
時限 時間

10：00～10：20

10：20～10：30

11：00～11：25

10：40

10：40～10：50

10：50～11：00

11：25～11：50

受付
日程説明

開会
大学紹介（動画上映）

学長挨拶
国際学部　国際文化学科紹介

経営情報学部　経営学科／情報システム学科紹介

内　容

入試説明 模擬講義 実験体験
コーナー語学体験 保護者

プログラム 入試・留学相談 個別相談

1限

2限

4限

3限

昼食

12：05～12：45

12：50～13：45

13：50～14：30

14：40～15：20

推薦入試

推薦入試

一般入試

一般入試

●ルート１：十日町駅（6：30発）→六日町駅（7：15発）→小出駅（8：00発）→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  小千谷駅（8：45発）→大学（10：00着）
●ルート２：高田駅（7：40発）→柏崎駅（8：45発）→大学（10：00着）
●ルート３：長岡駅（8：15発）→燕三条駅（9：15発）→大学（10：00着）
●ルート４：村上駅（7：30発）→中条駅（8：15発）→
　　　　　　　　　　　新発田市カルチャーセンター前（9：00発）→大学（10：00着）
●ルート５：加茂駅（7：40発）→五泉駅（8：30発）→新津駅（9：15発）→大学（10：00着）

※詳細は本学ホームページをご覧ください。
　バスをご利用の場合は、事前に予約をしてください。バスの予約〆切は、
　第1回【7/14（日）】 7/5（金）、第2回【8/4（日）】 7/26（金）です。
　なお、事前にバス利用を申し込んだ方で、当日キャンセルする場合は、
　必ず大学までご連絡ください。（TEL：025-264-3777（直））
※帰りのバスは大学を15：45出発（予定）です。

各地より無料送迎バス運行！！

12：05～12：35
保護者対象
説明会①

【入試・奨学金】

12：40～13：10
保護者対象
説明会②
【就職】

学内見学
13：50～14：30

13：45
～
15：30

【2019年7月14日（日）】　第1回オープンキャンパススケジュール
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A 『新潟に砂丘？』
B 『最も活用されている
         企業評価方法(DCF法）』
C 『食事と健康：ダイエットのヒント』

D 『国際協力入門』
E 『エージェント・シミュレーション』
C 『食事と健康：ダイエットのヒント』

F 『君も、国際交流
　　ファシリテーターになろう！』

●学部・学科紹介（1限）
各学部（学科）の特色を詳しくご説明します。
※全員参加のプログラムになります。

●推薦入試・一般入試説明（2・3限）
推薦入学試験、一般入学試験及び入試問題の
傾向と対策を分かりやすくご説明します。

●小論文対策講座（4限）
公募制推薦入学試験の小論文の過去問と
その対策について詳しく説明します。

●保護者対象プログラム
就職、入試、学費など保護者の方が気になる
点を第1部（入試・奨学金）と第2部（就職）に
分けて詳しくご説明します。

●個別入試・進学相談（13：00～15：30）
推薦入学試験、一般入学試験等、進学に関する
ことは、どんなことでも気軽にご相談ください。

●留学個別相談・紹介（13：00～15：30）
アメリカ・ロシア・中国・韓国・カナダの留学
制度の説明や留学生活の楽しい様子など、
貴重な体験をぜひお聞きください。実際に
参加した学生が皆さんをお待ちしています。

●就職個別相談・キャリアテラス
　　　　　　　　　　（13：45～15：30）
本学の就職指導、就職状況など、キャリアに
関することは何でもお応えします。実際に就職
活動中の学生のリアルな話も直接聞くことが
できます。

●なんでも相談コーナー
　　　　　　　　　　（13：00～15：30）

「どんなサークルがありますか？」「こんなこと
は勉強できますか？」「学費はいくらですか？」
等々どんな些細な質問でもかまいません。
お待ちしています。

情報システム学科経営学科

実習

H 『プログラミング
                       実習』

G 『複合現実
　ホロレンズを
　体験してみよう』

G 『複合現実
　ホロレンズを
　体験してみよう』

I 『CEP』
J 『話してみようロシア語』
K 『話してみよう中国語』

I 『CEP』
L 『話してみよう韓国語』

13：00～15：30

M 『最新の情報技術を
　　　体験してみよう』

N 『ゲームで学ぶ
　　　プログラミング』

13：00
～
15：30

A　『新潟に砂丘？』
講師：国際学部 国際文化学科

教授 澤口 晋一
新潟県には日本で最も長い砂丘があることを
知っていますか。どうして鳥取砂丘は有名なの
に新潟砂丘は知られていないのでしょうか。そ
のからくりも含めて、新潟砂丘の生い立ち、成
り立ちについてさぐってみます。

B　『最も活用されている
 　　　　　　        企業評価方法(DCF法）』

講師：経営情報学部 経営学科
教授 白井 健二

DCF法とは企業価値評価方法の一つです。一
定帰還後の収益を現在価値に割引き企業業績
を判断し、最終的に理論株価を計算します。
DCF法は証券会社、企業で広く活用されてい
ます。

C　『食事と健康：ダイエットのヒント』
講師：経営情報学部 情報システム学科

教授 宇田 隆幸
健康管理の基本は、食事と運動です。「健康で
より長く生きる」をテーマに食品の地産地消お
よび健康管理について、人工知能に基づいた
実現方法をお話します。講義中は、楽しくて簡
単なダイエットの話題にも触れます。

D　『国際協力入門』
講師：国際学部 国際文化学科

准教授 山田 裕史
ユニクロやZARA、H&Mに代表される「ファスト
ファッション」はなぜ安いのでしょうか。本講義
では、私たちが身に付けているファストファッ
ションの生産現場で起きている過酷な現実に
目を向け、 それが私たちの生活と無関係では
ないことを理解したうえで、日常生活で実践で
きる国際協力のかたちを考えます。

E　『エージェント・シミュレーション』
講師：経営情報学部 経営学科

教授 白井 健二
エージェント・シミュレーションとは、自律的な
エージェント（個体、組織や グループのような
集合体）の行為と相互作用がシステム全体に
与える影響を評価するためにシミュレートする
ものです。応用例として火災などの避難対策、
インフルエンザの伝染状況を提示します。

F　『君も、
　　　国際交流ファシリテーターになろう！』

講師：本学 学生
本学では、学生であるにもかかわらず、「国際
交流ファシリテーター」といういわば教師とし
て県内の小・中学校、高校で実際に授業を行う
制度があります。これまでのような講義型の「
授業」ではなく、「ワークショップ」という新しい
形の教育方法で、国際関係を学びます。全く新
しい２１世紀型の国際理解教育を、ファシリテ
ーターと体験してみませんか？

G　『複合現実ホロレンズを
　　　　　　　　　体験してみよう』

講師：経営情報学部 経営学科
教授 藤田 晴啓

ホロレンズによる複合現実を体験できます。ス
タジオ空間に、インドネシア・スマトラ島の写真
測量で再現した３Dホログラムの中を歩き回っ
て、古代先史時代の壁画を見てみよう。

H　『プログラミング実習』
講師：経営情報学部 情報システム学科

教授 近山 英輔
プログラミングとは、「コンピューターのプログ
ラムを作ること」、であると辞書に書かれていま
す。プログラムはコンピュータへの指示です。
つまりプログラミングはコンピュータに出す指
示を作成することです。実際にコンピュータを
操作してプログラミングを体験してみましょう。

I　『CEP』
講師：国際学部 国際文化学科

CEP講師 ジュリアス マルティネス
英語で自由自在にコミュニケーションできるよ
うになったら、どんなにすばらしいでしょうか？
CEPを学べばそれが実現します。CEPの楽しい
レッスンにぜひ参加してください！

J　『話してみようロシア語』
講師：国際学部 国際文化学科

准教授 神長 英輔
ロシアは日本の隣の国です。新潟のまちなか
でもロシア語を耳にすることがあります。ロシ
ア文字に親しみ、ロシア語でのあいさつや自
己紹介に挑戦してみましょう！ロシアがぐっと身
近に感じられるはずです。

K　『話してみよう中国語』
講師：国際学部 国際文化学科

准教授 佐藤 若菜
世界でいちばん多く話されている言葉は何語
だと思いますか？英語？実は中国語なのです。
世界人口の約５分の１にあたる人が中国語を
話しています。中国語を話して、あなたも世界
の人 と々交流してみませんか！

L　『話してみよう韓国語』
講師：国際学部 国際文化学科

教授 申 銀珠
韓国語と日本語はまるで兄弟のようなもので
す。語順がほぼ同じで共通の単語もたくさんあ
ります。文字や簡単な挨拶の言葉などを楽しく
勉強しましょう。言葉を通して韓国という国をも
っと近く感じてみましょう！

M　『最新の情報技術を体験してみよう』
講師：経営情報学部 情報システム学科

准教授 河原 和好
最新の情報技術であるバーチャルリアリティ（
VR)、ロボット（Pepper、ロボホンなど）の体験
ができます。また、ドローンで撮影した映像を
上映します。これらは本学の授業や卒業研究
で使用しています。

N　『ゲームで学ぶプログラミング』
講師：経営情報学部 情報システム学科

講師 中田 豊久
ゲームでプログラミングの基礎を学んでみまし
ょう！初めてプログラミングをする人から、少し
経験したことがある人まで楽しめるようになっ
ています！

小論文対策講座

H 『プログラミング
                       実習』

☆各国を代表するスペシャルメニューを学生食堂にて「無料」で試食できます☆

◆お申込み・お問合せ
TEL ： 025-264-3777（直）　
E-mail ： nyushikouho@nuis.ac.jp

スマートフォンで
右記QRを読み取り
お申込みください


