世界のマンガ文化を一堂に
ンガ本︵コミックス︶の収集・配
れています

科が設置さ

ガ学部や学
なさんは古町に対してど

クトを進めています︒み

ースを利用したプロジェ

マンガ図書館

には大規模な

学や近畿大学

減少傾向に加え︑日常の

た︒その中で︑来訪者の

町の問題点が浮上しまし

分析を行ったところ︑古

ト調査などで古町の現状

を位置づけ︑世界中で展覧会を開
決定しました︒

ジェクトを進めることを

日記︵井上純一著︶▽ＳＨＥＲＬ

恋は難しい︵ふじた著︶▽中国嫁

このプロジェクト
を進めるにあたっ
て︑私たちが常に意

識していることがあります︒そ

藤田美幸ゼミの活動
私たち藤田美幸研究ゼミナー
れは分析と考察を繰り返し行う

架を行うことになりました︒今年

が開館するなど︑マンガは日本を
消費行動や志向などが見

催したことでもわかるように︑マ

それでもなお︑大学の図

く自分たちに何ができる

消費者のことだけではな

ことです︒分析は古町や

ルでは︑古町にある本学新潟中

情報センター図書館では︑学生
度︵3月︶までに約２０００冊の
んなイメージを持つでし

央キャンパスの1階スペ

の皆さんに注目してもらいたい本
し︑明治大

後期から1万冊目標に収集

を優先的に展示するためのスタイ
マンガ本を専用の書架に収納し︑

代表する文化の一つとして大学で

ょうか︒実際にアンケー

リッシュなラックを中央通路に設

ください︒現
最終的には1万冊程度の収蔵を目
の教育・研究においても注目され

置しました︒

在ラックには
指します︒選書にあたっては学生

ぜひ見にきて

﹁学生に薦める本﹂が展示されて
へのアンケート︑関係教職員の意

展示用ラックを新設

いますが︑後期からはマンガを優

町の地域活性化﹂を目的

先的に展示していきます︒ここま

とし︑現代のストレス社

えてきました︒そこで﹁古

さらに︑２０１６年には︑かの

る存在になっています︒
ルーブル美術館が︑彫刻・絵画・

向等を踏まえて︑情報センター運
収集対象となるのは︑日本だけ

営委員会にて選定していきます︒
会に﹁癒しを創造する﹂

と思

で読んで︑エッ︑マンガ！
本学図書館では︑今年度からマ
ことをコンセプトにプロ

バンド・デシネという名称
ンガはもはや人類の生み出した芸

書館にマンガはふさわしく
ＯＣＫ︵Ｊａｙ.ほか著︶▽ＮＡ

のかを明らかにすること

であり︑考察は真の顧客

理解につなげるために行

います︒実現不可能な事

業や︑顧客が求めていな

い事業を作り出さないた
私は今回初めてリーダ

めの大切な作業です︒

ーという役職になりまし

た︒今までの私は消極的

で︑自分から前に出て発

言した経験は一度もあり

ません︒しかしそんな自

分を変えるためにもリー

ダーになりました︒この
プロジェクトを通して︑

自分の成長だけでなくメンバー
全員が成長できる場にしていき
た い と 思 っ て い ま す︒オ ン ラ イ
ン が 中 心 で すが︑メ ン バ ー と も

PC上でコミュニケーションが

活発に取れるようになってきて
これから事業実現に向けた活

います︒

動が本格的に始まります︒ゼミ

のメンバーと切磋琢磨しながら

﹁古町の地域活性化﹂のため︑

成長し続けます︒
中西 風花︶
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った人も多いかと思いま す ︒

としてマンガ

音楽・・・に続く第9番目の芸術

で世界的にも親しまれてい

ルーブルＮｏ．
9

ではなく︑韓国︑中国︑ア

るフランスのマンガをはじ
術・文化として十二分に認められ

メリカ︑ロシアはもとより

め︑ヨーロッパ各国のマン
る存在となっているのです︒

収集済みのマンガの一例

うぞご期待ください︒

ＮＵＩＳの国際マンガ収集にど

ガも含まれます︒マンガを
通じての外国語学習︑さら
には国際理解のための教材
としても大いに期待されま

と思う人も

ブッダ︵手塚治虫著︶▽ヲタクに

ないのでは？
ＮＡ︵矢沢あい著︶

す︒

いるかと思います︒しかし︑

3年

@nuis_nabbit

︵経営学科

8面

京都精華大学︑京都芸術大

─ 古町活性化プロジェクト ─
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。

︵図書情報セクター長
国際文化学科教授 澤口晋一︶

学︑東京工芸大学にはマン

展示用ラックを新設

新潟国際情報大学 学報
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新潟国際情報大学 学報

4・5面

プロジェクトを進行する筆者（右手前）

2面

インターンシップ・学外実習

YouTube
公式
チャンネル

Twitter

Instagram
https://www.facebook.
com/nuis.face
（スマートフォン対応）

海外研修レポート
表彰奨学金授与式
全学で継続

4・5面
コロナ禍対応
2・3面
インターンシップ・学外実習
保護者対象学修・就職説明会

Facebookページ

https://www.nuis.ac.jp

NUISホームページ

図書館 世界のマンガ文化を一堂に
展示用ラックを新設
藤田美幸ゼミの活動
古町活性化プロジェクト
新潟商業高校に
出張講義
湧源
教員の活動
藤本准教授が
英国で研究書出版
6・7面
企業見学セミナー
2021年度
入学者選抜試験概要

CONTENTS

8面

世界のマンガ文化を一堂に
図書館

新設された展示用ラック

コロナ禍対応 全学で継続
創意工夫重ね
「3密」
を回避

令和2年10月15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
https://www.nuis.ac.jp
somu@nuis.ac.jp
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コンセプトは癒しの創造
貴重な現場を体験

図書館

して日産自動車の魅力が伝
わる接客を心掛けました︒
またお子様連れの方なら︑
カーライフアドバイザーと
話しやすいようお子様の様
子を見︑
何か困っていれば︑
社員の方に伝達するなど︑
私なりにできる接客をしま
した︒
これらを通して︑魅力を
伝えるのは大変な一方で︑
やりがいを感じられること
が分かりました︒今回得ら
れたことを将来に活かして
いきたいと思います︒

禍で就活が思う

談では︑コロナ

個別の就職相

際に知ることができる会社訪問の

担当者の対応や会社環境などを実

や試験の体験談︑卒業生は︑採用

われました︒Webを使った面接

る就活﹂と題したパネル討論が行

協力企業・団体

〜

じ︑応募しました︒
たことは︑お客様のニーズ える︑お客様に快く購入し
インターンシップで感じ を引き出しながら魅力を伝 てもらうことが大切という
ことです︒大きな買い物な
ので︑不安を取り除いたり
先進技術を体感していただ
いたりすることで︑購買意
欲を高められることが分か
りました︒また車は何度か
購入するものなので︑お客
様とその先の世代まで関係
が続いていくように細心の
気を配った丁寧な接客をす
ることも必要であると知り
ました︒
私は元気な挨拶やお茶出
しなどを通してお客様が気
持ちよく過ごせるよう︑そ

ように進まない

重要性を指摘していました︒就活

〜

私は8月 日から 日ま
での5日間︑日産プリンス
新潟販売株式会社流通本店
でのインターンシップに参
加しました︒日産自動車に
ついての講習や社員の方と
の座談会︑試乗体験や各店
舗でのショールームレイア
ウト等について勉強し︑シ
ョールームでの業務にあた
りました︒最終日には商談
のロールプレイングをする
など充実した内容でした︒
私は1年生の時に参加し
たキャリア合宿でディーラ
ーを訪問したことがきっか
けで︑この業界に魅力を感

まで幅広く学びました︒
基本的な演習は︑大学で
学んできた知識もありスム
ーズに行うことが出来まし
たが︑より実践的な演習で
は︑
わからないことが多く︑
まだまだ勉強不足であるこ
とを改めて実感しました︒
今回の学外実習を通し
て︑ＩＴ企業の仕組みを学
び︑プログラミングなどの
貴重な体験ができ︑自分に
足りないものについて考え
るいい機会になりました︒
実習で学んだことを忘れず
に今後の活動に活かしてい
きたいと思います︒

模擬商談に挑戦・プログラミングの演習／貴重な現場を体験
りました︒また︑講師の方
が本学のＯＢでもあり︑就
職活動のアドバイスや︑大
学時代の経験についてなど
の貴重なお話を聞くことも
できました︒
ＳＱＬの演習では︑テー
ブル上に存在するデータの
探索やデータの更新などの
ＳＱＬの基本的な操作を学
び︑練習問題に取り組みま
した︒C#の演習では︑Ｖ
ｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ
を用いて名前を表示するフ
ォーム画面の作成など基本
ンストール︑Ｗｉｎｄｏｗ できないことを体験させて 的なものから︑予約システ
ｓの初期設定など普段体験 いただき︑とても勉強にな ムを作成する応用的なもの

ことから︑今後の採用状況の問い

の様相が大きく変わりつつあるだ

会場では︑卒業生と4年生内定

合わせや︑予想される﹁就職氷河

けに︑保護者の皆さんも熱い視線

者による﹁新しい生活様式で変わ

し た あ と︑﹁ 学 部・学 年 別 説 明 会 ﹂︑

期﹂への不安も寄せられました︒

開催しました︒

﹁就職説明会﹂︑﹁学修個別相談

また︑厳しい環境下での大学の考

︻就職説明会︼

会﹂︑﹁就職個別相談会﹂︑

で聞き入っていました︒

就活状況 ⁚⁚

﹁学内見学会﹂の5つの部会

え方や︑
取り組み︑
支援策などの説

成績評価

私は8月 日から 日ま
での5日間︑ＪＡ新潟電算
センターの学外実習に参加
しました︒ＩＴ業界の仕事
に興味があり︑これまで大
学で学んできたことを︑ど
こまで活かすことが出来る
か挑戦してみたいと思い︑
参加しました︒
実習では︑主に運用部の
業務体験としてサーバーの
構築や動作確認︑開発部に
よる﹁ＳＱＬ﹂︑﹁C#﹂
などプログラミングの演習
を行いました︒
サーバーの構築や動作確
認では︑サーバーＯＳのイ

履修方法

が行われ︑保護者には希望す

明を求める声もありました︒

ることがで

スを見学す

る部会に参加してもらいまし
た︒
︻ 学修説明会︼
﹁学部・学年別説明会﹂で

企業の仕事内容や職場環境を通

またセコム上信越では︑本学卒

として︑大変参考になりました︒

き︑学生た

や︑卒業までに必要な要件を

して社会人の働き方などを実際に

は履修方法︑成績評価の方法
詳しく説明しました︒﹁学修

体験する﹁企業見学セミナー﹂が︑

︵キャリア支援課長 西脇 茂雄︶

なりました︒

の実務経験を直接聞くいい機会と

業生の先輩社員と交流し︑社会人

ちにとっては進路選択の判断材料

個別相談会﹂では︑保護者か

8月

人が参加し

ら事前に聴取していた相談内

ました︒

日に行われ︑

容に沿って一人ひとり個別に

社 会 人の働 き 方 を 実 体 験

疑問に答える保護者説明会開く
学

日︑本

令和2年度の﹁保護者 対 象
修・就職説明会﹂が9月
校で開催され１９６人が参加
しました︒例年︑学修説明会
と就職説明会は別日程で開か
れますが︑今年度は新型コロ
ナウイルス感染症の拡大に伴
い︑イベントの複数回開催を
避けるため合同開催としまし
た ︒ 入 構 時 の 検 温 や 消 毒 ︑座
席 空 間 の 確 保 な ど ︑感 染 症 防
止対策を万全に行ったうえで
の開催でした︒
全体説明会で野崎茂学長が
大学の取り組みについて説明

目的とした見学セミナーですが︑

今後の就職活動に繋げることを

担当教員が単位取得や学生生活の

今年度はコロナ禍での開催となっ

対応︒
状況も踏まえたうえで相談を聴

たため規模を縮小し︑

た︒業務に集中できる

保つよう努めていまし

社員の関係性を良好に

場環境を大幅に変え︑

働き方改革に沿って職

3社とも︑それぞれ

社を訪問しました︒

ス︑セコム上信越の3

ＮＳホールディング

富士ゼロックス新潟︑

き︑保護者の方々の不安解消に努
めました︒
﹁学内見学会﹂では︑本学の雰
囲気を知ってもらうために︑在学
生が学内を案内しながら大学生活
の生の声を伝えました︒
前期はだれも経験したことのな
い原則遠隔授業という異常事態で
したので︑戸惑う学生も多く︑保
護者の方々も大きな不安を抱いて
いたことでしょう︒こうした事態

よう改善されたオフィ

●アクシアル リテイリング（株）

学 校 推 薦 型選抜

2
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国際文化学科

3年

髙橋 れな

IT企業の仕組みを学ぶ

●（株）第四銀行
●（株）NS・コンピュータサービス ●（株）博進堂
●（株）新潟県農協電算センター
学外実習
E-mail

TEL

ニーズ引き出す力が大切

石橋 正教

3年

新潟国際情報大学 学報
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◎詳細については入試・広報課までお問い合わせください。

18

24

（順不同）
◎詳細は本学入学者選抜要項でご確認ください。

025-264-3777 nyushiweb@nuis.ac.jp
小論文
帰 国 生 選 抜
外国人留学生選抜
社 会 人 選 抜

国際・情報
新潟国際情報大学 学報
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11月2日㈪

スポーツ

入学時の奨学金
教 科 成 績 重 視 型 ※2

2020年
11月2日㈪

資格・検定重視型 ※2 2020年

公募制

合格後、希望者に対し2月28日㈰に「奨学金試験」を実施。
成績上位者に半期授業料の半額を給付します。

面接・小論文
2020年
11月10日㈫ 11月22日㈰ 競技実績
11月9日㈪【郵送必着】
面接・
15:00まで

インターネット登録を
利用した出願です
（指定校制を除く）

※1 本学が指定校と定めた高校長あてに推薦依頼を行います。※2 併願可・過年度卒可。

インターン
シップ

●富士印刷（株） ●（株）タカヨシ ●（株）星光堂薬局 ●（株）マイナビ ●CEC新潟情報サービス（株） ●（株）日産サティオ新潟西
●（福）愛宕福祉会 ●ホテル朱鷺メッセ（株）
〈ホテル日航新潟〉 ●（株）ホテルオークラ新潟 ●（株）ホテル新潟〈ANAクラウンプラザホテル新潟〉
●（株）広報しえん ●（株）新潟ダイハツモータース／新潟自動車産業（株） ●（株）エフエムラジオ新潟 ●（株）第一印刷所
●POLA THE BEAUTY ●日産プリンス新潟販売（株） ●新潟国際情報大学 キャリア支援課 ●（一社）新潟県経営者協会 ●（株）エスエフシー新潟
●（株）ビップ ●（株）キューピット ●済生会 新潟病院 ●いわむろや ●太平興業（株） ●（公財）長岡市スポーツ協会〈長岡市市民体育館〉

学校推薦型選抜（指定校・公募・スポーツ）入学試験合格者

面接・
小論文

国 際 学 部 国際文化学科
経営情報学部 経営学科
経営情報学部 情報システム学科
募集学部
選抜方法

22

28

13

情報システム学科

14

選抜実施日
出願書類
提出期間

指定校制 ※1

27

企業見学セミナー

インターネット
出願登録期間
分
区

2021年度
学校推薦型・
帰国生・外国人
留学生・社会人
選抜日程

日産プリンス新潟販売

JA新潟電算センター

卒業生のパネル討論も
を踏まえ︑対面での学修説明会を

富士ゼロックスで説明を受ける学生

インターンシップ

学外 実習

して日産自動車の魅力が伝
わる接客を心掛けました︒
またお子様連れの方なら︑
カーライフアドバイザーと
話しやすいようお子様の様
子を見︑
何か困っていれば︑
社員の方に伝達するなど︑
私なりにできる接客をしま
した︒
これらを通して︑魅力を
伝えるのは大変な一方で︑
やりがいを感じられること
が分かりました︒今回得ら
れたことを将来に活かして
いきたいと思います︒

禍で就活が思う

談では︑コロナ

個別の就職相

際に知ることができる会社訪問の

担当者の対応や会社環境などを実

や試験の体験談︑卒業生は︑採用

われました︒Webを使った面接

る就活﹂と題したパネル討論が行

協力企業・団体

〜

じ︑応募しました︒
たことは︑お客様のニーズ える︑お客様に快く購入し
インターンシップで感じ を引き出しながら魅力を伝 てもらうことが大切という
ことです︒大きな買い物な
ので︑不安を取り除いたり
先進技術を体感していただ
いたりすることで︑購買意
欲を高められることが分か
りました︒また車は何度か
購入するものなので︑お客
様とその先の世代まで関係
が続いていくように細心の
気を配った丁寧な接客をす
ることも必要であると知り
ました︒
私は元気な挨拶やお茶出
しなどを通してお客様が気
持ちよく過ごせるよう︑そ

ように進まない

重要性を指摘していました︒就活

〜

私は8月 日から 日ま
での5日間︑日産プリンス
新潟販売株式会社流通本店
でのインターンシップに参
加しました︒日産自動車に
ついての講習や社員の方と
の座談会︑試乗体験や各店
舗でのショールームレイア
ウト等について勉強し︑シ
ョールームでの業務にあた
りました︒最終日には商談
のロールプレイングをする
など充実した内容でした︒
私は1年生の時に参加し
たキャリア合宿でディーラ
ーを訪問したことがきっか
けで︑この業界に魅力を感

まで幅広く学びました︒
基本的な演習は︑大学で
学んできた知識もありスム
ーズに行うことが出来まし
たが︑より実践的な演習で
は︑
わからないことが多く︑
まだまだ勉強不足であるこ
とを改めて実感しました︒
今回の学外実習を通し
て︑ＩＴ企業の仕組みを学
び︑プログラミングなどの
貴重な体験ができ︑自分に
足りないものについて考え
るいい機会になりました︒
実習で学んだことを忘れず
に今後の活動に活かしてい
きたいと思います︒

模擬商談に挑戦・プログラミングの演習／貴重な現場を体験
りました︒また︑講師の方
が本学のＯＢでもあり︑就
職活動のアドバイスや︑大
学時代の経験についてなど
の貴重なお話を聞くことも
できました︒
ＳＱＬの演習では︑テー
ブル上に存在するデータの
探索やデータの更新などの
ＳＱＬの基本的な操作を学
び︑練習問題に取り組みま
した︒C#の演習では︑Ｖ
ｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ
を用いて名前を表示するフ
ォーム画面の作成など基本
ンストール︑Ｗｉｎｄｏｗ できないことを体験させて 的なものから︑予約システ
ｓの初期設定など普段体験 いただき︑とても勉強にな ムを作成する応用的なもの

ことから︑今後の採用状況の問い

の様相が大きく変わりつつあるだ

会場では︑卒業生と4年生内定

合わせや︑予想される﹁就職氷河

けに︑保護者の皆さんも熱い視線

者による﹁新しい生活様式で変わ

し た あ と︑﹁ 学 部・学 年 別 説 明 会 ﹂︑

期﹂への不安も寄せられました︒

開催しました︒

﹁就職説明会﹂︑﹁学修個別相談

また︑厳しい環境下での大学の考

︻就職説明会︼

会﹂︑﹁就職個別相談会﹂︑

で聞き入っていました︒

就活状況 ⁚⁚

﹁学内見学会﹂の5つの部会

え方や︑
取り組み︑
支援策などの説

成績評価

私は8月 日から 日ま
での5日間︑ＪＡ新潟電算
センターの学外実習に参加
しました︒ＩＴ業界の仕事
に興味があり︑これまで大
学で学んできたことを︑ど
こまで活かすことが出来る
か挑戦してみたいと思い︑
参加しました︒
実習では︑主に運用部の
業務体験としてサーバーの
構築や動作確認︑開発部に
よる﹁ＳＱＬ﹂︑﹁C#﹂
などプログラミングの演習
を行いました︒
サーバーの構築や動作確
認では︑サーバーＯＳのイ

履修方法

が行われ︑保護者には希望す

明を求める声もありました︒

ることがで

スを見学す

る部会に参加してもらいまし
た︒
︻ 学修説明会︼
﹁学部・学年別説明会﹂で

企業の仕事内容や職場環境を通

またセコム上信越では︑本学卒

として︑大変参考になりました︒

き︑学生た

や︑卒業までに必要な要件を

して社会人の働き方などを実際に

は履修方法︑成績評価の方法
詳しく説明しました︒﹁学修

体験する﹁企業見学セミナー﹂が︑

︵キャリア支援課長 西脇 茂雄︶

なりました︒

の実務経験を直接聞くいい機会と

業生の先輩社員と交流し︑社会人

ちにとっては進路選択の判断材料

個別相談会﹂では︑保護者か

8月

人が参加し

ら事前に聴取していた相談内

ました︒

日に行われ︑

容に沿って一人ひとり個別に

社 会 人の働 き 方 を 実 体 験

疑問に答える保護者説明会開く
学

日︑本

令和2年度の﹁保護者 対 象
修・就職説明会﹂が9月
校で開催され１９６人が参加
しました︒例年︑学修説明会
と就職説明会は別日程で開か
れますが︑今年度は新型コロ
ナウイルス感染症の拡大に伴
い︑イベントの複数回開催を
避けるため合同開催としまし
た ︒ 入 構 時 の 検 温 や 消 毒 ︑座
席 空 間 の 確 保 な ど ︑感 染 症 防
止対策を万全に行ったうえで
の開催でした︒
全体説明会で野崎茂学長が
大学の取り組みについて説明

目的とした見学セミナーですが︑

今後の就職活動に繋げることを

担当教員が単位取得や学生生活の

今年度はコロナ禍での開催となっ

対応︒
状況も踏まえたうえで相談を聴

たため規模を縮小し︑

た︒業務に集中できる

保つよう努めていまし

社員の関係性を良好に

場環境を大幅に変え︑

働き方改革に沿って職

3社とも︑それぞれ

社を訪問しました︒

ス︑セコム上信越の3

ＮＳホールディング

富士ゼロックス新潟︑

き︑保護者の方々の不安解消に努
めました︒
﹁学内見学会﹂では︑本学の雰
囲気を知ってもらうために︑在学
生が学内を案内しながら大学生活
の生の声を伝えました︒
前期はだれも経験したことのな
い原則遠隔授業という異常事態で
したので︑戸惑う学生も多く︑保
護者の方々も大きな不安を抱いて
いたことでしょう︒こうした事態

よう改善されたオフィ

●アクシアル リテイリング（株）

学 校 推 薦 型選抜

2
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国際文化学科

3年

髙橋 れな

IT企業の仕組みを学ぶ

●（株）第四銀行
●（株）NS・コンピュータサービス ●（株）博進堂
●（株）新潟県農協電算センター
学外実習
E-mail

TEL

ニーズ引き出す力が大切

石橋 正教

3年
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◎詳細については入試・広報課までお問い合わせください。

18

24

（順不同）
◎詳細は本学入学者選抜要項でご確認ください。

025-264-3777 nyushiweb@nuis.ac.jp
小論文
帰 国 生 選 抜
外国人留学生選抜
社 会 人 選 抜

国際・情報
新潟国際情報大学 学報

3

11月2日㈪

スポーツ

入学時の奨学金
教 科 成 績 重 視 型 ※2

2020年
11月2日㈪

資格・検定重視型 ※2 2020年

公募制

合格後、希望者に対し2月28日㈰に「奨学金試験」を実施。
成績上位者に半期授業料の半額を給付します。

面接・小論文
2020年
11月10日㈫ 11月22日㈰ 競技実績
11月9日㈪【郵送必着】
面接・
15:00まで

インターネット登録を
利用した出願です
（指定校制を除く）

※1 本学が指定校と定めた高校長あてに推薦依頼を行います。※2 併願可・過年度卒可。

インターン
シップ

●富士印刷（株） ●（株）タカヨシ ●（株）星光堂薬局 ●（株）マイナビ ●CEC新潟情報サービス（株） ●（株）日産サティオ新潟西
●（福）愛宕福祉会 ●ホテル朱鷺メッセ（株）
〈ホテル日航新潟〉 ●（株）ホテルオークラ新潟 ●（株）ホテル新潟〈ANAクラウンプラザホテル新潟〉
●（株）広報しえん ●（株）新潟ダイハツモータース／新潟自動車産業（株） ●（株）エフエムラジオ新潟 ●（株）第一印刷所
●POLA THE BEAUTY ●日産プリンス新潟販売（株） ●新潟国際情報大学 キャリア支援課 ●（一社）新潟県経営者協会 ●（株）エスエフシー新潟
●（株）ビップ ●（株）キューピット ●済生会 新潟病院 ●いわむろや ●太平興業（株） ●（公財）長岡市スポーツ協会〈長岡市市民体育館〉

学校推薦型選抜（指定校・公募・スポーツ）入学試験合格者

面接・
小論文

国 際 学 部 国際文化学科
経営情報学部 経営学科
経営情報学部 情報システム学科
募集学部
選抜方法

22

28

13

情報システム学科

14

選抜実施日
出願書類
提出期間

指定校制 ※1

27

企業見学セミナー

インターネット
出願登録期間
分
区

2021年度
学校推薦型・
帰国生・外国人
留学生・社会人
選抜日程

日産プリンス新潟販売

JA新潟電算センター

卒業生のパネル討論も
を踏まえ︑対面での学修説明会を

富士ゼロックスで説明を受ける学生

インターンシップ

学外 実習

月

後期授業
後期授業は︑原則対面で9
日から始まりました︒教

%以下として︑周囲と

室における受講者数は収容人

数の
%を超えた授業は︑

の空間を確保しています︒受

講者が

他の教室へ対面授業の映像を

リアルタイム配信して受講す

に発話を有する授業で着用し

％超 教 室 は 同 時 遠 隔 も

原則対面で開始

るハイブリッド授業を行って
教卓には感

います︒

染防止パーテ

ィションを

設置し︑さら

たフェイスシールドを全学生

ます︒

に︑寄贈され

に配布しました︒語学など主

オンラインサークル説 明 会
例年︑新入生歓迎会で行わ
れるクラブ団体︵サークル︶紹
介が開催できなかったことか
日に開催し

ら︑オンラインによるサーク
ル説明会を7月
ました︒
は︑1年
生に課外
活動を知

ス感染症は︑依然として収束の気配が見えません︒後期授業は

政府の緊急事態宣言は解除されたものの︑新型コロナウイル

団体の活動紹介が行われ︑

した︒学友会と上級生から︑

に活動できるように行われま

ってもらい︑再開後スムーズ

オンラインで

原則対面となりましたが︑感染拡大防止のために苦汁の決断を

迫られることも多々ありました︒﹁学びを止めない﹂を掲げる

残念ながら本学留学先︵露
・中・韓・米︶にちなんだ無
料ランチは︑会食時の飛沫感
染の怖れがあるため︑断
念せざるをえませんでし
た︒
代わりに︑大学から５
００円分の食事券を配布
し︑みずき野町内の飲食
店で利用してもらいまし
た︒利用者もさることな
がら︑飲食店からも﹁来
客が激減する中︑このよ
うな取り組みをしてもら
い助かった﹂と大変好評
でした︒

感染防止対策
校舎内への入口を2か所に
限定し︑手指消毒とマスクの
着用を徹底しています︒また
会食による飛沫防止対策とし
て︑学食に感染防止パーティ
ションを設置しました︒さら
に︑学食以外に4つの大教室
を昼食場所に開放し︑広い空
間を確保した上で飲食が可能
となりました︒また︑パソコ
ンを設置している施設や図書
館も同様に︑感染防止対策を
行っています︒

動画公開
前期授業は原則遠隔授業で
行われました︒当たり前の学
生生活が損なわれ︑日常生活

学食の感染防止パーティション

から参加
人もいない異様な状況

かかわらず︑学内に学生が一

ている公開講座は︑新型コロ

新潟中央キャンパスで行っ

椅子を削減して密を防ぐ他︑

めな換気の徹底︑教室の机や

レベーターなどの消毒︑こま

社会連携
２２７

残すため︑コロナ禍の本学の
取り組みとして動画を制作し
ました︒﹁学生インタビュー

えて話し合った結
果︑本年度は中止

︵グローバ
Team-Teaching
リゼーションとそのチーム
・ティーチングに与える影
響︶﹄が︑英国のケンブリ
ッジ・スカラーズ出版社か
ら出版されました︒
日本の学校におけるチー
ム・ティーチング
について︑英語教
員として中学と大
学で英語教育に取
り組んだ自身の経
験を踏まえて︑マ
クロ︑ミクロ︑メ
ソ
︵中間︶
の３つの
視点から分析し︑
学校全体で支える
体制を作ることの
重要性をまとめた
研究書です︒

准 教 授 の 著 書 ﹃ Globalisation and Its Eﬀects on

国際文化学科・藤本直生

することを決定しました︒

紅 翔 祭の中 止

の新潟県内の感染状況を踏ま

しています︒

制作し︑ホームページで公開

﹁施設編﹂の３つの側面から

編﹂︑﹁教員インタビュー 編﹂︑

心に焼きつけ 後 世に

コロナ 禍の日々

と価値観を大きく変えざるを
得ない状
況となり
ました︒
授業期

し ま し
や︑遠隔授業を行う教員と受

間中にも

た︒課外

月

講する学生の生の声を後世に

期の大部
3日・4日の紅翔

分の期間︑禁止となりました
が︑感染防止の新しいルール
祭開催に向けて準

のもとで8月
れています︒

に決定しまし

ナウイルスの感染拡大防止の

飛沫感染が危惧さ

た︒教室やエ

ため︑残念ながら令和2年度

Ｗｅｂｅｘ﹂

７１１１︶まで︒

センター︵０２５

ンパス

は︑新潟中央キャ

るお問い合わせ

公開講座に関す

で実施します︒

一部をオンライン

を使用し︑初めて

ｏ

ステム﹁Ｃｉｓｃ

入している会議シ

学の遠隔授業で導

面方式のほか︑本

講座は通常の対

す︒

を設置いたしま

にアクリルガード

れる講座では各机

あり︑安全な運営対策の検討

要望が多数寄せられたことも

は︑受講生の皆様から再開の

前期は中止しましたが︑後期

中 央キャンパス後 期 公 開 講 座

備を進めてきましたが︑昨今

日から再開さ

紅翔祭実行委員会は︑

活動は前

多くの1年生がオンライン上

団体紹介

説明会
サ ー クル 説 明 会

教員も状況によりフェイスシールドを着用

た︒﹂と の 声 が 聞 か れ ま した︒

本学のコロナ禍対応策をまとめました︒

オープンキャンパス
本年度はコロナ禍の中では

ありましたが︑3回の﹁オー

プンキャンパス﹂をすべ

て対面式で実施し︑無事

終了することができまし
感染症拡大防止のた

た︒

め︑参加者数の上限を定

めた上で︑
入場前の検温︑
参加者の体調や︑座席の
間隔に配慮して開催しま

した︒参 加 者 か らは︑
﹁実

際に大学を見ることがで

き︑在学生に質問するこ

を重ねた結果︑開講すること

在 学 生に
フェイ スシー ルド
みずき 会 が 寄 贈

ッセージ付きのフェイスシー
ルドは︑後期授業で活用させ
ていただいてます︒

施設編
サムネイル
学生
インタビュー編
サムネイル

50

︻訂

正︼
﹁国際・情報﹂ 号 4ページ
団体の名称に誤りがありました

︵誤︶

おらってＳＤＧｓにいがた
市民エネルギー協議会
︵正︶

︵一社︶おらってにいがた
市民エネルギー協議会
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全員マスクをして、周囲との空間を確保してスタート

対面で３回実施
留学相談

要望に応え対面で再開

創意工夫重ね「3密」を回避
全学で継続
コロナ禍対応

月

後期授業
後期授業は︑原則対面で9
日から始まりました︒教

%以下として︑周囲と

室における受講者数は収容人

数の
%を超えた授業は︑

の空間を確保しています︒受

講者が

他の教室へ対面授業の映像を

リアルタイム配信して受講す

に発話を有する授業で着用し

％超 教 室 は 同 時 遠 隔 も

原則対面で開始

るハイブリッド授業を行って
教卓には感

います︒

染防止パーテ

ィションを

設置し︑さら

たフェイスシールドを全学生

ます︒

に︑寄贈され

に配布しました︒語学など主

オンラインサークル説 明 会
例年︑新入生歓迎会で行わ
れるクラブ団体︵サークル︶紹
介が開催できなかったことか
日に開催し

ら︑オンラインによるサーク
ル説明会を7月
ました︒
は︑1年
生に課外
活動を知

ス感染症は︑依然として収束の気配が見えません︒後期授業は

政府の緊急事態宣言は解除されたものの︑新型コロナウイル

団体の活動紹介が行われ︑

した︒学友会と上級生から︑

に活動できるように行われま

ってもらい︑再開後スムーズ

オンラインで

原則対面となりましたが︑感染拡大防止のために苦汁の決断を

迫られることも多々ありました︒﹁学びを止めない﹂を掲げる

残念ながら本学留学先︵露
・中・韓・米︶にちなんだ無
料ランチは︑会食時の飛沫感
染の怖れがあるため︑断
念せざるをえませんでし
た︒
代わりに︑大学から５
００円分の食事券を配布
し︑みずき野町内の飲食
店で利用してもらいまし
た︒利用者もさることな
がら︑飲食店からも﹁来
客が激減する中︑このよ
うな取り組みをしてもら
い助かった﹂と大変好評
でした︒

感染防止対策
校舎内への入口を2か所に
限定し︑手指消毒とマスクの
着用を徹底しています︒また
会食による飛沫防止対策とし
て︑学食に感染防止パーティ
ションを設置しました︒さら
に︑学食以外に4つの大教室
を昼食場所に開放し︑広い空
間を確保した上で飲食が可能
となりました︒また︑パソコ
ンを設置している施設や図書
館も同様に︑感染防止対策を
行っています︒

動画公開
前期授業は原則遠隔授業で
行われました︒当たり前の学
生生活が損なわれ︑日常生活

学食の感染防止パーティション

から参加
人もいない異様な状況

かかわらず︑学内に学生が一

ている公開講座は︑新型コロ

新潟中央キャンパスで行っ

椅子を削減して密を防ぐ他︑

めな換気の徹底︑教室の机や

レベーターなどの消毒︑こま

社会連携
２２７

残すため︑コロナ禍の本学の
取り組みとして動画を制作し
ました︒﹁学生インタビュー

えて話し合った結
果︑本年度は中止

︵グローバ
Team-Teaching
リゼーションとそのチーム
・ティーチングに与える影
響︶﹄が︑英国のケンブリ
ッジ・スカラーズ出版社か
ら出版されました︒
日本の学校におけるチー
ム・ティーチング
について︑英語教
員として中学と大
学で英語教育に取
り組んだ自身の経
験を踏まえて︑マ
クロ︑ミクロ︑メ
ソ
︵中間︶
の３つの
視点から分析し︑
学校全体で支える
体制を作ることの
重要性をまとめた
研究書です︒

准 教 授 の 著 書 ﹃ Globalisation and Its Eﬀects on

国際文化学科・藤本直生

することを決定しました︒

紅 翔 祭の中 止

の新潟県内の感染状況を踏ま

しています︒

制作し︑ホームページで公開

﹁施設編﹂の３つの側面から

編﹂︑﹁教員インタビュー 編﹂︑

心に焼きつけ 後 世に

コロナ 禍の日々

と価値観を大きく変えざるを
得ない状
況となり
ました︒
授業期

し ま し
や︑遠隔授業を行う教員と受

間中にも

た︒課外

月

講する学生の生の声を後世に

期の大部
3日・4日の紅翔

分の期間︑禁止となりました
が︑感染防止の新しいルール
祭開催に向けて準

のもとで8月
れています︒

に決定しまし

ナウイルスの感染拡大防止の

飛沫感染が危惧さ

た︒教室やエ

ため︑残念ながら令和2年度

Ｗｅｂｅｘ﹂

７１１１︶まで︒

センター︵０２５

ンパス

は︑新潟中央キャ

るお問い合わせ

公開講座に関す

で実施します︒

一部をオンライン

を使用し︑初めて

ｏ

ステム﹁Ｃｉｓｃ

入している会議シ

学の遠隔授業で導

面方式のほか︑本

講座は通常の対

す︒

を設置いたしま

にアクリルガード

れる講座では各机

あり︑安全な運営対策の検討

要望が多数寄せられたことも

は︑受講生の皆様から再開の

前期は中止しましたが︑後期

中 央キャンパス後 期 公 開 講 座

備を進めてきましたが︑昨今

日から再開さ

紅翔祭実行委員会は︑

活動は前

多くの1年生がオンライン上

団体紹介

説明会
サ ー クル 説 明 会

教員も状況によりフェイスシールドを着用

た︒﹂と の 声 が 聞 か れ ま した︒

本学のコロナ禍対応策をまとめました︒

オープンキャンパス
本年度はコロナ禍の中では

ありましたが︑3回の﹁オー

プンキャンパス﹂をすべ

て対面式で実施し︑無事

終了することができまし
感染症拡大防止のた

た︒

め︑参加者数の上限を定

めた上で︑
入場前の検温︑
参加者の体調や︑座席の
間隔に配慮して開催しま

した︒参 加 者 か らは︑
﹁実

際に大学を見ることがで

き︑在学生に質問するこ

を重ねた結果︑開講すること

在 学 生に
フェイ スシー ルド
みずき 会 が 寄 贈

ッセージ付きのフェイスシー
ルドは︑後期授業で活用させ
ていただいてます︒

施設編
サムネイル
学生
インタビュー編
サムネイル

50

︻訂

正︼
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おらってＳＤＧｓにいがた
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︵一社︶おらってにいがた
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ーガル・アドバイザーとなって
活躍する卒業生が多い点に大き
な特長がある︒
研究テーマ﹁テロリズムの国
際法的規制﹂と密接に関係する

セミナーに参加し︑充実した研
究生活を送っていた３月︑突如
ＮＺでは第1次ロックダウン︑
つまり︑全ての市民に対する自
宅軟禁措置が実施された︒大学

︵その他の小中高校も︶は閉鎖
された︒オンライン講義が代替
的な措置として行われるように
なった︒しかし技術的な理由で
講義への出席を断念せざるをえ

大学閉鎖の中で研究を継続

ンキングで
オ ー ク ランド 大 学 法 科 大 学 院
も上位に位
︱︱国際文化学科 准教授 熊谷 卓
置する﹁名
門﹂︶︒法
科大学院では多くのスタッフが
研究と教育に従事している︒私
が専門とする国際法についても
スタッフ4名以上と充実してい
る︒
学生にはきめ細かい教育が実
施されている︒卒業生の多くは
弁護士︑裁判官︑検事ほか公務
員になる︒もっとも人権や自然
環境保護に尽力するＮＧＯのリ

２０１９年9月より１年間︑
ＮＺ・国立オークランド大学法
科大学院で研究に従事した︵た
だし執筆時点ではＮＺに滞在
中︶︒ここでは当該期間の諸経
験について︑主として研究環境
および中国に端を発するＣｏｖ
ｉｄ
蔓延のＮＺでの状況に
ついて紹介する︒
ＮＺには現在 の大学があ
り︑そのすべてが国立である︒
その１つがオークランド大学
で︑同大学は
ＮＺでも最大
規模の学部数
と学生数を誇
る大学である
︵世界大学ラ

NMRレーザー研究で成果

すると理論でなく基
ヨハネ ス・ケ プ ラ ー 大 学
準の実験結果の間違い
が判明しました︒これ
︱︱情報システム学科 教授 近山 英輔
は単純ミスではなく︑
で 知 ら れ て い な か っ た セ シ ウ すぐには気づけない難しいもの
ム︑リチウム︑リン原子の係数 でした︒こうして再実験結果を
理論解析してまとめることがで
を計測できました︒
研 究 の 過 程 で 壁 が あ り ま し きました︒もしコロナがなけれ
た︒計測結果が理論と合わず︑ ばすぐに解決したかもしれませ
新型コロナによるテレワークが ん︒行動したら大きな悩みが簡
始まりました︒私は机上の頭脳 単 に 解 決 し た 珍 し い 体 験 で し
労働のみで3か月間理論修正と た︒しかし頭脳労働のおかげで
理論に対する
深い理解を得
られました︒
二兎を得たわけです︒
リンツ市は新潟市より小さい
のですが︑近くで見ると青くな
いドナウ川の岸辺で︑毎年開催
されている文化の祭典アルス・

ゆう

なかった学生もいると聞いた︒
第1次ロックダウン解除後１
００日以上も市中無感染状態を
世界に誇ったＮＺで︑
8月半ば︑
突如Ｃｏｖｉｄ
患者が発見
された︒翌日以降︑政府はオー
クランドについて第2次ロック
ダウンを命じた︒政府によれば︑
Ｃｏｖｉｄ
を ﹁ eliminate
︵根絶︶﹂するためには﹁人の
動きを止めること﹂が最良の策
であるという︒新たなロックダ
ウンの下︑市民は様々な制約の
中で懸命に生きて行こうとして
いる︒
日本への渡航日が迫っている
︵もっとも︑航空機も飛ぶか直
前まで分からない！︶︒お世話
になった方々へ﹁対面﹂でお礼
を述べることが叶わないこと︑
それが唯一の心残りである︒

編集後記に代えて

エレクトロニカやブルックナー
音楽祭が外国人観光客を集めて
いる点に感心しました︒海外で
しか修行できない研究分野と文
化体験を得られた貴重な1年間
でした︒
︻ＮＭＲ＝核磁気共鳴︼原子核
の回転の強さを電磁波で測る手
法の1つ
︻ＮＭＲレーザー︼NMR装置
で生ずるある種のレーザー

げん

湧源
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堀川

祐里（国際文化学科・講師）
・（2020年6月より新規）社会政策学会春季大会企画委員
監事、機関誌『経営行動科学』編集委員
・（2020年4月より新規〜2022年3月）経営行動科学学会
（運営担当）

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2020年7月3日）「市民の政治と公共性の構築について」自治労新潟県本部青年部ウェブセミナ
・（2020年8月）『Japan in the 14th Century. Chronicles of the Power』（ロシア語）VKN出版社
（256頁）

19

臼井 陽一郎

・（2020年6月）
『 Globalisation and Its Eﬀects on Team-Teaching』Cambridge Scholars Publishing
（274頁）

石川

直生（国際文化学科・准教授）

越智

直生（国際文化学科・准教授）
・（2020年8月24日）Team-Teaching in a Global Context（ALT Training Online Blog）
裕紀（経営学科・講師）

藤本

４）
委員・社会的活動・記事・その他

アレクサンドル・プラーソル（国際文化学科・教授）

洋（情報システム学科・教授）
・（2020年7月3日〜7月6日）"A Case Study of Refactoring with UML Editor Plug-in for Eclipse ―
Replace Type Code with State/Strategy ―" The 35th International Technical Conference on
Circuits/Systems, Computers and Communications（Online）

今井

・（2020年4月1日より新規）新潟市財産経営推進計画委員
・（2020年4月1日より新規）新潟市西区坂井輪図書館協議会委員
・（2019年8月1日より継続）NOSAIコンプライアンス委員会委員
・（2020年4月より新規〜2024年3月）令和2年度科学研究費助成事業若手研究「健康行動を規定す
るICTによる無意識的動機づけの研究：消費者行動の視点からの検討」 研究代表者

藤本

藤田 美幸（経営学科・准教授）
藤田 美幸（経営学科・准教授）

・（2020年3月）共著：石井 忠夫（情報システム学科・教授）、石川 洋（同・教授）、河原 和好
（同・准教授）、小宮山 智志（経営学科・准教授）、中田豊久（情報システム学科・講師）藤
田美幸（同・准教授）『パソコン学』新潟国際情報大学（75頁）

入試委員長

敏夫（国際文化学科・教授）

19

ひとりで過ごす ということ

越智

２）
学会・研究会・講演等

・（2020年7月3日）IoT技術講習会「データマイニングと人工知能」テクノインスパイア（小千谷
市産学官連携推進員）主催（オンライン開催・Zoom）

義和（情報システム学科・元教授）

高木

藤田 美幸（経営学科・准教授）

中田 豊久（情報システム学科・講師）

・（2020年8月）書評論文『戦後「社会科学」の思想』
（森政稔著・NHK出版）『図書新聞』8月15日
号 第2面

・（2019年12月）「第8章 1980年代の韓日歴史認識問題 ―『藤尾発言』を中心として」（262〜
302頁）趙胤修著『韓日協定と韓日関係 ―1965年体制は克服可能か？』東北亜歴史財団（韓国・ソ
ウル）（全410頁）
・（2020年6月）「『徴用工』判決にどう向き合うか ―日韓請求権協定の経緯と日本の植民地支配責
任｣（51〜71頁）内海愛子著『日韓の歴史問題をどう読み解くか 徴用工･日本軍｢慰安婦｣･植民
地支配』新日本出版社（全256頁）

３）
競争的資金獲得研究

桐子（経営学科・准教授）
・（2020年7月3日）IoT技術講習会「とっても身近なシミュレーション」テクノインスパイア（小
千谷市産学官連携推進員）主催（オンライン開催・Zoom）
・（2020年6月13日〜6月14日）"Globalisation and Its Eﬀects on Team-Teaching" Asian EFL
Journal Group's International Virtual TESOL Conference（Site Skills Training Campus, Clark,
Philippins）

佐々木
藤本
文寿（国際文化学科・教授）

吉澤
・（2020年4月）編著『変わりゆくEU ─永遠平和のプロジェクトの行方』明石書店（276頁）

越智

山下

・（2020年5月）「公共交通事業における日本とカナダの比較 ―独占と競争―」『財務管理研究』
31号（152〜158頁）

直生（国際文化学科・准教授）

・（2020年10月封切）映画解説「内戦下のアルジェリア社会」『PAPICHA』パンフレット、クロ
ックワークス
・（2020年7月3日〜7月4日）「ICTが促進及び維持する健康・スポーツに関する行動変容―大学生
の健康・スポーツ行動に着目して―」日本情報経営学会第80回全国大会（拓殖大学・オンライン）

小山田 紀子（国際文化学科・教授）

・（2020年5月29日〜5月31日）「衣装を通して示される『賢さ』：ミャオ族女性のライフコースの
変容に着目して」日本文化人類学会第54回研究大会 （早稲田大学・オンライン）

功（経営学科・准教授）

検証を行いました︒しかし多く
の修正を考案しましたが欠点が
あり︑諦めかけていたときテレ
ワークが終わり︑実験施設が再
度利用可能になりました︒

カンボジアから考える紛争、平和、開発

オーストリ
アのリンツ市にあるヨハネス・
ケプラー大学のＭ ｌlｅｒ研
究室に昨年9月から1年間滞在
し︑ＮＭＲレーザー・スピンノ
イズの研究を行ってきました︒
日本にこの分野の研究者は知る
限りいません︒スピンノイズは
時間不足だっ
たのですが︑
ＮＭＲレーザ
ー研究はまとめることができＭ
ｌlｅｒ教授と査読付き国際
論文誌へ投稿作業中です︒原子
核とＮＭＲレーザーの強さを決
める係数について︑私はこれま

山田

学業・課外活動優秀者

働くこと・学ぶことを楽しめるか

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2020年8月1日より新規〜継続中）UXテレビ「まるどりっ！」時事解説
・（2020年8月3日より新規〜継続中）BSNラジオ「四畳半スタジオ」時事解説
裕紀（経営学科・講師）
・（2020年3月）「職務上の資源が職務要求を介してワーク・ファミリー・コンフリクトに与える
影響―雇用形態に注目した調整媒介モデル―」『慶應経営論集』37巻1号（1〜13頁）

人に表彰奨学金授与

小宮山 智志

若菜（国際文化学科・准教授）
今井

供たちとコースター
を作り︑子供たちが
地元のPRに関わる
ことができる仕組み
を構築するなど︑県
内各地で活性化に取り組
み︑活躍しました︒

英語を訳して政治を考えよう

ステム学科6人︶︒課外活
動功労者が 人です︒
課外活動功労者のう
ち︑スポーツ関係では県
陸上競技選手権大会男子
４００ｍリレー優勝︑地
域活性化事業では︑柏崎
市での調査業務や祭りの
運営︑佐渡市ではＳＮＳ
で地域の魅力を発信する
取り組み︑また新潟市赤
塚地区では佐潟での砂丘
保全活動︑魚沼市では子

新潟は
「潟」のまち −潟学のすすめ−

ー（自治労新潟県本部）

堀川

１）
研究論文・図書

人参加

晋一
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2mソーシャルディスタンスの標識

最近︑レイモンド・チャンドラーのマー
ロウものにハマっている︒マーロウの名前
は有名だ︒いや︑学生たちは知らないかも
し れ な い︒マ ー ロ ウ は 探 偵 で ある︒タ フで︑
しかし優しい︒彼が活躍するアメリカ社会
は︑貧富の格差激しく︑人種差別の病に侵
されている︒とてもじゃないが︑世界ナン
バーワンの国力を誇る文明国家には見えな
い︒社会のあちこちで金持ちがふんぞり返
る︒他者とくに異性は自らの欲望実現の手
段にすぎない︒マネーがすべてだ︒そんな
社会にあって︑孤独に生きるマーロウは時
に鼻持ちならない依頼人の利益のために働
きつつも︑人の真の優しさを絶対に捨て去
ることがない︒業としかいいようのない︑
見境なき欲望につぶされていく人間の︑そ
れでも刹那に醸し出される愛おしき人間的
なるものに︑マーロウはハードボイルドの
微笑みを投げかける︒
好きなシーンがある︒探偵事務所の夜︑
たったひとりでバーボンをロックで舐めな
がら︑過去の名プレーヤーたちのチェスの
棋譜をならべるシーンだ︒クイーン・ギャ
ンビットやインディアン・ディフェンス︑
あるいはふつうにスコッチ・ゲームといっ
た序盤戦略の名前をマーロウが呟く︒カッ
コ良くてね︒
コロナ禍の世界︑多くの人びとが孤独の
中で他者との関係を見つめ直している︒そ
してその孤独は︑自分自身に再び向き合う
チャンスにもなる︒もちろん︑マーロウの
ように深い孤独をゆっくり楽しめる人間な
んてそうそういるもんじゃない︒でも︑マ
ーロウの孤独の背景となるアメリカ社会の
病理的なるものを︑チャンドラーの小説か
ら感じ取ってみるというのは︑きっと良き
勉強の機会にもなるとおもう︒今の日本に
も︑マーロウの存在が必要だ︒

NMR装置

11

令和元年度に学業や課外
活動において優れた成果を
修めた学生をたたえる﹁表
彰奨学金﹂の授与式が7月
日に本校︵みずき野キャ
ンパス︶で行われ︑野崎茂
学長から 人に証書と奨学
金が授与されました︒学長
の激励に学生たちは一層の
活躍を誓っていました︒
被表彰者は学業成績優秀
者が 人︵国際文化学科6
人︑経営学科４人︑情報シ

30

佐藤

陽一郎（国際文化学科・教授）

6講座に

澤口

41

新潟商業高校に出張講義

アメリカとはどのような国か

に連携し︑出張講義に取り
組んでいきます︒高校から
はもちろん企業からの依頼
もお待ちしております︒

敏夫

19

海外研修
海外研修
レポート
レポート

16

本学教員6人が8月5
日︑6日の2日間︑新潟市
の新潟商業高校で出張講義
を行いました︒
これは同高からの要請を

90

祐里（国際文化学科・講師）
・（2020年2月）「戦時期の女性労務動員が現代日本に残したもの ―『生理休暇』に焦点を当てて」
（86〜103頁）鳴子 博子編著『ジェンダー・暴力・権力 水平関係から水平・垂直関係へ』晃洋書房
・（2020年7月）書評『山川菊栄研究』
（伊藤セツ著）『大原社会問題研究所雑誌』741号（65〜70頁）

臼井

163

越智

25

受けて︑
同校国際教養科1︑
2年生を対象に﹁総合的な
探求の時間﹂の一環として
行われました︒
本学教員が開催する6講
座の中から︑受講生
１６３人がそれぞれ
興味のあるテーマを
選択して受講︑1講
座あたり 人程度︑
講義時間は大学と同
じ 分でしたが︑受
講した高校生は︑集
中して講義を聴いて
いました︒
本学では︑高校生
がより広い世界に目
を向け︑今後の学習
活動の一助となるよ
う︑今後とも積極的

臼井 陽一郎

裕史

大学に行こう
！人生を真剣に考える人へ−
寛
佐々木

敬称略

出張講義に参加した教員と講座名

15

教員の活動（本人申告による）

ーガル・アドバイザーとなって
活躍する卒業生が多い点に大き
な特長がある︒
研究テーマ﹁テロリズムの国
際法的規制﹂と密接に関係する

セミナーに参加し︑充実した研
究生活を送っていた３月︑突如
ＮＺでは第1次ロックダウン︑
つまり︑全ての市民に対する自
宅軟禁措置が実施された︒大学

︵その他の小中高校も︶は閉鎖
された︒オンライン講義が代替
的な措置として行われるように
なった︒しかし技術的な理由で
講義への出席を断念せざるをえ

大学閉鎖の中で研究を継続

ンキングで
オ ー ク ランド 大 学 法 科 大 学 院
も上位に位
︱︱国際文化学科 准教授 熊谷 卓
置する﹁名
門﹂︶︒法
科大学院では多くのスタッフが
研究と教育に従事している︒私
が専門とする国際法についても
スタッフ4名以上と充実してい
る︒
学生にはきめ細かい教育が実
施されている︒卒業生の多くは
弁護士︑裁判官︑検事ほか公務
員になる︒もっとも人権や自然
環境保護に尽力するＮＧＯのリ

２０１９年9月より１年間︑
ＮＺ・国立オークランド大学法
科大学院で研究に従事した︵た
だし執筆時点ではＮＺに滞在
中︶︒ここでは当該期間の諸経
験について︑主として研究環境
および中国に端を発するＣｏｖ
ｉｄ
蔓延のＮＺでの状況に
ついて紹介する︒
ＮＺには現在 の大学があ
り︑そのすべてが国立である︒
その１つがオークランド大学
で︑同大学は
ＮＺでも最大
規模の学部数
と学生数を誇
る大学である
︵世界大学ラ

NMRレーザー研究で成果

すると理論でなく基
ヨハネ ス・ケ プ ラ ー 大 学
準の実験結果の間違い
が判明しました︒これ
︱︱情報システム学科 教授 近山 英輔
は単純ミスではなく︑
で 知 ら れ て い な か っ た セ シ ウ すぐには気づけない難しいもの
ム︑リチウム︑リン原子の係数 でした︒こうして再実験結果を
理論解析してまとめることがで
を計測できました︒
研 究 の 過 程 で 壁 が あ り ま し きました︒もしコロナがなけれ
た︒計測結果が理論と合わず︑ ばすぐに解決したかもしれませ
新型コロナによるテレワークが ん︒行動したら大きな悩みが簡
始まりました︒私は机上の頭脳 単 に 解 決 し た 珍 し い 体 験 で し
労働のみで3か月間理論修正と た︒しかし頭脳労働のおかげで
理論に対する
深い理解を得
られました︒
二兎を得たわけです︒
リンツ市は新潟市より小さい
のですが︑近くで見ると青くな
いドナウ川の岸辺で︑毎年開催
されている文化の祭典アルス・

ゆう

なかった学生もいると聞いた︒
第1次ロックダウン解除後１
００日以上も市中無感染状態を
世界に誇ったＮＺで︑
8月半ば︑
突如Ｃｏｖｉｄ
患者が発見
された︒翌日以降︑政府はオー
クランドについて第2次ロック
ダウンを命じた︒政府によれば︑
Ｃｏｖｉｄ
を ﹁ eliminate
︵根絶︶﹂するためには﹁人の
動きを止めること﹂が最良の策
であるという︒新たなロックダ
ウンの下︑市民は様々な制約の
中で懸命に生きて行こうとして
いる︒
日本への渡航日が迫っている
︵もっとも︑航空機も飛ぶか直
前まで分からない！︶︒お世話
になった方々へ﹁対面﹂でお礼
を述べることが叶わないこと︑
それが唯一の心残りである︒

編集後記に代えて

エレクトロニカやブルックナー
音楽祭が外国人観光客を集めて
いる点に感心しました︒海外で
しか修行できない研究分野と文
化体験を得られた貴重な1年間
でした︒
︻ＮＭＲ＝核磁気共鳴︼原子核
の回転の強さを電磁波で測る手
法の1つ
︻ＮＭＲレーザー︼NMR装置
で生ずるある種のレーザー

げん

湧源

6
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国際・情報
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令和2年10月発行

国際・情報
新潟国際情報大学 学報
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堀川

祐里（国際文化学科・講師）
・（2020年6月より新規）社会政策学会春季大会企画委員
監事、機関誌『経営行動科学』編集委員
・（2020年4月より新規〜2022年3月）経営行動科学学会
（運営担当）

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2020年7月3日）「市民の政治と公共性の構築について」自治労新潟県本部青年部ウェブセミナ
・（2020年8月）『Japan in the 14th Century. Chronicles of the Power』（ロシア語）VKN出版社
（256頁）

19

臼井 陽一郎

・（2020年6月）
『 Globalisation and Its Eﬀects on Team-Teaching』Cambridge Scholars Publishing
（274頁）

石川

直生（国際文化学科・准教授）

越智

直生（国際文化学科・准教授）
・（2020年8月24日）Team-Teaching in a Global Context（ALT Training Online Blog）
裕紀（経営学科・講師）

藤本

４）
委員・社会的活動・記事・その他

アレクサンドル・プラーソル（国際文化学科・教授）

洋（情報システム学科・教授）
・（2020年7月3日〜7月6日）"A Case Study of Refactoring with UML Editor Plug-in for Eclipse ―
Replace Type Code with State/Strategy ―" The 35th International Technical Conference on
Circuits/Systems, Computers and Communications（Online）

今井

・（2020年4月1日より新規）新潟市財産経営推進計画委員
・（2020年4月1日より新規）新潟市西区坂井輪図書館協議会委員
・（2019年8月1日より継続）NOSAIコンプライアンス委員会委員
・（2020年4月より新規〜2024年3月）令和2年度科学研究費助成事業若手研究「健康行動を規定す
るICTによる無意識的動機づけの研究：消費者行動の視点からの検討」 研究代表者

藤本

藤田 美幸（経営学科・准教授）
藤田 美幸（経営学科・准教授）

・（2020年3月）共著：石井 忠夫（情報システム学科・教授）、石川 洋（同・教授）、河原 和好
（同・准教授）、小宮山 智志（経営学科・准教授）、中田豊久（情報システム学科・講師）藤
田美幸（同・准教授）『パソコン学』新潟国際情報大学（75頁）

入試委員長

敏夫（国際文化学科・教授）
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ひとりで過ごす ということ

越智

２）
学会・研究会・講演等

・（2020年7月3日）IoT技術講習会「データマイニングと人工知能」テクノインスパイア（小千谷
市産学官連携推進員）主催（オンライン開催・Zoom）

義和（情報システム学科・元教授）

高木

藤田 美幸（経営学科・准教授）

中田 豊久（情報システム学科・講師）

・（2020年8月）書評論文『戦後「社会科学」の思想』
（森政稔著・NHK出版）『図書新聞』8月15日
号 第2面

・（2019年12月）「第8章 1980年代の韓日歴史認識問題 ―『藤尾発言』を中心として」（262〜
302頁）趙胤修著『韓日協定と韓日関係 ―1965年体制は克服可能か？』東北亜歴史財団（韓国・ソ
ウル）（全410頁）
・（2020年6月）「『徴用工』判決にどう向き合うか ―日韓請求権協定の経緯と日本の植民地支配責
任｣（51〜71頁）内海愛子著『日韓の歴史問題をどう読み解くか 徴用工･日本軍｢慰安婦｣･植民
地支配』新日本出版社（全256頁）

３）
競争的資金獲得研究

桐子（経営学科・准教授）
・（2020年7月3日）IoT技術講習会「とっても身近なシミュレーション」テクノインスパイア（小
千谷市産学官連携推進員）主催（オンライン開催・Zoom）
・（2020年6月13日〜6月14日）"Globalisation and Its Eﬀects on Team-Teaching" Asian EFL
Journal Group's International Virtual TESOL Conference（Site Skills Training Campus, Clark,
Philippins）

佐々木
藤本
文寿（国際文化学科・教授）

吉澤
・（2020年4月）編著『変わりゆくEU ─永遠平和のプロジェクトの行方』明石書店（276頁）

越智

山下

・（2020年5月）「公共交通事業における日本とカナダの比較 ―独占と競争―」『財務管理研究』
31号（152〜158頁）

直生（国際文化学科・准教授）

・（2020年10月封切）映画解説「内戦下のアルジェリア社会」『PAPICHA』パンフレット、クロ
ックワークス
・（2020年7月3日〜7月4日）「ICTが促進及び維持する健康・スポーツに関する行動変容―大学生
の健康・スポーツ行動に着目して―」日本情報経営学会第80回全国大会（拓殖大学・オンライン）

小山田 紀子（国際文化学科・教授）

・（2020年5月29日〜5月31日）「衣装を通して示される『賢さ』：ミャオ族女性のライフコースの
変容に着目して」日本文化人類学会第54回研究大会 （早稲田大学・オンライン）

功（経営学科・准教授）

検証を行いました︒しかし多く
の修正を考案しましたが欠点が
あり︑諦めかけていたときテレ
ワークが終わり︑実験施設が再
度利用可能になりました︒

カンボジアから考える紛争、平和、開発

オーストリ
アのリンツ市にあるヨハネス・
ケプラー大学のＭ ｌlｅｒ研
究室に昨年9月から1年間滞在
し︑ＮＭＲレーザー・スピンノ
イズの研究を行ってきました︒
日本にこの分野の研究者は知る
限りいません︒スピンノイズは
時間不足だっ
たのですが︑
ＮＭＲレーザ
ー研究はまとめることができＭ
ｌlｅｒ教授と査読付き国際
論文誌へ投稿作業中です︒原子
核とＮＭＲレーザーの強さを決
める係数について︑私はこれま

山田

学業・課外活動優秀者

働くこと・学ぶことを楽しめるか

敏夫（国際文化学科・教授）
・（2020年8月1日より新規〜継続中）UXテレビ「まるどりっ！」時事解説
・（2020年8月3日より新規〜継続中）BSNラジオ「四畳半スタジオ」時事解説
裕紀（経営学科・講師）
・（2020年3月）「職務上の資源が職務要求を介してワーク・ファミリー・コンフリクトに与える
影響―雇用形態に注目した調整媒介モデル―」『慶應経営論集』37巻1号（1〜13頁）

人に表彰奨学金授与

小宮山 智志

若菜（国際文化学科・准教授）
今井

供たちとコースター
を作り︑子供たちが
地元のPRに関わる
ことができる仕組み
を構築するなど︑県
内各地で活性化に取り組
み︑活躍しました︒

英語を訳して政治を考えよう

ステム学科6人︶︒課外活
動功労者が 人です︒
課外活動功労者のう
ち︑スポーツ関係では県
陸上競技選手権大会男子
４００ｍリレー優勝︑地
域活性化事業では︑柏崎
市での調査業務や祭りの
運営︑佐渡市ではＳＮＳ
で地域の魅力を発信する
取り組み︑また新潟市赤
塚地区では佐潟での砂丘
保全活動︑魚沼市では子

新潟は
「潟」のまち −潟学のすすめ−

ー（自治労新潟県本部）

堀川

１）
研究論文・図書

人参加

晋一

41

2mソーシャルディスタンスの標識

最近︑レイモンド・チャンドラーのマー
ロウものにハマっている︒マーロウの名前
は有名だ︒いや︑学生たちは知らないかも
し れ な い︒マ ー ロ ウ は 探 偵 で ある︒タ フで︑
しかし優しい︒彼が活躍するアメリカ社会
は︑貧富の格差激しく︑人種差別の病に侵
されている︒とてもじゃないが︑世界ナン
バーワンの国力を誇る文明国家には見えな
い︒社会のあちこちで金持ちがふんぞり返
る︒他者とくに異性は自らの欲望実現の手
段にすぎない︒マネーがすべてだ︒そんな
社会にあって︑孤独に生きるマーロウは時
に鼻持ちならない依頼人の利益のために働
きつつも︑人の真の優しさを絶対に捨て去
ることがない︒業としかいいようのない︑
見境なき欲望につぶされていく人間の︑そ
れでも刹那に醸し出される愛おしき人間的
なるものに︑マーロウはハードボイルドの
微笑みを投げかける︒
好きなシーンがある︒探偵事務所の夜︑
たったひとりでバーボンをロックで舐めな
がら︑過去の名プレーヤーたちのチェスの
棋譜をならべるシーンだ︒クイーン・ギャ
ンビットやインディアン・ディフェンス︑
あるいはふつうにスコッチ・ゲームといっ
た序盤戦略の名前をマーロウが呟く︒カッ
コ良くてね︒
コロナ禍の世界︑多くの人びとが孤独の
中で他者との関係を見つめ直している︒そ
してその孤独は︑自分自身に再び向き合う
チャンスにもなる︒もちろん︑マーロウの
ように深い孤独をゆっくり楽しめる人間な
んてそうそういるもんじゃない︒でも︑マ
ーロウの孤独の背景となるアメリカ社会の
病理的なるものを︑チャンドラーの小説か
ら感じ取ってみるというのは︑きっと良き
勉強の機会にもなるとおもう︒今の日本に
も︑マーロウの存在が必要だ︒

NMR装置

11

令和元年度に学業や課外
活動において優れた成果を
修めた学生をたたえる﹁表
彰奨学金﹂の授与式が7月
日に本校︵みずき野キャ
ンパス︶で行われ︑野崎茂
学長から 人に証書と奨学
金が授与されました︒学長
の激励に学生たちは一層の
活躍を誓っていました︒
被表彰者は学業成績優秀
者が 人︵国際文化学科6
人︑経営学科４人︑情報シ

30

佐藤

陽一郎（国際文化学科・教授）

6講座に

澤口

41

新潟商業高校に出張講義

アメリカとはどのような国か

に連携し︑出張講義に取り
組んでいきます︒高校から
はもちろん企業からの依頼
もお待ちしております︒

敏夫

19

海外研修
海外研修
レポート
レポート

16

本学教員6人が8月5
日︑6日の2日間︑新潟市
の新潟商業高校で出張講義
を行いました︒
これは同高からの要請を

90

祐里（国際文化学科・講師）
・（2020年2月）「戦時期の女性労務動員が現代日本に残したもの ―『生理休暇』に焦点を当てて」
（86〜103頁）鳴子 博子編著『ジェンダー・暴力・権力 水平関係から水平・垂直関係へ』晃洋書房
・（2020年7月）書評『山川菊栄研究』
（伊藤セツ著）『大原社会問題研究所雑誌』741号（65〜70頁）

臼井

163

越智

25

受けて︑
同校国際教養科1︑
2年生を対象に﹁総合的な
探求の時間﹂の一環として
行われました︒
本学教員が開催する6講
座の中から︑受講生
１６３人がそれぞれ
興味のあるテーマを
選択して受講︑1講
座あたり 人程度︑
講義時間は大学と同
じ 分でしたが︑受
講した高校生は︑集
中して講義を聴いて
いました︒
本学では︑高校生
がより広い世界に目
を向け︑今後の学習
活動の一助となるよ
う︑今後とも積極的

臼井 陽一郎

裕史

大学に行こう
！人生を真剣に考える人へ−
寛
佐々木

敬称略

出張講義に参加した教員と講座名

15

教員の活動（本人申告による）

世界のマンガ文化を一堂に
ンガ本︵コミックス︶の収集・配
れています

科が設置さ

ガ学部や学
なさんは古町に対してど

クトを進めています︒み

ースを利用したプロジェ

マンガ図書館

には大規模な

学や近畿大学

減少傾向に加え︑日常の

た︒その中で︑来訪者の

町の問題点が浮上しまし

分析を行ったところ︑古

ト調査などで古町の現状

を位置づけ︑世界中で展覧会を開
決定しました︒

ジェクトを進めることを

日記︵井上純一著︶▽ＳＨＥＲＬ

恋は難しい︵ふじた著︶▽中国嫁

このプロジェクト
を進めるにあたっ
て︑私たちが常に意

識していることがあります︒そ

藤田美幸ゼミの活動
私たち藤田美幸研究ゼミナー
れは分析と考察を繰り返し行う

架を行うことになりました︒今年

が開館するなど︑マンガは日本を
消費行動や志向などが見

催したことでもわかるように︑マ

それでもなお︑大学の図

く自分たちに何ができる

消費者のことだけではな

ことです︒分析は古町や

ルでは︑古町にある本学新潟中

情報センター図書館では︑学生
度︵3月︶までに約２０００冊の
んなイメージを持つでし

央キャンパスの1階スペ

の皆さんに注目してもらいたい本
し︑明治大

後期から1万冊目標に収集

を優先的に展示するためのスタイ
マンガ本を専用の書架に収納し︑

代表する文化の一つとして大学で

ょうか︒実際にアンケー

リッシュなラックを中央通路に設

ください︒現
最終的には1万冊程度の収蔵を目
の教育・研究においても注目され

置しました︒

在ラックには
指します︒選書にあたっては学生

ぜひ見にきて

﹁学生に薦める本﹂が展示されて
へのアンケート︑関係教職員の意

展示用ラックを新設

いますが︑後期からはマンガを優

町の地域活性化﹂を目的

先的に展示していきます︒ここま

とし︑現代のストレス社

えてきました︒そこで﹁古

さらに︑２０１６年には︑かの

る存在になっています︒
ルーブル美術館が︑彫刻・絵画・

向等を踏まえて︑情報センター運
収集対象となるのは︑日本だけ

営委員会にて選定していきます︒
会に﹁癒しを創造する﹂

と思

で読んで︑エッ︑マンガ！
本学図書館では︑今年度からマ
ことをコンセプトにプロ

バンド・デシネという名称
ンガはもはや人類の生み出した芸

書館にマンガはふさわしく
ＯＣＫ︵Ｊａｙ.ほか著︶▽ＮＡ

のかを明らかにすること

であり︑考察は真の顧客

理解につなげるために行

います︒実現不可能な事

業や︑顧客が求めていな

い事業を作り出さないた
私は今回初めてリーダ

めの大切な作業です︒

ーという役職になりまし

た︒今までの私は消極的

で︑自分から前に出て発

言した経験は一度もあり

ません︒しかしそんな自

分を変えるためにもリー

ダーになりました︒この
プロジェクトを通して︑

自分の成長だけでなくメンバー
全員が成長できる場にしていき
た い と 思 っ て い ま す︒オ ン ラ イ
ン が 中 心 で すが︑メ ン バ ー と も

PC上でコミュニケーションが

活発に取れるようになってきて
これから事業実現に向けた活

います︒

動が本格的に始まります︒ゼミ

のメンバーと切磋琢磨しながら

﹁古町の地域活性化﹂のため︑

成長し続けます︒
中西 風花︶

2020年度 No.3
令和2年10月発行
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った人も多いかと思いま す ︒

としてマンガ

音楽・・・に続く第9番目の芸術

で世界的にも親しまれてい

ルーブルＮｏ．
9

ではなく︑韓国︑中国︑ア

るフランスのマンガをはじ
術・文化として十二分に認められ

メリカ︑ロシアはもとより

め︑ヨーロッパ各国のマン
る存在となっているのです︒

収集済みのマンガの一例

うぞご期待ください︒

ＮＵＩＳの国際マンガ収集にど

ガも含まれます︒マンガを
通じての外国語学習︑さら
には国際理解のための教材
としても大いに期待されま

と思う人も

ブッダ︵手塚治虫著︶▽ヲタクに

ないのでは？
ＮＡ︵矢沢あい著︶

す︒

いるかと思います︒しかし︑

3年

@nuis_nabbit
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