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新潟国際情報大学オープンカレッジ

SKY Project

新潟青陵大学と
新潟薬科大学の
企画4講座を共同開講

SKY新潟市内3大学「SKYプ
ロジェクト」共同講座を

開講

新潟国際情報大学の従
来の公開講座ラインナ

ップに

新潟青陵大学3講座・新
潟薬科大学1講座を企

画



「日曜日講座」を拡充
新潟国際情報大学エクステンションセンター長

野
のざき

崎　茂
しげる

（新潟国際情報大学長）

新潟国際情報大学が広く市民、県民の皆さまに学びの場として提供しているエクステンショ
ンセンターの平成 30 年度後期「オープンカレッジ」が開講致します。

毎回好評を博しております文化・教養分野の講座には「フランスの食と文化を訪ねて」、「戸
籍でたどる、我が家のヒストリー /家系図を作ってみませんか」、「知ったら楽しくなる西洋美
術史」など一挙に18の新講座が加わります。シリーズ化している講座にはその続編も用意致し
ました。新しい知の世界が一層広がることでしょう。

今期、もう一歩上を目指しておられる受講者の皆さまの能力向上に役立てていただけるよう
なビジネス、語学、資格取得などの各種講座を用意しておりますのはこれまでと同様です。

また受講の日時についても文化・教養ならびにビジネス分野において、ご希望の多い日曜日
開催講座の拡充を図っております。 

今期の「異文化塾」では今年が「日仏交流160周年」に当たることから、在日フランス大使
館などの後援を得て「フランスの街と暮らし」という共通テーマの下、「21世紀こそ脱米入欧
の時代」、「神楽坂―東京のプティ・パリ」など計5回の講座を予定しております。

そして2019年1月にはいよいよ新潟開港150周年を迎えますが、その記念ということで「みな
とまち新潟」市民団体等活動助成事業として「開港150周年　にいがたの黎明」と題した連続4
回の講演を10月の毎土曜日に、また「新潟らしい『おもてなし』とは？」と題した講演を11月
から翌年2月にかけて毎月1回開催致します。これら2講演の受講は無料です。

環日本海経済圏の中核となるべき新潟にとっても人口の減少は地域の振興を図るうえで大き
な問題となっております。人口減少を何とか食い止めると共に、世代を超えて個々人のクオリ
ティを向上させ、この問題に立ち向かって行くことが求められているのではないでしょうか。
そのために今期の公開講座においては新潟青陵大学、新潟薬科大学からもご参加いただき「障
がいのある人の尊厳を考える」あるいは「発酵食品から生まれた微生物学とバイオテクノロ
ジー」など、ご専門の分野の講座をいくつか企画致しました。私たち新潟青陵大学、新潟薬科
大学、そして新潟国際情報大学はこれからも連携して新たな「知の領域の開拓」を進めて参り
ます。当センターの公開講座のこうした取組みが豊かな地域社会づくりの一助となり、願わく
ば地域産業の生産性向上につながって行くという役割を果たすことが出来れば幸いです。

当センターではこれからも皆さま方からのテーマ選びに関するご要望や受講の便宜に関する
ご意見を伺うなど、双方向のコミュニケーションを大切にしながら公開講座というソフトイン
フラの充実に努めてまいります。皆さまの積極的なご提言、ご参加をお待ち申し上げます。



問い合わせ　新潟国際情報大学エクステンションセンター　TEL.025-227-7111

異文化塾

芸術や文化を大切にするフランス人の考え方や国民性は、人が暮らす街に表れます。

人が街をつくり街が人を豊かにする。個性を尊ぶ感性やライフスタイル、美意識や働き

方と、建物、街路、店、緑花木が互いに高めあってきました。今年は「日仏交流160周年」

－フランスの街と暮らしの魅力を、ヨーロッパ、パリ、新潟市の姉妹都市ナント、そして

東京のプティ・パリなどから、ジャーナリスト、法律家、建築家、写真家が解説します。

後援：在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、新潟フランス協会

■日程と講師（テーマ）

第１回 11月10日（土）

「21世紀こそ脱米入欧の時代」

講師
ジャーナリスト、パリ日本文化会館初代館長

磯
いそむら

村 尚
ひさのり

徳

第3回 1月26日（土）
「平和を創る街 
 ―パリ国際大学都市の試み」

講師
新潟大学准教授　新潟フランス協会会員

寺
てらお

尾 仁
ひとし

第5回 3月9日（土）

「ナント ―文化の街の光と影」

講師
写真家、新潟フランス協会会員

浅
あさの

野 光
みつよ

代

第2回 12月8日（土）

「神楽坂 ―東京のプティ・パリ」

講師
ジャーナリスト、随筆家

ドラ・トーザン

第4回 2月2日（土）
「現在の永遠 ―フランスと日本の
 空間への建築家のまなざし」

講師
建築家、みかんぐみ共同主宰者／
ICSカレッジオブアーツ理事／明治大学大学院特任教授
マニュエル・タルディッツ

■開講時間 各回 午後 1 時 30 分～午後 3 時

■定　　員 120 人（先着順）

■受 講 料 全 5 回で一般 3,100 円　／　高校生以下 2,100 円

■会　　場 新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町 1169 番

■申し込み オープンカレッジ講座 Web 申込（https://ssl.smart-academy.net/nuis/）
または受講申込書（50 ページ）にてお申し込みください。
メールの場合は、件名に「異文化塾」と明記し、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
電話番号を exten@nuis.ac.jp までお送りください。

■締め切り 平成 30 年 10 月 25 日（木）

敬称略

フランスの街と暮らし
講座番号 F18501



問い合わせ　新潟国際情報大学エクステンションセンター　TEL.025-227-7111

2019年1月、開港150周年（安政五ヶ国条約により開港五ヵ所の一つとして明治元年に

開港）を迎える新潟市。信濃川河口湊に始まり、江戸時代は北前船の寄港地として栄え、開

港により運上所（新潟税関）とイギリス、ドイツ、オランダ、アメリカ4ヵ国の領事館も開設さ

れました。貿易と北洋漁業やウラジオストク定期航路の開始で海外に開き、大きく変貌した

新潟の街と異文化交流の歴史について4回の講演で展望します。

■日程と講師（テーマ）

第１回 10月6日（土）

「北前船の寄港地から開港場へ」

講師
元新潟県立文書館副館長

菅
すがせ

瀬 亮
りょうじ

司

第3回 10月20日（土）

「『県都』への変貌 ―文明開化と町の人々」

講師
新潟市歴史博物館館長

伊
いとう

東 祐
すけゆき

之

第4回 10月27日（土）
「黒船はロシアから 
 越後人と北洋漁業の発展」

講師
新潟国際情報大学 国際学部 准教授

神
かみなが

長 英
えいすけ

輔

第2回 10月13日（土）

「開港を彩った外国商人たち」

講師
新潟県立近代美術館副館長

青
あおやぎ

柳 正
まさとし

俊

■開講時間 各回　午後 1 時 30 分～午後 3 時
■定　　員 100 人（先着順）　※定員になり次第終了
■受 講 料 無料
■会　　場 新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス

〒951-8068 新潟市中央区上大川前七番町 1169 番
■申し込み オープンカレッジ講座 Web 申込（https://ssl.smart-academy.net/nuis/）

または受講申込書（50 ページ）にてお申し込みください。
メールの場合は、件名に「にいがたの黎明」と明記し、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、電話番号を exten@nuis.ac.jp までお送りください。

■締め切り 平成 30 年 10 月 3 日（水）

敬称略

特別企画　文化講演会

「みなとまち新潟」市民団体等活動助成事業

開港150周年 
にいがたの黎明

講座番号 H18501



新潟らしい
『おもてなし』とは？

問い合わせ　新潟国際情報大学エクステンションセンター　TEL.025-227-7111

開港150周年を迎える新潟市は、港町の歴史が育む「外に開き、来訪者を迎える寛容さ

と新しいモノを取り入れるオープンな精神文化」の息づく街です。「おもてなし」に関わる商

店街や観光業の方々や市民が一緒に新潟の魅力を再発見し、新潟ならではの「おもてなし」

を考える連続講座を開きます。英会話の講座では、大型客船の来港やオリンピック・パラリ

ンピックへ向けて海外のお客さまを迎える「おもてなし」英語力も磨きます。

■日程と講師（テーマ）

第１回 11月3日（土）

「新潟の魅力再発見、街歩きの極意」

講師
路地連新潟代表

野
のうち

内 隆
たかひろ

裕

第3回 1月12日（土）

「おもてなし 英会話」

講師
新潟国際情報大学 国際学部 英語講師

佐
さとう

藤 泰
やすこ

子

第4回 2月16日（土）

「おもてなしの心 ～攻めのホスピタリティ～」

講師
グランドハイアット東京コンシェルジュ

阿
あべ

部 佳
けい

第2回 12月1日（土）

「外国人観光客に日本流のおもてなしを」

講師
澤の屋旅館（SAWANOYA RYOKAN）館主・観光カリスマ

澤
さわ

 功
いさお

■開講時間 各回　午後 1 時 30 分～午後 3 時
■定　　員 100 人（先着順）　※定員になり次第終了
■受 講 料 無料
■会　　場 新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス

〒951-8068 新潟市中央区上大川前七番町 1169 番
■申し込み オープンカレッジ講座 Web 申込（https://ssl.smart-academy.net/nuis/）

または受講申込書（50 ページ）にてお申し込みください。
メールの場合は、件名に「おもてなし」と明記し、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
電話番号を exten@nuis.ac.jp までお送りください。

■締め切り 平成 30 年 10 月 31 日（水）

敬称略

特別企画　文化講演会

「みなとまち新潟」市民団体等活動助成事業

－街の魅力再発見・もてなす心、極意を達人に学ぶ－

講座番号 H18502
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　日本海は自然豊かな海です。寒流と暖流の両方が流れて、北方系と南方
系の多様な魚介類の恵みがあります。日本海の生態系や沿岸漁業について、
また開港五港の一つ新潟「みなと」の歴史と、対岸ユーラシア大陸のロシア、
中国、朝鮮半島との文化、経済交流の歴史を振り返り、「交流の海」の将来
についても展望します。

講座
番号 A18501 新潟県生涯学習協会　企画講座　 

環日本海　― その多様性と可能性 ― 申込締切日 10月3日

第 1 回：日本海のなりたちと自然環境 
 講師：奈良間　千之

日本海や日本海側の自然環境について、最近の研究データ
からその特徴を解説します。

第 2 回：新潟「みなと」の歴史 
 講師：安宅　俊介

第 2回の講義は、環日本海の交流、特に歴史的な側面につ
いて、現在の新潟市エリアを題材に「みなと」をキーワー
ドとしてみていきます。

第 3 回：日本海で漁獲される魚介類とその生息環境
 講師：河村　智志

マダラやズワイガニなど寒流系の魚介類と、スルメイカな
ど暖流系の魚介類が比較的近くで獲れるのが、新潟県沿岸
漁業の特徴です。
このように多様な魚介類がみられるのはなぜか？日本海の
海洋環境の特徴から考えていきます。

第 4 回：北東アジアと新潟 
 講師：平山　征夫

大戦直前の一時を除き主役を演じることのなかった新潟港
は、私が知事に就任した頃から大きく変化しました。冷戦
構造が崩壊し、長年閉ざされていた日本海が交流の海に変
わりました。
「環日本海時代」の訪れに新潟がどう取り組み、チャレン
ジしたかを振り返り今後の発展策を展望します。

講座内容

開講日 10/10・17・24・31 
（水曜日　全4回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 30名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円 

在学生 2,900円 

卒業生・父母・法人会員 3,300円

奈
な

良
ら

間
ま

　千
ち

之
ゆき

（新潟大学理学部准教授）

1972年静岡県生まれ。2002年東京都立大
学大学院理学研究科博士後期課程修了。日
本学術振興会特別研究員PD（名古屋大学）、
総合地球環境学研究所プロジェクト研究員な
どを経て現職。専門は自然地理学。

安
あ

宅
たか

　俊
しゅんすけ

介
（公益財団法人　新潟市芸術文化振興財団　職員）

1983年新潟市生まれ。2007年東北大学大
学院文学研究科博士課程前期修了。NPO法
人宮城歴史資料保全ネットワーク研究員などを
経て現職。専門は日本近世史。

河
かわむら

村　智
さとし

志
（新潟県水産海洋研究所　参事（漁業課長））

1964年北海道生まれ。 1987年北海道大学
水産学部卒業。 同年新潟県庁入庁。 農林
水産部水産課、水産海洋研究所などを経て、 
2017年から現職。 主な研究分野は漁具漁
法、漁海況、水産資源管理。

平
ひらやま

山　征
いくお

夫
（新潟国際情報大学　顧問）

1944年生まれ。横浜国立大学経済学部経済
学科卒業。日本銀行新潟支店長、仙台支店
長を経て、1992年新潟県知事に就任する。そ
の後3期勤め、2004年に退任。2005年から
2008年まで長岡技術科学大学特任教授を勤
め、同年4月、新潟国際情報大学学長に就任す
る。その後2回の再任を経て、2018年3月退任。
ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所名
誉博士。2014年に旭日重光章を受章する。

文化・教養講座A
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高
たかはし

橋　正
しょうへい

平
（新潟大学名誉教授）

1945年生まれ。東北大学大学院文学研究
科修士課程修了。新潟大学人文学部教授を
経て、2016年3月まで新潟国際情報大学特
任教授。2018年3月まで特別研究員。研究分
野は17世紀イギリス文学。著書に『ジェズイット
とマキアヴェリ』『ヴァ―ジニア植民研究序史』

『火薬陰謀事件と説教』『ヒストリアとドラマ』
『ジョン・ダン研究』ほか。日本英文学会、十七
世紀英文学会会員。

　「シェークスピアを読む」は今回で9回目となります。シェークスピアは生
涯で37編の劇を書きましたが、この講座ではそのほとんどを取り上げ、残
すは数編のみとなりました。第1回からすべての講座に出席している方が数
名おられることは、講師として非常にうれしいことです。英文学専攻の大学
教員でも、シェークスピアの全作品を読んではいません。その意味でも9回
目を迎える本講座は息の長い講座となっており、お付き合いいただいてい
る方々には感謝いたします。もちろん、今回から受講される方も大歓迎です。
　シェークスピアの劇は喜劇、歴史劇、悲劇、ロマンス劇と分類されます
が、本講座では毎回1作品を取り上げ、作品の解説、意味、問題点を指摘し
ながら進めていきます。なお、講座の前にBBCのDVDや蜷川幸雄監督の
DVDを鑑賞することができ、翻訳でも作品を読むことができます。

講座
番号 A18502 シェークスピアを読む Ⅸ 申込締切日 9月25日

第 1 回：「ヴェニスの商人」（The Merchant of Venice）
「箱選び」「指輪の混乱」「人肉裁判」の行方は？

第 2 回：「終わりよければすべてよし」（All's Well That Ends Well）
なぜ高貴な才気ある女性が軽薄・高慢で卑屈な男に恋こが
れるのか。

第 3 回：ヘンリー六世：第二部 （The Second Part of Henry VI）
柔弱・臆病な王と王位を要求するリチャード・プランタジ
ネットの争いの結果は？

第 4 回：ヘンリー四世：第二部 （The Second Part of Henry IV）
王の罪意識とハル王子との和解　

第 5 回：ロメオとジュリエット （Romeo and Juliet）
若々しい情熱、青春の息吹きが二人の運命を狂わす。

講座内容

開講日 10/2・9・16・30、11/6
（火曜日　全5回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母・法人会員 4,100円

　越後・佐渡には江戸時代や明治期に作成された文書（古文書）が大量に存
在しています。これらの文書は当時の社会の仕組みを示し、生活の実態を
映し出しています。
　くずし字を読み解き、古文書の言い回しに慣れ、慣用句に触れることによっ
て内容を理解し、人々の意識や住んでいた時代の背景に迫ります。

講座
番号 A18503 古文書に親しむ「解読編」 申込締切日 9月26日

● 安政 7（1860）年春、大草太郎左衛門代官領（川浦陣屋）の年貢
米 400石が、江戸に廻送された史料を教材とします。
御城米（幕領の年貢米）は今町湊（上越市直江津）から肥前佐賀
の船頭熊吉船によって、江戸に運ばれました。
この史料は御城米の送り状、船中御条目、浦触れ、通り手形、日帳、
御請け証文などの文書がまとまって簿冊になったものです。御城
米船の装備、船中で遵守すべき規則、通行手形の形式、日帳の内容、
運賃など御城米廻送船の実情について、5回にわたって解読を進
めます。

● 受講生の皆さんの所蔵する古文書も教材として使用したいと考え
ています。

講座内容

開講日 10/3・17、11/7・21、12/5
（水曜日　全5回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母・法人会員 4,100円

菅
すがせ

瀬　亮
りょうじ

司
（元新潟県立文書館副館長）

1945年生まれ。新潟大学人文学部史学科卒
業。1969年公立高等学校教諭となり、県立
文書館副館長、新潟市立明鏡高等学校長な
どを歴任、2006年退職。この間総務部県史編
さん室勤務、「新潟県史」の編さんに携わり、近
世史部会を担当。

2申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



真
まき

木　美
みちよ

智代
（ナード・アロマテラピー協会認定 アロマセラピスト・トレーナー）

大学卒業後、テレビ新潟放送網報道制作局
アナウンサーとして勤務。国際交流、福祉を中
心にニュースキャスターとして活躍。現在もフ
リーアナウンサーとして活動する傍ら、Aroma 
Reineアロマテラピースクール＆サロン オー
ナーセラピストとしてアロマテラピーの普及やプ
ロの養成に力を注ぐ。

　武士と町人。落語の生まれた江戸時代は、士農工商の身分社会でした。
江戸は武家中心の町づくりで開け、大坂（江戸時代は「坂」です）は商売の
町として発展しましたが、いずれにせよ士農工商は共通でした。
　多くの落語の登場人物は町人です。そんな中で武士はいろいろな描かれ
方をしています。「妾馬（めかうま）」のお殿様（赤井御門守（あかいごもんの
かみ））、「佐々木裁き」のお奉行様、「首提灯」の辻斬りをする侍。町人はそ
んな武士とどのように付き合ったのでしょう。

講座
番号 A18504 落語に学ぶ人の情　― 武士と町人 ― 申込締切日10月12日

第 1回：妾馬—おったてまつるー
第 2回：盃の殿様—えっさっさー
第 3回：佐々木裁きーお奉行様ごっこー
第 4回：普段の袴—他人の真似をするとー
第 5回：胴斬り・首提灯—シュールですねぇー

講座内容

開講日 10/20、11/17、12/1・15、1/19
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母・法人会員 4,100円

田
たまき

巻　明
あきひさ

恒
（演劇研究家）

1954年生まれ。日本大学大学院芸術学研究
科文芸学専攻修士課程修了。小・中・高校生
を対象とした学習塾を経営する傍ら、演劇研究
家として歌舞伎、文楽、落語などの伝統芸能に
ついての講座を担当。「古典藝能に親しむ会」
主宰。

　芳香植物療法は世界で最も古い健康法と言われます。精油は人々の健
康維持に役立つ成分を含む自然界からの贈り物です。植物精油を使うアロ
マテラピーには、薬の様に鋭角的な作用はありませんが、セルフケアに毎日
使用すると、心と体のこわばりがゆるみ自然治癒力が高まることが期待でき
ます。
　この講座を通してアロマテラピーの魅力と可能性をより身近に感じてみ
ませんか。講座では、自律神経のバランスを整えて、冷えの緩和、不眠やう
つを乗り越える可能性が期待できるアロマテラピーのメカニズムを学び、
家庭で気軽に使えるアロマクラフトを作り、お持ち帰りいただきます。

講座
番号 A18505 香りを学ぶⅣ 申込締切日10月12日

第 1 回：身体を温める、心をゆるめるバスタイムのアロマテラピー
● 手作りアロマクラフト　アロマシャンプー＆リンス

第 2 回：エイジングケアのアロマテラピー
ストレスを上手に消化して若肌を維持しよう！
抗酸化、美肌のための精油選び、使用方法など
 ● 手作りアロマクラフト　エイジングケア美容液

講座内容

開講日 10/20、11/17　（土曜日　全2回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 15名
教材費 2,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母・法人会員 2,500円

※毎回アロマクラフトを作成してお持ち帰りいただきます。
　20mL以下のビーカー、ガラス棒のセットをお持ちください。
　初回時に購入もできます。（別途 800円）
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　フランスは農業国であり、地方色が豊かな国です。様々な民族の文化が
入り、この国にいろいろな面で影響を及ぼしてきました。食に関してもそれ
は同じことです。特にイタリア、スペイン、ドイツ、イギリスなどの国境に近
い地方はその影響が強く、他の地方に比べてエキゾチックな魅力があります。
　今回は国境に近いプロヴァンス コートダジュール、アルザス、ブルターニュ、
そのほかに美食の都と呼ばれるミディピレネー、食の街リヨンを抱えるロー
ヌアルプなどの地方の食を歴史や文化を交え、時には私が滞在したシャン
ブルドット（民宿）の食卓を紹介しながら探っていきたいと思います。
※地方の名称は2016年に再編され、新しい名称になりましたが、以前の名
称の方が分かりやすいため使用しています。

講座
番号 A18506 フランスの食と文化を訪ねて 申込締切日10月19日

第 1 回：プロヴァンス コートダジュール地方
フランス東南部。イタリアと地中海に接し太陽の恵みをいっ
ぱいに受けた地域です。
この地方の食の原点はオリーブとオリーブオイル。これらを使っ
た食材と郷土料理を紹介しながら、アルルや小さな村の朝市、
各地のお祭り、特にサント・マリー・ドゥ・ラ・メールに伝わるジ
プシーのお祭りを中心に、この地方の文化も探っていきます。

第 2 回：アルザス地方
ドイツの隣に位置するアルザス地方。ここは昔からドイツ領
になったりフランス領になったりしました。
食への影響はもちろんのこと、有名なストラスブールやコン
マールの「クリスマス市」などもドイツから伝わったものです。
またアルザスはワインのほかにお菓子の宝庫でもあり、ここ
から有名なパティシエも多く出ています。ドイツとの関係の
中で育まれた文化を探りながら、アルザスの美しい風景を一
緒に楽しみましょう。

第 3 回：ブルターニュ地方
この地方はその昔、アイルランドからやってきたケルト人が
住み着いたと云われています。
土地がやせており小麦やぶどうが育たないので、パンの代わ
りにそば粉を作り、ワインの代わりにりんごからシードルを
作ってきました。食材が乏しい中で人々はどんなものを食べ
てきたのでしょうか。
ブルターニュの食の変遷を探りながら、ケルトの文化が息づ
くブルターニュを旅します。

第 4 回：ミディピレネー地方
フランス南部ミディピレネー地方はコンク、ロマカドール、
ルルドなどキリスト教にゆかりのある土地が多く、スペイン
のサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路が点在します。
鴨を多く食べる土地でもあり、フォアグラ、トリュフなど美食
の産地でもあります。
「フランスの最も美しい村」のリストに認定された村も多い
この地方はフランスらしい魅力に富んでいます。

第 5 回：ローヌアルプ地方
世界的なシェフを産出しているローヌアルプ地方。豊かな食
材やワインの産地にも近く「食都」として有名なリヨンもこ
こにあります。ビストロより気楽でカジュアルな「ブション」
と呼ばれるレストランはリヨンだけのもの。肉料理でも、特
に内臓やソーセージを多く食するこの街の食文化のルーツを
探りながら、ローヌアルプ地方の美しい自然と食を訪ねます。

講座内容

開講日 10/27、11/17、12/15、1/19、2/16
（土曜日　全5回）

開講時間 14:00～15:30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  5,100円
在学生  3,600円
卒業生・父母・法人会員  4,100円

浅
あさの

野　光
みつよ

代
（写真家　新潟フランス協会会員）

モンペリエ第3大学付属語学校在学中に写真
を始め、帰国後、日本写真芸術専門学校で学
ぶ。フリーランスのカメラマンとして新聞、雑誌
などで活動後1993年に渡仏。パリの移民、西
アフリカを撮影の傍らフランスの郷土料理、エ
スニック料理を取材。2006年帰国。写真集に

「étrangers de paris」（冬青社）単行本に「パ
リで出会ったエスニック料理」（木楽舎、にむら
じゅんこ著、浅野光代撮影）

4申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　裁判所を始めとする司法界を一般市民の皆さんが知るチャンスは、法廷
を傍聴する場合、裁判員などに選任された場合、それに民事事件や刑事事
件などで当事者として行く場合以外には、ほとんどないのが現状です。
　今期は、司法界のあれやこれやを、裁判所に関する事柄を中心に、随時タ
イムリーな話題を交えながら、守秘義務に反しない範囲で分かりやすくお話
しします。

講座
番号 A18507 「司法界のうら話」 

（「裁判所とその周辺事務」編）〜法律実務をもっと身近に〜
申込締切日10月19日

第 1 回：「裁判所の仕組み」の概要
1.三審制
2.全件立件主義
3.「裁判所職員」の職種と担当事務の概要

第 2 回：「刑事事件」の概要
1.犯罪が成立する要件
2.主な刑事事件と事件処理の基本的な流れ
3.刑事事件に関与する主な職種

第 3 回：「市民の司法参加制度」の概要
1.裁判員
2.検察審査員
3.被害者参加

「少年事件」の概要
1.主な少年事件と事件処理の基本的な流れ
2.少年事件に関与する主な職種
3.少年鑑別所と少年院

第 4 回：「民事事件」の概要
1.主な民事事件と事件処理の基本的な流れ
2.民事事件に関与する主な職種

第 5 回：「家事事件」（家庭と家族に関する事件）の概要
1.主な家事事件と事件処理の基本的な流れ
2.家事事件に関与する主な職種
3.家事事件と戸籍の関係

講座内容

開講日 10/27、11/10、12/1・8・22
（土曜日　全5回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母・法人会員 4,100円

渋
しぶい

井　保
やすゆき

之
（不幸予防士、元裁判所首席書記官）

1945年新潟市生まれ。新潟高校卒業後民間6社を経たのち、裁判所の書記
官を30年余経験する。2007年から、新潟地裁・新潟家裁・東京家裁・東京高
裁及び最高裁に勤務した経験を生かして、新潟市内を中心に定期の法律教
室を開催するほか、各種の講座・講演会の講師として活動している。

　海外に在住する華人・華僑は5000万人ともいわれます。グローバル化が
叫ばれるずっと前から、華人・華僑は世界中で活躍し、カネ・モノ・ヒト・情報も
彼らとともに地球を動き回ってきました。長い時代に渡り、異文化との共存
が生存の最低必要条件だった彼らから、私たちは何を学べるでしょうか。また、
超大国として台頭する中国との関係は？

講座
番号 A18508 世界をネットワークする華人・華僑 申込締切日10月19日

第 1回：概説・歴史・文化
第 2回：文化・政治・経済
第 3回：東南アジア・北米・欧州・アフリカ・カリブ海
第 4回：中国、台湾との関係

講座内容

開講日 10/27、11/17、12/1・15
（土曜日　全4回）

開講時間 14:00～15:30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  4,100円
在学生  2,900円
卒業生・父母・法人会員  3,300円

小
こばやし

林　伊
い

織
おり

（新潟国際情報大学国際学部講師、
フィリピン・アテネオ大学博士候補）

1973年生まれ。1998年から2002年まで、 台
湾TVBS（無線衛星電視台）国際ニュースセン
ター記者を勤める。2003年から2015年7月ま
で 銘伝大学（台湾）英語センター専任講師を
経て、2015年9月より本学の国際学部講師と
なる。
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　一段と複雑化する経済動向を的確に捉え、分析し未来を洞察することは
極めて重要です。実際の経済事例を取り上げ、その背後の本質を考えてゆ
きます。

講座
番号 A18509 やさしい経済講座　― 経済問題をよくよく視ると ― 申込締切日 11月1日

第 1回： いくらお金をばらまいてもデフレは克服できないよ！人口
減少社会の経済とは

第 2回： AI（人工知能）は人間の味方か—鉄腕アトムの時代を予測
する…。

第 3回： 国はどこまで借金をしていけるのだろう…。
第 4回： 経済のグローバル化や TPPは本当に経済的プラスをもた

らすか？ ―トランプの保護貿易は何をもたらすか。

講座内容

開講日 11/7・14・28、12/12
（水曜日　全4回）

開講時間 18：30～20：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  4,100円
在学生  2,900円
卒業生・父母・法人会員  3,300円

平
ひらやま

山　征
いくお

夫
（新潟国際情報大学　顧問）

1944年生まれ。横浜国立大学経済学部経済
学科卒業。日本銀行新潟支店長、仙台支店
長を経て、1992年新潟県知事に就任する。そ
の後3期勤め、2004年に退任。2005年から
2008年まで長岡技術科学大学特任教授を勤
め、同年4月、新潟国際情報大学学長に就任す
る。その後2回の再任を経て、2018年3月退任。
ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所名
誉博士。2014年に旭日重光章を受章する。

　古事記・日本書紀を読み解きながら、そこに織り込まれた物語・伝承をもとに、古代の姿
を明らかにするとともに、古代人の思考とそれを生み出した古代社会の実態をさぐります。
　本講座では継体・安閑・宣化・欽明天皇の時代をとりあげます。「日本書紀」は朝鮮半島の
できごとと倭国の対応について詳しく記しています。6世紀の朝鮮半島では、高句麗の圧
迫を受けた百済や新羅が勢力を南下させ加耶の諸小国をあわせたため、加耶諸国は562
年までに次々に百済・新羅の支配下に入り、ヤマト政権の半島での勢力は後退しました。か
つて教科書にあった「任那」「任那日本府」の用語はいつの間にか消えてなくなりました。
　歴史の研究が進むにつれ、歴史が書き換えられる一方でまだ解決されていない問題が
たくさんあります。これまでの研究成果を紹介しながら6世紀の東アジアと倭国の歴史を
掘り下げていきます。

講座
番号 A18510 古事記・日本書紀から古代を読み解くⅧ 申込締切日 11月2日

第 1 回：任那四県割譲事件と半島情勢　
新羅の強大化と百済の南進、任那四県割譲の真相、「伴跛国」
の反攻と倭国の対応、近江毛野の失政と召還

第 2 回：筑紫君磐井の乱　
磐井と新羅の内通は史実か、筑後国風土記が伝える筑紫君磐井、岩戸山
古墳は磐井の墓か、　大和王権による直接的支配の進展—屯倉の設置

第 3 回：継体天皇の死の謎—二朝並立はあったのか　
継体天皇崩御後の空白の 2年間は何を物語るか、新たな王
位継承のしくみ—大兄制のはじまり、　安閑・宣化と欽明
の二朝並立はあったのか、継体天皇の陵墓はどこに

第 4 回：大伴金村の失脚と任那の滅亡　
万葉集にも歌われた大伴狭手彦の任那派遣、大伴金村の失
脚、任那日本府は存在したか、任那の滅亡

講座内容

開講日 11/8・15・22・29
（木曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 30名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  4,100円
在学生  2,900円
卒業生・父母・法人会員  3,300円

伊
いとう

藤　善
よしのぶ

允
（新潟郷土史研究会会長）

1944年生まれ。東京大学文学部国史学専修
課程卒業。1970年県公立学校教員となり、県
史編さん室主査、県高等学校教育課指導主
事、県文化行政課長、長岡高校長などを歴任
し、2004年退職。長岡市文化財保護審議会
委員。新潟市芸術文化振興財団理事。

6申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　「今は昔」で始まり、原則的には「となむ語り伝へたるとや」で終わる『今
昔物語』は、総数千有余に及ぶ説話の集大成です。全31巻は天竺（インド）
説話［巻1～5］、震旦（中国）説話［巻6～10］、本朝説話（日本）［巻11～31］
の3部に分かれています。このうち、本朝説話では、巻20までの10巻が仏
教説話、以下11巻が世俗説話です。特に本朝世俗説話［巻22～31］は、仏
教説話に比べ、具象的で生き生きとした人間臭さをもつ話が多く、その登
場人物は貴族・受領・僧侶・武士・農民・商人・医者・学者・乞食・盗賊まで、あらゆ
る階層に及んでいます。これらの世俗説話には、たくましい生命力で生きる
人間の姿とそこから生まれてくる不思議、醜悪、怪異、笑い、猥雑などがリ
アルに描かれ、王朝文学には全く見られなかった世界が生き生きと浮かび
上がってきます。
　この講座では前編、後編の2回の講座に分け、本朝世俗説話を中心にで
きるだけ多くの説話を鑑賞します。前編では天竺説話、後編では震旦説話
も一部取り入れます。読めば読むほど赤裸々な人間模様の面白さにはまっ
ていく「今昔物語」の世界に浸ってみませんか。

講座
番号 A18511 『今昔物語』前編　〜日本最大の説話集を鑑賞〜 申込締切日 11月2日

第 1回：本朝世俗説話①　
第 2回：本朝世俗説話②　
第 3回：本朝世俗説話③
第 4回：本朝世俗説話④
第 5回：天竺仏教説話

講座内容

開講日 11/9・30、12/14・21、1/11
（金曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 30名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  5,100円
在学生  3,600円
卒業生・父母・法人会員  4,100円

　英語はアジアの言語です。アジアは世界最大の英語人口を持つからです。
ASEANなど、アジアの国際組織の多くも英語だけを公用語としています。
日本はアジアの一員なので、英語は自分たちの言語でもあります。これは、
米国のネイティブの英語がアジアに広がったということを意味せず、むしろ
アジア各地の人々が自分の特徴のある英語を話している、ということです。
　この講座では、海外の英語教育で主流となりつつある「世界諸英語（World 
Englishes）」の考え方に基づき、日本英語とはどうあるべきか、それが日本
の英語教育にとって何を意味するのかを考えます。アジア諸英語の音声資
料も聞きます。

講座
番号 A18512 アジア言語としての英語 申込締切日 11月2日

第 1回： 言語の平等・世界に広がる英語、イギリス英語・インド英語
第 2回： 現地化する英語、香港英語・フィリピン英語
第 3回： 共通語としての英語（English as a Lingua Franca）、シ

ンガポール英語・ マレーシア英語
第 4回： 日本の英語教育に対する示唆、中国英語・韓国英語・イン

ドネシア英語

講座内容

開講日 11/10・24、12/8・22
（土曜日　全4回）

開講時間 14:00～15:30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  4,100円
在学生  2,900円
卒業生・父母・法人会員  3,300円

岡
おかむら

村　卓
たくじ

二
（元高等学校教諭）

1944年生まれ。新潟南高校、新潟高校など県
内の高校教諭を務め退職したのち、2008年よ
り本学エクステンションセンターで、源氏物語講
座、平家物語講座、方丈記講座などを担当。

小
こばやし

林　伊
い

織
おり

（新潟国際情報大学国際学部講師、
フィリピン・アテネオ大学博士候補）

1973年生まれ。1998年から2002年まで、 台
湾TVBS（無線衛星電視台）国際ニュースセン
ター記者を勤める。2003年から2015年7月ま
で 銘伝大学（台湾）英語センター専任講師を
経て、2015年9月より本学の国際学部講師と
なる。
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　映画を通じて現代社会の問題を考える講座を開講します。テーマは「幸
福のかたち」。私たちは日々誰もが「幸福」になるためにもがき続けています。
けれども、得てして様々な理由からそれが叶えられないこともあります。そ
れでもなお、私たちは「幸福」への道を模索し続けます。おしきせの「幸福」
ではなく、それぞれの「幸福」をつかみ取ることは、社会をより明るくするきっ
かけにもなるかもしれません。参加者のみなさんとアレコレ会話する中で、
現代の「幸福」の在り方について考えましょう。

講座
番号 A18513 映画で考える「幸福のかたち」 申込締切日 11月9日

第 1回： 家族の幸せのかたち—『そして父となる』　是枝裕和（2013年） 
（あるいは可能であれば、同監督の『万引き家族』（2017年））

第 2回： 「守る」ということ—『グロリア』　ジョン・カサヴェテス
（1980年）

第 3回： 拓かれゆく世界と共鳴する—『日本と再生』　河合弘之
（2017年）

第 4回： 「人間後」の幸福—『アバター』　ジェームズ・キャメロン
（2009年）

※作品は変更になる可能性があります。
※ 講座の中で各作品を簡単に説明しますが、事前に作品を鑑賞して
おくとより理解が深まります。
　 講座の前に映画を鑑賞する機会を設けますので、ご希望の方はお
問い合わせください。

講座内容

開講日 11/16・30、12/14、1/11
（金曜日　全4回）

開講時間 18:30～20:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  4,100円
在学生  2,900円
卒業生・父母・法人会員  3,300円

　「シェークスピアを読むX」は、後期前半と同様シェークスピアの劇5編を
取り上げ、劇の面白さ、問題点について話していきます。シェークスピアは
死後400年経ちますが、今なおその作品は現代の読者を引きつけて止みま
せん。それはシェークスピアの劇が400年以上前に書かれているにもかか
わらず、劇のテーマが時代を越えて現代に訴えるものであるからでしょう。
その訴えるものを、この講座から各自学び取っていただければ幸いです。
　なお、講座の前にBBCのDVDや蜷川幸雄監督のDVDを鑑賞して、日
本語訳に目を通していただければ講座の理解に役立ちます。

講座
番号 A18514 シェークスピアを読む Ⅹ 申込締切日11月13日

第 1 回：「お気に召すまま」（As You Like It）
 田園生活、牧歌的恋愛と現実

第 2 回：「尺には尺を」（Measure For Measure）
 「演出家」公爵による「法律」と「慈悲」の解決

第 3 回：「ヘンリー六世：第三部」 （The Third Part of Henry VI）
力による君主交代と王の牧者生活へのあこがれ

第 4 回：「ハムレット」（Hamlet）
 ハムレットはいかにして父の復讐を成し遂げるか。

第 5 回：「リア王」 （King Lear）
娘たちの追放により、狂気に至る王の真の自己発見

講座内容

開講日 11/20・27、12/4・11・25
（火曜日　全5回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  5,100円
在学生  3,600円
卒業生・父母・法人会員  4,100円

佐
ささき

々木　寛
ひろし

（新潟国際情報大学国際学部教授）

1966年生まれ。新潟国際情報大学国際学部
教授。専攻は平和研究。日本平和学会理事。
本学の国際交流ファシリテーター事業や新潟
平和研究センターを創設、ファシリテーション技
術や非暴力トレーニングの普及に努める。近著
として、「市民政治の育てかた」など。

高
たかはし

橋　正
しょうへい

平
（新潟大学名誉教授）

1945年生まれ。東北大学大学院文学研究
科修士課程修了。新潟大学人文学部教授を
経て、2016年3月まで新潟国際情報大学特
任教授。2018年3月まで特別研究員。研究分
野は17世紀イギリス文学。著書に『ジェズイット
とマキアヴェリ』『ヴァ―ジニア植民研究序史』

『火薬陰謀事件と説教』『ヒストリアとドラマ』
『ジョン・ダン研究』ほか。日本英文学会、十七
世紀英文学会会員。

8申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　2016年に起きた相模原障害者施設殺傷事件ーこの事件の衝撃はあまり
にも大きく、当初はマスメディアも正面から取り上げにくいようでした。よう
やく裁判が始まろうとしている今、もう一度多くの様々な立場の方々とこの
事件と向き合いたいと思います。事故や病気で障がいを持つ人も多いのです。
障がいとは何か。希望はどこにあるのか。これは私達みんなの課題なのです。

講座
番号 A18515 障がいのある人の尊厳を考える 申込締切日11月16日

障がいのある人を様々な視点から考え、一人一人の命の重さを考え
ていきます。

講座内容

開講日 11/24　（土曜日　1回）

開講時間 10:30～12：30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  2,100円
在学生  1,450円
卒業生・父母・法人会員  1,650円

碓
うすい

井　真
まふみ

史
（新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授、
新潟市スクールカウンセラー）

1959年生まれ。博士（心理学）。専門は社会
心理学。著書：「よくわかる人間関係の心理学」

「誰でもいいから殺したかった：追いつめられた
青少年の心理」など。出演歴：NHK「あさイチ」、
フジテレビ「とくダネ！」、TBS「サンデーモーニン
グ」など。

　公的年金（国民年金、厚生年金）、企業年金、新たに誕生した個人型確定
拠出年金 iDeCoなど、難しそうな年金の疑問について解説します。講座では、
いま注目の税制面で優遇される iDeCoやNISA、積み立てNISAなどにつ
いてお話します。
※ iDeCoは20歳以上60歳未満の方が加入対象となります。

講座
番号 A18516 iDeCo（個人型確定拠出年金）って何？ 申込締切日11月16日

1.個人型確定拠出年金が注目されている理由
2.個人型確定拠出年金のメリットとデメリット
3.具体的な始め方、続け方
4.その他の制度との比較

講座内容

開講日 11/24　（土曜日　1回）

開講時間 13:30～16：30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  3,100円
在学生  2,200円
卒業生・父母・法人会員  2,500円

髙
たかはし

橋　司
つかさ

（新潟青陵大学短期大学部人間総合学科助教）

平成28年4月に青陵短大へ赴任。税理士・個
人情報保護士・ファイナンシャルプランナー2級
を保有している。授業では、簿記会計や金融、
経営学等を担当。
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　人間は有史以来、微生物を利用することで豊かな暮らしを手に入れてき
ました。発酵食品の製造に代表される微生物利用技術の発展は「微生物学」
を生み、あらゆる産業に応用されることになりました。さらに、遺伝子組換
え技術の誕生は、微生物利用技術に革新をもたらし、バイオテクノロジーの
進化へとつながりました。
　この講座では、発酵食品の誕生と発展を軸として、微生物学ならびにバイ
オテクノロジーの誕生から発展の歴史を学びます。また、近年注目されて
いる発酵食品の健康機能についての科学的な根拠や、今後の発酵技術の
発展を目指した研究事例についても紹介します。

講座
番号 A18517 発酵食品から生まれた微生物学とバイオテクノロジー 申込締切日11月22日

第 1 回：「発酵食品と微生物学の誕生」　
発酵食品の誕生と発展、そして発酵を担う微生物を知る学問
「微生物学」の誕生の歴史を解説します。微生物学がその
後の微生物利用技術に与えた影響についてもお話します。

第 2 回：「微生物利用技術が生み出したバイオテクノロジーの進化」　
微生物利用技術の発展、そして遺伝子組換え技術の誕生によ
り生まれた新しいバイオテクノロジーについて解説します。

第 3 回：「発酵食品が体に良い理由についての科学的根拠」　
近年、発酵食品の健康機能が注目されています。その科学
的根拠について、明らかなところと未解明なところを解説
します。

第 4 回：「微生物学の課題と新しい発酵食品を目指した取り組み」　
現在の微生物学がもつ課題について解説するとともに、　
新しい醸造技術を用いた発酵食品の製造技術開発の取り組
みについても紹介します。

講座内容

開講日 12/1・8・15・22
（土曜日　全4回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  4,100円
在学生  2,900円
卒業生・父母・法人会員  3,300円

　近年、健康志向が強まり、個人で運動（トレーニング）を習慣にする方も増
えてきました。しかしながら、筋力を上げただけでは関節や腱、骨に過剰な
負担をかけ、かえって障害発症のリスクを高めてしまうのです。だからといっ
て、けがや障害の予防のためストレッチを行うというのも、実は正しくないこ
とが多いのです。　この講座では、主にカラダの根本的な「動き方」を説明し、
健康で疲れにくいカラダを作る「動かし方」をお伝えします。

講座
番号 A18518 健康になるカラダの動かし方 申込締切日11月29日

第 1 回：カラダの新常識　
カラダを柔らかくしても、健康にはつながりません。スト
レッチ自体には様々な効果があるのですが、やり方とタイ
ミングが重要となります。このようにどこかで間違ってし
まった常識を正しくお伝えしていきます。

第 2 回：病院に通って良くなる人、ならない人　
病院に行っても良くならないのには理由があります。　
カラダに問題が起こってからの対処の方法をお伝えします。

第 3 回：カラダの正しい使い方　
疲れにくい、健康なカラダはどのようにして作るのかをお
伝えします。キーワードは、「身体操作」です。

講座内容

開講日 12/6・13・20
（木曜日　全3回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  3,100円
在学生  2,200円
卒業生・父母・法人会員  2,500円

星
ほしの

野　遼
りょう

（理学療法士）

病院でリハビリスタッフとして勤務しながら、競
技専属トレーナーや国体帯同スタッフとしてス
ポーツ現場でも活躍。現在は独立しボディメイ
キングLOHAS代表として邁進。治療従事者に
手技セミナーも開催している。（保有資格：理学
療法士、日米公認ストレングス&コンディショニ
ングスペシャリスト）

重
しげまつ

松　亨
とおる

（新潟薬科大学教授、応用生命科学部長、
大学院応用生命科学研究科長）

1967年生まれ。東京大学農学部農芸化学科
卒業後、同大学大学院農学生命科学研究科
博士課程修了。博士（農学）。2006年に新潟
薬科大学応用生命科学科に着任。2012年
より同大学教授に就任し、2018年4月に同大
学応用生命科学部長に就任する。
専門分野は微生物学、発酵学、食品工学。発
酵に関わる微生物の機能と高圧食品加工技
術に興味を持って、教育・研究を行っている。

10申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　今年の5月、新潟市内で大変悲しい事件が発生しました。事実の解明に
は時間が掛かりますが、私達は子供達を守らなければなりません。見るから
に怪しい「不審者」が子供達の生命を脅かすとは限りません。加害者の多く
は「やさしいおじさん」と言われています。しかし、ただ大人を怖がるだけで
は子供達は孤立し、さらに危険が増すだけです。他人を怖がらせずに危険
性を教える必要があります。私達の家庭や町や学校から被害者も加害者も
出さないためは何が必要か。傷ついた町や学校をどう立て直すか、心理学
からお伝えします。

講座
番号 A18519 犯罪から子供達を守る方法：被害者にも加害者にもしないために 申込締切日 1月7日

第 1 回：被害者の発生を防ぐために
私達は何に気をつけ、子供にどんな教育をしたら良いのか。

第 2 回：加害者の発生を防ぐために　
犯罪予備軍への対応と安全な地域づくり。

講座内容

開講日 1/12・26　（土曜日　全2回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  3,100円
在学生  2,200円
卒業生・父母・法人会員  2,500円

　奈良には、古くに建立された特色あるお寺が数多くあります。講座では、
入門編としてその中から毎週一つのお寺を取り上げ、建物と安置されてい
る仏像についてお話します。取り上げるお寺は「法隆寺」、「東大寺」、「興福
寺」、「唐招提寺」の四ヶ寺です。歴史のある古都奈良のお寺を、画像を通じ
て解りやすくご紹介します。

講座
番号 A18520 奈良のお寺と仏像 申込締切日 1月11日

第 1 回：「法隆寺」の堂宇と仏像
釈迦三尊像、百済観音像、救世観音像など

第 2 回：「東大寺」の堂宇と仏像
廬舎那仏坐像、不空羂索観音立像など

第 3 回：「興福寺」の堂宇と仏像
阿修羅立像、仏頭、文殊菩薩坐像など

第 4 回：「唐招提寺」の堂宇と仏像」
廬舎那仏坐像、薬師如来立像、千手観音立像など

講座内容

開講日 1/19・26、2/2・9
（土曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般  4,100円
在学生  2,900円
卒業生・父母・法人会員  3,300円

碓
うすい

井　真
まふみ

史
（新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授、
新潟市スクールカウンセラー）

1959年生まれ。博士（心理学）。専門は社会
心理学。著書：「よくわかる人間関係の心理学」

「誰でもいいから殺したかった：追いつめられた
青少年の心理」など。出演歴：NHK「あさイチ」、
フジテレビ「とくダネ！」、TBS「サンデーモーニン
グ」など。

横
よこやま

山　秀
ひでき

樹
（新潟市新津美術館館長）

1949年生まれ。国学院大学文学部史学科卒
業。新潟県立美術博物館学芸員を経て、県立
万代島美術館開設に携わる。同美術館館長、
県立近代美術館副館長などを経て現職。土田
麦僊、横山操、小林古径など新潟県出身の日
本画家の作品に特に造詣が深い。
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　「今は昔」で始まり、原則的には「となむ語り伝へたるとや」で終わる『今
昔物語』は、総数千有余に及ぶ説話の集大成です。全31巻は天竺（インド）
説話［巻1～5］、震旦（中国）説話［巻6～10］、本朝説話（日本）［巻11～31］
の3部に分かれています。このうち、本朝説話では、巻20までの10巻が仏
教説話、以下11巻が世俗説話です。特に本朝世俗説話［巻22～31］は、仏
教説話に比べ、具象的で生き生きとした人間臭さをもつ話が多く、その登
場人物は貴族・受領・僧侶・武士・農民・商人・医者・学者・乞食・盗賊まで、あらゆ
る階層に及んでいます。これらの世俗説話には、たくましい生命力で生きる
人間の姿とそこから生まれてくる不思議、醜悪、怪異、笑い、猥雑などがリ
アルに描かれ、王朝文学には全く見られなかった世界が生き生きと浮かび
上がってきます。
　この講座では前編、後編の2回の講座に分け、本朝世俗説話を中心にで
きるだけ多くの説話を鑑賞します。前編では天竺説話、後編では震旦説話
も一部取り入れます。読めば読むほど赤裸々な人間模様の面白さにはまっ
ていく「今昔物語」の世界に浸ってみませんか。

講座
番号 A18521 『今昔物語』後編　〜日本最大の説話集を鑑賞〜 申込締切日 1月18日

第 1回：本朝世俗説話⑤
第 2回：本朝世俗説話⑥
第 3回：本朝世俗説話⑦
第 4回：本朝世俗説話⑧
第 5回：震旦仏教説話

講座内容

開講日 1/25、2/8・22、3/8・22
（金曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 30名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母・法人会員 4,100円

　文学の作家・作品研究の方法に、実証主義的研究というやり方があります。
「行動する文学研究」「現場主義」「足で読む文学」などと名付けて、対象の
作家・作品の周辺を徹底的に調べます。
　講座では、会津八一・坂口安吾を取り上げて、講師の実践例を中心に、二
人の文学者の“人と作品”を楽しみます。

講座
番号 A18522 エピソードで楽しむ  会津八一と坂口安吾 申込締切日 1月25日

第 1回：会津八一と奈良の日吉館
第 2回：会津八一と歌人　山崎方代
第 3回：坂口安吾の生原稿「白痴」「吹雪物語」
第 4回：坂口安吾と初恋の人　矢田津世子

講座内容

開講日 2/1・15、3/1・15
（金曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

岡
おかむら

村　卓
たくじ

二
（元高等学校教諭）

1944年生まれ。新潟南高校、新潟高校など県
内の高校教諭を務め退職したのち、2008年よ
り本学エクステンションセンターで、源氏物語講
座、平家物語講座、方丈記講座などを担当。

若
わかつき

月　忠
ただのぶ

信
（文芸評論家）

1937年生まれ。新潟大学人文学部人文学科
卒業（国文学専攻）。県立新潟、新潟東など公
立高校教諭を経て、1984年から1993年まで 
新潟大学非常勤講師（日本文学作品論ほ
か）、1998年から敬和学園大学客員教授を務
めた。坂口安吾の世界をはじめ「文学と風土」
にこだわる旅を続ける。にいがた市民文学運営
委員長。主な著書に「資料坂口安吾」「文学の
原風景」ほか。

12申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　すでに刊行された新潟県史や県内市町村史には、江戸時代の史料が多く
掲載されていますが、女性名が記されたり、女性が出来事の中心となって
いたりする史料は意外に少ないことが分かります。落穂拾いのような作業
ですが、丹念に越佐女性史に関する史料を集めていくことの大切さを感じ
ています。
　今回の講座では、江戸時代の史料を具体的に読み進めながら、越後女性
のさまざまな生き様や働く姿などに触れてみます。女性と旅、奥州や北関
東農村へ移住した女性に関する史料、蒲原郡角田浜村願正寺住職の記録「年
中故事」、そして、頚城郡石神村出身「常野」という女性に関する史料をもと
に、小さな歴史、大きな歴史の中で越後女性の姿を浮きぼりにします。

講座
番号 A18523 江戸時代の史料にみる越後女性の姿 申込締切日 2月1日

第 1回：女性と旅
第 2回：奥州・北関東農村へ移住した越後女性
第 3回：蒲原郡角田浜村『年中故事』に見る越後女性
第 4回：頚城郡石神村林泉寺「常野」の人生

講座内容

開講日 2/9・23、3/9・23
（土曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

　新潟県には国指定史跡や県指定史跡をはじめとした多くの縄文遺跡があ
り、その時期や内容もさまざまで個性的です。そのような縄文遺跡の中から、
今までに発掘調査が行われ、発掘調査報告書が刊行されている主要な遺跡
を選び、その報告書の内容を、時には私見を交えながら分かりやすく解説し
ます。また、注目すべき遺構や遺物については報告書の枠を越えて探究し
ます。

講座
番号 A18524 新潟の縄文遺跡を探る 申込締切日 2月1日

第 1 回：第 2 回：糸魚川市長者ヶ原遺跡　
糸魚川地域を代表する縄文時代中期の遺跡。ヒスイをはじ
めとした玉作や蛇紋岩製磨製石斧で知られる遺跡です。

第 3 回：南魚沼市五丁歩遺跡　
南魚沼市の関越自動車道沿いにあった縄文時代中期の遺
跡。集落の構造は典型的な「縄文モデルムラ」で、その模
式図は概説書などに採用されています。

第 4 回：上越市山屋敷Ⅰ遺跡　
上越市の上越教育大学構内にある縄文時代中期の遺跡。そ
の規模や出土遺物から、上越地域を代表する遺跡の一つで
す。出土土器からは多様な地域性がうかがわれます。

講座内容

開講日 2/9・23、3/9・23
（土曜日　全4回）

開講時間 15：00～16：30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

後
ごとう

藤　一
かずお

雄
（現新潟大学全学教職支援センター特任教授）

1956年生まれ。新潟大学教育学部卒業。新
潟大学附属新潟小学校教諭、新潟県教育
庁義務教育課参事、新潟市立浜浦小学校長
などを歴任。2018年4月より、新潟大学全学
教職支援センター特任教授に就任する。『新
潟県史』、『新潟市史』近世編を分担執筆。
2015年『古文書で読む越佐女性の江戸時
代』を出版。

寺
てらさき

﨑　裕
ゆうすけ

助
（新潟県考古学会会長）

1951年生まれ。 明治大学文学部史学地理
学科考古学専攻卒業。長岡市教育委員会、
新潟県教育庁文化行政課、財団法人新潟県
埋文事業団、新潟県立歴史博物館を経て、同
館学芸課長で退職。埋蔵文化財行政に携わ
り、現在でもいろんなかたちで県内の埋蔵文化
財に関わっている。縄文土器を介して縄文社会
を探ることを研究テーマとしている。
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　考え抜いて造った住まい～でも納得のいく片づけが出来ないのはなぜ。
どんな空間にしたいのか、安心・安全、素敵なデザイン・インテリア、たっぷり
の収納、自分に合った片づけ方とはどんなものなのか。思考の整理から始
めていき、モノの位置、収納方法などを考えていきます。住まいを造る・直
すときに役立てましょう。

講座
番号 A18525 素敵な空間のつくり方　― 片づけが楽しくなる住まいとは ― 申込締切日 2月5日

第 1 回：どんな住まいで生活したいのかを思い描きます。
今の住まいを俯

ふかん

瞰し、住まいのストレスをチェックします。
思考を整理し、自分と家族に合った片づけ方を見つけま
しょう。
2回目以降は、生活行為と空間の使い方についてポイント
をお伝えします。

第 2 回：玄関編
第 3 回：キッチン編
第 4 回：クローゼット編

講座内容

開講日 2/12・26、3/12・26
（火曜日　全4回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

　東日本大震災以降、家族の絆や地域の力が改めて見直されています。そ
のような中で、「自身のルーツ」を知りたいと考えている方も多いのではな
いでしょうか。ルーツをたどる旅を、まずご自身の戸籍を調べ、家系図の作
成から始めてみましょう。
　本講座では、必要となる戸籍の集め方から、家系図の作成までを分かり
やすく解説します。また、家系図は「相続」を考える際に必ず必要となります。
ご自身やご家族の相続対策にも役立つ内容です。

講座
番号 A18526 戸籍でたどる、我が家のヒストリー／家系図を作ってみませんか 申込締切日 2月22日

第 1回：戸籍の基礎知識／その歴史と変遷 
第 2回：家系の不思議／ご自身の戸籍をみてましょう 
第 3回：相続と家系図／相続人と関係説明図
第 4回： 家系図の作成／集めた資料から、家系図を書いてみましょう

講座内容

開講日 3/2・9・16・23
（土曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

森
もり

　真
まり

理
（Clup 新潟 マスターライフオーガナイザー）

自動車販売、建築専用CADインストラクターを
経て、建築士としての仕事に就く。
モノを片づけることによって、気持ちの流れも変
化することを実感し、整えることについて考え学
び始める。
現在は、一般家庭や企業の片づけに関するア
ドバイスやプランニングを行っている。

榎
えのきだ

田　雄
ゆういち

一
（認知症予防脳トレ士、特定行政書士）

1970年生まれ。（相続手続、遺言作成、成年
後見）業務を専門とする行政書士。「想いを継
ぐ」相続は、「心と法律のバランスが重要」が
モットー。相談者の、心の声を聴く行政書士。

14申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　「カンボジア」と聞いてあなたは何を思い浮かべますか？　本講座では、
2018年度前期の異文化塾「変貌する東南アジア世界」の一つとしてとりあ
げたカンボジアに焦点を当て、多面的なテーマを通じて同国をまるごと理
解できるよう試みます。アンコール・ワット、ポル・ポト、地雷、貧困といった画
一的なイメージを払拭し、カンボジアの多様な姿と魅力を紹介します。

講座
番号 A18551 異文化理解   ― カンボジア ― 申込締切日 10月9日

第 1 回：カンボジアの「いま」　
国連による暫定統治を経て、新生「カンボジア王国」の誕
生から 25年。カンボジアの現状を多角的に紹介します。

第 2 回：歴史をたどる　
アンコール王朝期やフランス植民地期、そして独立後 6回もの
国名変更とその背景など、複雑な歴史をわかりやすく解説します。　

第 3 回：過去と向き合う　
いまなお続く「ポル・ポト裁判」や学校での歴史教育を中心
に、負の歴史を乗り越えようとする取り組みを紹介します。

第 4 回：暮らしを知る　
年中行事や食生活、生業などを紹介し、人々の生活の実態
に迫ります。

第 5 回：対日関係
カンボジアは 1955年に対日賠償請求権を放棄したり新潟
大火へ見舞金を送ったりするなど、古くからの親日国です。
知られざる両国の関係を紹介します。

講座内容

開講日 10/14・28、11/11・25、12/9
（日曜日　全5回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母・法人会員 4,100円

　ストレス社会、高齢化による健康寿命がキーワードとなる中で今、アロマテラ
ピーが注目されています。アロマテラピーには家庭で気軽に実践できるものや、
プロのアロマセラピストが行うものがあります。日々のケアで心と体のこわば
りが次第に取れて、自然治癒力が高まるのがアロマテラピーの素晴らしさです。
　日曜クラスでは、寒くどんよりとした季節へ向かう時期に「心身ともに健康に
過ごすためのアロマ活用法」を学びましょう。講座を通してアロマテラピーを
活用し、健康増進の可能性をより身近に感じてください。
　各テーマに沿ってアロマクラフトを作り、お持ち帰りいただきます。講座で
は活用法と共に最新の研究から導き出された精油の薬理的効果、効果的なブ
レンド法をお伝えします。

講座
番号 A18552 ようこそ香りの世界へⅡ　― 生活を豊かにするアロマテラピー ― 申込締切日10月22日

第 1 回：おススメ！アロマ香る空間作り
玄関、キッチン、バスルーム、寝室、居間などライフスタ
イルに合わせた香りとは？
手作りアロマクラフトはアロマフレグランスオイル /携帯
デフューザー付

第 2 回：感染症対策とアロマテラピー
精油の抗菌、抗ウィルス作用について、その活かし方など
手作りアロマクラフトは感染症予防のハンドジェルクリーム

講座内容

開講日 10/28、12/2　（日曜日　全2回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 15名
教材費 2,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母・法人会員 2,500円

日曜日開催

真
まき

木　美
みちよ

智代
（ナード・アロマテラピー協会認定 アロマセラピスト・トレーナー）

大学卒業後、テレビ新潟放送網報道制作局
アナウンサーとして勤務。国際交流、福祉を中
心にニュースキャスターとして活躍。現在もフ
リーアナウンサーとして活動する傍ら、Aroma 
Reineアロマテラピースクール＆サロン オー
ナーセラピストとしてアロマテラピーの普及やプ
ロの養成に力を注ぐ。

山
やまだ

田　裕
ひろし

史
（新潟国際情報大学国際学部講師）

上智大学大学院修了。博士（地域研究）。
（財）松下国際財団「アジア・スカラシップ」
奨学生としてカンボジアへ留学（2002年〜
2004年）。これまで10回、国際選挙監視員とし
てカンボジアで選挙監視活動に従事。国際協
力機構（JICA）によるカンボジア選挙改革支援
プロジェクトに参加（2014〜2018年）。秋野
豊ユーラシア基金「第７回秋野豊賞」受賞。

※毎回アロマクラフトを作成してお持ち帰りいただきます。
　20mL以下のビーカー、ガラス棒のセットをお持ちください。
　初回時に購入もできます。（別途 800円）
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　明治11年、明治天皇は大隈重信を行列の責任者とし、東京から徒歩と馬
車で新潟の新発田を目指しました。800名の行列で、警察の警備も入れる
と1500名の大行列でした。信濃川を手漕

こ

ぎ舟で渡り、阿賀野川は舟を並
べた上に板を敷いた舟橋で渡るなど、過酷な旅路でした。
　この講座では、明治天皇が訪れた新潟のルートを徹底追跡、当時の資料
などで解説します。また、現人神であった天皇と、道中で関わる民衆との出
来事を紹介します。

講座
番号 A18553 明治天皇   ― 北陸巡幸と新潟 ― 申込締切日10月29日

第 1回：天皇の全国巡行と、巡行の目的
第 2回：北陸巡行の全ルートの解明
第 3回：新潟での天皇（新潟の食事は、鍋茶屋が出前）
第 4回： 大隈重信など、随行員（者）の人間模様。明治天皇と西郷

隆盛

講座内容

開講日 11/4・11・18・25
（日曜日　全4回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

斎
さいとう

藤　栄
えいじ

路
（特定非営利活動法人新潟映像ギャラリー会員）

1949年生まれ。団塊世代最後で競争、競争
で浪人と書いて「ひとなみ」と呼ぶような時代を
生きる。グライダーや帆船海王丸に乗っていた
が現在、自転車のロードバイクを製作して東京
などへ。沼垂小、東新潟中、新潟高、立教大経
営卒。昭和50年頃マイコンを始め、現在はパソ
コン修理業を営む。

　人が定住するにも、移動するにも、常に目にするのは地名・町名です。そ
れらは、いつ、どのような状況から名づけられ、伝えられてきたのか。その
経緯を追いながら郷土の歴史と先祖の残したメッセージを知る手がかりを
探ります。

講座
番号 A18554 地名・町名に見る新潟の歩み 申込締切日10月29日

第 1回：「ニイガタ（新潟）」・「ヌッタリ（沼垂）」の核はどこ？
第 2回：ヤマ（山）、カワ（川）の名称について
第 3回：ムラ（村）とシンデン（新田）の地名について
第 4回：ジョウ（城）、タテ（館）の地名について

講座内容

開講日 11/4・18、12/2・16
（日曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

本
もとい

井　晴
はるのぶ

信
（元新潟県立文書館副館長）

1951年生まれ。国学院大学文学部史学科卒
業。県美術博物館学芸員、県立文書館専門
研究員を経て、同副館長で退職。これまで歴史
資料原本の保存と取り扱いの啓発に取り組ん
できた。また、高校生のころ柳田國男の論文に
啓発を受けて以来地名に関心を持ち、その史
料的価値の追究を続けている。

16申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　美術館や展覧会を観る機会が多くなってきていますが、聖書や神話のちょっ
とした内容、絵に描かれている物のシンボルの意味や、どういう風に制作さ
れたかを知ることにより、西洋美術の鑑賞がいっそう楽しくなる講座です。
※プロジェクターで絵を見ながら説明していきます。

講座
番号 A18555 知ったら楽しくなる西洋美術史 申込締切日 11月5日

第 1回：絵に使われた材料と修復について
第 2回：聖書の話
第 3回：ギリシャ・ローマの神話
第 4回：絵の中に描かれている物のシンボルが伝えるメッセージ

講座内容

開講日 11/11・25、12/2・16
（日曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 30名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

　私たち個人の生き方が多様化する中、一人ひとりの生き方にあったお金
の知識や活用方法を身に付け、家計の適切な管理や合理的なライフプラン
を立てることが必要になっています。～パーソナルファイナンス（長期的な
ライフプランの視点に立った個人ファイナンス）の基本を再確認し、格差社
会の生き抜き方を学びます。

講座
番号 A18556 家計の資産形成（運用編Ⅱ） 申込締切日11月19日

第 1 回：「お金を借りる」賢い方法（ローン・クレジット編）
クレジットや住宅ローンの返済方法は ?

第 2 回：「お金を増やす」賢い方法～（投資編Ⅰ）
投資の種類を学びながら投資と投機の違いを区別しましょう

第 3 回：「お金を増やす」賢い方法～（投資編Ⅱ）
損益計算書の見方からリスクのとらえ方

第 4 回： 「お金を守る」賢い方法～資産を分散してリスクを最小限
にとどめましょう

講座内容

開講日 11/25、12/9、1/13・27
（日曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

松
まつざわ

澤　周
しゅうこ

子
（美術家・美術工房アトリエ・ニンフェア主宰）

多摩美術大学卒業。フィレンツェ国立美術ア
カデミー留学。国立修復研究所レオナルド・
パッセリ教授の下で古典技法、絵画修復技術
を修得。アシスタントとして美術品の修復に携
わり美術工房アトリエ・アルピアを設立。2016
年帰国。五泉市でアトリエ・ニンフェアを主宰。
画家活動と絵画教室を開いている。

昆
こん

　充
みよし

芳
（MFC 合同会社　代表）

第四銀行に10年勤務の後、住宅関連会社に
て販売管理、経理業務及び社内LAN・顧客
データベースの構築に携わる。現在は、資産運
用や相続・贈与のコンサルティング、金融や家
族信託等に関する各種セミナーを主催してい
る。一般社団法人相続診断士協会会員。
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　必要なモノだけに囲まれて日常を過ごせたら、心豊かな毎日でしょう。整
理整頓が下手なのは生まれつきだと思ってあきらめていませんか。この講
座では、整理ができない根本的な原因を知り、解決する仕組みを学びます。
整理が得意になれば様々なシーンで快適になるはずです。モノと向き合い、
自分で判断、決断する練習を通して、次第に頭の中も整理され、余裕も生ま
れます。整理を通して生活の質が向上し、より良い結果が得られる自分にな
るための一歩を実践してみましょう。

講座
番号 A18557 片づけ上手は生き方上手　― ストレス解消、そして心も軽く ― 申込締切日11月26日

片づけの達人になるための 5つのステップ
1.意識改革（どうしたいのか？どうありたいのか？）
2.整理の基本
3.モノの量と位置を決める
4.もとに戻す仕組みで定着化を図る
5.心の整理

講座内容

開講日 12/2・16　（日曜日　全2回）

開講時間 10:00～11:30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母・法人会員 2,500円

　投資信託はだれでも手軽に資産運用を始められる金融商品です。また、
老後資金作りとして普及しつつある確定拠出年金制度では、その多くが投
資信託を選択できるようになっています。このような中、投資信託をやって
みたいが、仕組みや専門用語が難しそうだと感じている人も多いと思います。
　この講座では、投資信託に興味がある人、既に投資信託を保有しているが、
その知識を再確認したい人、確定拠出年金で投資信託での運用を考えてい
る人向けに、投資信託の世界をわかりやすく紹介します。ただし、具体的な
金融商品の推奨や相場見通しには触れませんのでご留意ください。

講座
番号 A18558 投資信託の知識 申込締切日11月26日

第 1回：投資信託の特徴や仕組みなどを知る
第 2回：投資信託の種類や運用内容などを知る
第 3回：投資信託の選び方や取引の留意点などを知る

講座内容

開講日 12/2・9・16
（日曜日　全3回）

開講時間 10：30～12：30
定　員 20名
教材費 1,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

小
こまつ

松　弘
ひろみ

美
（整理収納アドバイザー1級、プロフェッショナルコーチ）

仕事・家事・介護の両立の困難に直面し、「整
理収納術」の学びを深める。2005年より、各
種研修において「楽に行動を起こせるトレーニ
ング法」を紹介している。

田
たむら

村　純
じゅんや

也
（CFPファイナンシャルプランナー、1 級 FP 技能士）

証券会社と会計事務所の勤務を経て、FP事
務所を開設。資産運用や保険見直し相談のほ
か、執筆や講演・セミナーを行っている。本学エ
クステンションセンターでは2004年から、生命
保険講座、株式投資講座、FP技能検定講座
などを担当。新潟県金融広報委員会 金融広
報アドバイザー。 金融知識普及功績者。

18申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　20世紀初頭以降、写真やフィルム映像として残された記録及び音声は相
当数にのぼります。所有者が気付かないまま保存されている物も多く、そ
の発掘は文化財保存の意味においてとても重要です。そうした貴重な記録
や資料を探し出し、広く世に伝え映像を通じて地域の文化と伝統の継承を
図るため、現在も撮影や収録が行われている映像や音声についても保存し、
公開に向けた研究と編集を進めています。今回は、映像や写真で残されて
きた新潟の今昔を巡ります。

講座
番号 A18559 映像で綴る新潟発見 申込締切日 12月3日

第 1 回：新潟と映画館（戦前篇）
映画誕生から新潟に映画専門館が生まれ、娯楽の殿堂とし
て映像に残る映画館を中心に映画資料と共にご覧下さい。

第 2 回：小林百貨店対大和百貨店
新潟のメインストリート柾谷小路を挟んで新潟の経済・文
化の一翼を担い、牽

けんいん

引した両デパートをとらえた映像で振
り返ります。

第 3 回：アマチュアが撮った新潟地震
公共機関やマスコミではなく、市井の人たちが撮らえた市
民目線での映像（写真・8ミリ）で街・人びとを追います。

第 4 回：銅谷拍洋画集　＜移り変わる風景みなとまち新潟＞遠望
大正 7年、古町生まれの画家・銅谷拍洋氏が昭和初期に描
いた写生画をたよりに当時の時代風景を追います。

講座内容

開講日 12/9、1/13、2/10、3/10
（日曜日　全4回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

　「やまとうたは人の心を種として」（古今和歌集仮名序）「ゆく川の流れは
絶えずして」（方丈記）「月日は百代の過客にして」（おくのほそ道）などの古
典文学。夏目漱石の『夢十夜』、「ゆあーんゆよーんゆやゆよん」の一節が
子どもたちにも好まれた、中原中也の「サーカス」などの現代文も、声に出
して読んでみると、黙読だけでは味わえない「書き手の息遣い」が楽しめます。
また歌舞伎の弁天小僧の名乗りやお嬢吉三の「厄払い」、島崎藤村の「初恋」
などの定型詩の七五調のリズムは声に出してこそ味わえるものです。
　声を出すためには、普段の生活とは少し違った呼吸法が必要ですので「丹
田呼吸法」の練習もしましょう。
　すでに朗読や読み聞かせの経験のある方はもちろん「健康のために少し
大きな声を出す練習をしてみたい」という方も、いろいろな文章を一緒に声
に出して味わってみましょう。

講座
番号 A18560 音読を楽しむ 申込締切日 1月15日

第 1回：オリエンテーション（呼吸・発声・滑舌）
第 2回： 古典文学を読みましょう（古今和歌集仮名序・方丈記・お

くのほそ道・曽根崎心中道行など）
第 3回： 現代文学を読みましょう（『夢十夜』『サーカス』などを考

えていますが受講生のご希望も伺って決めます）
第 4回： 七五調のリズム（弁天小僧・お嬢吉三などと文語定型詩）・

日本の昔話

講座内容

開講日 1/20、2/3・17、3/3
（日曜日　全4回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

田
たまき

巻　明
あきひさ

恒
（演劇研究家）

　1954年生まれ。日本大学芸術学部演劇
学科演技コース卒業。能楽堂シェイクスピアシ
リーズにおいて「呼吸と発声」を指導。「田巻メ
ソッドによる音読教室」を主宰し、能・狂言・歌
舞伎・義太夫などの古典芸能の発声を取り入
れた「音読の楽しさ」を広める活動を行なって
いる。国際映像メディア専門学校非常勤講師

（朗読）。

長
はせがわ

谷川　潔
きよし

（特定非営利活動法人　にいがた映像ギャラリー代表）

１９５２年、新潟市生まれ。映画館・書店勤務を
経て、広告クリエイターとして独立。その傍ら映
画情報冊子〈たむたむ〉発行。「映像は大切な
文化遺産」を掲げ２０１２年〈たむたむ新潟映像
ギャラリー準備会〉設立。２０１５年より〈特定非
営利活動法人にいがた映像ギャラリー〉代表に
就任。映画及び地域映像アーカイブ推進中。
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　争族と笑顔相続の分岐点、財産をどう分けますか。笑顔相続ノート練習
帳も使い、家族や周りの人達への感謝の気持ちを再確認しながら自分自身
の人生をより豊かに生きるための「リスタート・ノート」を作成してみましょう。

講座
番号 A18561 エンディングノート作成セミナー 申込締切日 2月12日

1.遺言書を書くとしたら
2.エンディングノートと遺言書の違い
3.大切な人を思い浮かべて書いてみよう

「笑顔相続ノート」 を作成して頂きます。
17項目についてご説明しながら、ご一緒に「笑顔相続練習帳」を
共に書いてみましょう。

講座内容

開講日 2/17　（日曜日　1回）

開講時間 10:30～12:30
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 2,100円
在学生 1,450円
卒業生・父母・法人会員 1,650円

　仕事もある程度経験してきた、家族の成長を見守ってきた。自分のこと
はどちらかというと後回し。家族のことを優先してきた。そして気が付けば、
自分のための時間が増えてきたけど、何からしたらいいかわからない。そ
んなあなたへ・・・
　参加者同士の体験を気づきと学びに変えて、皆さんそれぞれの人生をよ
り良くしていくためのヒントを一緒に探してみませんか？

講座
番号 A18562 あなたのこれからを考える！　〜もっと輝きを増す毎日にする「生き方・考え方」〜 申込締切日 2月25日

下記をキーワードに、参加者みなさんと話し合いながら講座を展開
していきます。
●まず、ここまでの自分を振り返る
●プラス思考で心地良いことを考え、意識を変える
●最後に、未来の設計図でなりたい自分を描く

講座内容

開講日 3/3　（日曜日　1回）

開講時間 10:00～13:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母・法人会員 2,500円

小
こまつ

松　弘
ひろみ

美
（整理収納アドバイザー1級、プロフェッショナルコーチ）

仕事・家事・介護の両立の困難に直面し、「整
理収納術」の学びを深める。2005年より、各
種研修において「楽に行動を起こせるトレーニ
ング法」を紹介している。

昆
こん

　充
みよし

芳
（MFC 合同会社　代表）

第四銀行に10年勤務の後、住宅関連会社に
て販売管理、経理業務及び社内LAN・顧客
データベースの構築に携わる。現在は、資産運
用や相続・贈与のコンサルティング、金融や家
族信託等に関する各種セミナーを主催してい
る。一般社団法人相続診断士協会会員。

20申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　生活のスタイルが大きく変わり、掛け軸（額や屏風なども含めて）があっ
ても掛ける床の間がない、扱い方がよく分からない、などと敬遠されがちで
す。でも、ちょっとした気配りだけで、だれでも、いつでも親しむことができ
ます。あわただしい日常生活の中で一服の清涼剤になる掛け軸の扱い方と
鑑賞のコツを伝授します。
※できましたら内容にかかわらず、ご所蔵の一点をご持参いただけると助か
ります。なお、鑑定や評価を目的にはしません。

講座
番号 A18563 掛け軸の保存と鑑賞のコツ　― これで安心 ― 申込締切日 3月4日

第 1回：掛け軸の成り立ちと取扱いの留意点 1
第 2回：掛け軸の成り立ちと取扱いの留意点 2
第 3回：鑑賞のポイントと収蔵の環境について

講座内容

開講日 3/10・17・24
（日曜日　全3回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母・法人会員 2,500円

本
もとい

井　晴
はるのぶ

信
（元新潟県立文書館副館長）

1951年生まれ。国学院大学文学部史学科卒
業。県美術博物館学芸員、県立文書館専門
研究員を経て、同副館長で退職。これまで歴史
資料原本の保存と取り扱いの啓発に取り組ん
できた。また、高校生のころ柳田國男の論文に
啓発を受けて以来地名に関心を持ち、その史
料的価値の追究を続けている。
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諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ　代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書として勤
務。2005年に県内初の「組織遂行力を高めるビジ
ネスコーチ」専門会社を設立。「社長の想いとスタッ
フの想いをつなげ、一人一人が輝く一体感を持っ
た目標達成型のチームを創る」プログラムで、100
社以上の中小企業の組織・人材開発に関わる。

　この講座では、1対1の場面で活用できるコーチングの基礎と手法を学び
ます。「コーチ力を身につけたい」「コミュニケーション力を向上させ相手と
関わりたい」「相手の心を動かすコミュニケーション力を高めたい」「リーダー
シップ力を向上させたい」方に向けた「話を聴くプロフェッショナル」への第
一歩となる講座です。なお、この講座は国際コーチ連盟が定める能力水準
に基づき行ないます。

講座
番号 B18501 コーチ力基礎講座 申込締切日10月31日

第 1回：はじめの一歩！自分自身について知る
第 2回：相手との関係を共に創る
第 3回：4つの効果的なコミュニケーション
第 4回：3つの目的とパートナーシップ・コミュニケーション
第 5回：結果を促進させる 4つのポイント
第 6回：リーダーシップ・コミュニケーション

講座内容

開講日 11/10、12/1、1/12、2/2、3/2、4/6
（土曜日　全6回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 20名
教材費 1,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 15,400円
在学生 10,800円
卒業生・父母・法人会員 12,300円

　現在の企業活動では、国際化の流れによって、企業活動に大きな変化が
起こり、法的な判断が必要となる機会が増えています。各企業でも、コンプ
ライアンス能力のある人材のニーズが増加し、ビジネス現場でのトラブル
を予防し、問題が発生した場合に適切な対応ができるスキルがビジネスパー
ソンに求められています。この講座では、企業活動において必要とされる
各法律の基本的な知識をわかりやすく解説します。教材は、東京商工会議
所主催ビジネス実務法務検定試験®3級の公式テキストを使用しますので、
受験を考えている方にも有益な講座です。

講座
番号 B18502 ビジネス実務法務入門　〜ビジネスに活かす法律の基礎知識〜 申込締切日10月31日

第 1 回 : ビジネスとリスク
● コンプライアンスとリスクマネジメント
●契約の締結、売買以外（請負、委任等）の契約体系

第 2 回：債権の管理と回収
● 取引の決済（手形、小切手）
●裁判所の手続による債権の回収

第 3 回：企業財産の管理と法律
● 知的財産権（特許権、営業秘密）　●個人情報保護法

第 4 回：企業と会社のしくみ
● 従業員の雇用と労働関係法　●会社の種類、成立

講座内容

開講日 11/10・17・24、12/1
（土曜日　全4回）

開講時間 10:30～12:00
定　員 20名
教材費 3,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,200円
在学生 4,300円
卒業生・父母・法人会員 4,900円

塩
しおだ

田　義
よしのり

宣
（社会保険労務士、CFP、1 級 DCプランナー）

1971年生まれ。2002年に社会保険労務士・
ＦＰ塩田事務所を開業。
企業主催の各種セミナー講師や労働基準監
督署、年金事務所の相談員を務め、法改正を
取り入れた最新の行政動向に基づく労務管理
のわかりやすいアドバイスを行っている。
商工会議所年金教育センター登録講師。

ビジネス講座B

22申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　忙しい現代社会の中で複雑化する人間関係から生じるストレスは、社会
全体の問題となっています。職場のストレスに限らず、日常生活で発生する
ストレスの対応方法を学び、心の健康を良好な状態に保つことの重要性が
高まっています。この講座では、大阪商工会議所が主催するメンタルヘルス・
マネジメント®検定Ⅲ種（セルフケアコース）の内容に基づき、自身の心の不
調を早期に発見し、健康な状態を保つためのストレス対処法を分かりやすく
学びます。メンタルヘルスの基本を学びたい方や、現場スタッフを中心とし
た広範囲のビジネスパーソンの方に役立つ内容です。

講座
番号 B18503 メンタルヘルス・マネジメント®入門（セルフケアコース） 申込締切日10月31日

第 1 回：メンタルヘルスの基礎知識
●  ストレスによる健康被害のメカニズム、 
セルフケアの重要性

第 2 回：ストレスの気づき方
● 注意すべきリスク要因、いつもと違う自分に気づく

第 3 回：ストレスへの対処・軽減の方法
●  リラクセーション、カウンセリング、専門相談機関の知識

講座内容

開講日 11/10・17、12/1
（土曜日　全3回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 2,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

　この講座では、リーダーや後輩を指導する立場の方に向け、チームで仕
事をする場面で活用できるチームシップコーチング手法を学びます。「モチ
ベーションがあがらない」「やるべき事を先延ばしにする」「できない言い訳
を並べる」「何でも『はい』と言うがやらない」「ホウレンソウが少ない」…あ
なたの関わり方をほんの少し変えるだけで、あなたやチームメンバーの行
動に変化がおきます。チーム内コミュニケーションの基礎を学ぶ講座です。

講座
番号 B18504 職場で活かすチームコーチング 申込締切日 11月7日

第 1回：押さえておこう！会話を始める前の 3つの準備
第 2回：自分もメンバーも活かすコミュニケーション
第 3回：行動と思考に焦点を絞った 4つのスキル
第 4回：何を問うのか？質問するポイント
第 5回：Weで始まるコーチング
第 6回： 会議にコーチングを活用する！  

コーチングファシリテーション

講座内容

開講日
11/17、12/8、1/19、2/9、3/9、
4/13
（土曜日　全6回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 20名
教材費 1,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 15,400円
在学生 10,800円
卒業生・父母・法人会員 12,300円

塩
しおだ

田　義
よしのり

宣
（社会保険労務士、CFP、1 級 DCプランナー）

1971年生まれ。2002年に社会保険労務士・
ＦＰ塩田事務所を開業。
企業主催の各種セミナー講師や労働基準監
督署、年金事務所の相談員を務め、法改正を
取り入れた最新の行政動向に基づく労務管理
のわかりやすいアドバイスを行っている。
商工会議所年金教育センター登録講師。

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ　代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書とし
て勤務。2005年に県内初の「組織遂行力を
高めるビジネスコーチ」専門会社を設立。「社
長の想いとスタッフの想いをつなげ、一人一人
が輝く一体感を持った目標達成型のチームを
創る」プログラムで、100社以上の中小企業
の組織・人材開発に関わる。
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菊
きくの

野　麻
あさこ

子
（フリーアナウンサー）

国立奈良女子大学を卒業後、NST新潟総合
テレビ報道制作部に入社。夕方のニュースキャ
スターを8年つとめ企画取材も担当。フリーに
転身後もNSTスーパーニュースキャスターなど
数々の経歴を積み、現在、新潟薬科大学薬学
部非常勤講師のほか、司会や話し方セミナー・
講演講師などを務める。

　何かの刺激に反応して、日々イライラしたり、ついキツく怒鳴ってしまっ
た。また、言いたいけれど言えないことを胸に抱えてモヤモヤをガマンした
経験はありませんか。怒りやモヤモヤの根本には、様々な感情が隠れてい
ます。その原因を知りコントロールし、ポジティブなものへ変換させること
で、職場の問題が解決し、夫婦や友人、子育てなど、自分の周りに関係する
あらゆる物事に良い循環が生まれてきます。この講座を受講して「アンガー
マネジメント」を日常に取り入れてみませんか。
【このようなことが手に入ります】
●人との関係でトラブルを避けられるようになる
●子育てで無駄にイライラしなくて済む
●職場では効率的に仕事を進めることができるようになる
●子どもたちの情操教育の一環となる
●ストレスがたまりやすい方のストレス耐性が強化できるようになる
●怒りにまかせた行動で部下やお客様からの信頼を損なわなくなる
●頭を冷静に保ち、最高のパフォーマンスが発揮できるようになる

講座
番号 B18505 アンガーマネジメント　― 怒りの感情を上手く変換しよう！ ― 申込締切日 11月7日

第 1回：怒りの仕組みを理解する
第 2回：自分の怒りの特徴を知る
第 3回：怒りの対処術を身に付ける
第 4回：お互いの主張や立場を大切にした伝え方
第 5回：これからの自分はどうありたい？

講座内容

開講日 11/17、12/1・15、1/12、2/2
（土曜日　全5回）

開講時間 13:30～15:30
定　員 20名
教材費 2,200円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母・法人会員 8,200円

　熱意を持って話しているのに、聞き返されたり、相手にわかりづらいと言
われたりすることはありませんか？ その原因は、声が小さい、発音があいま
い、早口であるなど、表現力に原因があるのかもしれません。自分の課題を
把握して練習すれば、相手に届く声で、明確な発音で、また聞き取りやすいトー
クスピードで、きちんと伝えることができるようになります。アナウンサーと
して身に付けた仕事に活かす発音発声法をご紹介します。伝わるプレゼンテー
ションへ、表現力をグレードアップしましょう。

講座
番号 B18506 伝わるプレゼンテーション　― 仕事に活かす発音発声法 ― 申込締切日11月11日

第 1 回：聞き取りやすい発音発声法
● 自分の課題を知る（スピーチを録音して聞いてみる）
●コミュニケーション理論（伝達効率／ 3P理論）
●仕事に役立つ発音発声法

第 2 回：表現力を磨く
● 間の極意
●トークスピードや抑揚でトークに変化をつける
●＜総括＞プレゼンテーション実習

講座内容

開講日 11/21・28　（水曜日　全2回）

開講時間 18:50～20:50
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,100円
在学生 2,900円
卒業生・父母・法人会員 3,300円

小
こまつ

松　弘
ひろみ

美
（アンガーマネジメントファシリテーター）

映像制作会社、建設・造園業などの経験を活
かし、2005年よりコーチとして各種研修や個
人のサポートを開始。望む結果を手にするには、

「怒り」感情と上手く付き合えたほうが効果的
と気づき、自らも「アンガーマネジメント」を実践。
日常の「イライラ」「モヤモヤ」をなくして、楽に行
動を起こせるトレーニング法を伝えている。
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　現在、パワーハラスメントの相談件数が増えています。この背景には何
があるのでしょうか。この講座では、「業務上、適切・不適切の指導の範囲」
について事例を交え学んでいきます。感情に流されず合理的な指揮命令に
よる部下の育成、「パワハラ」が起こらない組織づくりを目指します。
※合理的とは、法令・規則（雇用契約・就業規則を含む）に沿った指導等

講座
番号 B18507 パワーハラスメントを防ぐ合理的指揮命令の根拠 申込締切日11月25日

第 1 回：パワーハラスメント防止の基礎知識
● 防止の基礎知識
●部下育成の極意 3箇条
●パワハラのない職場を目指して

第 2 回：指揮命令における合理的根拠Ⅰ
● 安全配慮義務と職務専念義務・自己保健義務など
●労働基準法の確認
●就業規則の確認

第 3 回：指揮命令における合理的根拠Ⅱ
● 管理戦略と全体戦略や機能戦略との関係等についての確認
●労働基準法の確認
●就業規則の確認

第 4 回：まとめ
● 「パワーハラスメント 6類型」の裁判例について
●講座全体での質疑応答

講座内容

開講日 12/6、1/10、2/7、3/7　
（木曜日　全4回）

開講時間 19:00～20:30
定　員 20名

教材費 1,500円程度
（21世紀職業財団・部下育成ハンドブック等）

会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,200円
在学生 4,300円
卒業生・父母・法人会員 4,900円

星
ほしの

野　隆
たかし

（ハラスメント防止コンサルタント 公財・21世紀職業財団）

平成18年に個別労働紛争解決手続代理業
務試験（厚生労働大臣）に合格し特定社会保
険労務士の登録を行ってから、個別労働紛争
の発生回避には、ハラスメント防止も重要であ
ると痛感し、ハラスメント防止コンサルタントの
資格を養成講座・資格試験で取得するととも
に、公益社団法人日本仲裁人協会の対面型
調停人養成講座（資格無）を受講し現在会員
登録をしています。

　近年、企業内において、仕事や社会生活でストレスを抱える人が増えてお
り、強い不安や悩みを原因とした心の不調による休職、離職などのトラブル
が深刻な問題となっています。企業にとって心の健康管理（メンタルヘルス・
マネジメント）への組織的な理解と取り組みは重要な経営課題です。この講
座では、上司が部下の健康に配慮してメンタルヘルス対策を行うための知
識を学びます。教材は、大阪商工会議所主催メンタルヘルスマネジメント®
検定試験Ⅱ種（ラインケアコース）の公式テキストを使用しますので、検定の
受験を考えている方にも有益な講座です。

講座
番号 B18508 メンタルヘルス・マネジメント®入門（ラインケアコース） 申込締切日 1月16日

第 1 回：メンタルヘルスケアの管理監督者の役割
● リスクマネジメント、ストレスチェック制度

第 2 回：部下への配慮
● 過重労働の防止、部下のストレス要因の気づき

第 3 回：部下からの相談対応
● コミュニケーションスキル、傾聴の方法

第 4 回：専門相談機関の知識
● 社内外資源との連携、休業者への支援

講座内容

開講日 1/26、2/2・16・23
（土曜日　全4回）

開講時間 13:30～15:00
定　員 20名
教材費 3,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,200円
在学生 4,300円
卒業生・父母・法人会員 4,900円

塩
しおだ

田　義
よしのり

宣
（社会保険労務士、CFP、1 級 DCプランナー）

1971年生まれ。2002年に社会保険労務士・
ＦＰ塩田事務所を開業。
企業主催の各種セミナー講師や労働基準監
督署、年金事務所の相談員を務め、法改正を
取り入れた最新の行政動向に基づく労務管理
のわかりやすいアドバイスを行っている。
商工会議所年金教育センター登録講師。
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　部下が成長するには、相手を認め、上手に褒め、上手に叱ることが大切で
す。部下の指導や人材育成を行う上司にとって「認める」「褒める」「叱る」は
必要不可欠な行為です。
　認め・叱る編では、「しかり言葉」「ちゅうい言葉」を意識して言えるように
なれば、部下のモチベーションが高まり仕事の取り組み方が良くなります。
一人ひとりの部下に合った「しかり言葉」「ちゅうい言葉」を言えるようにす
ることで、お互いに信頼し合える「関係」も生まれる…という考え方。ご一
緒に体得してみませんか。

講座
番号 B18509 部下の成長を考えて　〜認め・叱る編〜 申込締切日 2月28日

1.叱ることと叱らないことのメリット・デメリット
2.使ってよい言葉、使ってはいけない言葉
3.叱るために知っておくこと
4.叱り方の練習

講座内容

開講日 3/9　（土曜日　1回）

開講時間 13:30～16:30
定　員 20名
教材費 1,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母・法人会員 2,500円

小
こまつ

松　弘
ひろみ

美
（アンガーマネジメントファシリテーター）

映像制作会社、建設・造園業などの経験を活
かし、2005年よりコーチとして各種研修や個
人のサポートを開始。望む結果を手にするには、

「怒り」感情と上手く付き合えたほうが効果的
と気づき、自らも「アンガーマネジメント」を実践。
日常の「イライラ」「モヤモヤ」をなくして、楽に行
動を起こせるトレーニング法を伝えている。

　ファシリテーションとは何か。その初歩から、実際にファシリテーターとしてワー
クショップや会議を運営できるようになるまで、ファシリテーションの概略や理論、
その応用を学びます。内発的な社会形成を可能にするファシリテーションがもっ
ている無限の可能性について、参加者のみなさんとご一緒に考えたいと思い

ます。

講座
番号 B18510 ファシリテーションは世界を変える 申込締切日10月14日

第 1回： ファシリテーションとは何か、またなぜファシリテーショ
ンは世界を変えるのか 講師：佐々木　寛

第 2回： パウロ・フレイレに学ぶ世界を変えるためのワークショップ
 講師：中原　澪佳

第 3回：世界に開かれるワークショップ 講師：北　　愛子
第 4回：多種多様な参加者をつなげるファシリテーションの技術　
 講師：河田　陽介

講座内容

開講日 10/22、11/12・26、12/10
（月曜日　全4回）

開講時間 19:00～20:30
定　員 20名
教材費 1,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,200円
在学生 4,300円
卒業生・父母・法人会員 4,900円

佐
ささき

々木　寛
ひろし

（新潟国際情報大学国際学部教授）

1966年生まれ。新潟国際情報大学国際学部教授。専攻は
平和研究。日本平和学会理事。本学の国際交流ファシリテー
ター事業や新潟平和研究センターを創設、ファシリテーション
技術や非暴力トレーニングの普及に努める。近著として、「市民
政治の育てかた」など。

中
なかはら

原　澪
れいか

佳
（新潟国際情報大学国際交流ファシリテーター事業推進員）

新潟国際情報大学の国際交流ファシリテーター事業に参加し
たことをきっかけにワークショップと出会う。現在は新潟大学大
学院博士課程に在籍しながら、国際交流ファシリテーター推進
員を務め、ファシリテーションやワークショップの思想に関わる
研究と多くの実践を行っている。

北
きた

　愛
あいこ

子
（JICA 新潟デスク 国際協力推進員）

1991年、佐渡生まれ。大学時代にファシリテーションに出会う。
大学卒業後はJICA青年海外協力隊としてアフリカ マラウイに
派遣。ファシリテーションの手法を取り入れた教員研修を開く等
の活動を行う。現在はJICA東京 JICA新潟デスクで国際協力
推進員を務め、国際理解教育／開発教育に従事している。

河
かわだ

田　陽
ようすけ

介
（新潟地域若者サポートステーション）

新潟国際情報大学国際交流ファシリテーター事業推進員とし
て、県内小中高校生に国際理解ワークショップを実施、および
ファシリテーター学生の養成に関わる。現在は、若者の就労支
援に携わりながら、日々ワークショップの企画・実施等を行なっ
ている。
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諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ　代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書とし
て勤務。2005年に県内初の「組織遂行力を
高めるビジネスコーチ」専門会社を設立。「社
長の想いとスタッフの想いをつなげ、一人一人
が輝く一体感を持った目標達成型のチームを
創る」プログラムで、100社以上の中小企業
の組織・人材開発に関わる。

　情報を収集することは簡単になったのに、その情報を基に新たなビジネ
スモデルを構築することは容易なことではありません。この講座は、ビジネ
スモデル＝「市場が求めているのに競合が提供していない分野を発掘し、
小資本で実現可能なビジネスモデルとして設計すること」の発想法を学ぶ
講座です。小資本で競合ゼロのビジネスモデルを創出するために、7種類
22分類のビジネスモデルパターンを使ってキャッシュポイントを見いだします。

※ 7種類22分類とは：一般社団法人シェア・ブレイン・ビジネス・スクールが16
年間で6,000社以上のビジネス支援の中で「小資本で成功しているビジ
ネス1,061事例」を徹底的に分析した結果「7種類22分類のモデル」に分
かれていることから体系化された「小資本・競合ゼロのビジネスモデル構
築法」です。

講座
番号 B18552 ビジネスモデル・デザイン基礎講座 申込締切日 11月8日

1．ビジネスモデルとは
2．競合をゼロにする方程式とは
3．勝てる「マーケット（市場）」はどこにある？
4．強みを活かせる「型」を見つけよう
5．勝てる「マーケット」×強みを活かせる「型」

講座内容

開講日 11/18　（日曜日　1回）

開講時間 10:00～15:00（12:00～13:00休憩）
定　員 20名
教材費 1,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,100円
在学生 3,600円
卒業生・父母・法人会員 4,100円

日曜日開催

　相手に気兼ねなく、いつでもどこからでも送信できる「メール」。今では、
ビジネスにおいて社内外を問わず最も主要な連絡ツールとして使われてい
ます。しかし、社員研修などでメールの使い方や書き方を教えてもらう機会
は案外ありません。この講座では、仕事での正しいメールの使い方を学び、
ビジネスの場にふさわしい書き方を身につけ、顧客や取引先企業はもちろん、
社内でもしっかりとしたやり取りができるようになるための基礎を学びます。

講座
番号 B18551 社会人のためのビジネスメール・マナー講座 申込締切日 11月1日

1． メールの基礎知識 
【ビジネスでのメールとは／ CCと BCC】

2． メールの書き方 
【分かりやすく読みやすい文章／目的を明確にする／依頼や督促】

3． メールのマナー 
【宛名と著名／シンプルに丁寧に／返信のタイミング】

4． メールを活用するために　 
【ビジネスメールの文例／ケーススタディ】

講座内容

開講日 11/11　（日曜日　1回）

開講時間 13:00～15:00
定　員 20名
教材費 1,100円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 2,100円
在学生 1,450円
卒業生・父母・法人会員 1,650円

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ　代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書とし
て勤務。2005年に県内初の「組織遂行力を
高めるビジネスコーチ」専門会社を設立。「社
長の想いとスタッフの想いをつなげ、一人一人
が輝く一体感を持った目標達成型のチームを
創る」プログラムで、100社以上の中小企業
の組織・人材開発に関わる。
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　ワークショップで考える従業員満足をテーマとした参加型の講座です。従
業員の満足なくして顧客満足なし。従業員がイキイキと働いている会社は
強いと言われ、注目している会社も多くなっています。しかし、基本を理解
しないで取り組んでも従業員の満足度は高まりません。
　この講座では、座学、ファシリテーション手法を取り入れたワークショップ
の他に、4期連続の赤字だったホテルを再建した柴田秋雄氏の実話に基づ
いたドキュメンタリー映画「日本一幸せな従業員をつくる」も鑑賞します。
従業員の思いを理解し、満足度を向上させる経営の基本を共に考え、共に
学びましょう。

講座
番号 B18553 従業員満足度を高めるために 申込締切日11月15日

1.場のデザイン・スキル　～場をつくり、つなげる～
2.対人関係のスキル　～受け止め、引き出す～
3.構造化のスキル　～かみ合わせ、整理する～
4.合意形成のスキル　～まとめて、分かち合う～

講座内容

開講日 11/25　（日曜日　1回）

開講時間 13:00～16:00
定　員 20名
教材費 1,500円程度　
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母・法人会員 2,500円

池
いけの

野　比
ひろふみ

呂史
（幸せな組織づくり支援家プロデューサー、社会保険労務士）

慶応義塾大学商学部卒業後、地方銀行に37
年間勤務。営業店・本部の幅広い部門を経
験、経営相談所の在任時は、経営や従業員を
テーマにした講師として活躍。ボランティアにも
従事し、NPO法人や任意団体の代表や事務
局長等にて、互いに認め、応援し合う関係を創
り、活動。研修も兼ねたコンサルティング会社
を設立し、幸せな組織づくりを支援中。

　部下が成長するには、相手を認め、上手に褒め、上手に叱ることが大切で
す。部下の指導や人材育成を行う上司にとって「認める」「褒める」「叱る」は
必要不可欠な行為です。
　 認め・褒める編では、「ほめ言葉」「みとめ言葉」を、いつでも無意識に使
えるようになれば良いコミュニケーションが生まれ、仕事での人間関係が円
満になります。素直な「ほめ言葉」「みとめ言葉」を自然に言えるようにする
ことで、お互いに尊重し合い思いやれる「ゆとり」も生まれる…という考え方。
ご一緒に体得してみませんか。

講座
番号 B18554 部下の成長を考えて　〜認め・褒める編〜 申込締切日 2月7日

日常使いたい「ほめ・みとめ言葉 100」を〈見える化〉したカード
を使用し、いくつかの実習を通じて、素直に「言葉にして伝える」
ことを身につけます。楽しみながら尊重し合う「言葉遣い」を体感
して頂けます。講座が終わったあとは、皆、笑顔いっぱい、幸せな
花が咲きます。

講座内容

開講日 2/17　（日曜日　1回）

開講時間 13:00～16:00
定　員 20名
教材費 1,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母・法人会員 2,500円

池
いけの

野　比
ひろふみ

呂史
（幸せな組織づくり支援家プロデューサー、社会保険労務士）

慶応義塾大学商学部卒業後、地方銀行に37
年間勤務。営業店・本部の幅広い部門を経
験、経営相談所の在任時は、経営や従業員を
テーマにした講師として活躍。ボランティアにも
従事し、NPO法人や任意団体の代表や事務
局長等にて、互いに認め、応援し合う関係を創
り、活動。研修も兼ねたコンサルティング会社
を設立し、幸せな組織づくりを支援中。

28申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　“部内異動”“退職時”など、様々なシーンで、仕事の引き継ぎが行われて
います。しかしながら、どうすればしっかりとバトンタッチし、円滑に仕事を進
められるか、という方法論は少なく、当事者同士に任せるケースが多く見受
けられます。一般的な方法は、引き継ぎ者がマニュアルを渡し、実務のやり
方を教えることが思い浮かばれますが、十分に本質が引き継がれているの
か、疑念を抱いた経験がある方も少なくないのではないでしょうか？ そこで、
企業にとって、社員にとって、最良の仕事の引き継ぎ方とは何かを問い直し、
ヒントにしていただける内容をお届けします。
　まずは、なぜその仕事が存在するのか、意味があるのか、どこで関連部署
や顧客と繋がっているのか、しっかりと伝えることが重要です。企業は基本
的に発展・永続することが使命であり、単なる実務の受け渡しではなく、未来
を見据えた仕事のバトンタッチを目指してはいかがでしょうか？

講座
番号 B18555 引き継ぎの極意 申込締切日 2月7日

1.  「引き継ぎ」の意義とは？ 
～自社の繁栄・未来の担い手を育てる意識が必要

2. 「引き継ぎ」ポイント
3. マニュアルの作成と活用
4. ポイントを踏まえた「引き継ぎ」の進め方
5. 心理学に添った、言語・非言語を用いた伝え方

講座内容

開講日 2/17　（日曜日　1回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 20名
教材費 1,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 2,100円
在学生 1,450円
卒業生・父母・法人会員 1,650円

　飲食店でも小売店でも、職場・役所・学校、いたる所でアンケート調査が行
われています。よく見かけるのは、マルチアンサーと呼ばれる「当てはまる
ものにいくつでも○をしてください」というものです。もしこれで一番多く
○がついたものは、人々に評価されていると言っていいのでしょうか。実は
そうとも限らないのです。ではどのような調査をすればよいのでしょうか。
参加者全員でNG例のアンケートを訂正しながら、適切な意思決定のために、
どのようなアンケート調査を行い、どのように分析したら良いかを、基本的
なところから、考えてみましょう。
参考文献：
大谷信介 ［ほか］ 編著 『社会調査へのアプローチ：論理と方法』 ミネルヴァ
書房 , 2005.2．

講座
番号 B18556 失敗しないアンケート（調査票）の作り方 申込締切日 2月7日

1. 目的共有
2. 調査票訂正ワークショップ　

●  質問の仕方（複数回答・順位・5件法・自由回答）について：
分析にあった方法の選択をしましょう。　

●選択肢の作り方：網羅的で排他的！　
●項目の順番：対象者への影響を考える。　
●  用語の使用法：多義的な言葉は避けるが、具体的過ぎても対象
者が限定される。　

●  サブ・クエスチョン（例：「はい」と答えた方は問〇に「いいえ」
と答えた方は問〇にお進みください）

●依頼文の注意点など
3. 振り返り

講座内容

開講日 2/17　（日曜日　1回）

開講時間 10:00～12:00
定　員 20名
教材費 500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 2,100円
在学生 1,450円
卒業生・父母・法人会員 1,650円

小
こみやま

宮山　智
さとし

志
（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

1969年生まれ。中央大学大学院文学研究科
社会学専攻博士後期課程単位取得満期退
学。中央大学文学部非常勤講師を経て、2000
年から本学専任講師、2004年から現職。研究
分野は「職業における“楽しみ”の階層研究」な
ど。数理社会学会、日本社会学会会員。

田
たむら

村　夕
ゆみこ

美子 
（経理環境改善コンサルタント、NLPプラクティショナー）

企業の経理部門を歩み続けて30年以上。“現
場視点”が支持され、セミナー講師や有職者向
けのカウンセラー、新聞・ビジネス誌などへの執
筆活動に従事している。中でも、コラム「進化す
る!一般事務職」（日経Womanネット）は、幅広
い層から好評を得た。主著に「できる経理の仕
事のコツ」（日本実業出版社）。
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　少子高齢化に伴い組織の在り方やAI導入によるビジネスシーンは大きく
変化しています。この講座では、経営に必要な意思決定力を「東洋哲理体
系」と「成功循環モデル」から探ります。ここ数年の傾向として東洋哲理体
系から組織論を学ぶ方法が増えています。例えば「孫子の兵法」など東洋、
西洋の歴史研究の系譜から有効なビジネスモデルを学び、日常に応用して
いきます。

講座
番号 B18557 経営に必要な組織論と意思決定力 申込締切日 12月6日

1．経営学視点での組織論の流れ
2．成功循環モデルからみた組織の成功要因（ダニエル・キム）
3．東洋哲理体系「仁義礼智信」の実践とビジネス成功例

講座内容

開講日 12/16　（日曜日　1回）

開講時間 13:00～16:00
定　員 20名
教材費 1,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,100円
在学生 2,200円
卒業生・父母・法人会員 2,500円

田
たなか

中　成
しげこ

子
（株式会社ひと組織研究所　代表取締役）

人材育成コンサルタントとして全国の団体、企
業、病院の研修を、延べ21万の方の研修の実
績を持つ。主に、参加型（行動心理に基づく）
手法によるセミナーを中心として担当。管理者
のリーダーシップ・コミュニケーション・講師養成
を担当。東洋哲理体系に基づく組織論、人材
論の在り方、フロー環境づくりなど組織、目標へ
のコミットのしかたを中心に講義を行う。

　幅広いファイナンシャル・プランニングの領域について学習し、FP3級合格を目指します。ファイナンシャル・プランナーとは、顧客の
ライフプランに合わせた資産設計と実行のためのサポートをする専門家です。取得後は、様々なビジネスの場での活躍が期待されます。
　また受験を希望しない方でも、税金、年金、相続、金融商品、社会保険、生命保険など暮らしに役立つ学習内容となっています。

講座
番号 C18501 ファイナンシャル・プランニング技能検定3級合格講座 申込締切日 1月16日

1/26 第1回 タックスプランニング
2/2 第2回 相続・事業承継
2/16 第3回 ライフプランニングと資金計画
2/23 第4回 リスク管理

3/9 第5回 金融資産運用
3/16 第6回 不動産
4/6 第7回 問題集演習（学科・実技）

4/13 第8回 過去問題研究

開講日 土曜日　全8回
開講時間 14:00～16:30
定　員 20名
教材費 6,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 13,400円
在学生 6,700円
卒業生・父母・法人会員 10,700円

■試験日：平成31年5月（予定）
■一般社団法人　金融財政事情研究会
※検定試験の申し込みは、各自でおこなってください。

田
たむら

村　純
じゅんや

也
（CFPファイナンシャルプランナー、1 級 FP 技能士）

証券会社と会計事務所の勤務を経て、FP事務所を開設。資産運用や保険
見直し相談のほか、執筆や講演・セミナーを行っている。本学エクステンション
センターでは2004年から、生命保険講座、株式投資講座、FP技能検定講
座などを担当。新潟県金融広報委員会 金融広報アドバイザー。 金融知識
普及功績者。

資格講座C

30申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



【開講講座レベル選択の目安】

英語から長い間離れていた、または基礎から学び直したい方 

発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な挨拶や自己紹介ができる方 

ゆっくりであれば簡単な応答ができる方

簡単な単語を使い、ゆっくりであれば会話ができる方 

日常会話で、相手の話している主旨を理解し、会話を続けることができる方

多少込み入った話題であっても相手の考えを理解し、自分の意見を伝えられる方

自然な速度で会話ができ、ディスカッションに参加することができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

英　語

受講対象者レベル値

英 語 検 定 4 級程度

英 語 検 定 3 級程度

英語検定準 2 級程度

英 語 検 定 2 級程度

英語検定準 1 級程度

英 語 検 定 1 級程度

初めて習う、または基礎から学び直したい方 

文字、発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な自己紹介ができる方 

中国語の基礎を学習し、日常生活の基本単語が聞いてわかる方

基礎文法を一通り学習し、ゆっくりであれば会話ができる方

平易な中国語の読み書きができ、簡単な表現で意志を伝えられる方

基本的な文章の読み書きができ、簡単な日常会話ができる方

社会生活に必要な中国語を習得し、不自由なく日常会話ができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

中国語

受講対象者レベル値

中国語検定準 4 級程度

中 国 語 検 定 4 級程度

中 国 語 検 定 3 級程度

中 国 語 検 定 2 級程度

初めて習う、または基礎から学び直したい方 

文字、発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な自己紹介ができる方 

読み書きができ、基礎文法を一通り学習している方 

日常会話に最低限必要な語彙と文法の知識があり、ゆっくりであれば会話ができる方

基礎学習を一通り終了し、簡単な日常会話ができる方

日常会話で相手の話している主旨を理解し、適切な表現を使って会話を続けることができる方

日常会話をマスターし、ディスカッションに参加することができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

韓国語

受講対象者レベル値

ハングル能力検定 5 級程度

ハングル能力検定 4 級程度

ハングル能力検定 3 級程度

ハングル能力検定準 2 級程度

ハングル能力検定 2 級程度

語学講座D
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【開講講座レベル選択の目安】

英語から長い間離れていた、または基礎から学び直したい方 

発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な挨拶や自己紹介ができる方 

ゆっくりであれば簡単な応答ができる方

簡単な単語を使い、ゆっくりであれば会話ができる方 

日常会話で、相手の話している主旨を理解し、会話を続けることができる方

多少込み入った話題であっても相手の考えを理解し、自分の意見を伝えられる方

自然な速度で会話ができ、ディスカッションに参加することができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

英　語

受講対象者レベル値

英 語 検 定 4 級程度

英 語 検 定 3 級程度

英語検定準 2 級程度

英 語 検 定 2 級程度

英語検定準 1 級程度

英 語 検 定 1 級程度

初めて習う、または基礎から学び直したい方 

文字、発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な自己紹介ができる方 

中国語の基礎を学習し、日常生活の基本単語が聞いてわかる方

基礎文法を一通り学習し、ゆっくりであれば会話ができる方

平易な中国語の読み書きができ、簡単な表現で意志を伝えられる方

基本的な文章の読み書きができ、簡単な日常会話ができる方

社会生活に必要な中国語を習得し、不自由なく日常会話ができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

中国語

受講対象者レベル値

中国語検定準 4 級程度

中 国 語 検 定 4 級程度

中 国 語 検 定 3 級程度

中 国 語 検 定 2 級程度

初めて習う、または基礎から学び直したい方 

文字、発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な自己紹介ができる方 

読み書きができ、基礎文法を一通り学習している方 

日常会話に最低限必要な語彙と文法の知識があり、ゆっくりであれば会話ができる方

基礎学習を一通り終了し、簡単な日常会話ができる方

日常会話で相手の話している主旨を理解し、適切な表現を使って会話を続けることができる方

日常会話をマスターし、ディスカッションに参加することができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

韓国語

受講対象者レベル値

ハングル能力検定 5 級程度

ハングル能力検定 4 級程度

ハングル能力検定 3 級程度

ハングル能力検定準 2 級程度

ハングル能力検定 2 級程度

スティーブン・クラタバック

ニュージーランド・ウェリントン出身。ヴィクトリア大学卒業。
2000年来日。各種語学スクール及び企業研修などで講師
を務める。

ティモシー・カーキ

イギリス出身。ノース・ロンドン大学卒業。2000年来日。大
学・カルチャーセンターなどで子供から大人まで幅広く教えて
いる。

● 私の名前は～です
●どこにありますか　
●何をしていますか　
●忙しいですか
●ボブは背が高いですか　
●この人は誰ですか　
●レストランはどこですか　他

講座
番号 D18501 英会話1（レベル1） 申込締切日 10月5日

講座内容

開講日

10/15・22・29、11/12・19、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4
（月曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Side by Side Extra 
Book & eText 1

（Pearson）］　3,078円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　1課～ 9課

●どんな料理が好きですか　
●なぜ泣いているのですか　
●ハンガリー語を話せますか 　
●明日何をしますか　
●調子はどうですか　
●歯を磨きました　他

講座
番号 D18502 英会話2（レベル2） 申込締切日 10月3日

講座内容

開講日

10/13・20・27、11/10・17、
12/1・8・15、1/12・19・26、
2/9・16、3/2・9
（土曜日　全15回）

開講時間
15:00～16:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Side by Side Extra 
Book & eText 1

（Pearson）］　3,078円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　10 課～17 課

● Introducing yourself　
● Identifying things　
● Describing personal information　
● Describing colors and clothing　
● Telling the time　
● Talking about school　

講座
番号 D18503 英会話3（レベル3） 申込締切日 10月7日

講座内容

開講日

10/17・24・31、
11/14・21・28、12/12・19、
1/9・16・23、2/6・13・27、3/6
（水曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Person to Person：
Starter（Oxford）］　
2,937円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 ティモシー・カーキ

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　1課～ 6課
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● Talking about routines　
● Asking about meals　
● Describing qualities　
● Asking about places
● Asking to borrow things　
● Talking about past experiences

講座
番号 D18504 英会話4（レベル4） 申込締切日 10月2日

講座内容

開講日

10/12・19・26、
11/9・16・30、12/14・21、
1/11・18・25、2/8・15、3/1・8
（金曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Person to Person：
Starter（Oxford）］　
2,937円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 ティモシー・カーキ

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　7課～12課

● Getting and giving help
● Discussing the menu
● Making small requests
●  Giving and getting personal 

information
● Asking about past experiences
● Discussing future plans

講座
番号 D18505 英会話5（レベル5） 申込締切日 10月1日

講座内容

開講日

10/11・18・25、11/8・15、
12/6・13・20、1/10・17・24、
2/7・21・28、3/7
（木曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Person to Person：
Book1（Oxford）］　
2,937円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　7課～12課

　英字新聞などの短文を教材として使用し、
時事語彙力を高め、ディスカッションを行い、
さらなる会話力アップを目指します。

講座
番号 D18506 英会話6（レベル6） 申込締切日 10月6日

講座内容

開講日

10/16・23・30、11/13・20、
12/4・11・18、1/8・15・22、
2/5・12・26、3/5
（火曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 プリント　500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円
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　英字新聞などの中・長文を教材として使用
し、時事語彙力を高め、ディスカッションを行い、
さらなる会話力アップを目指します。

講座
番号 D18507 英会話7（レベル7） 申込締切日 10月3日

講座内容

開講日

10/13・20・27、11/10・17、
12/1・8・15、1/12・19・26、
2/9・16、3/2・9
（土曜日　全15回）

開講時間
13:00～14:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 プリント　500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

　講師・受講生が用意するプリント教材を使
用して、さまざまなテーマでディスカッション
を行います。また、英語力を高めるためにディ
スカッショントピックについて数分程度のプレ
ゼンを行う場合もあります。（プレゼンは、受
講人数によって回数が変わります。）

講座
番号 D18508 英会話8（レベル8） 申込締切日 9月22日

講座内容

開講日

10/3・10・17・31、
11/7・14・28、12/5・12、
1/9・16・23、2/6・13・20
（水曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 プリント　500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 イーエン・メギール
（新潟青陵大学　准教授）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

● 私の名前は～です 
●どこにありますか　
●何をしていますか 
● 忙しいですか　
●ボブは背が高いですか　
●この人は誰ですか　
●レストランはどこですか　他

講座
番号 D18509 シニアのための英会話1（レベル1） 申込締切日 10月1日

講座内容

開講日

10/11・18・25、11/8・15、
12/6・13・20、1/10・17・24、
2/7・21・28、3/7
（木曜日　全15回）

開講時間
10:30～12:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Side by Side Extra 
Book & eText 1

（Pearson）］　3,078円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　1課～ 9課
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●どんな料理が好きですか　
●なぜ泣いているのですか　
●ハンガリー語を話せますか
●明日何をしますか　
●調子はどうですか　
●歯を磨きました　他

講座
番号 D18510 シニアのための英会話2（レベル2） 申込締切日 10月5日

講座内容

開講日

10/15・22・29、11/12・19、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4
（月曜日　全15回）

開講時間
10:30～12:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Side by Side Extra 
Book & eText 1

（Pearson）］　3,078円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　10課～17課

● What's the purpose of your visit? 
● How much is it?
● When is the next train to Xi'an?  
● The TV is broken.
● What is there to see?　                   
● I'd like to rent a snowboard,please. 
● Tell me about your country.
● How was your weekend? 
● Does it hurt? 
● I'd like a cup of coffee,please.

講座
番号 D18511 シニアのための英会話3（レベル3） 申込締切日 10月6日

講座内容

開講日

10/16・23・30、11/13・20、
12/4・11・18、1/8・15・22、
2/5・12・26、3/5
（火曜日　全15回）

開講時間
13:00～14:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［PASSPORT 2
（Oxford）］　2,840円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　1課～10課

●  Would you like to visit the Temple of 
Heaven?

● I want to send an attachment.　
● I'd like a chicken sandwich,please.　
● Go straight along this road.　
● Have you been to the Great Wall yet?　 
● Excuse me.Can you help us?　
● I don't think this is right.　
● Keep in touch!　
● Did you pack this bag yourself?　
● Are you going snowboarding again?

講座
番号 D18512 シニアのための英会話4（レベル4） 申込締切日 10月3日

講座内容

開講日

10/13・20・27、11/10・17、
12/1・8・15、1/12・19・26、
2/9・16、3/2・9
（土曜日　全15回）

開講時間
10:30～12:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［PASSPORT 2
（Oxford）］　2,840円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　11課～20課
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内
うちだ

田　朗
あきこ

子

オーストラリアの高校へ留学後、カナダの大学で学ぶ。海外
在住経験20年。現在は、sprout英会話教室講師、企業翻
訳・通訳を行っている。英検1級、TOEIC990点。

● Getting and giving help　 
● Discussing the menu 　
● Making small requests
●  Giving and getting personal 

information 　
● Asking about past experiences　 
● Discussing future plans

講座
番号 D18513 シニアのための英会話5（レベル5） 申込締切日 10月5日

講座内容

開講日

10/15・22・29、11/12・19、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4
（月曜日　全15回）

開講時間
13:00～14:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Person to Person：
Book1（Oxford）］　
2,937円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　7課～12課

　英字新聞などの短文を教材として使用し、
時事語彙力を高め、ディスカッションを行い、
さらなる会話力アップを目指します。

講座
番号 D18514 シニアのための英会話6（レベル6） 申込締切日 10月6日

講座内容

開講日

10/16・23・30、11/13・20、
12/4・11・18、1/8・15・22、
2/5・12・26、3/5
（火曜日　全15回）

開講時間
11:00～12:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 プリント　500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

　47都道府県の日本的な魅力や名物を簡潔
な英語で紹介し、会話を弾ませるための使え
る英語表現を学習します。さらに、海外旅行
や短期留学を目的とした方に役立つ実践的
な表現なども練習します。
　なお、今期から「シャドーイング」というリ
スニングとスピーキングの上達に効果的なメ
ソッドを取り入れたテキストを用います。

講座
番号 D18515 観光英語（レベル4〜5） 申込締切日 10月3日

講座内容

開講日

10/13・20・27、
11/10・17・24、
12/8・15・22、1/12・19、
2/2・16・23、3/2
（土曜日　全15回）

開講時間
10:30～12:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材

［英語で日本全国
47都道府県めぐり

（ジェイ・リサーチ出版）］　
1,728円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 内田　朗子

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円
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齋
さいとう

藤　明
あきこ

子
（寺沢中国語研究所講師）

中国大連外語学院漢語培訓中心高級班修了。新潟大学
人文学部卒業。1994年から5年間、新潟県庁の語学嘱託
員として通訳翻訳に従事。現在は寺沢中国語研究所にて
個人レッスンや企業研修等を担当。

　TOEIC®　Listening & Reading Test 
600点未満の方および初めて受験される方
を対象にします。音によるトレーニング（リス
ニング・音読・シャドーイング・ディクテーション
等）を中心に、知識と実践の両面からの実力
向上をはかります。
〈 TOEIC®　Listening & Reading Test 〉
平成31年3月10日（日）第238回テスト
※ 詳細は「TOEIC」公式ホームページでご確
認ください。

講座
番号 D18516 TOEIC® L&R Test（600点）対策講座（レベル4〜5） 申込締切日 1月9日

講座内容

開講日 1/19、2/2・16、3/2
（土曜日　全4回）

開講時間 13:00～15:30

定　員 20名

教　材 2,000円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 内田　朗子

受講料

一般 10,300円
在学生 5,100円
卒業生・父母・
法人会員　  8,200円

● 発音　
●ピンイン　
●名前の聞き方と答え方　
●疑問文　
●曜日の言い方　
●数詞の言い方

講座
番号 D18517 中国語1（レベル1） 申込締切日 9月29日

講座内容

開講日

10/9・16・23、11/6・13・20、
12/4・11・18、1/8・15・22、
2/5・12・19
（火曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［気楽に話そう中国語
（朝日出版社）］　2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　1課～6課

●動詞の重ね型　
●使役の表現　
●受身の文　
●数量補語　
●助動詞

講座
番号 D18518 中国語2（レベル2） 申込締切日 10月2日

講座内容

開講日

10/12・19・26、
11/2・9・16・30、12/7・14、
1/11・18・25、2/8・15・22
（金曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［気楽に話そう中国語
（朝日出版社）］　2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　7課～20課
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● 比較表現　
●二重目的語を持つ述語文　
●方位詞　
●連動文　
●動詞”有”の使い方

講座
番号 D18519 中国語3（レベル3） 申込締切日 10月5日

講座内容

開講日

10/15・22・29、
11/5・12・19、12/3・10・17、
1/7・21・28、2/4・18・25
（月曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［これでパーフェクト！
新・中国語の旅

（朝日出版社）］　2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　1課～9課

●程度補語　
●可能表現　
●助詞”了”　
● 結果補語　
●存現文　
●兼語文

講座
番号 D18520 中国語4（レベル4） 申込締切日 10月3日

講座内容

開講日

10/13・20・27、
11/10・17・24、12/1・8・15、
1/12・19・26、2/9・16・23
（土曜日　全15回）

開講時間
13:00～14:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［これでパーフェクト！
新・中国語の旅

（朝日出版社）］　2,376円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　10課～15課

　これまでに学習した基本的な文型をさらに
しっかりと定着させ、使える中国語を目指し
ます。

講座
番号 D18521 中国語5（レベル5） 申込締切日 9月30日

講座内容

開講日

10/10・17・24、
11/7・14・21、12/5・12・19、
1/9・16・23、2/6・13・20
（水曜日　全15回）

開講時間
19:00～20:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［リアルタッチ中国
（朝日出版社）］ 2,484円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　7課～12課
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寺
てらさわ

沢　一
かずとし

俊
（寺沢中国語研究所主宰）

新潟大学大学院博士課程前期修了。アジア言語論（中国
語文法）専攻。中国専業旅行社新日本国際（株）にて通訳
添乗業務。新潟市秘書課嘱託通訳。新潟県－黒龍江省お
よび秋田県―甘粛省の友好都市締結に関わる公式通訳。
現在、県内の大学などで非常勤講師を務める。

　さまざまな状況に対応できる表現方法を
身につけ、ワンランク上の中国語習得を目指
します。

講座
番号 D18522 中国語6（レベル6） 申込締切日 10月3日

講座内容

開講日

10/13・20・27、
11/10・17・24、12/1・8・15、
1/12・19・26、2/9・16・23
（土曜日　全15回）

開講時間
10:30～12:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［大学生のための現代
中国12話・4（白帝社）］ 
2,700円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 寺沢　一俊
（寺沢中国語研究所主宰）

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　7課～12課

●基本母音字母と合成母音字母（1）　
●基本子音字母
●合成母音字母（2）　
●パッチム
●私は～です。
●時間ありますか？
●それは何ですか？

講座
番号 D18523 韓国語1（レベル1） 申込締切日 9月22日

講座内容

開講日

10/4・11・18・25、
11/1・8・15・22・29、
12/6・13・20・27、1/10・17
（木曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［最新チャレンジ韓国語
（白水社）］　2,484円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 金　榮洙

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　1課～7課

●日曜日に何をしますか？
●何が好きですか？
●週末に何をしましたか？
●明日は何をするつもりですか？
●スープが冷たくておいしいです。
●一度遊びに来てください。

講座
番号 D18524 韓国語2（レベル2） 申込締切日 9月30日

講座内容

開講日

10/10・17・24、
11/7・14・21、12/5・12・19、
1/9・16・23、2/6・13・20
（水曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［最新チャレンジ韓国語
（白水社）］　2,484円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　貞美

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　8課～13課

金
きむ

　榮
よんす

洙

韓国・ソウル出身。明知大学卒業。中等教員免許取得。
1990年来日。ハングル学舎代表。天地人で学ぶハングル文
字、物語で覚える文法の話、能力試験対策など、多数の講座
経験を持つ。現在は語学院や専門学校で講師を務める。
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朴
ぱく

　貞
じょんみ

美

韓国・釜山出身。釜山大学卒業。2001年来日。韓国教育
院や専門学校などに韓国語講師として勤務。現在は、高等
学校や大学で講師を務める。

朴
ぱく

　仁
いんじ

智

韓国・光州出身。全南大学卒業。1996年来日。日本大学
大学院修士博士課程修了。現在は専門学校で韓国語非
常勤講師を務める。

　会話の基本となる文型を集中的に学習し
ます。
●お名前はなんとおっしゃいますか？
●朝子といいますが、日本から来ました。
●魚は焼かないでください。
●ファンの集いに行くことにしました。
●道を渡って左にずっと行ってください。
●ファンの集いへ行ってみたんですけど…

講座
番号 D18525 韓国語3（レベル3） 申込締切日 10月7日

講座内容

開講日

10/17・24・31、
11/14・21・28、12/12・19、
1/16・23・30、2/13・20・27、
3/6
（水曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［ちょこっとチャレンジ！
韓国語（白水社）］　
2,592円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　仁智

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　1課～6課

　会話の基本となる文型を集中的に学習し
ます。
●少し安くしてください。
●私の気持ちですから受け取ってください。
●咳がひどくて眠れませんでした。
●字幕を見ながら勉強します。
●今日は来られないそうです。
●久しぶりに来てみて、どうですか？

講座
番号 D18526 韓国語4（レベル4） 申込締切日 9月22日

講座内容

開講日

10/4・11・18、
11/1・8・15・29、12/6・13、
1/10・17・24、2/7・14・21
（木曜日　全15回）

開講時間
18:45～20:15 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［ちょこっとチャレンジ！
韓国語（白水社）］　
2,592円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 張　鳳仙

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　7課～12課

　今まで習った文型を活用して、スムーズに会
話ができるようさまざまな表現方法を学びます。
●汽車に乗ってお出かけ　—やりもらいの表現
●村の風景　—説明や描写
●成珉さんを訪ねて　—忠告やアドバイス
●下宿に帰って　—他人の話を伝える
●診察を受ける　—許可と禁止
●和解　—友だちことばで親しくなる
●  悲しみよ、さようなら　—コミュニケーショ
ンの幅を広げる

講座
番号 D18527 韓国語5（レベル5） 申込締切日 10月1日

講座内容

開講日

10/11・18・25、
11/8・15・22、12/6・13・20、
1/10・17・24、2/7・14・21
（木曜日　全15回）

開講時間
18:45～20:15 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［もっとチャレンジ！韓国語
（白水社）］　2,484円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　貞美

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　8課～14課

40申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



張
じゃん

　鳳
ぼんそん

仙

韓国・ソウル出身。長安大学卒業。1998年来日。2005年
からカルチャーセンターなどの講師を務める。

鄭
ちょん

　賢
ひょんすく

淑

韓国・京畿道出身。京畿大学卒業。1996年来日。韓国教
育院や各種語学スクールなどに韓国語講師として勤務。

　今まで習った文型を活用して、スムーズに
会話ができるようさまざまな表現方法を学び
ます。
●下宿に帰って　—他人の話を伝える
●診察を受ける　—許可と禁止
●和解　—友だちことばで親しくなる
●  悲しみよ、さようなら　—コミュニケーショ
ンの幅を広げる

講座
番号 D18528 韓国語5（レベル5） 申込締切日 9月26日

講座内容

開講日

10/6・13・20、
11/10・17・24、
12/8・15・22、1/12・19・26、
2/9・16・23
（土曜日　全15回）

開講時間
10:30～12:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［もっとチャレンジ！韓国語
（白水社）］　2,484円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　11課～14課

　教科書の他に、さまざまな資料を使って多
様な実践練習を行います。練習を通じ、表現
力、聴く能力、文章の理解力を高めることを
目指します。
※授業は韓国語で行います。

講座
番号 D18529 韓国語7（レベル7） 申込締切日 9月29日

講座内容

開講日

10/9・16・23、11/6・13・20、
12/4・11・18、1/8・15・22、
2/5・19・26
（火曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［できる韓国語　中級Ⅱ
（DEKIRU出版）］　
2,700円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴　貞美

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

　教科書の他に、さまざまな資料を使って多
様な実践練習を行います。練習を通じ、表現
力、聴く能力、文章の理解力を高めることを
目指します。
※授業は韓国語で行います。

講座
番号 D18530 韓国語7（レベル7） 申込締切日 9月26日

講座内容

開講日

10/6・13・20、
11/10・17・24、
12/8・15・22、1/12・19・26、
2/9・16・23
（土曜日　全15回）

開講時間
12:30～14:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［できる韓国語　中級Ⅱ
（DEKIRU出版）］　
2,700円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円
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　さまざまな資料を使い、より高度な会話力、
読解力をつけることを目指します。
※授業は韓国語で行います。

講座
番号 D18531 韓国語8（レベル8） 申込締切日 9月21日

講座内容

開講日

10/1・15・22、11/5・12・19、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/18・25、3/4
（月曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 プリント　500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭　賢淑

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

　会話の基本となる文型を集中的に学習し
ます。
●韓国に行ったことがありますか？
●卒業したら何をするつもりですか
●お忙しいところすみません
●熱いから気をつけてください
●赤い色はありませんか
●私もメールを送りますね　他

講座
番号 D18532 シニアのための韓国語（レベル3） 申込締切日 10月6日

講座内容

開講日

10/16・23・30、
11/13・20・27、12/11・18、
1/8・15・22、2/5・19・26、3/5
（火曜日　全15回）

開講時間
10:00～11:30 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［新装版 できる韓国語　
初級Ⅱ（DEKIRU出版）］　
2,160円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 黄　仁祚

受講料
一般 24,700円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　1課～12課

黄
ふぁん

　仁
いんじょ

祚

韓国・ソウル出身。慶熙ホテル大学卒業。2000年4月来
日。新潟大学人文学部卒業。新潟大学大学院修士課程
修了。現在は、専門学校や大学、カルチャースクール等で講
師を務める。

マキシム・カルトロン

フランス・ノルマンディー出身。ボルドー大学でフランス語指
導法を専攻。2003年新潟大学へ留学。現在は、新潟大学
などで非常勤講師を務める。

　初めて習う方、または基礎から学び直した
い方を対象とした講座です。会話練習をしな
がらフランスの文化を学ぶことができます。
動詞の活用、現在形、複合過去などを中心に
学習します。

講座
番号 D18533 フランス語入門 申込締切日 10月1日

講座内容

開講日

10/11・18・25、
11/8・15・29、12/6・13、
1/10・17・31、2/7・21・28、
3/7
（木曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［《プティ》シェリーと
フランス語（三修社）］　
2,592円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

テキスト学習範囲　7課～12課
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　日常会話をマスターした方（フランス語検
定2級以上）を対象とした講座です。さまざま
なテーマについてディスカッションを行います。
※授業はフランス語で行います。

　フランス語の基礎を学習した方（フランス
語検定4級程度）を対象とした講座です。会
話練習をしながらフランスの文化を学ぶこと
ができます。代名詞、関係代名詞、半過去な
どを中心に学習します。

講座
番号 D18534 フランス語初級 申込締切日 9月30日

講座内容

開講日

10/10・17・24、
11/7・14・28、12/5・12、
1/9・16・30、2/6・20・27、3/6
（水曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［《プティ》シェリーと
フランス語（三修社）］　
2,592円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

　日常会話であれば聞いて内容を理解し、適
切な表現を使って自分の意思を伝えることが
できる方（フランス語検定準2級程度）を対象
とした講座です。ディスカッションを行い、会
話力の向上を図ります。
※ 授業は主としてフランス語で行いますが、
必要に応じて日本語で説明を加えます。

講座
番号 D18535 フランス語中級 申込締切日 10月5日

講座内容

開講日

10/15・22・29、11/12・19、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4
（月曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 プリント　500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

講座
番号 D18536 フランス語上級 申込締切日 10月3日

講座内容

開講日

10/13・20・27、11/10・17、
12/1・8・15、1/12・19、
2/2・9・23、3/2・9
（土曜日　全15回）

開講時間
11:30～13:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 プリント　500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円
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　フランス語の基礎を学習し、ゆっくりであ
れば日常会話ができる方（フランス語検定3
級程度）を対象とした講座です。会話練習を
しながらフランスの文化を学ぶことができ
ます。

講座
番号 D18537 ゆっくり楽しむフランス語（初級） 申込締切日 10月1日

講座内容

開講日

10/11・18・25、
11/8・15・29、12/6・13、
1/10・17・31、2/7・21・28、
3/7
（木曜日　全15回）

開講時間
13:30～15:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 プリント　500円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

　この講座は、学習歴1年以上の方を対象と
しています。コミュニケーションに重点をお
いたテキストを使い、さまざまな場面に応じ
た会話表現を学びます。

講座
番号 D18538 スペイン語基礎 申込締切日 9月29日

講座内容

開講日

10/9・16・23、11/6・13・20、
12/4・11・18、1/15・22・29、
2/12・19・26
（火曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［スペイン語とわたし
（朝日出版社）］　2,592円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 カルデロン・パトリシア

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

　この講座は、本初級講座を受講された方、
または学習歴3年以上の方を対象としていま
す。会話と文法を身につけることと自分で考
えた内容をスペイン語で表現できるようにな
ることを目標とします。

講座
番号 D18539 スペイン語中級 申込締切日 9月21日

講座内容

開講日

10/1・15・22・29、
11/5・12・19・26、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4
（月曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材
［Teveo 楽しく覚える
スペイン語（DTP出版）］　
3,240円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 小林　スサナ

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

カルデロン・パトリシア

メキシコ合衆国、メキシコ市生まれ。メキシコ国立自治大学歯
学部卒業。新潟県の奨学金で９か月間、新潟大学歯学部
補綴科にて研修生として在学。新潟医療福祉大学で非常
勤講師を務める。

小
こばやし

林　スサナ

メキシコ合衆国メキシコ市生まれ。日本国籍。メキシコ国立自治大学（UNAM）歯学
部卒業。東京医科歯科大学歯学部補綴学大学院卒業（文部省奨学金留学生）。
メキシコ国立自治大学（UNAM）イスタカラ分校教授。にいがた社会保険センターで
スペイン語を教える。1997年から新潟大学で非常勤講師を務める。
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神
かみなが

長　英
えいすけ

輔
（新潟国際情報大学　国際学部　准教授）

東京大学教養学部卒業。東京大学大学院総合文化研究
科博士課程修了。
研究分野はロシア極東近現代史、日露交流史、東北アジア
近現代史。

プライベートレッスン（語学）

※プライベートレッスンの詳細については
　電話でお問い合わせください。

●レッスンは予約制です。希望日の1週間前までに電話か窓口で予約してください。
●レッスンの回数は、自由に決めることができます。
●キャンセル、変更は、予約日の前々日（休業日を除く）の開館時間内にご連絡ください。
●受講料は事前にお支払いください。
●テキストを使用する場合は、別途テキスト代が必要です。

4,900円／1回（60分）

初心者から上級者まで、一人一人のレベルや
目的に応じたレッスンを受けることができます。 英語 韓国語フランス語

カンボジア語

ロシア語

台湾語 台湾華語

受講料

　この講座ではお隣の国であるロシアの言語、
ロシア語の基礎について、文化や歴史も交え
ながら楽しく学習します。文法の基本の基本
をしっかり学び、学んだことを使って簡単な
会話練習をおこないます。①ロシア語の文
字を理解できる（読める・書ける）ようになる　
②ロシア語で自己紹介・あいさつなどができ
る　③ロシア語のごく簡単な質問に答えるこ
とができることを目標とします。

講座
番号 D18540 ロシア語入門 申込締切日 9月30日

講座内容

開講日

10/10・17・24・31、
11/7・14・21・28、
12/5・12・19、1/9・16・23・30
（水曜日　全15回）

開講時間
18:30～20:00 
※開講時の受講申込者数が2名以下の場合、

授業は1時間になります。

定　員 20名　（1名から開講します）

教　材 ［総合ロシア語入門
（研究社）］　3,780円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 神長　英輔

受講料

一般 24,700円
在学生 17,300円
卒業生・父母・
法人会員　  19,700円

プライベートレッスン（パソコン）

※プライベートレッスンの詳細についてはお電話でお問い合わせください。●レッスンは予約制です。希望日の1週間前までに電話か窓口で予約してください。
●レッスンの回数は、自由に決めることができます。
●キャンセル、変更は、予約日の前々日（休業日を除く）の開館時間内にご連絡ください。
●受講料は事前にお支払いください。
●テキストを使用する場合は、別途テキスト代金が必要です。

2,100円／1回（60分）

本学学生アドバイザーによる初心者向けのマンツーマン
レッスンで、自分に合った内容を無理なく学習できます。
Windowsのノートパソコンであれば、ご自身のパソコンを
持ち込んで学習することも可能です。

受講料

※1時間延長毎に1,000円

『パソコンの基本操作』
『Word/Excelの入門』

『インターネット&メール』
『写真データの保存方法』

45



　基礎で学んだ活用法を実際に実務で活か
すために、さらなる実践力を身に付ける講座
です。様々な応用問題を繰り返し練習するな
どして実務で使えるExcelの技術を磨き上げ
て行きます。

講座
番号 E18503 実務で活かすExcel【応用】 申込締切日12月25日

講座内容

開講日 1/19・26、2/9・16・23
（土曜日 全5回）

開講時間 10:00～12:00

定　員 10名

教　材
1,100円程度

（Excel【基礎】と【応用】で
同じテキストを使用します）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母・
法人会員　  8,200円

Windows 7 / Excel2013

〈Windows、Officeソフトのバージョンについて〉
講座で使用するWindows、Officeソフトのバージョンを記載してありますので、詳しくは講座説明をご覧ください。
異なるバージョンについての説明は行いませんので、あらかじめご了承ください。

　マウス操作、文字入力といったパソコンの
基本操作は出来るがExcelの使い方はよく
わからないという方を対象にした講座です。
SUM関数やオートフィルなど基本的な内容
を順番に学びます。「実務で活かすExcel」
を受講される前の基礎作りや基本操作の復
習にもおすすめです。

講座
番号 E18501 Excel入門 申込締切日 10月3日

講座内容

開講日 10/13・20・27
（土曜日 全3回）

開講時間 10:00～12:00

定　員 10名

教　材 1,300円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 6,200円
在学生 4,300円
卒業生・父母・
法人会員　  4,900円

Windows 7 / Excel2013

　Excelの基本的な操作を学習し終えた方
を対象に、実務にシフトした活用法を身につ
けることを目指します。グラフの作成やデー
タの並べ替え・抽出などExcelの便利な機
能を習得し、すぐに活用できる使い方を学び
ます。

講座
番号 E18502 実務で活かすExcel【基礎】 申込締切日10月31日

講座内容

開講日 11/10・17、12/8・15・22
（土曜日 全5回）

開講時間 10:00～12:00

定　員 10名

教　材
1,100円程度

（Excel【基礎】と【応用】で
同じテキストを使用します）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母・
法人会員　  8,200円

Windows 7 / Excel2013

パソコン講座E
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　Wordの基本操作を習得されている方を
対象にした、実務にシフトした文書作成を身
に付けることができる講座です。イラストや
写真、表などを効果的に使った文書作成や、
長文作成に便利な機能などワンランク上の
文書作成を学びます。

講座
番号 E18504 実務で活かすWord【基礎】 申込締切日 10月3日

講座内容

開講日 10/13・20・27、11/10・17
（土曜日 全5回）

開講時間 13:00～15:00

定　員 10名

教　材
1,100円程度

（Word【基礎】と【応用】で
同じテキストを使用します）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母・
法人会員　  8,200円

Windows 7 / Word2013

　基礎で学んだ活用法を実際に実務で活か
すために、さらなる実践力を身に付ける講座
です。様々な応用問題を繰り返し練習するな
どして実務で使えるWordの技術を磨き上げ
て行きます。

講座
番号 E18505 実務で活かすWord【応用】 申込締切日11月28日

講座内容

開講日 12/8・15・22、1/19・26
（土曜日 全5回）

開講時間 13:00～15:00

定　員 10名

教　材
1,100円程度

（Word【基礎】と【応用】で
同じテキストを使用します）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母・
法人会員　  8,200円

Windows 7 / Word2013

岩
いわの

野　弥
みさこ

佐子
（パソコンインストラクター）

富山県生まれ。横浜市立大学商学部経済学科卒。銀行ソ
フトウェア部門におけるプログラマーなどを経て、現在、職業
訓練校でパソコン、就職支援の講師を務める。

　文字・書式の設定や、グラフの挿入、アニメー
ションの設定など、プレゼンテーションソフト
PowerPointを基本から学習したい方におす
すめの講座です。ソフトの操作方法だけでな
く見やすくわかりやすいプレゼン資料作成テ
クニックもご紹介します。

講座
番号 E18506 プレゼン資料作成のコツ　― PowerPoint2013 ― 申込締切日 1月23日

講座内容

開講日 2/9・16・23、3/9・16
（土曜日 全5回）

開講時間 13:00～15:00

定　員 10名

教　材 1,300円程度

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子
 （パソコンインストラクター）

受講料

一般 10,300円
在学生 7,200円
卒業生・父母・
法人会員　  8,200円

Windows 7 / PowerPoint2013

講座をお申し込みになる前に必ずお読みください。

新潟国際情報大学エクステンションセンター  ［新潟中央キャンパス内］
TEL.025-227-7111　FAX.025-227-7117
http://www.nuis.ac.jp/extension/
開館時間／月～金 9：00～20：30　土日 9：00～17：00　休業日／祝日、年末年始 他

受講のご案内

申し込みから受講までの流れ

受講申込書
の提出

▲ ▲

Webからの
申し込み

受講通知書が
郵便で届く

受講通知書を
マイページから
ダウンロード

▲ ▲

▲

来校、電話、郵送、FAX

http://www.nuis.ac.jp/extension/
よりアクセス

受講料の
振込

講座に出席

受講証のお渡し

● 原則として講座の録音・録画・写真撮影はお断りします。
● 当センターの敷地及び建物内は禁煙です。
● 教室内での飲食はご遠慮ください。
● 所持品には充分ご注意ください。盗難等がおきても本学は賠償責任を負いません。
● 講師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
  その際、受講料は返金いたしません。
● 車でお越しの方は近隣の有料パーキングをご利用ください。

 受講上の
お願い

● 受講生が一定数に満たない場合、講座を中止または延期することがあります。
● 講師の緊急の都合により、休講または別の講師による代講を行うことがあります。
● 休講の場合は原則として振替え講座を行います。
● 教材は原則、第1回目の講座で配付または販売します。ただし、申込締切日後のお申し込みの場合は
  初回にお渡しできないことがありますので予めご了承ください。
● 洋書はレートにより価格が変動することがあります。

 講　座

● 講座回数の7割以上の出席者に修了証書を授与します。
● 資格講座は発行しません。 修了証書

● 受講は先着順です。定員になり次第、受付を終了します。
● 受付後、センターより「受講通知書」をお送りします。
   お申し込み後、2週間を過ぎても「受講通知書」が届かない場合は、お手数ですがご一報ください。
● Webサイトからお申込みの方は、Webサイトのマイページよりログインのうえ、「受講通知書」をご確認ください。

 申し込み

キャンセル

● 受講確定後、やむを得ずキャンセルされる場合はできるだけ早くセンターにご連絡ください。
● 開講前日までにご連絡がない場合は受講料を返金いたしませんので、予めご了承ください。
  （開講前日（休業日を除く）の開館時間内にご連絡ください。）
● キャンセルの場合でも受講料は全額返金します。その際、返金のための手数料として1,000円をご負担いただきます。

 受講料

● 受講料には消費税が含まれます。
● 「受講通知書」に記載してある納入期限までにお振込みください。振込み手数料はご本人様の負担となります。
● 講座が中止となった場合、受講料は全額、銀行振込にて返金します。
  受講料振込の際にかかった手数料等は返金いたしません。
● 新潟国際情報大学在学生、卒業生、ご父母、法人会員は受講料の割引があります。

● 直接来校、電話、郵送、FAX、Webサイトでお申し込みください。
● 郵送・FAXでお申し込みの方は、受講申込書をご利用ください。

お申し込み
お問い合せ
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講座をお申し込みになる前に必ずお読みください。

新潟国際情報大学エクステンションセンター  ［新潟中央キャンパス内］
TEL.025-227-7111　FAX.025-227-7117
http://www.nuis.ac.jp/extension/
開館時間／月～金 9：00～20：30　土日 9：00～17：00　休業日／祝日、年末年始 他

受講のご案内

申し込みから受講までの流れ

受講申込書
の提出

▲ ▲

Webからの
申し込み

受講通知書が
郵便で届く

受講通知書を
マイページから
ダウンロード

▲ ▲

▲

来校、電話、郵送、FAX

http://www.nuis.ac.jp/extension/
よりアクセス

受講料の
振込

講座に出席

受講証のお渡し

● 原則として講座の録音・録画・写真撮影はお断りします。
● 当センターの敷地及び建物内は禁煙です。
● 教室内での飲食はご遠慮ください。
● 所持品には充分ご注意ください。盗難等がおきても本学は賠償責任を負いません。
● 講師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
  その際、受講料は返金いたしません。
● 車でお越しの方は近隣の有料パーキングをご利用ください。

 受講上の
お願い

● 受講生が一定数に満たない場合、講座を中止または延期することがあります。
● 講師の緊急の都合により、休講または別の講師による代講を行うことがあります。
● 休講の場合は原則として振替え講座を行います。
● 教材は原則、第1回目の講座で配付または販売します。ただし、申込締切日後のお申し込みの場合は
  初回にお渡しできないことがありますので予めご了承ください。
● 洋書はレートにより価格が変動することがあります。

 講　座

● 講座回数の7割以上の出席者に修了証書を授与します。
● 資格講座は発行しません。 修了証書

● 受講は先着順です。定員になり次第、受付を終了します。
● 受付後、センターより「受講通知書」をお送りします。
   お申し込み後、2週間を過ぎても「受講通知書」が届かない場合は、お手数ですがご一報ください。
● Webサイトからお申込みの方は、Webサイトのマイページよりログインのうえ、「受講通知書」をご確認ください。

 申し込み

キャンセル

● 受講確定後、やむを得ずキャンセルされる場合はできるだけ早くセンターにご連絡ください。
● 開講前日までにご連絡がない場合は受講料を返金いたしませんので、予めご了承ください。
  （開講前日（休業日を除く）の開館時間内にご連絡ください。）
● キャンセルの場合でも受講料は全額返金します。その際、返金のための手数料として1,000円をご負担いただきます。

 受講料

● 受講料には消費税が含まれます。
● 「受講通知書」に記載してある納入期限までにお振込みください。振込み手数料はご本人様の負担となります。
● 講座が中止となった場合、受講料は全額、銀行振込にて返金します。
  受講料振込の際にかかった手数料等は返金いたしません。
● 新潟国際情報大学在学生、卒業生、ご父母、法人会員は受講料の割引があります。

● 直接来校、電話、郵送、FAX、Webサイトでお申し込みください。
● 郵送・FAXでお申し込みの方は、受講申込書をご利用ください。

お申し込み
お問い合せ

48申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



講座申込について

Q　受講の条件はありますか？
 A　ありません。どなたでも受講できます。

Q　語学講座を申し込む際に、自分のレベルがよくわかりません。
 A　パンフレット（P. ）またはWebサイトに掲載されているレベル表をご覧ください。また、講座開講中であ

ればご見学のうえ、決めていただくことができます。

Q　テキストは事前に閲覧できますか？
 A　語学講座にかぎり閲覧できますので、事務室にお申し出ください。ただし、まだ入荷していないテキストも

ありますので、事前にご確認のうえお越しください。

Q　Webサイトから申込みの際に必要な「受講生番号」がわかりません。
 A　事務室にお問い合わせください。

Q　受講料はいつまでに支払えばいいですか？
 A　お申込みから2週間以内にお支払いください。開講日まで2週間を切っている場合は、開講日の前日が支払

期限となります。

Q　クレジットカードでの支払いはできますか？
 A　できません。銀行振込または事務室で直接お支払いください。

講座受講について

Q　講座開講後、途中から受講できますか？
 A　定員に空きがある場合は受講できます。ただし、受講料は全額お支払いいただきます。

Q　欠席や遅刻の連絡は必要ですか？
 A　講師が指示した場合を除き、特に必要ありませんが、受講生が少数（1～2名）の場合はご連絡をお願いしています。

Q　欠席した回の資料をもらうことはできますか？
 A　事務室でお渡ししています。

Q　出席できない回に代理の人が出席してもいいですか？
 A　代理出席は認めていません。

Q　語学講座でクラス変更はできますか？
 A　レベルが合わない場合は、同一言語内で1回にかぎり変更できます。開講後3回目までに事務室にお申し出

ください。ただし、変更先クラスの状況により変更できないことがあります。

Q　教材（テキスト）の返品はできますか？
 A　返品はできません。

その他

Q　講師や受講生の連絡先などを教えてください。
 A　個人のプライバシー保護のため、お教えできません。

Q　駐車場はありますか？
 A　近隣の有料駐車場をご利用ください。なお、事務室で提携駐車場の駐車サービス券を販売しています。詳細

はお問い合わせください。

Q　駐輪場はどこにありますか？
 A　本町通側有料駐車場の右奥にあります。

Q　パンフレットはいつ頃できますか？
 A　前期は3月上旬、後期は9月上旬にでき上がります。

Q　受講生の特典はありますか？
 A　受講証の提示で、1階カフェテリア「You＆I」、2階「コワーキング・ラボ こくじょう」の料金が割引になります。

Q ＆ A よくある質 問
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入力

2018年後期

●「受講のご案内」をよくお読みになり、下記に送付ください。

キ
リ
ト
リ
セ
ン

講座テキスト
エクステンションセンターで

□購入する　□購入しない

エクステンションセンターで

□購入する　□購入しない

エクステンションセンターで

□購入する　□購入しない

エクステンションセンターで

□購入する　□購入しない

□ 講座案内 □ web □ 講師 □ 知人 
□ 大学掲示 □ 大学広報誌 □ 新聞（　　　　　　　　） 
□ 市報にいがた □ assh □ 折込チラシ □ ラジオ 
□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

講座申込について

Q　受講の条件はありますか？
 A　ありません。どなたでも受講できます。

Q　語学講座を申し込む際に、自分のレベルがよくわかりません。
 A　パンフレット（P. ）またはWebサイトに掲載されているレベル表をご覧ください。また、講座開講中であ

ればご見学のうえ、決めていただくことができます。

Q　テキストは事前に閲覧できますか？
 A　語学講座にかぎり閲覧できますので、事務室にお申し出ください。ただし、まだ入荷していないテキストも

ありますので、事前にご確認のうえお越しください。

Q　Webサイトから申込みの際に必要な「受講生番号」がわかりません。
 A　事務室にお問い合わせください。

Q　受講料はいつまでに支払えばいいですか？
 A　お申込みから2週間以内にお支払いください。開講日まで2週間を切っている場合は、開講日の前日が支払

期限となります。

Q　クレジットカードでの支払いはできますか？
 A　できません。銀行振込または事務室で直接お支払いください。

講座受講について

Q　講座開講後、途中から受講できますか？
 A　定員に空きがある場合は受講できます。ただし、受講料は全額お支払いいただきます。

Q　欠席や遅刻の連絡は必要ですか？
 A　講師が指示した場合を除き、特に必要ありませんが、受講生が少数（1～2名）の場合はご連絡をお願いしています。

Q　欠席した回の資料をもらうことはできますか？
 A　事務室でお渡ししています。

Q　出席できない回に代理の人が出席してもいいですか？
 A　代理出席は認めていません。

Q　語学講座でクラス変更はできますか？
 A　レベルが合わない場合は、同一言語内で1回にかぎり変更できます。開講後3回目までに事務室にお申し出

ください。ただし、変更先クラスの状況により変更できないことがあります。

Q　教材（テキスト）の返品はできますか？
 A　返品はできません。

その他

Q　講師や受講生の連絡先などを教えてください。
 A　個人のプライバシー保護のため、お教えできません。

Q　駐車場はありますか？
 A　近隣の有料駐車場をご利用ください。なお、事務室で提携駐車場の駐車サービス券を販売しています。詳細

はお問い合わせください。

Q　駐輪場はどこにありますか？
 A　本町通側有料駐車場の右奥にあります。

Q　パンフレットはいつ頃できますか？
 A　前期は3月上旬、後期は9月上旬にでき上がります。

Q　受講生の特典はありますか？
 A　受講証の提示で、1階カフェテリア「You＆I」、2階「コワーキング・ラボ こくじょう」の料金が割引になります。

Q ＆ A よくある質 問





新潟国際情報大学発

コワーキング・ラボ
新潟市の古町エリアにある
新潟国際情報大学新潟中央キャンパス内にて

「コワーキング・ラボ こくじょう」を運営しています。
　2階コワーキング・ラボ「こくじょう」は、学生やビ
ジネスマン、起業家などさまざまな年代や国籍の人
が気軽に交流できる場です。学習室やオフィスとし
て、またライフワークの活動拠点として活用してくだ
さい。図書館の閲覧室で、または、カフェのコーヒ－
1杯で後ろめたさを感じながら勉強している方、フ
リーランスで自宅でひとり働いている方、営業の途
中で次のアポイントまで時間が空いてしまった方、人
目を気にせず、堂々と好きなだけ滞在してください。
ドリンクバーがあります。新聞、雑誌があります。お
もしろい人がお隣りでコーヒーを飲んでいるかもしれ
ません。

　「コワーキング・ラボ　こくじょう」は、大学と社会
の波打ち際のような場所を目指しています。潮だま
りにびっくりするような魚がいるかもしれません。

■開館時間

■休 館 日

■利用料金 （1日）

／ 月～金 9：00 ～ 20：30
土・日 9：00 ～ 17：00

／ 祝日、年末年始、
その他大学が定めた日

2階  コワーキング・ラボ  こくじょう

■貸出し備品料金 （1日）

一般
オープンカレッジ受講生
シネ・ウインド会員
大学生・高校生・中学生

利用案内

500
300
300

円

円

円
無料

プロジェクター
音響設備
100inchスクリーン
150inchスクリーン（1Fのみ）
机、イス
簡易ステージ
展示パネル

5,000
1,000
1,000

円

円

円

無料
無料
無料
無料

※1階ホールの利用は無料です。
　イベント等で利用する場合は事前に予約が必要です。
　詳細は事務室までお問い合わせください。

ライブラリー
辞書・新聞・タウン誌など。

個人ブース
集中して作業したいときはこちら。
心置きなく勉強できます。

ドリンクバー
いつでも挽きたての美味しい
コーヒーが味わえます。

コピーコーナー
複写機、B0まで印刷可能な
大判プリンターを設置。

1人で気ままに過ごしたり、人と人とが交流できる場所。

ミーティングルーム
周囲を気にせず打ち合わせや会議
をしたい時は、ミーティングルームで。

オープンラウンジ
個人またはグループで。
さまざまな人との交流の場を提供します。
イベント時は客席として。電源、WiFi完備。

　単なる机貸しや小部屋貸しのレンタルオフィスに対し、
個々に仕事を持ち働く人たちが、働く場所（空間）を同じ
くするだけでなく、コミュニケーションを図ることで、互い
に情報とアイデアを共有し、新たなビジネスを創造できる
施設です。「コワーキング・ラボ こくじょう」には、コミュニ
ケーションスペースとしてのオープンラウンジ、集中して
作業ができる個人ブース、数人で周囲を気にせず会議が
可能なミーティングルーム、大判プリンターを有するコ
ピーコーナー、ライブラリー、ドリンクバー、キッチンなど
で構成されています。

コワーキングスペースとは……？

2F

　1階ホールは、展覧会、ミニコンサート、トークショーなどのイベント会場としてご
利用いただけます。WiFi完備のスペースで待ち合わせなど、自由にご利用ください。

待ち合わせや各種イベント、
情報発信拠点として誰でも気軽に立ち寄れる場所。

カフェテリア「YOU & I」
　元祖かにみそパスタのお店。ランチメニューや60種のパスタな
ど、お昼には多くの方からご利用いただいています。ランチに付く

「ペンネサラダ」も好評です。
また、各種懇親会等も承っております。当施設利用後の懇親会は
移動なしで大変便利です。ご予約、料金、メニュー、時間等のお問
い合せは下記までお願いします。

営業時間：平日 11:30～20:00（土日 11:30～15:00）不定休
電話番号：025-222-6379

1F エントランスホール

新潟中央キャンパスのご案内
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新潟国際情報大学エクステンションセンター
提携駐車場のご案内
　当センターの提携駐車場を下図の通りご案内いたします。
受講生の方にパーキングスペース「駐車サービス券」を割引価格にて販売いたします。ご希望の方は２階事務室
でご購入いただけます。
　なお、当センター周辺には多くのコインパーキングがございますが、「駐車サービス券」は下図の駐車場および
提携先である『パーキングスペース』の駐車場でのみご利用になれます。
ご利用される方は、各駐車場の案内看板に以下のロゴやマークがあることをご確認ください。 

×

新
堀
通
り

坂
内
小
路

柾
谷
小
路

提
携

駐
車
場

新
潟
中
央

キ
ャ
ン
パ
ス

提
携

駐
車
場

提
携

駐
車
場

本町通り

ホテル
ディアモント様
1F:デイリー様

カントリー
ホテル様
1F:吉野家様

三井住友
信託銀行様

東北電力
新潟支店様

イトー
ヨーカ堂様

上大川前通り

ドコモ様

野村
證券様

第四銀行
本店様 だいし

ホール様

北越
銀行様東横

イン様公
園

秣川岸通り

至柳都大橋

鏡橋交差点

至 萬代橋

セブン-
イレブン様

※各駐車場にて料金体系は変更されている場合もございます。
　詳しくは現地での確認をお願いします。 
※上記駐車場に関するお問合せ先：
　株式会社スペースアイ　TEL：025-379-6820

SPACE
P パーキングスペース

新潟国際情報大学新潟中央キャンパス駐車場

30分　100円
最大料金 800円
60分　100円
最大料金 500円

新潟市中央区本町通7番町1095番
　　　　　　　13台

8：00～20：00

20：00～8：00

住 所
駐車台数

料金体系

SPACE
P パーキングスペース

上大川前通6番町駐車場

20分　100円
60分　100円
最大料金 900円
最大料金 500円

新潟市中央区上大川前通6番町1183
24台（内1台は軽自動車専用）

7：00～22：00
22：00～7：00
8：00～19：00
19：00～8：00

住 所
駐車台数

料金体系

ロ　ゴ マーク

SPACE
P パーキングスペース

上大川前通8番町駐車場

30分　100円

最大料金 500円

新潟市中央区本町通8番町1251-1

　　  39台（内、月極 14台）

0：00～24：00

駐車後１２時間

住 所

駐車台数

料金体系

SPACE
P
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新潟国際情報大学エクステンションセンター
提携駐車場のご案内
　当センターの提携駐車場を下図の通りご案内いたします。
受講生の方にパーキングスペース「駐車サービス券」を割引価格にて販売いたします。ご希望の方は２階事務室
でご購入いただけます。
　なお、当センター周辺には多くのコインパーキングがございますが、「駐車サービス券」は下図の駐車場および
提携先である『パーキングスペース』の駐車場でのみご利用になれます。
ご利用される方は、各駐車場の案内看板に以下のロゴやマークがあることをご確認ください。 

×

新
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小
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駐
車
場

新
潟
中
央

キ
ャ
ン
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ス

提
携

駐
車
場

提
携

駐
車
場

本町通り

ホテル
ディアモント様
1F:デイリー様

カントリー
ホテル様
1F:吉野家様

三井住友
信託銀行様

東北電力
新潟支店様

イトー
ヨーカ堂様

上大川前通り

ドコモ様

野村
證券様

第四銀行
本店様 だいし

ホール様

北越
銀行様東横

イン様公
園

秣川岸通り

至柳都大橋

鏡橋交差点

至 萬代橋

セブン-
イレブン様

※各駐車場にて料金体系は変更されている場合もございます。
　詳しくは現地での確認をお願いします。 
※上記駐車場に関するお問合せ先：
　株式会社スペースアイ　TEL：025-379-6820

SPACE
P パーキングスペース

新潟国際情報大学新潟中央キャンパス駐車場

30分　100円
最大料金 800円
60分　100円
最大料金 500円

新潟市中央区本町通7番町1095番
　　　　　　　13台

8：00～20：00

20：00～8：00

住 所
駐車台数

料金体系

SPACE
P パーキングスペース

上大川前通6番町駐車場

20分　100円
60分　100円
最大料金 900円
最大料金 500円

新潟市中央区上大川前通6番町1183
24台（内1台は軽自動車専用）

7：00～22：00
22：00～7：00
8：00～19：00
19：00～8：00

住 所
駐車台数

料金体系

ロ　ゴ マーク

SPACE
P パーキングスペース

上大川前通8番町駐車場

30分　100円

最大料金 500円

新潟市中央区本町通8番町1251-1

　　  39台（内、月極 14台）

0：00～24：00

駐車後１２時間

住 所

駐車台数

料金体系

SPACE
P

入会年度  年度 申込日 年　　　　月　　　　日

ふりがな

企業（法人）名 　従業員数 名

住　所

〒

TEL FAX

ふりがな 役　職　名

代表者名  ㊞

ふりがな 部　署 役　職　名

担当者名

ご連絡先

〒

TEL FAX E-mail

法 人 会 員 申 込 書

キ
リ
ト
リ
セ
ン

　新潟国際情報大学エクステンションセンターでは、企業単位でセンターのオープンカレッジをご利用いただく際の便宜を図るために、
法人会員制度を設けております。年度会費10,300円（当該年度有効）で、受講料（一般）より最大約20％割引で受講いただくことがで
きます。
　年々講座なども充実していますので、幅広く御社の研修、セミナーとして講座をご活用ください。

（１）法人会員制度について
１．年度会費 10,300円（後期会費7,200円）　※納入後の会費の返金はいたしません。　
２．受 講 料 受講料（一般）より最大約20％割引。（プライベートレッスンは対象外となります。）
３．受講対象 申し込み企業（団体）に勤務されている方。
４．受講人数 人数の制限はありません。（ただし、各講座定員[先着順]になり次第 締め切り）
５．申込方法 下記の申込書にご記入の上、郵送願います。
６．お支払い 申し込み後、「請求書」をご担当者様宛にお送りいたします。
７．継　　続 入会の次年度からは、会費の納入をもって継続といたします。
８．法人会員割引についてのご注意

◆受講料の法人会員割引は、次の場合には適用されませんので、予めご了承ください。
　● 受講する講座の開講日までに法人会員のお申込みがないとき。
　  ※法人会員のお申込み後に開講される講座から、受講料の割引が適用されます。
　● 講座の開講日までに、法人会員のお申出がないとき。
　  ※開講日後（当日を含む）は、差額のご返金には応じられません。

９．お申込み（お問合せ） 新潟国際情報大学　エクステンションセンター（新潟中央キャンパス内）
  〒951-8068　新潟市中央区上大川前通七番町1169番
  TEL　025-227-7111　FAX　025-227-7117　 E-mail　exten@nuis.ac.jp

（２）講座の受講については「受講のご案内」（P.48）をご覧ください。
※ご記入いただいた個人情報は本エクステンションセンターで適切に管理し、講座およびご案内以外の目的では使用いたしません。

新潟国際情報大学エクステンションセンター
『法人会員制度』のご案内







〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1169番
TEL.025-227-7111　FAX.025-227-7117
E-mail exten@nuis.ac.jp
http://www.nuis.ac.jp/extension/

〒950-2292 新潟市西区みずき野3丁目1番1号
TEL.025-239-3111　FAX.025-239-3690
http://www.nuis.ac.jp

［新潟中央キャンパス］
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通 新潟国際情報大学
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JR新潟駅万代口より市内バス5分「本町」下車徒歩1分

［本 校］


