室のメンバ 方が情報を得られるようにホーム
ーは昨年 月︑同地区の農業イベ ページも開設しました︒こうした
ント﹁雪太郎大根いっぺごと祭り﹂ 活動をこのイベントで報告しまし
でプロジェクトの発表を行いまし た︒さらに本年3月までの3つの
た︒
活動を提案しました︒
宇津俣地区は中山間地の世帯数
当日の発表は非常に盛況でし
戸︑人口 人の小さな集落です た︒発表が始まるまで︑皆︑緊張
が︑ 年以上前
から農業法人組
合化・ブランド
化︵農事組合法
﹁雪太郎大根いっぺごと祭り﹂で発表
人雪太郎の郷︶
・6次産業化を進めている地域お した面持ちでしたが︑いざ発表の
こしの先進地域です︒耕作放棄地 舞台に立つと各々が個性的な発表
を再生させることで︑若者の雇用 を行い︑参加している人々を惹き
まで生み出しています︒
つけることができました︒終了後
ブナ原生林からの豊富な湧水で には︑多くの方が販売促進案への
20

COC 国
+ 際交流事業
﹁ひと・まち・しごと﹂を
循環させる人材の育成テーマ
に︑平成 年度から5年間実
施される︑文部科学省の﹁地
︵知︶の拠点大学による地方
創生推進事業︵COC+︶﹂
が最終年度を迎え︑本学も新
潟の魅力を海外に発信する新
たな事業に取り組みまし た ︒
この事業は新潟大学を中心
に本学を含む県内外の大学︑
自治体︑企業︑経済団体
などが一体となって︑地
方創生に取り組む事業で
す︒﹁インターンシップ
改革﹂や﹁地域活性化／
産業振興﹂﹁教育の国際
化﹂などを推進して県内
の就職率を向上させ︑国
内外からの人口流入の実
現を目指しています︒
最終年度の今回︑本学
では新潟の魅力を発信す
る事業を企画し︑本学の
担当教員と学生が海外の
提携大学を訪問してプレ
ゼンテーションを行いま
した︒
カナダのアルバータ大学で
は︑海外夏期セミナーに合わ
せ︑セミナーに参加する本学
学生が新潟をアピールするプ
レゼンテーションと︑ア
ンケート調査﹁新潟︵日
本︶への渡航歴やプレゼ
ンの感想﹂を実施しまし
た︒
ロシアでは︑ウラジオ
ストク国立経済大学に留
学中の本学の学生が日本
の軽音楽の紹介や古代ロ
シア文字のワークショッ
プを行いました︒
韓国は国際学部の竹之
くぁん うん
内一菜さんが︑光云大学
きょんひ
校と慶熙大学校を訪れま
した︒光云大学校では︑
交換留学生として本学に
来る予定の学生が日本語
を学ぶクラスで新潟や本
学を紹介し︑
慶熙大学校では︑
韓国語を学ぶ留学生を対象に
プレゼンテーションを行いま
した︒
COC+国際交流事業は今
年度で終了しますが︑これか
らの国際交流に向けて新潟や
本学をアピールする有意義な
機会となりました︒
これまでの国際交流事業の
詳細は︑下記のURLからご
覧ください︒

https://www.nuis.ac.jp/pub/nuis̲internationalexchange̲report.html

渡邉 陸︶

16

プレゼンのあと
折り紙などでも交流
（ウラジオストク国立経済大学）

日ごろ鍛えた英語力 の 見 せ ど こ ろ ︱ 国 際 学 部 佐 藤 泰 子 講 師 の
呼びかけで集まった本学学生 人が︑昨年 月 日︑
アメリカ︑
カナダなどの観光客を 乗 せ 新 潟 東 港 に 入 港 し た 大 型 ク ル ー ズ 船
﹁ダイヤモンド・プリ ン セ ス ﹂ の 通 訳 ボ ラ ン テ ィ ア に チ ャ レ ン
ジしました︒貴重な体 験 を し た 参 加 者 か ら の 報 告 で す ︒
私は昨年の夏に︑ニュージー
ランドへの短期留学でホームス
テイをし︑英語のスピー
キング力を向上させるこ
とができました︒
大型クルーズ船の外国
人観光客を案内するボラ
ンティアの募集を知った
私は︑留学で培った英語
力を実際に活用してみた
いと思い︑参加しまし
た︒
私は︑外国人のお客様
を乗せて新潟市街の観光
地を周回する観光バス
に︑ガイドとして添乗し
ました︒最初は用意した
原稿を読んで案内するだ
けでしたが︑慣れていく
うちに外国人のお客様と
会話をすることもできる
ようになり︑自身の英語
力を活かせたことに喜び
を感じました︒

︵国際学部 4 年
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15

地元の方と調理する在学生
（右）
小学生と一緒に
「縄文絵合わせ」
を楽しむ内田ゼミ生
作成した小冊子
『ちょこっと十日町・企業編』

48

11

「小出の明日を語る」
ワークショップ
笹山じょうもん市PRパレード

カナダ・ロシア・韓国でプレゼンテーション

私は白山神社︑白山公
園でボランティアとして
参加し︑道案内や白山神
社の説明をしました︒初
めはなかなか勇気が出
ず︑うまくできませんで
したが︑回数を重ねるう
ちに外国人観光客が何を
求めているのかを察し︑
自分から動けるようにな
りとてもやりがいを感じ
ました︒
今回のボランティアを
通して自分自身の英語力がまだ
まだであることや︑ボランティ
アの仕事の大変さと素晴らしさ
を学びました︒ボランティアに
とって大事なことは相手が困っ
ていることは何か︑何が必要な
のかを感じ取り︑相手よりも先
に動くことが大事であると思い
ました︒
この貴重な体験を忘れずにこ
れからの将来につなげ︑また機
会がありましたら参加したいと
思います︒

6社

20

新潟の地図を示して本学を紹介
（アルバータ大学）

本学から新潟の魅力発信
15

有志15人 通訳ボランティアに挑戦
外国人観光客を英語でガイド

観光バスに添乗して市内をガイドする内藤奏音さん

小 宮 山 研 究 室 の 地 域 づ く り 活 動
内 田 研 究 室 の 十 日 町 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト

27

︵国際学部 1 年

内藤 奏音︶
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︵情報システム学科2年
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した︒一つ目は
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紹介
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吉︑
中吉︑
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伝統と技術活かす
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しました︒
も常に技術革新に取り組むこと
研究室の先
で︑より大きな世
輩が２０１６
ちょこっと十日町
年度に﹃ちょ
こっと十日町
・宿編﹄を作
成し︑何度も
増刷するほどの好評をいただいた 界を目指す姿勢や経営者の方のイ
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頼を受けたのです︒
気づいていない若者にも︑楽しみ
︵情報システム学科４年
﹃ちょこっと十日町・企業編﹄ ながら読んでもらえるように工夫
佐藤 紘子・鈴木 尊就・加藤 大和︶
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本学から新潟の魅力発信
15

有志15人 通訳ボランティアに挑戦
外国人観光客を英語でガイド

観光バスに添乗して市内をガイドする内藤奏音さん

小 宮 山 研 究 室 の 地 域 づ く り 活 動
内 田 研 究 室 の 十 日 町 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト
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懇親会前に行われた垣添忠生氏の講演会

安藤 篤也（あんどう あつや）
情報システム学科 教授
担当科目
研究分野

システム論
無線通信

4月
4月
4月
7月

日本電信電話株式会社・NTT無線システム研究所（入社）
国際電気通信基礎技術研究所（ATR）
・環境適応通信研究所（出向）
NTTアクセスサービスシステム研究所（復帰）
NTT未来ねっと研究所（2019年9月まで）

一般入試日程

2020年度

募集学部

国際学部 国際文化学科

経営情報学部 経営学科・情報システム学科

後

2020年
2020年
2月25日㈫〜 2月25日㈫〜
3月 3日㈫
3月 2日㈪
【郵送必着】
15:00まで

期

新 潟
上 越
長 岡
新発田

2020年1月
18日㈯、19日㈰の
大学入試センター試験を
受験していること

国
数

新

入学手続期間

2020年
2月12日㈬

2020年
2月12日㈬〜
2月19日㈬

2020年
2月22日㈯

2020年
2月22日㈯〜
3月 2日㈪

2020年
3月16日㈪

2020年
3月16日㈪〜
3月23日㈪

語
学

外国語

2科目以上選択
各学部・学科の
利用教科・科目の
中から
2科目以上選択
国

2020年
3月9日㈪

合格発表日

数

潟

語
学

外国語

2科目以上選択

教育の資質向上を目指して行われた
「FD研修会」

入 試 の ポ イ ント
一般入試

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。

（前期・後期）
で

一般入試

（前期）
で

学費給付
奨学生を
採用！
！

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
※毎学期終了時ごとに継続審査あり。
りません。
給付額
半期
授業料の
半額

給 付対象
国際学部 国際文化学科

上位3名

経営学科

上位3名
経営情報
学部
情報システム学科 上位2名

「障害」テーマに講演と質疑

いと思います︒

2020年
2020年
1月27日㈪〜 1月27日㈪〜
2月12日㈬
2月10日㈪
【郵送必着】
15:00まで

2020年
2月2日㈰

試験実施教科・科目

斎藤 大介︶

大学入試
センター
試験利用

試験地

合格

情報システム学科 4年

2020年
2020年
1月 6日㈪〜 1月 6日㈪〜
1月21日㈫
1月20日㈪
【郵送必着】
15:00まで

試験日

すべてインターネット登録を
利用した出願です

︵陸上競技部 主将

期

出願書類
提出

活発な情報交換が行われた懇親会

10

？﹂との概論から始まり︑日
本の大学における障害学生の
現状や障害学生支援に対する
法的施策の経緯と基本的な考
え方について述べたあと︑文
部科学省が定義する﹁合理的
配慮﹂の趣旨や︑筑波大学で
の具体的な取り組みを
紹介︒そのあと活発な
質疑と意見交換が行わ
れました︒
第2部では︑本学教
員による﹁教育改善の
事例報告﹂が行われま
した︒両学部を代表し
て経営情報学部・中田
豊久講師と国際学部・
佐藤泰子講師の2人
が︑﹁授業でのデジタ
ルツールの有効利用に
ついて﹂事例発表した
あと︑意見交換が行わ
れました︒
本学では︑今後も教育の質
向上を目指す﹁FD研修会﹂
などに組織的に取り組み︑教
育の一層の充実を図る方針で
す︒

前

インターネット
出願登録

27

詳細は
「2020年度入学試験要項」
または本学ウェブサイト
（https://www.nuis.ac.jp/）
でご確認ください。

出願期間
入試区分

11

m

勢います︒
そんな中で
も強くなれ
たのは︑絶
対に勝ちたいという強い意志
を絶えることなく持ち続けて
いたからです︒私は部活を引
退しましたが︑その意志を部
員には持ち続けてもらい︑来
年さらなる飛躍を目指し︑こ
れからも練習を頑張ってほし

略歴

1990年
2000年
2003年
2014年

FD研修会 開く

学歴

2013年 3月 筑波大学大学院 システム情報工学研究科
知能機能専攻 博士課程修了
博士（工学）

18

インカレ・茨城国体でも成果

本学の全教員を対象にした
第 回﹁FD研修会﹂が昨年
月 日︑本校︵みずき野キ
ャンパス︶大会議室で開催さ
れました︒
研修会は2部構成で行わ
れ︑第1部では︑講師にお招
きした筑波大学人間系教授・
竹田一則氏が︑﹁大学におけ
る障害学生支援の現状と今後
の課題〜コンプライアンスと
しての支援を考える﹂と題し
て講演しました︒
竹田教授は﹁障害とは何か

重要性を話され︑病気を通しての人
生観など学ぶことの多い講演会とな
りました︒
第2部の懇親会では星野元理事長
が︑本学学生採用の御礼と今後に向
けたさらなるご支援をお願いしまし
た︒また︑ご参加いただいた企業団
体様と教職員が︑卒業生の近況や採
用計画について情報を交換し︑懇親
を深めていました︒

新任教員紹介

ライバル校の選手とともに男子400ｍリレー優勝で喜ぶ本学陸上部員
（前列左から
３人目青木、
同４人目永井、
後列左から３人目猪股、
同４人目斎藤の各選手）
。

男子４００ リレー

20

きライバルと︑学生最後の年
に同じ全国の舞台に立てたこ
とは非常に嬉しいことでし
た︒
最後は茨城国体での成年少
年男子共通4×１
００mリレーでの
新潟県チーム︵斎
藤は3走︶の6位
入賞です︒昨年出
場した福井国体で
は︑同種目で惜し
くも準決勝で敗退
してしまいまし
た︒そのリベンジ
に燃えて出場した
今年の茨城国体で
は︑決勝で6位に
入賞し︑昨年の雪
辱を果たすことが
できました︒個人
種目で出場した１
００mは準決勝で
敗れましたが︑決
勝に残れる力はあ
ると感じることの
できる内容だった
ので︑また来年リ
ベンジをしたいと
思いました︒
私たち陸上競技
部︵部員 人︶は決して練習
環境に恵まれている状況では
なく︑
毎日︑
新潟市陸上競技場
まで通って練習しており︑往
復2時間ほどかかる部員も大

情報を交換し 支援を要請

昨年の 月 日︑新潟市中央区の
ANAクラウンプラザホテル新潟を
会場に︑﹁令和元年度企業懇談会﹂を
開催しました︒今年度は２９３社４
４２人の皆様にご参加をいただき︑
本学教職員と卒業生や就職に関わる
情報を交換し ま し た ︒
はじめに野崎茂学長が開会の挨拶
をし︑ご臨席の皆様の企業で卒業生
が活躍できていることへの謝辞を述
べました︒
第1部の講演会では︑講師にお招
きした垣添忠生氏︵日本対がん協会
会長・国立がんセンター名誉総長︶
から︑﹁ 人 は が ん と ど う 向 き 合 うか﹂
と題したご講演をいただきました︒
多くの患者を診察した経験や妻をが
んで亡くしたことを踏まえて検診の
11

陸上競技部は今年度︑3つ
の素晴らしい成績を残しまし
た︒
特筆すべきは新潟県陸上競
技選手権大会の男子4×１０
０mリレーの優勝です︒永井
・猪俣・斎藤・青木の４人でバト
ンをつなぎ︑全国でもトップ
クラスの力を持つ新潟医療福
祉大との激戦を１００分の2
秒差で制し︑昨年に続く連続
優勝︒創部以来初の2連覇を
達成することが で き ま し た ︒
続いて2つ目は日本インカ
レへの出場です︒私を含め4
年生2名がそれぞれ１００m
と２００mに出場しました︒
残念ながら二人とも予選敗退
となってしまいましたが︑高
校から共に走り続けてきたよ

陸上競技部 活動報告

県陸上選手権で輝く2連覇

企業 懇談会に293社が参加

茨城国体の陸上成年男子100m
準決勝
（左から３人目が斎藤選手）

教員の活動（本人申告による）
１）
研究論文・図書
吉澤

文寿（国際文化学科・教授）

・（2019年9月）編著『歴史認識から見た戦後日韓関係「1965年体制」の歴史学・政治学的考察』
社会評論社
・（2019年10月）「日韓・日朝関係をどう解きほぐすのか 国交正常化交渉の歴史的経過から」
『世界』岩波書店 7月13日号（204〜212頁）
・（2019年10月）川西裕也・川瀬貴也・吉澤文寿「書評 李成市・宮嶋博史・糟谷憲一編著『世界
歴史大系 朝鮮史』（全2巻、山川出版社、2017年）」『朝鮮史研究会論文集』朝鮮史研究会
第57集（75〜104頁）
・（2019年11月）「最近の植民地支配責任をめぐる動向について―2018年10月の韓国大法院の判決
などを糸口に―」『歴史評論』歴史科学協議会 835号（73〜84頁）

２）
学会・研究会・講演等
今井

裕紀（経営学科・講師）

・（2019年9月1日）「職務資源と職務要求の関係について：2時点データからの検証」産業・組織
心理学会第35回大会（日本大学）

臼井

陽一郎（国際文化学科・教授）
・（2019年10月5日〜6日）「Brexitの政治とEUの規範：主権を政治化させない仕組みについて」
（企画委員会企画・Brexit再考）日本政治学会研究大会（成蹊大学）

7

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

・（2019年10月18日〜20日）「EUによるリベラル国際秩序？：その構想と手法」（共通論題）日
本国際政治学会（朱鷺メッセ）
・（2019年10月18日〜20日）司会と討論者「EUの新しい政策アプローチ」（国際統合分科会II）日
本国際政治学会（朱鷺メッセ）

越智

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2019年10月5日〜6日）「戦後政治学における教科書の遍在とリーディングズの不在」日本政治
学会研究大会（成蹊大学）
小林

伊織（国際文化学科・講師）
・（2019年10月27日）「もっと！台湾。」新潟県国際交流協会国際理解セミナー（ときめいと）
佐藤

泰子（国際文化学科・講師）

・（2019年9月19日）"The Case Study Of Moocs For University Students In Japan"
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGLISH LEARNING ANDTEACHING (ICELT)
（Flamingo by the lake, Kuala Lumpur）

佐藤

若菜（国際文化学科・准教授）

・（2019年9月13日）「日本的苗族研究（日本におけるミャオ族研究）」中日人類学学術交流シン
ポジウム （北京市・中央民族大学）

瀬戸

裕之（国際文化学科・准教授）
・（2019年9月22日）「ラオスから考える戦争と平和」2019年度国際理解セミナー『アジアを知
令和2年1月発行

2019年度 No.4

る！』新潟県国際交流協会（朱鷺メッセ）

藤瀬

武彦（経営学科・教授）
・（2019年9月12日）「ウエイトトレーニングの三大基本種目の1RMと疾走能力との関係について
第2報 ― 一般女子学生及び陸上短距離部員を対象として―」日本体育学会第70回大会（慶
応大学・日吉校舎）

３）
競争的資金獲得研究
今井

裕紀（経営学科・講師）
・（2019年11月より新規〜2022年3月）平成30年度科学研究費助成事業基盤研究（C）「青少年向け
メンタリング・プログラムの基礎理論と政策的妥当性の検証」研究分担者

山下

功（経営学科・准教授）
・（2019年10月12日）「公共交通事業における日本とカナダの比較 ―独占と競争―」日本財務管
理学会第49回秋季全国大会（青森大学・アラスカ会館）

堀川

山田 裕史（国際文化学科・准教授）

山田 裕史（国際文化学科・准教授）

・（2019年10月26日）「カンボジアにおける地方分権化と地方政治の変容」「体制移行」の比較解
剖学：グローバリズム下の社会レジーム再編に関する総合的研究 全体研究会（京都大学）

吉澤

文寿（国際文化学科・教授）
・（2019年7月18日）「韓半島における平和体制構築と日本―植民地支配、分断、そして6・25戦
争」『南北日がともにする日帝強制動員被害と解決方案』民族和解協力汎国民協議会（韓国・
ソウル）
・（2019年8月14日）「韓日請求権協定完結論の克服―日本軍「慰安婦」被害に正面から向き合う
ために」『日本軍「慰安婦」問題解決のための歴史的課題』国際学術会議 東北亜歴史財団
（韓国・ソウル）

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

祐里（国際文化学科・講師）
・（2019年10月より新規〜2021年3月）令和元年度科学研究費補助事業研究活動スタート支援
「戦時期の母子保護法における適用水準と運用方針との関係性」 研究代表者
・（2019年10月より新規〜2021年3月）平成30年度科学研究費助成事業基盤研究（B）「新興国にお
ける汚職取締の政治学」研究分担者

４）
委員・社会的活動・記事・その他
佐藤

泰子（国際文化学科・講師）
・（2019年10月12日〜11月9日）新潟市 観光・国際交流部 国際観光課11/15大型クルーズ船勉強
会「おもてなし英語①②」講師（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
山田 裕史（国際文化学科・准教授）

・（2019年10月18日）『西日本新聞』（10月18日付）「カンボジア緊迫
逃亡元野党党首帰国へ」にコメント掲載
令和2年1月発行
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独裁政権、強硬策辞さず
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懇親会前に行われた垣添忠生氏の講演会

安藤 篤也（あんどう あつや）
情報システム学科 教授
担当科目
研究分野

システム論
無線通信

4月
4月
4月
7月

日本電信電話株式会社・NTT無線システム研究所（入社）
国際電気通信基礎技術研究所（ATR）
・環境適応通信研究所（出向）
NTTアクセスサービスシステム研究所（復帰）
NTT未来ねっと研究所（2019年9月まで）

一般入試日程

2020年度

募集学部

国際学部 国際文化学科

経営情報学部 経営学科・情報システム学科

後

2020年
2020年
2月25日㈫〜 2月25日㈫〜
3月 3日㈫
3月 2日㈪
【郵送必着】
15:00まで

期

新 潟
上 越
長 岡
新発田

2020年1月
18日㈯、19日㈰の
大学入試センター試験を
受験していること

国
数

新

入学手続期間

2020年
2月12日㈬

2020年
2月12日㈬〜
2月19日㈬

2020年
2月22日㈯

2020年
2月22日㈯〜
3月 2日㈪

2020年
3月16日㈪

2020年
3月16日㈪〜
3月23日㈪

語
学

外国語

2科目以上選択
各学部・学科の
利用教科・科目の
中から
2科目以上選択
国

2020年
3月9日㈪

合格発表日

数

潟

語
学

外国語

2科目以上選択

教育の資質向上を目指して行われた
「FD研修会」

入 試 の ポ イ ント
一般入試

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。

（前期・後期）
で

一般入試

（前期）
で

学費給付
奨学生を
採用！
！

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
※毎学期終了時ごとに継続審査あり。
りません。
給付額
半期
授業料の
半額

給 付対象
国際学部 国際文化学科

上位3名

経営学科

上位3名
経営情報
学部
情報システム学科 上位2名

「障害」テーマに講演と質疑

いと思います︒

2020年
2020年
1月27日㈪〜 1月27日㈪〜
2月12日㈬
2月10日㈪
【郵送必着】
15:00まで

2020年
2月2日㈰

試験実施教科・科目

斎藤 大介︶

大学入試
センター
試験利用

試験地

合格

情報システム学科 4年

2020年
2020年
1月 6日㈪〜 1月 6日㈪〜
1月21日㈫
1月20日㈪
【郵送必着】
15:00まで

試験日

すべてインターネット登録を
利用した出願です

︵陸上競技部 主将

期

出願書類
提出

活発な情報交換が行われた懇親会

10

？﹂との概論から始まり︑日
本の大学における障害学生の
現状や障害学生支援に対する
法的施策の経緯と基本的な考
え方について述べたあと︑文
部科学省が定義する﹁合理的
配慮﹂の趣旨や︑筑波大学で
の具体的な取り組みを
紹介︒そのあと活発な
質疑と意見交換が行わ
れました︒
第2部では︑本学教
員による﹁教育改善の
事例報告﹂が行われま
した︒両学部を代表し
て経営情報学部・中田
豊久講師と国際学部・
佐藤泰子講師の2人
が︑﹁授業でのデジタ
ルツールの有効利用に
ついて﹂事例発表した
あと︑意見交換が行わ
れました︒
本学では︑今後も教育の質
向上を目指す﹁FD研修会﹂
などに組織的に取り組み︑教
育の一層の充実を図る方針で
す︒

前

インターネット
出願登録

27

詳細は
「2020年度入学試験要項」
または本学ウェブサイト
（https://www.nuis.ac.jp/）
でご確認ください。

出願期間
入試区分
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m

勢います︒
そんな中で
も強くなれ
たのは︑絶
対に勝ちたいという強い意志
を絶えることなく持ち続けて
いたからです︒私は部活を引
退しましたが︑その意志を部
員には持ち続けてもらい︑来
年さらなる飛躍を目指し︑こ
れからも練習を頑張ってほし

略歴

1990年
2000年
2003年
2014年

FD研修会 開く

学歴

2013年 3月 筑波大学大学院 システム情報工学研究科
知能機能専攻 博士課程修了
博士（工学）

18

インカレ・茨城国体でも成果

本学の全教員を対象にした
第 回﹁FD研修会﹂が昨年
月 日︑本校︵みずき野キ
ャンパス︶大会議室で開催さ
れました︒
研修会は2部構成で行わ
れ︑第1部では︑講師にお招
きした筑波大学人間系教授・
竹田一則氏が︑﹁大学におけ
る障害学生支援の現状と今後
の課題〜コンプライアンスと
しての支援を考える﹂と題し
て講演しました︒
竹田教授は﹁障害とは何か

重要性を話され︑病気を通しての人
生観など学ぶことの多い講演会とな
りました︒
第2部の懇親会では星野元理事長
が︑本学学生採用の御礼と今後に向
けたさらなるご支援をお願いしまし
た︒また︑ご参加いただいた企業団
体様と教職員が︑卒業生の近況や採
用計画について情報を交換し︑懇親
を深めていました︒

新任教員紹介

ライバル校の選手とともに男子400ｍリレー優勝で喜ぶ本学陸上部員
（前列左から
３人目青木、
同４人目永井、
後列左から３人目猪股、
同４人目斎藤の各選手）
。

男子４００ リレー

20

きライバルと︑学生最後の年
に同じ全国の舞台に立てたこ
とは非常に嬉しいことでし
た︒
最後は茨城国体での成年少
年男子共通4×１
００mリレーでの
新潟県チーム︵斎
藤は3走︶の6位
入賞です︒昨年出
場した福井国体で
は︑同種目で惜し
くも準決勝で敗退
してしまいまし
た︒そのリベンジ
に燃えて出場した
今年の茨城国体で
は︑決勝で6位に
入賞し︑昨年の雪
辱を果たすことが
できました︒個人
種目で出場した１
００mは準決勝で
敗れましたが︑決
勝に残れる力はあ
ると感じることの
できる内容だった
ので︑また来年リ
ベンジをしたいと
思いました︒
私たち陸上競技
部︵部員 人︶は決して練習
環境に恵まれている状況では
なく︑
毎日︑
新潟市陸上競技場
まで通って練習しており︑往
復2時間ほどかかる部員も大

情報を交換し 支援を要請

昨年の 月 日︑新潟市中央区の
ANAクラウンプラザホテル新潟を
会場に︑﹁令和元年度企業懇談会﹂を
開催しました︒今年度は２９３社４
４２人の皆様にご参加をいただき︑
本学教職員と卒業生や就職に関わる
情報を交換し ま し た ︒
はじめに野崎茂学長が開会の挨拶
をし︑ご臨席の皆様の企業で卒業生
が活躍できていることへの謝辞を述
べました︒
第1部の講演会では︑講師にお招
きした垣添忠生氏︵日本対がん協会
会長・国立がんセンター名誉総長︶
から︑﹁ 人 は が ん と ど う 向 き 合 うか﹂
と題したご講演をいただきました︒
多くの患者を診察した経験や妻をが
んで亡くしたことを踏まえて検診の
11

陸上競技部は今年度︑3つ
の素晴らしい成績を残しまし
た︒
特筆すべきは新潟県陸上競
技選手権大会の男子4×１０
０mリレーの優勝です︒永井
・猪俣・斎藤・青木の４人でバト
ンをつなぎ︑全国でもトップ
クラスの力を持つ新潟医療福
祉大との激戦を１００分の2
秒差で制し︑昨年に続く連続
優勝︒創部以来初の2連覇を
達成することが で き ま し た ︒
続いて2つ目は日本インカ
レへの出場です︒私を含め4
年生2名がそれぞれ１００m
と２００mに出場しました︒
残念ながら二人とも予選敗退
となってしまいましたが︑高
校から共に走り続けてきたよ

陸上競技部 活動報告

県陸上選手権で輝く2連覇

企業 懇談会に293社が参加

茨城国体の陸上成年男子100m
準決勝
（左から３人目が斎藤選手）

教員の活動（本人申告による）
１）
研究論文・図書
吉澤

文寿（国際文化学科・教授）

・（2019年9月）編著『歴史認識から見た戦後日韓関係「1965年体制」の歴史学・政治学的考察』
社会評論社
・（2019年10月）「日韓・日朝関係をどう解きほぐすのか 国交正常化交渉の歴史的経過から」
『世界』岩波書店 7月13日号（204〜212頁）
・（2019年10月）川西裕也・川瀬貴也・吉澤文寿「書評 李成市・宮嶋博史・糟谷憲一編著『世界
歴史大系 朝鮮史』（全2巻、山川出版社、2017年）」『朝鮮史研究会論文集』朝鮮史研究会
第57集（75〜104頁）
・（2019年11月）「最近の植民地支配責任をめぐる動向について―2018年10月の韓国大法院の判決
などを糸口に―」『歴史評論』歴史科学協議会 835号（73〜84頁）

２）
学会・研究会・講演等
今井

裕紀（経営学科・講師）

・（2019年9月1日）「職務資源と職務要求の関係について：2時点データからの検証」産業・組織
心理学会第35回大会（日本大学）

臼井

陽一郎（国際文化学科・教授）
・（2019年10月5日〜6日）「Brexitの政治とEUの規範：主権を政治化させない仕組みについて」
（企画委員会企画・Brexit再考）日本政治学会研究大会（成蹊大学）
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・（2019年10月18日〜20日）「EUによるリベラル国際秩序？：その構想と手法」（共通論題）日
本国際政治学会（朱鷺メッセ）
・（2019年10月18日〜20日）司会と討論者「EUの新しい政策アプローチ」（国際統合分科会II）日
本国際政治学会（朱鷺メッセ）

越智

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2019年10月5日〜6日）「戦後政治学における教科書の遍在とリーディングズの不在」日本政治
学会研究大会（成蹊大学）
小林

伊織（国際文化学科・講師）
・（2019年10月27日）「もっと！台湾。」新潟県国際交流協会国際理解セミナー（ときめいと）
佐藤

泰子（国際文化学科・講師）

・（2019年9月19日）"The Case Study Of Moocs For University Students In Japan"
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGLISH LEARNING ANDTEACHING (ICELT)
（Flamingo by the lake, Kuala Lumpur）

佐藤

若菜（国際文化学科・准教授）

・（2019年9月13日）「日本的苗族研究（日本におけるミャオ族研究）」中日人類学学術交流シン
ポジウム （北京市・中央民族大学）

瀬戸

裕之（国際文化学科・准教授）
・（2019年9月22日）「ラオスから考える戦争と平和」2019年度国際理解セミナー『アジアを知
令和2年1月発行
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る！』新潟県国際交流協会（朱鷺メッセ）

藤瀬

武彦（経営学科・教授）
・（2019年9月12日）「ウエイトトレーニングの三大基本種目の1RMと疾走能力との関係について
第2報 ― 一般女子学生及び陸上短距離部員を対象として―」日本体育学会第70回大会（慶
応大学・日吉校舎）

３）
競争的資金獲得研究
今井

裕紀（経営学科・講師）
・（2019年11月より新規〜2022年3月）平成30年度科学研究費助成事業基盤研究（C）「青少年向け
メンタリング・プログラムの基礎理論と政策的妥当性の検証」研究分担者

山下

功（経営学科・准教授）
・（2019年10月12日）「公共交通事業における日本とカナダの比較 ―独占と競争―」日本財務管
理学会第49回秋季全国大会（青森大学・アラスカ会館）

堀川

山田 裕史（国際文化学科・准教授）

山田 裕史（国際文化学科・准教授）

・（2019年10月26日）「カンボジアにおける地方分権化と地方政治の変容」「体制移行」の比較解
剖学：グローバリズム下の社会レジーム再編に関する総合的研究 全体研究会（京都大学）

吉澤

文寿（国際文化学科・教授）
・（2019年7月18日）「韓半島における平和体制構築と日本―植民地支配、分断、そして6・25戦
争」『南北日がともにする日帝強制動員被害と解決方案』民族和解協力汎国民協議会（韓国・
ソウル）
・（2019年8月14日）「韓日請求権協定完結論の克服―日本軍「慰安婦」被害に正面から向き合う
ために」『日本軍「慰安婦」問題解決のための歴史的課題』国際学術会議 東北亜歴史財団
（韓国・ソウル）

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

祐里（国際文化学科・講師）
・（2019年10月より新規〜2021年3月）令和元年度科学研究費補助事業研究活動スタート支援
「戦時期の母子保護法における適用水準と運用方針との関係性」 研究代表者
・（2019年10月より新規〜2021年3月）平成30年度科学研究費助成事業基盤研究（B）「新興国にお
ける汚職取締の政治学」研究分担者

４）
委員・社会的活動・記事・その他
佐藤

泰子（国際文化学科・講師）
・（2019年10月12日〜11月9日）新潟市 観光・国際交流部 国際観光課11/15大型クルーズ船勉強
会「おもてなし英語①②」講師（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
山田 裕史（国際文化学科・准教授）

・（2019年10月18日）『西日本新聞』（10月18日付）「カンボジア緊迫
逃亡元野党党首帰国へ」にコメント掲載
令和2年1月発行
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独裁政権、強硬策辞さず
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生まれ変わったキャリアサポートセンター
周年記念事業の一環として改
日に完

装工事を進めていたキャリアサポ
ートセンターが昨年9月
成し︑誰もが気軽に多目的に利用
できる空間として生まれ変わりま
した︒
本学では学生一人ひとりと向き
合い︑希望する進路・就職の実現
を目指しており︑学生の就職活動
も社会情勢に応じて﹁質﹂を変え
指導支援をする必要があります︒
援へと移行しています︒限られた

学年︑学生だけが利用するのでは

なく︑全学年が気軽に利用できる

空間を第一に考え︑従来のボック

スタイプからオープンスぺースで

学生と交流できることを重視しま

本学の開学

周年記念事業として制作を

25

が昨年

月

年間の

れました︒
レリーフには創設者の建学の理念や︑当
時小澤氏が学生によく話されていた中国故
只求失日少﹂

という文字が刻まれています︒

事に由来する﹁不苦去日多
除幕に先立ち野崎茂学長は﹁ここに本学
のこれまでの足跡を列挙し︑これからの
年︑そして１００年へと本学創設者故小澤
辰男先生のご遺志を受け継ぎ︑新たな歴史
を刻んでいくよう努力してまいります﹂と
述べました︒
続いてレリーフ制作に協賛をいただいた

ん︒これか

に耐えませ

成し︑喜び

パネルが完

だレリーフ︑

﹁ 待 ち 望ん

本学同窓会︵みずき会︶の高橋毅会長が

本 学のヒストリーパネルも

その除幕式

に完成し︑

ンスホール
小 澤 辰 男 氏のレリーフ完 成

棟エントラ

歩みを記したヒストリーパネルが管理研究

顕彰するレリーフと︑これまでの

進めてきた︑本学創設者の故小澤辰男氏を

創立25周年記念事業
4日に行わ
らも新潟国際情報大学のますますの発展に

人が参加

寄 与 し て い き たい﹂と 力 強 く 述 べ ら れ ま し
た︒
除幕式には教職員︑学生ら約
し︑大学のさらなる発展に向けて決意を新
たにしました︒

2019年度 No.4
令和2年1月発行

卒業後の進路の夢を実現するため
に環境を整え︑学生一人ひとりに
寄り添い︑万全のサポート体制で
これからの学生支援の在り方

臨むことが重要です︒

就学力を高め自己成長を考えた支
した︒
なかでもコミュニケーションエ

リアは学生だけでなく職員もカウ

50

失う日の

ンターから出て活用できる場所と

なっています︒さらに︑目的や用

途に合わせた少人数セミナーや就

職ガイダンスの開催できる空間を

設けました︒普段はグループ学習

や自習などに利用ができ︑就職関

去る日の多くを

国際・情報
新潟国際情報大学 学報
2019年度 No.4
令和2年1月発行

国際・情報
新潟国際情報大学 学報

LINEの「友だち追加」から
「ID検索」で登録

連の情報誌などの閲覧や検索が容
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25

小澤辰男氏のレリーフ

@nuis_nabbit

YouTube
公式
チャンネル

Twitter

@nuis-line3111

https://www.facebook.
com/nuis.face

NUISホームページ

易にできる多目的ホールとなって

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。

います︒

7面

また︑プライベートな相談など

2020年度一般入試日程の概要とポイント

少ないことに
Facebookページ

https://www.nuis.ac.jp

（スマートフォン対応）

8面

不苦去日多
只求失日少

男子400mリレー 県陸上選手権で輝く2連覇

ただ求めよ

除幕式であいさつする学長
学長、高橋同窓会長たちによる除幕式

3面

苦しまず

2・3面
湧源
「にいがたBIZ EXPO」
に初出展
建学の理念込めたキャッチコピー制定

25

創立25周年記念事業 経営情報学部シンポジウム

も︑
従来型の就職情報の提供から︑

多目的に活用できるコミュニケーションエリア

キャリア支援室の開放的な相談窓口

個別指導の個室も設け︑学生の相

小澤辰男氏のレリーフ完成 本学のヒストリーパネルも

8面

談内容を考慮できる空間になって

創立25周年記念事業

います︒

合言葉は「つなぐ つなげる つながる」
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令和2年1月1日 発行
学報
［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

8面
創立25周年記念事業
生まれ変わった
キャリアサポートセンター
6・7面
FD研修会 開く
企業懇談会に293社が参加
新任教員紹介
2020年度一般入試
教員の活動
4・5面
COC+国際交流事業
有志15人 通訳ボランティアに挑戦
小宮山研究室 地域づくり活動
内田研究室
十日町活性化プロジェクト
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1人ひとりに寄り添いサポート
2面

野崎学長 新年あいさつ
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