し︑新潟県観光協
日本国際観光学会全国大会
会と共同で﹁ＮＵ
ＩＳ ＴＯＵＲＩＳＭ ＰＲＯＪＥ
ＣＴ﹂を立ち上げました︒2年か
ら4年までの所属メンバー 人

私は海外留学を希望し て 本 学 に
入学しましたが︑コロナ 禍 の 影 響
で夢を果たすことができ ま せ ん で
した︒私
は︑この
状況下で
何かでき
ることは
ないかと
前向きに
考え︑国
際学部佐
藤泰子先
生の研究
室に所属

に心掛けています︒
動しています︒
ＰＲ文は人権に配慮した﹁ pla- 私たちは︑昨年 月 日に開催
﹂に基づいて作成しま された﹁第 回日本国際観光学会
in language
す︒﹁ plain language
﹂とは︑﹁や 全国大会﹂の学生動画コンテスト
さしい言語﹂︑つまり﹁人に優し 学術賞部門にエントリーし︑名誉

10
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新潟の魅力を動画で発信

掲示板アプリでグランプリ

みずのえ とら

歳のメー

な音楽に象徴されるような良い

て︑干支に込められた意と爽快

おります︒本年が皆さまにとっ

他方で正常化の動きも始まって

れている昨今ではありますが︑

すし︑自由な行動もまだ制限さ

断を許さない状況が続きそうで

コロナ災禍の先行きはまだ予

聴き比べも面白いですよ︒

すか︑お聴きになってみては︒

す︒如何で

奏していま

ストラが演

者︑オーケ

いろな指揮

までもいろ

気のある曲目なのだとか︒これ

ち︑です︒最近は若い人にも人

のうえなく︑胸颯爽の意気に充

すような打楽器の響き︒痛快こ

金管楽器の咆哮︑大地を揺るが

鬱陶しい不協和音が続いた後の

は︑
テンポは速くアグレッシブ︒

タが力に任せて振ったこの名盤

盤の﹁春の祭典﹂︒

１９６９年に録音したレコード

フィルハーモニックを指揮して

・メータがロスアンジェルス・

お出かけアプリで奨励賞

を競うビジネスコンテ
え ち ご 想 発ｘＴＥＣＨ
ストです︒私は星和佳
奈さんと2人で︑公共交通機関の
利用率を上げる︑お出かけワンス
トップアプリ﹁ＡｎｙＤｏ﹂を提
案しました︒
最終審査発表会では審査員ら多
くの人たちの前で︑考えたビジネ
スプランをプレゼンする貴重な経
験をすることができました︒審査
員の方々から講評をいただき︑私
たちのプランに足りなかった部分
や改善点なども振り返ることがで
き︑とても勉強になりました︒
また︑
他のチームの発表を聞き︑
私たちとは違う着眼点やプレゼン
の仕方など学ぶことも多くありま
した︒この
経験を活か
して︑さま
ざまなことに挑戦していきたいで
す︒
︵経営学科 2年 曽山 日菜子︶

昨年
月 日に
長岡市の
アオーレ
長岡で開
催された
﹁えちご
想発ｘＴ
ＥＣＨ﹂
︵ＩＣＴ
ビジネス
アイデア
コンテス
ト２０２１︶最終審査発表会で奨
励賞を受賞しました︒
﹁えちご
想発ｘＴＥ
ＣＨ﹂は︑
次世代ＩＣＴの未来を担う人材の
発掘・育成と︑地域課題解決のた
めのビジネスアイデア・サービス

行では水︒方位では北にあたる︒
⁝北方に位し︑此に至れば陰極

まり陽生じて︑
萬物懐妊す︒故に
婦人の懐妊の形に象って︑その

意を表はす﹂とあります︒﹁妊

に通じ︑陽気を下に姙む﹂と説
明する向きもあるようです︒一
方﹁寅﹂の字については中国の
歴史書によれば﹁春の胎動︑春
の象徴︒草木が生ずる︑成長︑
発育︑誕生の意﹂とのこと︒と
いうことで︑﹁壬寅﹂は厳しい

冬を越えて︑
万物が芽吹き始め︑
新しい成長の礎となる年︑とい
うことになるのでしょうか︒何
ともめでたい年を表していそう
です︒
と︑孫引きだらけのウンチク
を並べていい気分になったとこ
ろで急に思い出しました︒私が
その昔聴いて感激した︑春の胎
動そのものの音楽のことを︒ス
トラビンスキーの﹁春の祭典﹂

年になりますように︒

ゆう

げん

湧源
臼井 陽一郎

編集後記に代えて

入試委員長
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授業に雑談はつきものだとおもうが︑
が︑
県内の隠れた魅力を学び︑
国内 い﹂︑そして﹁わかりやすい﹂の ある﹁アカデミックアワード﹂賞
ついつい︑昔話をしてしまう︒自分が学
を受賞するこ
外にＰＲする
生時代にどんなキャンパスライフを送っ
とができまし
活動に取り組
ていたか︑どうやらとても楽しそうに話
た︒とても嬉
んでいます︒
してしまうらしい︒学生から授業コメン
プロジェク
プロジェクトチームが﹁アカデミックアワード﹂受賞 し か っ た で トで叱られてしまった︒先生の時代は良
す︒これから
トの主な活動
かった︑いまはつまらない︑なんて話を
聞かされるのは︑気持ちの良いものでは
は︑新潟の魅力的な場所を探し︑ 2つの意味をもっています︒この もこの活動を通して︑新潟の観光
ない︑と︒
写真を撮り︑インスタグラムを通 言語をベースに日本語と英語のＰ をどんどん盛り上げていきたいで
そんなつもりはなかった︒この学生に
じて発信する︑というものです︒ Ｒ文を作成しますが︑日本語から す︒
活動のテーマは﹁言語学﹂と﹁観 英語に直接翻訳するのではなく︑ ︵ ＮＵＩＳ ＴＯＵＲＩＳＭ ＰＲＯＪＥＣＴ代表 気づかされ︑反省した︒自分的昔話を楽
しそうに他人に聴かせるようになってし
光﹂の融合で︑ＳＤＧｓの﹁誰一 簡単な言葉で表現し︑誰が見ても
動画プレゼンター
まったら︑もうおしまいだ︒ただ︑弁解
人取り残さない﹂を土台として活 分かりやすい文章を作成するよう
国際文化学科 3年 山口 玲加︶
に な っ て し ま う が︑一 応︑意 図 が あ った︒
学生たちに︑﹁きみたちはいま︑楽しい
ですか？﹂と︑問いかけたかった︒ホッ
トドックプレスを熟読してピアもチェッ
クしバイト代はたいてデートして︑ひと
りきりになれば村上春樹の﹃ノルウェー
の森﹄を読み耽る︑そんな生活も︑悪く
なかった︒
でも︑シリアスにワクワク感かくせず
考えこんでしまうテーマに出会えるかど
うか︒それがキャンパスライフにとって
死活的に重要になる︒古本屋をめぐりな
がら一冊１００円の文庫や新書を買い漁
り︑ドトールでタバコを吸いながら珈琲
一杯で何時間も粘るという生活が︑いま
の自分を作ってくれたのだとおもう︒家
が針の筵であったから︑ドトールは自分
にとって大切なサードプレイスだった︒
まずい︑
やっぱり昔話をしてしまった︒
自宅と大学とバイト先の往復で4年間が
終わっても良い︒深夜もしくは早朝︑自
分なる存在を忘れて考え込んでしまうテ
ーマに出会えたとき︑なにものにもかえ
がたい内的経験を︑自分自身の心的体内
に据えることになる︒そんな僥倖が︑
この
大学のすべての学生に訪れますように︒

﹁Ｍａｃｈｉ
にいがたデジコングランプリ２０２１
ｔｔｅｒ﹂を
提案しました︒
回覧板など従来の方法では連携
がとりにくく︑若者が遠のきがち
な自治会活
動を活性化
するため
に︑Ｍａｃｈｉ
︵街︶とＴｗｉｔｔ
ｅｒの二つの言葉をつないだアプ
リ﹁Ｍａｃｈｉｔｔｅｒ﹂を考案し
ました︒既存アプリとの違いをど
う作るか︑幅広い世代に使っても
らえるか︑などさまざまな視点か
ら考える難しさを実感しました︒
しかし︑
ゼミ内で意見交換をし︑
アプリを作成する際の情報格差や
セキュリティの問題など︑新たな
視点から問題を見つけることがで
き︑とても勉強になりました︒
今回の経験を今後に活かして
いけるように頑張りたいです︒
︵経営学科 2年 星 和佳奈︶

このたび藤田美幸ゼミで応募し
たデジタルクリエイティブコンテ
スト﹁にいがたデジコングランプ
リ２０２
１﹂のオー
プンデータ
活用部門﹁企画書の部﹂で︑グラ
ンプリ︵総務省信越総合通信局長
賞︶を受賞しました︒
オープンデータ活用部門では︑
﹁くらしが便
利に豊かにな
る﹂アプリの
企画書を募集
しており︑山
本栞子さん︑
川勝俊太さん
の3人のチー
ムで︑街の暮
らしを支える
掲示板アプリ

学生の皆さん︑ご父母ならび
に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
ます︒

11

万物芽吹く成長の年︵壬寅︶
に

厳しい冬を乗り越え

新年のご
挨拶といい
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です︒私が聴いたのはズービン

@nuis_nabbit
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ますと干支
にちなんで

これを説き起こすことも多いよ
うです︒私もそれに倣ってみよ

く令和4
年 は 寅
年︑十干
十二支で
は壬寅︒
辞典によ
り ま す
と︑
﹁壬﹂
は﹁⁝五
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日に

私たち内田亨応用ゼミナール

チャンスの創出を目指す場であ

出展しました︒多数のビジネス

るもので︑今年は約１１５社が

製造している企業が一堂に会す

ちが強くなりました︒私がお話

﹁お話を聞きたい﹂という気持

業の方の熱意から︑緊張よりも

きるか不安になりましたが︑企

にあふれていたため︑質問がで

は積極性の大切さや企業の方の

セに参加したことによって︑私

人でありたいと思いました︒

を聞いて私も常に挑戦し続ける

という言葉がありました︒それ

月

10

︑

21
22

内田 応 用 ゼミ

は︑２０２１年

をお聞きすることができたのは

今回︑燕三条ものづくりメッ

私はこの﹁メッセ﹂訪問の話

素はまだ尽きませんが︑このよ

り︑今年で8回目です︒

た質問以外にもたくさんのお話

うな活動を通してその不安を払

シップや就活に生かしていきた

を伺うことができ︑企業の方の

企業のチャレンジ精神学ぶ

のが催されていることを知りま

積極性やコミュニケーション力

コロナ禍による将来の不安要

した︒実際に企業に勤めている

いと思います︒

方の生の声が聞けるのでとても

ても成長し︑自分の将来の夢を

しょくし︑どんな状況におかれ

実現していきたいと思います︒

の素晴らしさに敬服しました︒

ばねを専門とする企業の方に

︵経営学科 ２年 飯沼 亜里紗︶

お話を聞いた際︑﹁わが社は常

に新しい材質に挑戦している﹂

楽しみでした︒私たちは一人１

社訪問する企業を決め︑企業へ

の質問を準備しました︒

会場は思っていた以上に活気

燕三条地場産業振興センターで

開催された﹁燕三条ものづくり

ち自転車競技部は一人一人の

熱量︑会場の雰囲気など様々な

﹁ＦＵＮ ＴＯ ＲＩＤＥ﹂に寄

4企業でしたが︑私の考えてき

出場する大会は主に二種類に

を聞いて︑初めてこのようなも

分かれています︒完走すること

メッセ２０２１﹂に参加しまし

休日や放課後にサイクリング

り添い︑自転車を通して多くの

面で刺激を受けました︒こうし

に出かけたり︑アマチュアの大

を目的とした大会と︑速くゴー

幸せを生み出していきます︒

た体験をぜひ今後のインターン

会に参加したりしています︒

ルすることを目的とした大会に

キロの距離をスイーツ

分けられます︒前者では﹁新潟
︵
情
報システム学科 ４年
自転車競技部 主将 田中 優樹︶

燕三条ものづくりメッセに参加

サイクリングでは新潟島一周︑

社長からの熱心な説明を聞く筆者

た︒この展示会は燕三条の特徴

およそ

的な製品や各種加工機器などを

競技会として２０１９年の7月

シティライド﹂という大会で︑

自転車競技部

に結成し︑２０２０年2月に自

と景色を楽しみながら︑4時間

20

﹁自転車競技部﹂は︑自転車

転車競技部として公認団体へ昇

33

㎞︑長いコ

ースでは１２０㎞を完走した実

一番短いコースで

績があります︒後者では﹁新潟

かけてゆっくり走っています︒

また︑サイクリングを通して

ヒルクライム﹂という大会のフ

名でうち

多くの事を学ぶ機会を増やした

リー部門にタンデム自転車で参

格しました︒できたてホヤホヤ

しています︒競技

いという願いから︑三条市周辺

加し︑
優勝した実績があります︒

の部活です︒部員は

用自転車を持って

を走る際は︑競技用自転車の工

8名がロードバイク︑クロスバ

いなくても入部で

具を製作している相場産業の工

18

サイクリングで楽しさを満喫
工具メーカーの工場も見学

き︑自転車を借り

り自転車︶を所有

て自転車の楽しさ

自転車は乗り手の数だけ走り

方︑楽しみ方があります︒私た

場見学をさせていただきまし

た︒

近隣の県を含めた各地で 役﹂学生の心にしっかりと

を体感できるのが

後半から︑卒業論文に向け

す︒これは卒論発表 このことが着実に少しずつ

た集中的な勉強会も加わり ゼ ミ 合 宿 も 開 催 し て い ま 染み込み︑
根付いています︒

ます︒学生たちは3

ました星野元氏は、令和3年12月21日
付けをもって退任し、同12月22日付
けで佐々木辰弥氏（学校法人新潟平
成学院理事・事務局長）が新理事長
に就任しました。任期は2年間です。

イクやタンデム自転車︵2人乗

部活紹介
特色です︒

熊谷 卓

会の準備のためです ではありますが︑﹁国情﹂の

が︑
1 泊 2 日 の 間︑
宿 ﹁くまたくゼミ﹂の伝統に

泊施設に﹁こもりき なりつつあります︒

り﹂となり︑議論と

執筆に集中します︒

学校法人新潟平成学院（新潟国際
情報大学設置者）は、12月23日に理
事会を開催し任期満了に伴う理事長
の選任を行いました。
8年にわたり理事長を務めてまいり

最後に︑卒業後の

ゼミ生︵以下卒業生︶

との交流についても

触れたいと思いま

業生を授業に招き︑

す︒年に一度程度︑
卒

就職活動と卒業論文

着実に成長していくゼミ生たち

くまたくゼミ

国際文化学科 准教授

熊谷ゼミ﹁くまたくゼミ﹂ 年次の後半で︑大ま

の﹁授業﹂︵ゼミナール︶ か な テ ー マ を 固 め ︑

は︑国際法を中心とする専 4 年 の 夏 休 み に は 全

門書の精読および英語テク 員 が 本 文 を 書 き 始 め

ストの精読の2本立で構成 ま す ︵ １ 年 間 を か け

されています︒毎回の授業 た 極 め て 壮 大 な プ ロ

の前半︵冒頭︶は英語テクス グラムです︶︒テー

予 習 が 義 務 みならず︑社会学や

で す ︒ 授 業 歴史学的な手法を参

中 は 構 成 員 照したものと多岐に

全 員 が 議 論 渡りますが︑いずれ

卒論執筆へ壮大なプログラム
柱は専門書・英書の精読
の執筆について経験

考えて色紙を作成しました︒色紙を

る﹂ために重要なテーマば をじっくり語ってもらって

見るたびに︑この日のことを思い出

に 参 加 し ま も﹁今・今後を生き

す︒

に参加しました︒これは︑私の所属

います︒彼らの経験は﹁現

する小林満男研究室が事務局を担当

のです︒参加者の皆さんに︑
イベント

すことができるような︑形に残るも

終了後に一人ひとことを書いていた

のを残したいと考えて提案をしたも

当日は本学関係者や地域住民の方

だき︑それをまとめました︒写真で

している﹁新潟砂丘遊々会﹂主催に

名を︑本学の澤口晋一教授が案

よるイベントです︒

々

3 年 次 の かりです︒

日に実施
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研究室

トをしっかりと読みます︒ マ は ︑︵ 国 際 ︶法 学 の

新 潟 砂 丘 遊々会

私は︑２０２１年 月

内してくださり︑先生による﹁上堰

れるものに

の記録とは違った︑温かみを感じら

新理事長に
佐々木 辰弥 氏

潟﹂や﹁仁箇堤﹂︑﹁浜堤﹂についての

解説を聞い

なったので

はないかと

思います︒

参加してみて︑地元である新潟の

て学び︑同 上堰潟周辺を
じ参加者の
こだわりウォーキング

魅力を改めて実感することができま

方と楽しく

会話をしながら歩いてきました︒天

と続いてほしい︑私もまたこのよう

気もよく︑ぽかぽかと暖かくて気持

な機会があれば参加したいと感じた

した︒このような素敵な活動がずっ

私は卒業研究で小学校の総合学習

1日になりました︒

ちよく歩くことができました︒

を軸とした新潟の環境保全活動につ

︵情報システム学科 ４年 北田 葵︶

いて調査しました︒そこで︑
このイベ

ントにおいても何か提案できないか

学校法人新潟平成学院
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された﹁新潟砂丘遊々会 こ だ わ り ウ

作成した色紙

ォーク〜上堰潟︑仁箇堤 と そ れ を 囲

む丘陵を歩く〜﹂

柿畑を歩く
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ズームアップ

教員の活動（本人申告による）
１）
研究論文・図書

２）
学会・研究会・講演等

内田 亨（経営学科・教授）

・（2021年9月）「第5章 ワーク・ファミリー・コンフリクト―コロナ禍における女性を取り巻く
状況を中心に―」長谷川信次編著『コロナ下の世界における経済・社会を描く―ロックダウ
ン・イン・パリ体験を通して―』（103〜120頁）

木村

誠（経営学科・教授）
・（2021年7月）"Customer segment transition through the customer loyalty program", Asia
Paciﬁc Journal of Marketing and Logistics, ahead of print
https://doi.org/10.1108/APJML-09-2020-0630
矢口

裕子（国際文化学科・教授）
・（2021年11月）「お友だちはダイナマイト――アナイス・ニンの日記とセクシュアリティ」『シ
モーヌ』5巻（67〜70頁）
山田 裕史（国際文化学科・准教授）

・（2021年10月）「人民党政権の対中傾斜とカンボジアの内政動向」北岡伸一編著『西太平洋連合
のすすめ』東洋経済新報社（232〜258頁）
・（2021年11月）「パリ和平協定30周年から振り返るカンボジアの体制移行」『IDEスクエア』ア
ジア経済研究所（1〜12頁）
https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2021/ISQ202120̲029.html

3

新潟国際情報大学 学報

国際・情報

内田 亨（経営学科・教授）

・（2021年9月18日）「フランスにおける地方の中小企業の海外展開―産業用機器製造業A社の事
例」国際戦略経営研究学会 第14回年次大会（中央大学多摩キャンパス・オンライン）
・（2021年9月18日）Philippe Orsini "Antecedents of Subjective Well-Being at Work: The Case of
French Permanent Employees（仕事における主観的幸福の予測因子：フランスの正社員の事
例から）", 国際戦略経営研究学会 第14回年次大会（中央大学多摩キャンパス・オンライン）
・（2021年9月18日）Remy Magnier-Watanabe "Leveraging Emotional Contagion to Support
Subjective Well-Being at Work in Japan（日本の職場における主観的幸福感をサポートするた
めの感情の伝染による影響力）", 国際戦略経営研究学会 第14回年次大会（中央大学多摩キャン
パス・オンライン）

梅原

英一（情報システム学科・教授）
・（2021年11月13日・14日）「東京都市大学の電子図書館のTCO」経営情報学会 2021年全国研究
発表大会（武庫川女子大学）
木村

誠（経営学科・教授）

・（2021年11月13日・14日）「AI対応プラットフォームを対象とするデータネットワーク効果研究
の方向性 統合的アプローチによる文献レビュー」経営情報学会 2021年全国研究発表大会（武
庫川女子大学）

藤本

直生（国際文化学科・准教授）
・（2021年12月4日・5日）"From Team Teaching Practitioner to Researcher: Autoethnographic
令和4年1月発行

2021年度 No.4

Reﬂections", English Scholars Beyond Bordes -Dhofar University International Conference
（Dhofar University, Oman, Online Conference）

藤田 美幸（経営学科・准教授）

・（2021年9月11日・12日）「スポーツイベントのビジネスモデルに及ぼすCOVID-19拡大時の影響
に関する研究：『東北みやぎ復興マラソン』の事例から」地域活性学会 第13回研究大会（オン
ライン）

山田 裕史（国際文化学科・准教授）

・（2021年7月3日）「カンボジア：進む中国依存と日本の役割」第27期にいがた市民大学『つなが
りから見えるアジアの姿と未来』（クロスパルにいがた）
・（2021年10月6日）「人民党体制下における地方選挙の役割と機能」『権威主義体制下の地方議
会選挙』研究会（日本貿易振興機構アジア経済研究所・オンライン）
・（2021年11月29日）「体制移行後のカンボジアにおける開発と政治」『「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・オン
ライン）

・（2021年4月より新規〜2024年3月）令和3年度科学研究費助成事業基盤研究（B）「20世紀のガバ
ナンス改革と21世紀のストロングマンの登場」研究分担者

４）
委員・社会的活動・記事・その他
木村

誠（経営学科・教授）
・（2019年9月1日より継続〜2022年3月）日本システムダイナミクス学会編集委員
藤瀬

武彦（経営学科・教授）
・（2021年10月3日）第32回新潟県ベンチプレス選手権大会 審判（五泉市粟島ふれあい館体育館）
・（2021年10月23日・24日）第52回北信越学生陸上競技選手権大会 副大会長（新潟市営陸上競技
場）
・（2021年11月14日）第45回新潟県パワーリフティング選手権大会 審判及び陪審員（五泉市粟島
ふれあい館体育館）
山田 裕史（国際文化学科・准教授）

３）
競争的資金獲得研究
木村

山田 裕史（国際文化学科・准教授）

誠（経営学科・教授）

・（2017年4月より継続〜2022年3月）平成29年度科学研究費助成事業基盤研究（C）「IoT時代の
顧客経験（CX）マネジメント：カストマージャーニーの分析・設計・計算」 研究代表者
・（2019年4月より継続〜2024年3月）令和元年度科学研究費助成事業基盤研究（B）「破壊的イノ
ベーション論とプラットフォーム論を統合したデジタル戦略論の展開」研究分担者
新潟国際情報大学 学報

国際・情報

・（2021年9月〜2022年1月）
スウェーデン・ヨーテボリ大学のV-Dem（Varieties ofDemocracy) Projectにカ
ンボジアのCountry Expertとして参加
・（2021年11月13日〜27日）社会連携センター公開講座「基礎から学ぶSDGs（持続可能な開発目
標）」（全2回）講師（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
・（2021年11月13日〜12月1日）社会連携センター公開講座「SDGsゼミ：大学生と語る持続可能な
社会」（全3回）講師（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
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日に

私たち内田亨応用ゼミナール

チャンスの創出を目指す場であ

出展しました︒多数のビジネス

るもので︑今年は約１１５社が

製造している企業が一堂に会す

ちが強くなりました︒私がお話

﹁お話を聞きたい﹂という気持

業の方の熱意から︑緊張よりも

きるか不安になりましたが︑企

にあふれていたため︑質問がで

は積極性の大切さや企業の方の

セに参加したことによって︑私

人でありたいと思いました︒

を聞いて私も常に挑戦し続ける

という言葉がありました︒それ

月

10

︑

21
22

内田 応 用 ゼミ

は︑２０２１年

をお聞きすることができたのは

今回︑燕三条ものづくりメッ

私はこの﹁メッセ﹂訪問の話

素はまだ尽きませんが︑このよ

り︑今年で8回目です︒

た質問以外にもたくさんのお話

うな活動を通してその不安を払

シップや就活に生かしていきた

を伺うことができ︑企業の方の

企業のチャレンジ精神学ぶ

のが催されていることを知りま

積極性やコミュニケーション力

コロナ禍による将来の不安要

した︒実際に企業に勤めている

いと思います︒

方の生の声が聞けるのでとても

ても成長し︑自分の将来の夢を

しょくし︑どんな状況におかれ

実現していきたいと思います︒

の素晴らしさに敬服しました︒

ばねを専門とする企業の方に

︵経営学科 ２年 飯沼 亜里紗︶

お話を聞いた際︑﹁わが社は常

に新しい材質に挑戦している﹂

楽しみでした︒私たちは一人１

社訪問する企業を決め︑企業へ

の質問を準備しました︒

会場は思っていた以上に活気

燕三条地場産業振興センターで

開催された﹁燕三条ものづくり

ち自転車競技部は一人一人の

熱量︑会場の雰囲気など様々な

﹁ＦＵＮ ＴＯ ＲＩＤＥ﹂に寄

4企業でしたが︑私の考えてき

出場する大会は主に二種類に

を聞いて︑初めてこのようなも

分かれています︒完走すること

メッセ２０２１﹂に参加しまし

休日や放課後にサイクリング

り添い︑自転車を通して多くの

面で刺激を受けました︒こうし

に出かけたり︑アマチュアの大

を目的とした大会と︑速くゴー

幸せを生み出していきます︒

た体験をぜひ今後のインターン

会に参加したりしています︒

ルすることを目的とした大会に

キロの距離をスイーツ

分けられます︒前者では﹁新潟
︵
情
報システム学科 ４年
自転車競技部 主将 田中 優樹︶

燕三条ものづくりメッセに参加

サイクリングでは新潟島一周︑

社長からの熱心な説明を聞く筆者

た︒この展示会は燕三条の特徴

およそ

的な製品や各種加工機器などを

競技会として２０１９年の7月

シティライド﹂という大会で︑

自転車競技部

に結成し︑２０２０年2月に自

と景色を楽しみながら︑4時間

20

﹁自転車競技部﹂は︑自転車

転車競技部として公認団体へ昇

33

㎞︑長いコ

ースでは１２０㎞を完走した実

一番短いコースで

績があります︒後者では﹁新潟

かけてゆっくり走っています︒

また︑サイクリングを通して

ヒルクライム﹂という大会のフ

名でうち

多くの事を学ぶ機会を増やした

リー部門にタンデム自転車で参

格しました︒できたてホヤホヤ

しています︒競技

いという願いから︑三条市周辺

加し︑
優勝した実績があります︒

の部活です︒部員は

用自転車を持って

を走る際は︑競技用自転車の工

8名がロードバイク︑クロスバ

いなくても入部で

具を製作している相場産業の工

18

サイクリングで楽しさを満喫
工具メーカーの工場も見学

き︑自転車を借り

り自転車︶を所有
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を体感できるのが

後半から︑卒業論文に向け
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ました星野元氏は、令和3年12月21日
付けをもって退任し、同12月22日付
けで佐々木辰弥氏（学校法人新潟平
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・（2021年9月）「第5章 ワーク・ファミリー・コンフリクト―コロナ禍における女性を取り巻く
状況を中心に―」長谷川信次編著『コロナ下の世界における経済・社会を描く―ロックダウ
ン・イン・パリ体験を通して―』（103〜120頁）

木村

誠（経営学科・教授）
・（2021年7月）"Customer segment transition through the customer loyalty program", Asia
Paciﬁc Journal of Marketing and Logistics, ahead of print
https://doi.org/10.1108/APJML-09-2020-0630
矢口

裕子（国際文化学科・教授）
・（2021年11月）「お友だちはダイナマイト――アナイス・ニンの日記とセクシュアリティ」『シ
モーヌ』5巻（67〜70頁）
山田 裕史（国際文化学科・准教授）

・（2021年10月）「人民党政権の対中傾斜とカンボジアの内政動向」北岡伸一編著『西太平洋連合
のすすめ』東洋経済新報社（232〜258頁）
・（2021年11月）「パリ和平協定30周年から振り返るカンボジアの体制移行」『IDEスクエア』ア
ジア経済研究所（1〜12頁）
https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2021/ISQ202120̲029.html
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内田 亨（経営学科・教授）

・（2021年9月18日）「フランスにおける地方の中小企業の海外展開―産業用機器製造業A社の事
例」国際戦略経営研究学会 第14回年次大会（中央大学多摩キャンパス・オンライン）
・（2021年9月18日）Philippe Orsini "Antecedents of Subjective Well-Being at Work: The Case of
French Permanent Employees（仕事における主観的幸福の予測因子：フランスの正社員の事
例から）", 国際戦略経営研究学会 第14回年次大会（中央大学多摩キャンパス・オンライン）
・（2021年9月18日）Remy Magnier-Watanabe "Leveraging Emotional Contagion to Support
Subjective Well-Being at Work in Japan（日本の職場における主観的幸福感をサポートするた
めの感情の伝染による影響力）", 国際戦略経営研究学会 第14回年次大会（中央大学多摩キャン
パス・オンライン）

梅原

英一（情報システム学科・教授）
・（2021年11月13日・14日）「東京都市大学の電子図書館のTCO」経営情報学会 2021年全国研究
発表大会（武庫川女子大学）
木村

誠（経営学科・教授）

・（2021年11月13日・14日）「AI対応プラットフォームを対象とするデータネットワーク効果研究
の方向性 統合的アプローチによる文献レビュー」経営情報学会 2021年全国研究発表大会（武
庫川女子大学）

藤本

直生（国際文化学科・准教授）
・（2021年12月4日・5日）"From Team Teaching Practitioner to Researcher: Autoethnographic
令和4年1月発行
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Reﬂections", English Scholars Beyond Bordes -Dhofar University International Conference
（Dhofar University, Oman, Online Conference）

藤田 美幸（経営学科・准教授）

・（2021年9月11日・12日）「スポーツイベントのビジネスモデルに及ぼすCOVID-19拡大時の影響
に関する研究：『東北みやぎ復興マラソン』の事例から」地域活性学会 第13回研究大会（オン
ライン）

山田 裕史（国際文化学科・准教授）

・（2021年7月3日）「カンボジア：進む中国依存と日本の役割」第27期にいがた市民大学『つなが
りから見えるアジアの姿と未来』（クロスパルにいがた）
・（2021年10月6日）「人民党体制下における地方選挙の役割と機能」『権威主義体制下の地方議
会選挙』研究会（日本貿易振興機構アジア経済研究所・オンライン）
・（2021年11月29日）「体制移行後のカンボジアにおける開発と政治」『「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・オン
ライン）

・（2021年4月より新規〜2024年3月）令和3年度科学研究費助成事業基盤研究（B）「20世紀のガバ
ナンス改革と21世紀のストロングマンの登場」研究分担者

４）
委員・社会的活動・記事・その他
木村

誠（経営学科・教授）
・（2019年9月1日より継続〜2022年3月）日本システムダイナミクス学会編集委員
藤瀬

武彦（経営学科・教授）
・（2021年10月3日）第32回新潟県ベンチプレス選手権大会 審判（五泉市粟島ふれあい館体育館）
・（2021年10月23日・24日）第52回北信越学生陸上競技選手権大会 副大会長（新潟市営陸上競技
場）
・（2021年11月14日）第45回新潟県パワーリフティング選手権大会 審判及び陪審員（五泉市粟島
ふれあい館体育館）
山田 裕史（国際文化学科・准教授）

３）
競争的資金獲得研究
木村

山田 裕史（国際文化学科・准教授）

誠（経営学科・教授）

・（2017年4月より継続〜2022年3月）平成29年度科学研究費助成事業基盤研究（C）「IoT時代の
顧客経験（CX）マネジメント：カストマージャーニーの分析・設計・計算」 研究代表者
・（2019年4月より継続〜2024年3月）令和元年度科学研究費助成事業基盤研究（B）「破壊的イノ
ベーション論とプラットフォーム論を統合したデジタル戦略論の展開」研究分担者
新潟国際情報大学 学報

国際・情報

・（2021年9月〜2022年1月）
スウェーデン・ヨーテボリ大学のV-Dem（Varieties ofDemocracy) Projectにカ
ンボジアのCountry Expertとして参加
・（2021年11月13日〜27日）社会連携センター公開講座「基礎から学ぶSDGs（持続可能な開発目
標）」（全2回）講師（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
・（2021年11月13日〜12月1日）社会連携センター公開講座「SDGsゼミ：大学生と語る持続可能な
社会」（全3回）講師（新潟国際情報大学・新潟中央キャンパス）
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し︑新潟県観光協
日本国際観光学会全国大会
会と共同で﹁ＮＵ
ＩＳ ＴＯＵＲＩＳＭ ＰＲＯＪＥ
ＣＴ﹂を立ち上げました︒2年か
ら4年までの所属メンバー 人

私は海外留学を希望し て 本 学 に
入学しましたが︑コロナ 禍 の 影 響
で夢を果たすことができ ま せ ん で
した︒私
は︑この
状況下で
何かでき
ることは
ないかと
前向きに
考え︑国
際学部佐
藤泰子先
生の研究
室に所属

に心掛けています︒
動しています︒
ＰＲ文は人権に配慮した﹁ pla- 私たちは︑昨年 月 日に開催
﹂に基づいて作成しま された﹁第 回日本国際観光学会
in language
す︒﹁ plain language
﹂とは︑﹁や 全国大会﹂の学生動画コンテスト
さしい言語﹂︑つまり﹁人に優し 学術賞部門にエントリーし︑名誉
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新潟の魅力を動画で発信

掲示板アプリでグランプリ

みずのえ とら

歳のメー

な音楽に象徴されるような良い

て︑干支に込められた意と爽快

おります︒本年が皆さまにとっ

他方で正常化の動きも始まって

れている昨今ではありますが︑

すし︑自由な行動もまだ制限さ

断を許さない状況が続きそうで

コロナ災禍の先行きはまだ予

聴き比べも面白いですよ︒

すか︑お聴きになってみては︒

す︒如何で

奏していま

ストラが演

者︑オーケ

いろな指揮

までもいろ

気のある曲目なのだとか︒これ

ち︑です︒最近は若い人にも人

のうえなく︑胸颯爽の意気に充

すような打楽器の響き︒痛快こ

金管楽器の咆哮︑大地を揺るが

鬱陶しい不協和音が続いた後の

は︑
テンポは速くアグレッシブ︒

タが力に任せて振ったこの名盤

盤の﹁春の祭典﹂︒

１９６９年に録音したレコード

フィルハーモニックを指揮して

・メータがロスアンジェルス・

お出かけアプリで奨励賞

を競うビジネスコンテ
え ち ご 想 発ｘＴＥＣＨ
ストです︒私は星和佳
奈さんと2人で︑公共交通機関の
利用率を上げる︑お出かけワンス
トップアプリ﹁ＡｎｙＤｏ﹂を提
案しました︒
最終審査発表会では審査員ら多
くの人たちの前で︑考えたビジネ
スプランをプレゼンする貴重な経
験をすることができました︒審査
員の方々から講評をいただき︑私
たちのプランに足りなかった部分
や改善点なども振り返ることがで
き︑とても勉強になりました︒
また︑
他のチームの発表を聞き︑
私たちとは違う着眼点やプレゼン
の仕方など学ぶことも多くありま
した︒この
経験を活か
して︑さま
ざまなことに挑戦していきたいで
す︒
︵経営学科 2年 曽山 日菜子︶

昨年
月 日に
長岡市の
アオーレ
長岡で開
催された
﹁えちご
想発ｘＴ
ＥＣＨ﹂
︵ＩＣＴ
ビジネス
アイデア
コンテス
ト２０２１︶最終審査発表会で奨
励賞を受賞しました︒
﹁えちご
想発ｘＴＥ
ＣＨ﹂は︑
次世代ＩＣＴの未来を担う人材の
発掘・育成と︑地域課題解決のた
めのビジネスアイデア・サービス

行では水︒方位では北にあたる︒
⁝北方に位し︑此に至れば陰極

まり陽生じて︑
萬物懐妊す︒故に
婦人の懐妊の形に象って︑その

意を表はす﹂とあります︒﹁妊

に通じ︑陽気を下に姙む﹂と説
明する向きもあるようです︒一
方﹁寅﹂の字については中国の
歴史書によれば﹁春の胎動︑春
の象徴︒草木が生ずる︑成長︑
発育︑誕生の意﹂とのこと︒と
いうことで︑﹁壬寅﹂は厳しい

冬を越えて︑
万物が芽吹き始め︑
新しい成長の礎となる年︑とい
うことになるのでしょうか︒何
ともめでたい年を表していそう
です︒
と︑孫引きだらけのウンチク
を並べていい気分になったとこ
ろで急に思い出しました︒私が
その昔聴いて感激した︑春の胎
動そのものの音楽のことを︒ス
トラビンスキーの﹁春の祭典﹂

年になりますように︒

ゆう

げん

湧源
臼井 陽一郎

編集後記に代えて

入試委員長
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授業に雑談はつきものだとおもうが︑
が︑
県内の隠れた魅力を学び︑
国内 い﹂︑そして﹁わかりやすい﹂の ある﹁アカデミックアワード﹂賞
ついつい︑昔話をしてしまう︒自分が学
を受賞するこ
外にＰＲする
生時代にどんなキャンパスライフを送っ
とができまし
活動に取り組
ていたか︑どうやらとても楽しそうに話
た︒とても嬉
んでいます︒
してしまうらしい︒学生から授業コメン
プロジェク
プロジェクトチームが﹁アカデミックアワード﹂受賞 し か っ た で トで叱られてしまった︒先生の時代は良
す︒これから
トの主な活動
かった︑いまはつまらない︑なんて話を
聞かされるのは︑気持ちの良いものでは
は︑新潟の魅力的な場所を探し︑ 2つの意味をもっています︒この もこの活動を通して︑新潟の観光
ない︑と︒
写真を撮り︑インスタグラムを通 言語をベースに日本語と英語のＰ をどんどん盛り上げていきたいで
そんなつもりはなかった︒この学生に
じて発信する︑というものです︒ Ｒ文を作成しますが︑日本語から す︒
活動のテーマは﹁言語学﹂と﹁観 英語に直接翻訳するのではなく︑ ︵ ＮＵＩＳ ＴＯＵＲＩＳＭ ＰＲＯＪＥＣＴ代表 気づかされ︑反省した︒自分的昔話を楽
しそうに他人に聴かせるようになってし
光﹂の融合で︑ＳＤＧｓの﹁誰一 簡単な言葉で表現し︑誰が見ても
動画プレゼンター
まったら︑もうおしまいだ︒ただ︑弁解
人取り残さない﹂を土台として活 分かりやすい文章を作成するよう
国際文化学科 3年 山口 玲加︶
に な っ て し ま う が︑一 応︑意 図 が あ った︒
学生たちに︑﹁きみたちはいま︑楽しい
ですか？﹂と︑問いかけたかった︒ホッ
トドックプレスを熟読してピアもチェッ
クしバイト代はたいてデートして︑ひと
りきりになれば村上春樹の﹃ノルウェー
の森﹄を読み耽る︑そんな生活も︑悪く
なかった︒
でも︑シリアスにワクワク感かくせず
考えこんでしまうテーマに出会えるかど
うか︒それがキャンパスライフにとって
死活的に重要になる︒古本屋をめぐりな
がら一冊１００円の文庫や新書を買い漁
り︑ドトールでタバコを吸いながら珈琲
一杯で何時間も粘るという生活が︑いま
の自分を作ってくれたのだとおもう︒家
が針の筵であったから︑ドトールは自分
にとって大切なサードプレイスだった︒
まずい︑
やっぱり昔話をしてしまった︒
自宅と大学とバイト先の往復で4年間が
終わっても良い︒深夜もしくは早朝︑自
分なる存在を忘れて考え込んでしまうテ
ーマに出会えたとき︑なにものにもかえ
がたい内的経験を︑自分自身の心的体内
に据えることになる︒そんな僥倖が︑
この
大学のすべての学生に訪れますように︒

﹁Ｍａｃｈｉ
にいがたデジコングランプリ２０２１
ｔｔｅｒ﹂を
提案しました︒
回覧板など従来の方法では連携
がとりにくく︑若者が遠のきがち
な自治会活
動を活性化
するため
に︑Ｍａｃｈｉ
︵街︶とＴｗｉｔｔ
ｅｒの二つの言葉をつないだアプ
リ﹁Ｍａｃｈｉｔｔｅｒ﹂を考案し
ました︒既存アプリとの違いをど
う作るか︑幅広い世代に使っても
らえるか︑などさまざまな視点か
ら考える難しさを実感しました︒
しかし︑
ゼミ内で意見交換をし︑
アプリを作成する際の情報格差や
セキュリティの問題など︑新たな
視点から問題を見つけることがで
き︑とても勉強になりました︒
今回の経験を今後に活かして
いけるように頑張りたいです︒
︵経営学科 2年 星 和佳奈︶

このたび藤田美幸ゼミで応募し
たデジタルクリエイティブコンテ
スト﹁にいがたデジコングランプ
リ２０２
１﹂のオー
プンデータ
活用部門﹁企画書の部﹂で︑グラ
ンプリ︵総務省信越総合通信局長
賞︶を受賞しました︒
オープンデータ活用部門では︑
﹁くらしが便
利に豊かにな
る﹂アプリの
企画書を募集
しており︑山
本栞子さん︑
川勝俊太さん
の3人のチー
ムで︑街の暮
らしを支える
掲示板アプリ

学生の皆さん︑ご父母ならび
に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
ます︒
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万物芽吹く成長の年︵壬寅︶
に

厳しい冬を乗り越え

新年のご
挨拶といい
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です︒私が聴いたのはズービン

@nuis_nabbit

YouTube
公式
チャンネル

Twitter

Instagram
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ますと干支
にちなんで

これを説き起こすことも多いよ
うです︒私もそれに倣ってみよ

く令和4
年 は 寅
年︑十干
十二支で
は壬寅︒
辞典によ
り ま す
と︑
﹁壬﹂
は﹁⁝五

1面
新春のごあいさつ
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com/nuis.face
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4面
日本国際観光学会全国大会
「アカデミックアワード」
受賞
にいがたデジコングランプリ
掲示板アプリでグランプリ
えちご想発ｘＴＥＣＨ
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2・3面
教員の活動
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ズームアップ研究室
新潟砂丘遊々会
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受賞動画「新潟県観光DXサポーターの取り組みについて」

学報
［本校］
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