
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

3限

昼食

12：05～12：45

12：50～13：45

13：50～14：30

14：30～15：00

推薦入試 一般入試

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
～
15：00

【2019年9月1日（日）】　第3回オープンキャンパススケジュール
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A 『ジェンダー論入門』
B 『3年A組で学ぶ「つきあい方」のしくみ』
C 『ネットワークコンピューティング
　～ネットワークを構成するモノたち～』

D 『東南アジアはゴミ捨て場？！
　　ープラスチックごみ問題を考えるー』
E 『「謎解きゲーム」で町おこし』
C 『ネットワークコンピューティング
　～ネットワークを構成するモノたち～』

●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（3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（就職）と第2部（入試・奨学金）に
分けて詳しくご説明します。

●個別入試・進学相談（13：00～15：00）
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。

●海外留学相談・紹介（13：00～15：00）
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
　　　　　　　　　 （13：45～15：00）
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。

経営学科実習

F 『シミュレーション』

F 『シミュレーション』

G 『CEP』
H 『話してみようロシア語』
 

I  『話してみよう中国語』
J  『話してみよう韓国語』
G 『CEP』

13：00～15：00

K 『最新の情報技術を
　　　体験してみよう』

L 『ゲームで学ぶ
　　　プログラミング』

13：00
～
15：00

A　『ジェンダー論入門』
講師：国際学部 国際文化学科

教授 矢口 裕子 
皆さんはジェンダーという言葉を聞いたことが
ありますか？「文化的・社会的性差」と一般に説
明されますが、わかりやすくいうと「男らしさ・
女らしさ」ということになります。わたしたちは
この世に生まれ落ちた瞬間から、目に見えるも
の・見えないものを含む「らしさ」のルールに絡
めとられています。この講義では、皆さんをジェ
ンダー論の世界にわかりやすくいざないます。

B　『3年A組で学ぶ「つきあい方」のしくみ』
講師：経営情報学部 経営学科

准教授 小宮山 智志
『3年A組 ―今から皆さんは、人質です―（日本
テレビ）』を参考に、一人ひとりが協力すれば
良いとわかっているのに「自分ぐらい協力しな
くてもいいかな」という人が増えて、上手くいか
ない問題について一緒に考えていきましょう。

C　『ネットワークコンピューティング
　～ネットワークを構成するモノたち～』

講師：経営情報学部 情報システム学科
教授 石川 洋

現代社会の基盤となるネットワークを構成する
モノたち（ネットワーク機器（ハードウェア）、約
束事（通信プロトコル）、ネットワーク関連アプ
リケーション（ソフトウェア））を、実例を用いて
紹介します。

D　『東南アジアはゴミ捨て場？！
　　ープラスチックごみ問題を考えるー』

講師：国際学部 国際文化学科
准教授 瀬戸 裕之

2019年にバンコクで開催された東南アジア諸
国連合（ASEAN）首脳会議では、海洋ごみ問題
に積極的に取り組むことが宣言されました。そ
の背景にはなにかあるのか、我々の身近にあ
るプラスチックごみから考えます。

E　『「謎解きゲーム」で町おこし』
講師：経営情報学部 経営学科

准教授 小宮山 智志
仲間と協力して数々の謎を解き、博物館(教室)
から奪われた宝を取り戻し、犯人を推理する「
謎解きゲーム」をやってみませんか。
私たちが町おこしのお手伝いをさせていただ
いている上越市宇津俣(うつまた)地区を題材
にしています。これを機に宇津俣に関心を持っ
ていただければ幸いです。

F　『シミュレーション』
講師：経営情報学部 経営学科

教授 佐々木 桐子
様々な場面で利活用されるシミュレーション技
術。システムの分析、評価はもちろんですが、
視覚的にも見る人を納得させ、楽しませてもく
れます。そんなシミュレーション技術を使い、コ
ンピュータ上に再現した空間で、効率的な動き
を考えてみましょう。

G　『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！

H　『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。

I　『話してみよう中国語』
講師：国際学部 国際文化学科

非常勤講師 尹 美蓮
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！

J　『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！

K　『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。

L　『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

◆会場・アクセス

☆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☆

新潟国際情報大学 本校(新潟市西区みずき野3-1-1）

【自動車】
　北陸自動車道 新潟西インターから約30分
　※駐車場（500台収容可能）がありますのでご利用ください。

【電　車】
　JR越後線「越後赤塚駅」下車 徒歩7分
　（上り）　新潟駅発　9：22　　越後赤塚駅着　9：55
　（下り）　吉田駅発　9：19　　越後赤塚駅着　9：39

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

事前申込につきましてはWEBの受付フォームより
申込みいただくか、電話、メールでも受け付けております。
※電話、メールでお申込みの場合は、下記をお伝えください。
　名前、 電話番号、 住所、 在籍（出身）高校名、 学年

フリータイム


