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異文化塾

大学は4学年の学生を対象に講義をおこないます。しかしそれ以外にも多くの授業をおこなっ
ています。たとえば単発の公開講座や、社会人の方々を対象とした連続講座などです。ほかに
も大学教員が企業や自治体へ行って講義をおこなうこともありますし、小中学校や高校の生徒
を対象に授業をすることもあります。もちろんそれらは非正規のものではなく、大学として責
任をもって展開すべき正規の活動であり、それぞれが非常に重要であるのは当然です。ただし
それらの講義の意味づけは多様で、その多様性を反映して、英語圏に限定してもそれらの呼び
方はいろいろあるようです。

たとえばパブリック・レクチャー public lecture という呼び方があります。それらの授業は「公
的」な一般社会を対象としており、大学の学生を対象とした私的な空間で展開される正規の授
業とは対照的です。またエクステンション extension というと、大学教育の時間的・空間的「延
長」としての教育のことであり、大学への入学前と卒業後、ともに大学の授業を生涯にわたっ
て受けつづけることを意味します。類似した単語にアウトリーチ outreach というものもあり
ます。これは大学がまわりの地域に「広がり」つつ、その場での奉仕活動として教育をおこな
うというイメージです。

こうした単語を並べたのは、ものしりぶって偉そうにしたいのではなく、日本語で社会人
教育と呼ばれるものも実はいろいろな意味を持っていることを考えたいからです。このパンフ
レットで紹介されている講座も同様です。本学としてこのような講座を提供することが絶対に
重要だと考えていますが、それらがどのような意味で重要なのかは、おそらくひとつの答えに
は限定できません。

考えてみればそれも当然で、大学としてもいろいろな意味をこめて講座を用意していますが、
受講される皆さんにとってもその目的はひとつではないはずです。たくさんの方々がそれぞれ
複数の目的や意味を感じつつ受講していただいているはずです。

こうして新潟国際情報大学新潟中央キャンパスを舞台として、本学の教職員、学外の専門家
の方々、そして受講生の皆さん、そうした多様な人々の考え方や価値観、専門知識などが交錯
し、相互に影響を与えあうのが公開講座です。この場所では知識や技能を得るだけでなく、新
たな社会関係の構築にも参加していただきたいと思います。その新しい関係こそが社会をより
よくするはずで、そのことが大学教育の最大の目的のはずだからです。どうかよろしくお願い
します。

…は新潟青陵大学、新潟青陵大学短期大学部、新潟国際情報大学、新潟薬科大学及び新潟工業短期大学が
相互に連携する事業「SKYプロジェクト」の一環として、公開講座を開講するものです。
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澤
さわぐち

口　晋
しんいち

一
（新潟国際情報大学国際学部教授）

1959年岩手県岩手町生まれ。新潟国際情報
大学国際学部教授。大学・大学院で地理学を学
ぶ。1989年のスバルバール諸島への調査を皮切
りに、エルズミア島、アラスカ北部など北極圏の島
や地域で調査を行ってきた。数々の北極（北西航
路）探検においてその航路となったランカスター海
峡をこの目で見たときの感動は今も忘れられない。
著書：『山に学ぶ』（共著）他多数。

第1回
講 師

髙
たかの

野　孝
たかこ

子
（特定非営利活動法人 ECOPLUS 代表理事）

1963年新潟県塩沢町（現南魚沼市）生まれ。1995年、6人
の国際チームにて、ロシアから北極点を通ってカナダまで、5ヵ
月かけて無動力（スキー・犬ぞり・カヌー）による北極海横断に
成功。犬ぞりを利用した横断は史上初。現在は野外・環境教
育活動家として「人と自然と異文化」をテーマに、地球規模
の環境・野外教育プロジェクトの企画・運営に取り組むほか、

「地域に根ざした教育」の重要性を掲げ、さまざまな活動を行
う。著書：『地球（ガイア）の笑顔に魅せられて』他多数。

第2回
講 師

石
いしだ

田　ゆうすけ
（旅行作家）

1969年和歌山県白浜町生まれ。1995年〜2002年
まで約7年半、日本に一度も帰ることなく、自転車で世界
一周し、95,000キロ、87カ国を走破。この経験を綴った
デビュー作『行かずに死ねるか！』は韓国、台湾、中国で
も翻訳され、累計30万部を売り上げる。現在は旅関係
以外にインタビュー記事やグルメ記事も執筆。全国各
地の学校や企業で講演活動を行っている。
著書：『いちばん危険なトイレといちばんの星空』他多数。

第3回
講 師

関
せきの

野　吉
よしはる

晴
（探検家・医師）

1949年東京都墨田区生まれ。一橋大学在学中に探検部を創
設し、1971年アマゾン全域を下る。その後25年間に32回、通算
10年以上にわたって中南米への旅を重ねる。その間、現地での
医療の必要性を感じて、医師となる。1993年からは人類がアフリ
カから南米大陸に拡散した5万キロに渡る道のりを逆ルートで辿る

「グレートジャーニー」に挑戦。2002年にタンザニアのラエトリにゴー
ルした。1999年植村直己冒険賞。武蔵野美術大学名誉教授。
著書：『グレートジャーニー：人類400万年の旅 全8巻』他多数。

第4回
講 師

D 語学講座
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〜土曜コース〜　………………………………………………………………… 30

はじめてのExcel入門（シニア/初心者向け）　…
〜平日コース〜　………………………………………………………………… 30

すぐに役立つExcel基礎……………………………………………… 31
【実践力UP】Excel応用……………………………………………… 31
【仕事効率UP】Excel関数テクニック………………………… 32

はじめてのWord入門（シニア/初心者向け）　…
〜土曜コース〜…………………………………………………………………… 32

はじめてのWord入門（シニア/初心者向け）　…
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E パソコン講座

プライベートレッスン

ご案内

開講日 10/8・29、11/12、12/3
（土曜日　全4回）

開講時間 13：30～15：00
定　員 70名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料
一般 3,500円
高校生以下 2,500円

　「旅」「冒険」「探検」これら3つの言葉に私たちはほとんど無条件にワクワ
クドキドキし、大いなるあこがれを感じます。なぜなのでしょうか。私たち人
間はこうした行為を通じて未知へ向かおうとする遺伝子がもとから組み込
まれているのかもしれません。
　今回の異文化塾では、日本を代表する旅・冒険・探検の3達人に、未知へ
と自ら向かう中で出会った異環境・異文化、そこから導かれた思い、考えに
ついて縦横に語っていただきます。

第 1回：私が選んだ「旅・冒険・探検」 講師：澤口　晋一
人は、いったいいつから旅をし始めたのでしょうか。そ
の目的は何だったのでしょうか。考え始めるとどこまでも
想像が広がっていきます。また、なぜ人は冒険、探検へ
と生命の危険も顧みずに立ち向かっていくのでしょうか。 
　第1回は、人がこれまで行ってきた旅・冒険・探検を、私の目
線からいくつか選び、異環境・異文化との接触という側面にも
触れながら紹介することで、3人の講師の先生方のお話の扉
を開きたいと思います。

第 2回：異なるものと出会う価値 講師：髙野　孝子
これまで世界各地の都市や集落、自然の中を旅し、零下50
度から摂氏50度の気温の中で活動し、海に潜り、空を飛び（落
ち）、川を下り、岩山を登り、大地を歩きました。自然の中で
の活動はたくさんの教訓を私に与えてくれました。さまざま
な民族と生活や旅を共にしたことは私の価値観を揺さぶり、
作り直し、哲学や信念を築くことにつながりました。
あらゆる旅が印象的ですが、その中でも重要だった初期の

旅についてお話しし、調査研究の結果も含めて、若い時期の
体験の価値について考えます。

第 3回： 異質なものを楽しむ生き方～世界9万5000km自転車ひとり
旅から～ 講師：石田ゆうすけ

7年にわたる自転車の旅に沿って、選りすぐりの写真をスラ
イドで上映しながら、実際に世界一周旅行をしている気分に
浸ってもらい、その上でさまざまなエピソードをお話しします。
旅行中は数えきれないほどの出会いやハプニングがありま

した。異なる人たちや異文化とどう向き合えば楽しく生きら
れるか、経験したからこそ学べたものがあると感じます。一面
的な視点から離れて、多角的に物事を捉え、理解する大切さ、
面白さをお伝えしたいと思います。

第 4回：種の多様性と文化の多様性 講師：関野　吉晴
自然界は多様性に満ちています。今、種の多様性の大切さ

が重要視されるようになりました。自然界では、種が同じなら
ば、その生活史のバリエーションは多くはありません。しかし、
人類は世界中のあらゆる気候帯に移動していきました。
最終回は、人類が多様な文化を持つことによって、つまり文
化の多様性を持つことによって、具体的に、どのように拡散し
ていったかをみていきます。

講座内容

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、会場内でオンライン中継に
なる場合がございます。

講座
番号 F22501 旅・冒険・探検,未知との出会い 申込締切日 9月26日

異文化塾

1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。



開講日 10/15・29、11/12、12/3
（土曜日　全4回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　ウクライナ情勢で注目を集めているロシア。政治や軍事面ばかりがテレ
ビや新聞の情報で取りあげられますが、果たして私たちはそういった背景に
絡む「文化」に関して知っているでしょうか。かつてソ連時代には、ウクライ
ナとロシアは同じイデオロギーを有する共同体として、「文化」が育まれて
きました。世界情勢や今日の状況を理解するには、そうした文化的側面から
理解することも必要なのではないでしょうか。
　この講座では、20世紀にその文化が形成された過程を、アートという観
点から見ていきます。

第 1回： 十月革命前後から社会主義建設期まで（1910年代～1930
年代初頭）
～前衛芸術と革命の連動から芸術諸派の覇権争いへ～

第 2回： 全体主義体制の確立期（1930年代半ば～1950年代初頭）
～創作家同盟という政府の下部組織としての芸術～

第 3回： 「雪解け」から安定期まで（1950年代半ば～1970年代）
～日常生活を讃える芸術から公式と非公式の分離へ～

第 4回： 「停滞」の時代からソ連崩壊期まで（1970年代～1990年代）
～「余計者」の表現から社会の矛盾を照らす鏡へ～

講座内容

講座
番号 A22501 20世紀ロシア／ソ連芸術史 申込締切日 9月30日

開講日 10/8・29、11/5・12
（土曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　人類の半数以上はマルチリンガル、ほぼすべての国は多言語だと考えら
れます。言語政策で巡る世界の旅、今回の目的地は台湾です。台湾には現
行土着言語だけで30種類以上あり、新移民の言語も含め、政府は多元言語
主義を採用しています。また、多くの高齢者は日本語を主要言語にしています。
ところが、台湾語も含め台湾のほとんどの言語は、ユネスコの基準では「消
滅危機言語」になっています。一体なぜ？新潟国際情報大学の海外研修制
度で2021年9月から１年間台湾に滞在した私が、「バイリンガル国家2030
政策」で英語公用語化が進む現在の台湾の様子もリポートします。
　この講座は日本語で行います。

第 1回：多言語の表と裏　バベルの塔は祝福？呪い？
～あなたが先住民・新移民・教師・教育大臣だったら？～

第 2回：フィールド・台湾
～多言語国家の言語状況は歴史を映す鏡～

第 3回：台湾の言語政策　昔・今・あした
～アイデンティティのせめぎあい～

第 4回：バイリンガル国家2030へ
～両言語のいいとこ取りは可能？～

講座内容

講座
番号 A22502 多言語の世界（台湾篇）　�

〜ダイバーシティは敵？味方？〜
申込締切日 9月26日

開講日 1/4・11・18・25
（水曜日　全4回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　新潟市と人口がほぼ等しいカナダのアルバータ州エドモントン市は世界
で初めてLRT（light rail transit）を導入した公共交通先進地として有名です。
　新潟国際情報大学の提携校であるアルバータ大学での1年間の在外研
修における実地調査の結果をもとに、カナダと日本の地域内公共交通を比
較し、現状と課題を明らかにします。
　また、第4回では大都市を拠点として格安運賃で運航するLCCと、地方
都市間を直接結ぶリージョナル航空会社を取りあげ、地域間公共交通への
理解を深めます。

第 1回： LRT発祥の地、 カナダ・アルバータ州エドモントン市の現状
第 2回：公共交通の運賃制度
第 3回：地域の公共交通の課題
第 4回：地方都市における空路の展望

講座内容

講座
番号 A22503 公共交通の現状と課題 申込締切日12月21日

開講日 10/8・29、11/5、12/3
（土曜日　全4回）

開講時間 15：15～16：15
定　員 10名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化され、中学校では
「技術・家庭科」の中でプログラミング教育が扱われ、高等学校においても
2022年度から「情報 I」が必修化されました。大学でもプログラミングを学
習する授業があり、社会に出てからもプログラミングが注目され必要とされ
ています。児童・生徒・学生たちがプログラミングでどのようなことを学ん
でいるか、プログラミング教育のねらいはどのようなものか、一般の方に伝
わっていないことが多いと思います。これらについて実際に体験などをしな
がら学習していきたいと思います。

第 1回：小学校におけるプログラミング教育のねらい
第 2回：中学校におけるプログラミング教育のねらい
第 3回：高等学校におけるプログラミング教育のねらい
第 4回：大学におけるプログラミング教育
 プログラミング教育についてまとめ

講座内容

講座
番号 A22504 プログラミング教育について学ぶ　

〜児童、生徒、学生の学びとプログラミング教育のねらい〜
申込締切日 9月26日

河
かわはら

原　和
かずよし

好
（新潟国際情報大学経営情報学部情報シス
テム学科准教授）

1969年生まれ。信州大学大学院工学系研
究科博士後期課程システム開発工学専攻修
了（工学博士）。1999年より本学専任講師、
2019年より現職。研究分野は画像処理、コン
ピュータビジョンとその応用。

講 師

山
やました

下　功
いさお

（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科
博士課程後期単位取得満期退学。ミツミ電
機勤務を経て、2007年より本学専任講師、
2013年より現職。研究分野は管理会計、原
価計算、会計情報システム、公共交通経営。

講 師

小
こばやし

林　伊
いおり

織 （Peter Iori Kobayashi）
（新潟国際情報大学国際学部准教授）

台湾に約20年、イギリスとフィリピンに各3年の
生活経験を持つ。国立政治大学MA（東アジ
ア研究）、ハル大学BA（東南アジア研究）、ア
テネオ・デ・マニラ大学PhD単位取得（英語学・
英語文学）。銘伝大学客員研究員。トリニティ・
カレッジ・ロンドンCertTESOL取得。

講 師

鈴
すずき

木　佑
ゆうや

也
（新潟国際情報大学国際学部准教授）

1980年神奈川県生まれ。2015年ロシア国立
芸術学研究所Ph.D（芸術学）、2016年東京
外国語大学博士（学術）。専門はロシア/ソ連
の美術史および建築史、都市計画。政治権力
と建築、表象文化を研究テーマにしている。

講 師

文化・教養講座A

2 3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。



樋
ひぐち

口　勲
いさお

（信濃川大河津資料館コーディネーター）

学校現場における大河津分水学習を中心とした河
川教育、郷土教育の推進に従事し、学習カリキュラ
ムの作成や学習ツールの開発などを担当。河川史・
土木史の調査研究も手掛ける。著書・論文：「信濃
川の治水事業と大河津分水の建設（月刊『河川』）、

「公共事業の原点大河津分水ー大河津分水建設
の歴史（月刊『土木施工』）」、「大河津分水に刻ま
れたもの（月刊『地図中心』）」、「大河津分水の理
解度向上のための水辺と土木遺産の利活用（土木
学会論文集）」など。

第1回
講 師

織
おりはら

原　正
まさあき

明
（特定非営利活動法人にいがたデジタル
　コンテンツ推進協議会シネマコンテンツ部会長）

1960年生まれ。新潟テレビ21で放送記者や 
番組プロデューサー・ディレクター業務に携わる。
長岡藩家老 河井継之助に関する歴史番組や 
クイズ番組、さらに国民文化祭の事業として鈴木
牧之の『北越雪譜』をテーマにした特番などを 
足掛け10年に渡り予備校講師 林 修氏と手掛
けている。一方で萬代橋や大河津分水路建設
工事、県内の砂防工事に携わったシビルエンジ
ニアを紹介するシリーズ特番も展開中。本年4月
には地元と共同して治水運動家、田沢実入の 
顕彰碑を新潟市南区の墓所に設置した。

第2回
講 師

今
いまい

井　誠
まこと

（国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所長）

2003年に国土交通省入省。北海道で6年
間、東京で9年間、オーストラリアで3年間、イン
フラ事業などに携わった後、昨年4月より現職。
現在、大河津分水路を含む信濃川中流域の
河川管理・工事に携わっている。

第3回
講 師

平
ひらやま

山　征
いくお

夫
（新潟県生涯学習協会会長）

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、同年4
月同大学顧問に就任し、2021年12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年旭日重光章を受賞する。

第4回
講 師

開講日 10/14・28、11/11・18
（金曜日　全4回）

開講時間 13：30～15：30
定　員 40名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　3年に一度は水害を起こしていた信濃川。その暴れ川から越後平野を解
放したのが大河津分水でした。その構想は300年前の享保17年まで遡り、
多くの曲折を経て、明治42年に近代的土木技術を導入してようやく本格着
工となりました。「東洋のパナマ運河」と評された大工事は大正11（1922）
年8月に通水を迎え、その後何回かの改修が行われ、現在は河川工事として
は国内最大規模の令和の大改修が進行中です。長年の歳月を要した偉業は、
反対活動や開削事故などの中で、数回の中断を余儀なくされましたが、こ
の中で分水開削推進運動を進め、通水に向けて尽力した先人たちの存在も
忘れてはなりません。新潟と信濃川の幸せな関わりの礎となっている大河
津分水をもっと知ってみませんか。

第 1回：新潟を支え続ける大河津分水 講師：樋口　勲
3年に一度という頻度で襲い掛かる水害、米どころとは程遠
い泥深い田が広がる低湿地帯。
新潟をすみよい地に変え、人々の暮らしを豊かにしたいと
考えた100名を超える先人たちが、地域の垣根を越えて結束
し大河津分水を願い続けました。その願いが通じ着工した工
事は地すべりに阻まれて中止に追い込まれ、時に堰が陥没す
るなどの大事故を乗り越えて完成しました。
令和元年の大洪水など度重なる氾濫から今も新潟を守り
続ける大河津分水をダイジェストで紹介します。

第 2回：近代日本の列島改造“起点”となった北越戦争 
 講師：織原　正明

大河津分水が通水100年を迎えた今年、映画「峠　最後のサ
ムライ」が公開されたことは偶然とはいえ、何かの縁を感じざる
を得ません。
北越戊辰戦争当時、越後は大洪水に見舞われていました。河
井継之助の配下で戦い、その後は河井家を扶養しながら北海道
に渡った長岡藩士、新政府軍の幹部として増水した信濃川の渡
河作戦を決断した長州藩士など、近代日本の列島改造を巡る人
脈の“起点”が、いわば北越戦争にあったことに驚かされます。
その支えとなった「サムライ」の知られざる物語から始めます。

第 3回：進化を続ける大河津分水路と技術 講師：今井　誠
100年の間、越後平野を守り続けてきた大河津分水路は、川

底の低下、施設の老朽化、洪水の激甚化などの課題を解決する
ために、進化を続けています。
この講座では、大河津分水路の改修に用いられている技術に
も着目しつつ、これまでの100年間に行ってきた堰の改築や川
底の低下対策、次の100年間に向けて現在実施している「令和
の大改修」などの取組みを紹介します。

第 4回：“水の都”は今も新潟のアイデンティティか 
 講師：平山　征夫

江戸の昔から新潟に旅する人は「72の橋が架かる美しい水
の都」を訪れることを大きな楽しみとしました。信濃川と阿賀野
川二つの大河が河口でぶつかる新潟は水の惠とともに、水と闘
いながら生きてきました。そして、大正11年の大河津分水通水
で可能となった大河の水量調節は、大きな水利用の変化ととも
に新たな「水の都」の賑わいももたらしました。
しかし、戦後の高度成長と車時代の到来で道路が足りなくなっ
た私たちは、川も堀も橋もみんな埋めました。そして水の都で
なくなった新潟は、それ以来アイデンティティを失いました。で
は今、新潟は何をすべきなのか。考えてみましょう。

講座内容

講座
番号 A22505

大河津分水通水100周年記念講座【後援：燕市】 
構想から通水までの200年、通水からの100年、そして未来へ�

新潟県生涯学習
協会企画講座 申込締切日 9月30日

開講日 10/29、11/12・19
（土曜日　全3回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 15名
教材費 『新潟県　県民性の人物史』新潟日報事業社

（現：新潟日報メディアネット）1,980円
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,500円
在学生 3,100円
卒業生・父母・法人会員　 3,600円

　新潟県には、「杉の木と男の子は育たない」「新潟県人は、あばら骨が一
本足りない」という言葉があります。その反面、新潟県人は勤勉で、忍耐強
く、誠実だとも評価されています。交通通信網が発達した現代でさえも、各
都道府県民は、固有の気質を持ちます。これが県民性です。
　この講座では、新潟県人はどのような県民性を持ち、それはどのように形
成されたか、県民性は新潟県の人物にどのように投影されているのか、そし
て私たちは県民性とどのように付き合っていけばよいのかを、新潟県の歴史、
人物史、民俗史の視点から総合的に明らかにします。

第 1回： 新潟県の県民性は、どのように形成されたか。
第 2回： 新潟県の県民性は、新潟県人にどのような影響を与えたか。
第 3回： 新潟県の県民性は、どのようにして強化され、伝えられてき

たか。

講座内容

講座
番号 A22506 新潟県の県民性はどのように創られたか　�

〜歴史・人物史・民俗史〜�
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日10月14日

伊
いとう

藤　充
みつる

（新潟青陵大学福祉心理学部社会福祉学科特任教授）

1951年新潟県生まれ。新潟大学教育学部卒業後、公立小学
校、附属新潟小学校、新潟県教育庁、新潟市教育委員会に勤
め、新潟市立新潟小学校長を最後に退職。その間、新潟県史、新
潟市史を初めとする市町村史の編集委員・執筆委員を務める。新
潟市教育委員会教育政策監、新潟大学教育・学生支援機構特
任教授を務め、現在は新潟青陵大学特任教授、新潟県NIE（新
聞活用教育）推進協議会会長。著書として、『新潟県　県民性の
歴史』、『新潟県　県民性の人物史』、『新潟県　県民性の民俗
史』、『官立新潟師範学校を卒業した人々』。分担執筆として、『新
潟県史』、『新潟市合併町村の歴史』、『新潟市史』、『新発田市
史』、『豊栄市史』、『小須戸町史』、『村松町史』などがある。また、
監修として『知っておきたい新潟県の歴史』などがある。

講 師

開講日 10/14・28、11/11・25
（金曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　「越後」、「新潟」、「蒲原」、「沼垂」…古くから受け継がれてきた地名をど
のように調べれば地域の歴史が読み取れるのでしょうか。一筋縄ではいか
ないけれど、いま地域に息づく地名・町名のありようを注目することでその
ヒントが得られるかもしれません。
　また、漢字表記を基本としてきたゆえの宿命的問題にも踏み込んでみた
いと思います。

第 1回：「新潟（にーがた）」と「沼垂（ぬったり）」
～郷土の二大地名を考える～

第 2回： 難読地名の代表「沼垂（ぬったり）」
～漢字表記の歴史的宿命か～

第 3回：「西新潟」と「江東」
～地域の方向感覚～

第 4回：「飛行場道路」や「産業道路」
～地域を結ぶもの～

講座内容

講座
番号 A22507 地名・町名でわかる郷土新潟の歴史 申込締切日 9月30日

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。

講 師

4 5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。



江
えばた

畑　徹
とおる

（新潟県雲蝶ネットワーク・コーディネーター、
三条雲蝶会特任会員）

1955年生まれ。新潟市出身。2013年より石
川雲蝶ボランティアガイド団体三条雲蝶会入
会。2014年〜2021年三条雲蝶会副会長。
この間、三条の雲蝶作品のガイド、生誕200
年祭他、ほぼ毎年講演会やイベントの企画実
行に参画。2022年より新潟県雲蝶ネットワー
ク・コーディネーター。

講 師

開講日 10/8・15・29、11/5・12
（土曜日　全5回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス（第1回～第4回）

※第5回は、現地集合・現地解散となります。

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　石川雲蝶は江戸生まれで、幕末から明治初期にかけて越後で活躍した彫
刻師です。魚沼市にある西福寺開山堂の天井一杯に彫られた『道元禅師猛
虎調伏の図』は極彩色で彩られ、見る人に圧倒的なインパクトを与えます。
　しかし、作品はそれだけではなく、約1,000ほど残っており、それぞれ多
彩な魅力をはなっています。そして、その作品はほぼ新潟県にしか残ってい
ません。まさに、新潟県の至宝です。この石川雲蝶について、日本美術史、
日本文化史の中で見つめていきたいと思います。
　また、上州（群馬県）生まれながら、越後で雲蝶と数々の競作もした小林
源太郎、雲蝶の弟子、越後の彫物大工、彫工にも触れていきたいと思います。

 ※第5回は、現地集合・現地解散となります。

第 1回：石川雲蝶とはどのような人か
語りと講義で雲蝶の基礎知識を学ぶ　
語り　三条雲蝶会・水品桂子「石川雲蝶を語る」
　　　大浦雲蝶会・佐藤春美「石川雲蝶と大龍和尚」

第 2回：日本美術史の流れと雲蝶
第 3回：雲蝶周辺の彫工たち

～小林源太郎 雲蝶の弟子 越後の彫物大工・彫工～
　小林源太郎は上州（群馬県）出身で雲蝶より15歳ほど年長
ですが、来越し、雲蝶と数々競作、また単独制作もした優れた
彫工です。雲蝶の弟子については未解明のところも多いので
すが、雲蝶にかかわる重要テーマでもあります。
　また、雲蝶、源太郎は江戸彫りとも言われる関東の彫工の
流れを汲みますが、越後にも現糸魚川市の市振大工、弥彦山
日本海側の間瀬大工など、信州（長野県）、越中（富山県）まで
進出し作品を残した彫工たちがいます。

第 4回：日本の美意識と雲蝶
第 5回：現地見学<佛興寺>（新潟市中央区神道寺3-1-14）　

新潟市にも貴重な雲蝶作品があります。

講座内容

講座
番号 A22508 石川雲蝶をめぐる日本文化史 申込締切日 9月26日

開講日 2/1・8・15、3/1・8・15
（水曜日　全6回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 10名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　イザベラバード（Isabella L. Bird。以下、Birdさん）のUnbeaten 
Tracks in Japan（以下、UBTiJ）のPreface、Letter I、Letter XIVから
XVIIを使って、1878年当時の外国人から見た新潟を英文をベースに辿りま
す。UBTiJでは横浜から北上し、途中新潟に寄り、北海道まで行きますが、
この講座では、新潟に関連した部分のみ取りあげます。Birdさんは、当時
の新潟（日本）の様子を甘口、辛口で評しています。UBTiJにはたくさんの
よい訳本が出ていますが、皆さん自身が英語の原文を読むことを想定し、
それに役立つ方法などをお伝えしたいと思います。英文を読むということ
は、単に文法と単語で英文を理解するということではなく、異なる文化や時
代背景を調べながら読み進む必要があります。どのような点に注意して読
み進めばよいのかをお伝えしたいと思います。
　講座は、事前に各回で取りあげる予定の箇所の英文を事前に読んできて
いただき、講義形式で行います。テキストはこちらで用意します。英語が得
意な方、英語が大好きという方の参加をお待ちしています。一緒に原文を
考えながらUBTiJを見ていきましょう。

第 1回： 講座の説明。Preface（旅の動機など）、Letter I（日本国内
旅の初め）の注目箇所の内容

第 2回：Letter XIV（（会津）～津川までの旅）の注目箇所の内容
第 3回：Letter XV（津川～新潟までの旅）の全文の内容
第 4回： Letter XVI（新潟の様子と新潟を離れるときの様子）の全文の内容
第 5回： Letter XVII（新潟～新発田～（山形）への旅）の全文の内容
第 6回：まとめ

講座内容

講座
番号 A22509 イザベラバードと英語で旅する新潟 申込締切日 1月18日

開講日 10/15、11/5、12/3、1/7、 2/4
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　鈴木牧之の『北越雪譜』はよく知られていますが、『北越奇談』はあまり
知られていないと思います。文化9（1812）年に出版され、序文は柳亭種彦
が担当、挿絵は葛飾北斎が描いています。どんな「奇談」が書かれているか、
皆さんと楽しく読み進めたいと思います。

第 1回：『北越奇談』について
第 2回： 巻の一より龍蛇ノ奇他
第 3回： 巻の二より七奇の弁他
第 4回： 巻の三より山中の鯉魚他
第 5回： 巻の五より慈光寺の天狗他

講座内容

講座
番号 A22510 『北越奇談』を読む 申込締切日 9月30日

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。

講 師

西
にしやま

山　茂
しげる

（元新潟国際情報大学経営情報学部教授）

1950年新潟市生まれ。電気通信大学大学院
を卒業し、NTTの研究所、事業部門、子会社
に31年在籍。その後、新潟市役所でIT政策官
として4年、新潟国際情報大学に11年在籍。
専門分野は、ソフトウェア開発方法論、プロジェ
クト管理法、インターネット構成技術、情報セ
キュリティなど。NTT研究所時代米国への出
張、赴任などで米国企業の社員と一緒にソフト
ウェア開発を経験した。専門以外では日本語、
英語をはじめとする外国語など言語一般に興
味を持つ。

講 師

6 7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。



江
えばた

畑　徹
とおる

（springリサーチ代表）

1955年新潟市出身。同志社大学経済学部
卒業。1980年より大手証券で22年間個人投
資家、機関投資家営業に従事。2002年多摩
大学大学院経営情報学研究科で経営学修
士取得、調査・コンサルタント事業開始、現在
に至る。

講 師

開講日 12/10・24、1/7・21
（土曜日　全4回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　現在の日本経済は低迷、衰弱していると言わざるを得ません。2022年度
前期の講座でこのことを概観してきました。後期以降は、2023年度前期、
後期にわたって、この約40年間を3期に分け、なぜ日本経済はこのようなこ
とになったのか、原因を詳しく探求していきます。
　今回は1980年から1992年までのバブルの形成と崩壊期を分析します。
前期の第3回でもバブル期を取りあげましたが、概略を見たにとどまります。
後期は全4回をあげて今日の停滞・衰退の原因の原点ともいえるバブル期
について、探求の深度を深めます。なお、前期を受講されていない方にも
問題なく聴いていただけるよう、基礎的なことも含めてお話しします。

第 1回：混乱の70年代から80年代へ
第 2回：プラザ合意まで
第 3回： 87年ルーブル合意、ブラックマンデーを経て89年バブル絶

頂へ
第 4回：90年から92年バブル崩壊

講座内容

講座
番号 A22512 現代日本経済40年史���1980〜1992�バブルの形成と崩壊 申込締切日11月25日

開講日 11/12・19、12/3
（土曜日　全3回）

開講時間 13：00～16：10（休憩14：30～14：40）
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　今年は日中国交正常化50周年という節目の年を迎えます。1972年9月
29日、田中角栄首相と中国の周恩来首相が北京で日中共同声明に調印し、
両国は「恒久的な平和友好関係を確立する」ことに合意しました。それ以来
50年間の日中関係の道のりは決して平坦なものではありませんでした。こ
れからの日中関係をどのように展望し、どのようなビジョンを思い描けば良
いのでしょうか。
　この講座は3回シリーズで、言語・文化、政治・社会、経済・外交の分野に
おいて、それぞれのキーテーマを抽出して解説します。皆さんの中国リテ
ラシーの向上の一助となれば幸いです。

第 1回：楽学中国語の秘訣／漢詩と歳時記という文化観
第 2回： 人民代表大会制度と第14次5ヵ年計画／中国が推し進める

SDGsおよび社会の変貌について
第 3回： 中国の貿易および投資の最新動向について／日中関係50年

の紆余曲折を振り返って、未来を展望しよう

講座内容

講座
番号 A22513 「中国をもっと知る」日中国交正常化50周年記念講座　� 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日10月28日

開講日 11/15・22・29
（火曜日　全3回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,500円
在学生 3,100円
卒業生・父母・法人会員　 3,600円

　21世紀の今、戦争が始まりました。私たちは平和を願っているのに、戦争
は起きます。人はなぜ争うのでしょうか。人はなぜ憎しみ合うのでしょうか。
夫婦げんか、兄弟げんか、親子げんか、組織間の争いから国家間の戦争ま
で…。争いと紛争の心理、和解と平和の心理について、今こそ考えましょう。

第 1回：敵意と攻撃の心理学
～敵意はなぜ生まれるのか、攻撃は本能か～

第 2回：戦争の心理学
～ 兵士の心理、戦争被害者の心、集団間葛藤、プロパガンダ、
現代における戦争～

第 3回：戦争報道と平和の心理学
～共感疲労の問題と平和に向けてのアプローチ～

講座内容

講座
番号 A22514 戦争と平和の心理学　� 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日 11月1日

開講日 10/21、11/4・18、12/2
（金曜日　全4回）

開講時間 15：30～17：00
定　員 20名
教材費 『日本の食文化史 旧石器時代から現代ま

で』（岩波書店）3,520円
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,500円
在学生 3,100円
卒業生・父母・法人会員　 3,600円

　文化人類学者で元国立民族博物館館長だった石毛直道先生の著作『日
本の食文化史 旧石器時代から現代まで』を受講生の皆さんと深読みする
講座です。日本食（和食）の魅力を解き明かす食文化史を分かりやすく解説し、
皆さんと一緒に学びます。

第 1回：稲作以前
～旧石器時代から縄文時代／土器の出現／縄文時代の社会
と食生活～

第 2回：稲作社会の成立
～稲作の伝播と国家の成立／米の料理方法／米の酒～

第 3回：日本的食文化の形成期
～時代背景／肉食のタブー／年中行事と通過儀礼～

第 4回：変動の時代
～喫茶の普及／南蛮人の伝えたもの／新しいスタイルの成立～

講座内容

講座
番号 A22511 日本の食文化史　�

〜旧石器時代から安土桃山時代まで〜�
新潟薬科大学
企画講座 申込締切日 10月7日

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（人間関係の心理学）。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「チコちゃんに叱られる!」「あさイ
チ」、フジテレビ「とくダネ!」「めざまし8」、TBS

「サンデーモーニング」など。

講 師

孫
そん

　犁
りびん

冰
（新潟青陵大学短期大学部人間総合学科准教授）

中国ハルビン市生まれ。2006年3月、新潟大学
大学院現代社会文化研究科博士課程修了（経
済学博士）。専門分野は国際経済学と比較言
語学。新潟県労働金庫理事。著書に、『楽学中
国語』（単著、新潟日報事業社、2021年）、『経
済学入門』（共著、みらい出版、2018年）など。
翻訳書に、『历史与现实　松冈正刚的思辨课
（东方卷）（西方卷）』（単訳、北方文藝出版社、
2019年）、『呉敬璉、中国経済改革への道』（共
訳、NTT出版、2015年）など。

講 師

伊
いとう

藤　満
みつとし

敏
（新潟薬科大学応用生命科学部教授　博士（農学））

大手食品メーカーにて製造部門、品質管理部
門、研究開発部門の業務に従事し代表取締
役に就任する。新潟薬科大学では食品ビジネ
ス分野を専門分野としている。食文化論、食品
管理論、食品流通学、食品開発論、地域産業
ビジネス論など。

講 師

8 9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。



開講日 10/14・21、11/11
（金曜日　全3回）

開講時間 13：30～15：00（第1回・第3回）
13：30～15：30（第2回）

定　員 10名
教材費 教材費等は、受講料に含まれています。

会　場
新潟中央キャンパス（第1回）
※ 第2回および第3回は、現地集合・現地
解散となります。

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　伝統様式をふまえた日本庭園と和風建築には、ここから見ると美しい、あ
るいは意味のある景色が見える、というビューポイントがあります。また賓
客をもてなすための仕掛けがちりばめられています。ただ眺めているだけでも、
心が落ち着き、癒される日本庭園と和風建築。それに加えて、施主、大工、
庭師が見せたかった景色を楽しみ、その景色に込められた思いを読み解く
ことができるようになれば、どれほど味わい深くなることでしょう。
　この講座では、全国の日本庭園と和風建築ですぐに使える「みかた」をお
伝えします。

 ※第2回および第3回は、現地集合・現地解散となります。

第 1回：日本庭園と和風建築の鑑賞のツボ
伝統様式をふまえた庭園と建築のビューポイントと、賓客をも
てなすための仕掛け、施主の思いを読み解くツボを解説します。

第 2回：旧齋藤家別邸を読み解く
前回に学んだ「みかた」を使って、国指定名勝「旧齋藤家別邸」
を鑑賞します。

第 3回：北方文化博物館新潟分館、安吾風の館を読み解く
前回までに学んだ「みかた」を使って、「北方文化博物館新潟
分館」、「安吾風の館」を鑑賞します。

講座内容

講座
番号 A22516 日本庭園と和風建築の「みかた」を学ぶ 申込締切日 9月30日

開講日 10/14・28、11/11・25、12/2・16
（金曜日　全6回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 40名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 8,000円
在学生 5,600円
卒業生・父母・法人会員　 6,400円

　この物語には10編の平安時代中期～後期に書かれた短編物語が集めら
れています。また、ほとんどの作品が作者未詳です。この10編はまるで宝
石箱から転がり出た個性が光り輝く珠玉のような作品たちです。
　この講座ではこのうち、読者を意図的に混乱させる仕掛けがほどこされ
た物語、奇想天外な主人公の物語、あっけにとられる恋の結末の物語など、
思わずページをめくりたくなるような5編を取りあげ、それぞれの全文を丁
寧に読んでいきます。源氏物語に代表されるような「もののあはれ」の王
朝文学とはまた異なる、耽美的・倦怠的・退廃的な貴族社会の雰囲気の中
から生まれた遊び心ある楽しい王朝文学を鑑賞してみませんか。

第 1回：桜花折る少将
第 2回：桜花折る少将・虫めづる姫君
第 3回：虫めづる姫君
第 4回：思はぬ方にとまりする少将
第 5回：貝あはせ
第 6回：はいずみ

講座内容

講座
番号 A22517 『堤中納言物語』 申込締切日 9月30日

開講日 2/4・18、3/4・18
（土曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,500円
在学生 3,800円
卒業生・父母・法人会員　 4,400円

　江戸幕府が庶民教化政策の一環として編んだものに、『官刻孝義録』、「続
編孝義録料」があります。前者は刊行・流布しましたが、後者は刊行には至
りませんでした。両者ともに、江戸時代に全国各地で表彰をされた庶民の
姿が記録されています。
　この講座では、お蔵入りの形となった「続編孝義録料」を皆さんと原文で
読み味わってみたいと思います。原文をていねいに解読・解釈しながら、江
戸時代の人々の生業や生活の様子を具体的に見ていきます。古文書解読
が初めての方でも参加可能です。

第 1回：領主から表彰された人びと（概要に代えて）
第 2回：身売り奉公をして生き抜く女性
第 3回：家出した肉親を探し求める人びと
第 4回：ハンセン病の家族を介護する人びと

講座内容

講座
番号 A22518 古文書で読む「続編孝義録料」　�

〜古文書入門〜
申込締切日 1月20日

開講日 10/29、11/5・12・19
（土曜日　全4回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　日本には多くのお寺が残されていますが、その中でも奈良や京都には世
界遺産となっている古寺が多くあります。
　この講座では、現在まで伝え残されてきたお寺と、お寺に祀られてきた仏
像を画像で紹介します。さまざまな姿・形をした仏像は、私たちを新しい発
見に導いてくれるでしょう。

第 1回：法隆寺と伝来する仏像
第 2回：東大寺と伝来する仏像
第 3回：醍醐寺と伝来する仏像
第 4回：西大寺と一門に伝来する仏像

講座内容

講座
番号 A22515 古寺と伝来する仏像 申込締切日10月14日

横
よこやま

山　秀
ひでき

樹
（美術評論家、新潟県博物館協議会顧問）

1949年生まれ。日本画を専門とする学芸員と
して、新潟県立万代島美術館館長、新潟県立
近代美術館副館長を勤める。退職後は、新潟
市新津美術館館長、新潟市美術館副館長（2
年間兼務）を、また、新潟県博物館協議会では
副会長を務めた。本学オープンカレッジで仏像
とお寺の講座を担当している。

講 師

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
り本学オープンカレッジで、源氏物語講座、平
家物語講座、方丈記講座などを担当。

講 師

藤
ふじい

井　哲
てつろう

郎
（庭屋一如研究会主宰）

新潟日報カルチャースクール、大人の休日倶楽
部趣味の会講師。にいがた庭園街道、上越名
家一斉公開発起人。日本庭園・和風建築の愛
好者をふやし、施設を後世にのこす活動を県
内外で展開している。旧齋藤家別邸での講座
の受講者アンケートでは、満足度5段階評価で
4.8以上と極めて高い評価を受けている。

講 師

後
ごとう

藤　一
かずお

雄
（新潟青陵大学非常勤講師）

1956年生まれ。新潟大学教育学部卒業。新
潟大学付属新潟小学校教諭、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。

10 11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。



開講日 1/4・18、2/1・15、3/1・15
（水曜日　全6回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 8,000円
在学生 5,600円
卒業生・父母・法人会員　 6,400円

　公文書保存の重要性が指摘されていますが、江戸時代の幕府や諸藩は公文書
を作成し、越後・佐渡の5,000を超える村落でも文書は作成されました。
　古文書は今日においては貴重な文化財であり、きちんと保存し、後世に遺して
いくことが大切です。保存がなければ、活用もありません。
　古文書は、作成された時の自然・社会環境や時代の背景、生活や意識、社会の
仕組みなどを記しています。くずし字で書かれている文書を読み解き、言いまわし
や慣用句について学び、内容の理解に努めることがこの講座の目的です。

　上越市柿野（柿野新田）の宮川家文書を読んでみましょう。
　この地域は寛永年間から延宝年間まで、高田藩主導の下に大瀁野谷内という
湿地を干拓して農地とする大規模な新田開発が行われました。大瀁新田は面積
1600町歩、石高2万石、成立した新田村落は100余ヶ村にのぼり、柿野新田はその
ひとつになります。
　近世の越後国内で大規模な新田開発が行われた地域は、この大瀁郷と享保年
間に実施された紫雲寺潟の新田開発です。紫雲寺潟新田は面積1700町歩、石高
1.7万石、新田村落42ヶ村です。
　宮川家は柿野新田の庄屋を務めました。教材として使用する史料は、田地証文、
質地証文、村内における年貢不納者に対応する史料、明治期の田地（地券）売買証
文などです。各地の農村が抱えていた問題を読んでみたいと思います。史料の対
象時代は文政期から明治初期で、3代の庄屋に渡る時代です。
　なお、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

講座
番号 A22520 古文書に親しむ「解読編」Ⅱ 申込締切日12月21日

開講日 11/19、12/17、1/21、2/18、3/4
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　今回は、落語と関係の深い「芝居（歌舞伎・文楽）」に関する噺を取りあげ
ます。元になった歌舞伎や文楽の話も交えながら、楽しんでいただきます。

第 1回：「淀五郎」・仮名手本忠臣蔵四段目・判官切腹
第 2回：「七段目」・仮名手本忠臣蔵七段目・祗園一力茶屋
第 3回： 正本芝居噺
第 4回：「中村仲蔵」・仮名手本忠臣蔵五段目・山崎街道
第 5回：「胴乱の幸助」・桂川連理の柵・お半長右衛門

講座内容

講座
番号 A22521 落語に学ぶ人の情���芝居噺編 申込締切日 11月4日

開講日 12/6・13・20
（火曜日　全3回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 4,500円
在学生 3,100円
卒業生・父母・法人会員　 3,600円

　人生を決めるのは、能力でも財力でも見た目でもなく、「非認知能力」です。
近年話題に上がることが多くなった非認知能力は、私たちの能力や個性を
活かすための心の力です。どんな子供でも、どんな大人でも、学力や環境
がどうであっても、心の力で人は幸せになれます。

第 1回：非認知能力とは何か
～心理学で実証された15の心の力～

第 2回： 誠実性、グリット（やり抜く力）、自己制御力、楽観性、感情調整
第 3回： 自己肯定感、メタ認知、セルフ・コンパッション、レジリエンス

講座内容

講座
番号 A22522 非認知能力の伸ばし方　�

〜学力とは異なる心の力を育てよう〜�
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日11月22日

開講日 10/12・19、11/2・16、12/7・21
（水曜日　全6回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 8,000円
在学生 5,600円
卒業生・父母・法人会員　 6,400円

　公文書保存の重要性が指摘されていますが、江戸時代の幕府や諸藩は公文書
を作成し、越後・佐渡の5,000を超える村落でも文書は作成されました。
　古文書は今日においては貴重な文化財であり、きちんと保存し、後世に遺して
いくことが大切です。保存がなければ、活用もありません。
　古文書は、作成された時の自然・社会環境や時代の背景、生活や意識、社会の
仕組みなどを記しています。くずし字で書かれている文書を読み解き、言いまわし
や慣用句について学び、内容の理解に努めることがこの講座の目的です。

　魚沼郡山谷村（十日町市）の村役人を務めた柳家所蔵文書を教材とします。江
戸幕府の司法法典を柳家の先祖が筆写したものです。
　司法事件は先例や単独法令などを基準として裁決されてきましたが、8代将軍
徳川吉宗の享保期になると先例の蓄積や判例も増えてきたため、新たな法典の編
さんを計画しました。元文3（1738）年に草案ができ、寛保2（1742）年に上・下2巻
が完成。下巻が「御定書百箇条」であり、今回の教材です。
下巻末に「奉行中之外不可有他見者也」と記され、秘密法典でした。評定所での評
議の基準として作成され、三奉行には在職中のみ交付されましたが、それ以外の
者の閲覧は禁止されました。
　「公事方御定書」の原本は関東大震災で焼失。近年原本の写本が種々紹介され
ていますが、内容には吟味を要するようです。
　この教材は2022年度前期の「古文書に親しむ「解読編」Ⅱ」に予定していましたが、
今回の教材として使用することになりました。
　なお、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

講座
番号 A22519 古文書に親しむ「解読編」Ⅰ 申込締切日 9月28日

菅
すがせ

瀬　亮
りょうじ

司
（元新潟県立文書館副館長）

新潟大学人文学部史学科卒業。1969年公
立高等学校教諭、この間に県史編さん室副
参事、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。現在、県
立文書館文書調査員･新潟郷土史研究会副
会長。

講 師

菅
すがせ

瀬　亮
りょうじ

司
（元新潟県立文書館副館長）

新潟大学人文学部史学科卒業。1969年公
立高等学校教諭、この間に県史編さん室副
参事、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。現在、県
立文書館文書調査員･新潟郷土史研究会副
会長。

講 師

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。

講 師

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（人間関係の心理学）。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「チコちゃんに叱られる!」「あさイ
チ」、フジテレビ「とくダネ!」「めざまし8」、TBS

「サンデーモーニング」など。

講 師

12 13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。



開講日 2/4・18
（土曜日　全2回）

開講時間 10：30～15：00（休憩12：00～13：30）
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　身近な誰かに話したら、問題や困り事が解決しなくても「相談して良かった」
と思ったり、逆に「相談しても意味なかったな」と感じた経験ってありますよね。
ではこの2つの違いは何でしょう。話しているだけでは問題や困り事は解決
しませんよね。家庭や学校、職場など話し合いの場（相談室）の「外（そと）」
で問題や困り事と向き合って解決への努力や工夫をする「明日もまたがん
ばろう」という気持ちになれたか否かではありませんか。一緒に「相談して
良かった＝明日もまたがんばろう」を引き出す相談支援を考えてみませんか。

第 1回：前半／総論 ～基本的な考え方～【講義】
後半／ 聞く ～聞くためには「質問」が必要～【講義と実技（参

加者相互の模擬面接）】
第 2回： 前半／ 話す ～話すためには言葉と「内面」が必要～【講義と

実技（参加者相互の模擬面接）】
後半／ わかる ～明日もまたがんばろうを引き出す「わかる力（チ

カラ）」～【講義と実技（参加者相互の模擬面接）】

講座内容

講座
番号 A22524 困っている人を支える「相談支援」�

〜明日もまたがんばろうを引き出す「聞く」「話す」「わかる」〜�
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日 1月20日

関
せきや

谷　昭
あきよし

吉
（新潟青陵大学福祉心理学部臨床心理学科准教授）

博士（医学）。公認心理師、精神保健福祉士。
これまで15年以上、保健所やこころの健康セ
ンター（精神保健福祉センター）で精神保健福
祉相談員として精神疾患の患者さんやご家族
の方の相談に応じる。現在も大学で講義や研
究の傍ら7年以上学生相談員をしている。

講 師

開講日 10/15・29、11/12、12/3・17
（土曜日　全5回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　旅というのは視点を変えるとガイドブックの紹介とは全く違うものになる
ことがあります。フランスの町や村を旅した時、思いがけずに芸術家の足跡
をその土地に見つけたことがありました。彼らとその土地の関わり合いを
通じて、土地の理解を深めていくと同時に歴史や食、周辺の世界遺産につ
いても触れていきたいと思っています。

第 1回：オンフルール
作曲家エリック サティの生誕地。ノルマンディー地方の美し
い港町は多くの画家を魅了した。

第 2回：ヴァランジュヴィル-シュル-メール
画家ジョルジュ ブラックゆかりの地。海辺の教会にはブラック
がデザインしたステンドグラスがある。

第 3回：サン-レミ-ド-プロヴァンス
プロヴァンス地方の小さな町。画家のゴッホはここの精神病
院に入院。有名な「星月夜」を描いた。

第 4回：アルビ
フランス南西部の中世の面影が残る町。画家ロートレックは
伯爵の息子としてこの地に生まれた。

第 5回：パリ14区 ダゲール街
詩人 金子光晴や小説家 林芙美子が滞在していた庶民的な
界隈。映画監督のアニエス・ヴァルダもここを舞台に映画を
撮った。

講座内容

講座
番号 A22525 まだ見ぬフランスを訪ねる旅 申込締切日 9月30日

開講日 10/21、11/4・18、12/2
（金曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　ヴェスヴィオ火山を背景とする風光明媚な景観で知られるナポリは、イ
タリアで3番目に大きい都市です。その歴史は古く紀元3世紀に遡ります。
1861年に成立するイタリア王国に併合されるまで多くの権力者に支配さ
れました。そのため、いろいろな文化、時代を今でも感じさせてくれます。
　また、カンパーニャ州は美しい自然と街並みに恵まれ、世界中から観光客
がたえません。それはなぜなのか、一緒にみていきましょう！

第 1回：ナポリの歴史と美術館・博物館・教会 ～そのⅠ～
第 2回：ナポリの歴史と美術館・博物館・教会 ～そのⅡ～
第 3回：遺跡探訪

ヘラクラネウム（エルコラーノ）、ポンペイ、トッレアヌンツィ
アータ

第 4回：アマルフィ海岸
ラヴェッロ、アマルフィ、ポジターノ、ソレント

講座内容

講座
番号 A22526 イタリア美術と文化を旅するⅢ 申込締切日 10月7日

開講日 10/20・27
（木曜日　全2回）

開講時間 18：45～20：45
定　員 15名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　職場や地域活動において、ダイバーシティ＆インクルージョンが求められ
ています。価値観の違う人たちとどのようにすれば円滑にコミュニケーショ
ンが取れるのでしょうか。「互いの違いを受け入れて尊重する」ために、まず
は相手を知ることから始めましょう。
　この講座では、価値観の共有ワークを通じて相手を知ったうえで、互いに
尊重しながら関係を築き、言いにくいことを上手に伝える話し方、言葉の選
び方を学びます。日々のコミュニケーションを見つめ直してみませんか。

第 1回：信頼関係を築くには
● 相手を知ることからはじめよう
●＜ワーク＞互いの価値観を知る
●話しやすい雰囲気づくり（表情や態度など）
●相手の気持ちを受け止める上手な聞き方、承認のしかた

第 2回：言いにくいことの伝え方
● 伝わる話し方
●クレーム対応から学ぶ
●叱るときに心がけること
●＜ワーク＞プラスの表現を使って伝えてみよう

講座内容

講座
番号 A22523 言いにくいことの伝え方�

〜コミュニケーション術〜　
申込締切日 10月6日

菊
きくの

野　麻
あさこ

子
（フリーアナウンサー）

（株）新潟総合テレビを経てフリーに。その後も
ニュースキャスターなど数々の経験を積み、現
在、新潟経営大学客員教授、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、社員研修講師もつとめる。一般社団法
人日本アンガーマネジメント協会アンガーマネジ
メントファシリテーター™、アンガーマネジメント
ハラスメント防止アドバイザー®。

講 師

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）。

講 師

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
カデミー卒業。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、その後アトリエアルピアをフィレンツェに設
立。２０１６年帰国し、アトリエ ニンフェア主宰。
絵画活動と絵画教室。古典技法研究会のメン
バー。

講 師

14 15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。



開講日 10/15・29、11/12・19
（土曜日　全4回）　

開講時間 10：00～11：30
定　員 10名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,500円
在学生 3,800円
卒業生・父母・法人会員　 4,400円

　あなたは日頃、どのくらい歩いていますか？時間、距離？新潟県民の歩数
は直近の調査によると全国平均を下回ります。買い物、通勤で車を利用す
る人が多いからだと思います。いつでも、どこでも、ひとりでも手軽にでき
るウオーキングは、健康面からその必要性が注目されています。
　この講座では、日頃運動不足の方、あまり外出しない方、車社会の生活が
中心の方々に「歩くこと」の大切さや楽しさをお伝えし、更に、健康面だけ
ではなくその裏に秘められた謎にも迫ります。
　また、第3回、第4回は、新潟市内中心街の小路巡りをしながら、ウオーキ
ングを実践します。某新聞にかつて「楽しく歩けば風の色が見えてくる」と
謳われたように、歩き始めたら今まで見えなかった世界が見えてくることにきっ
と気づくはずです。決して難しいお話ではなく、笑いのある講座を考えてお
ります。

第 1回：歩くことと健康との関わり 
第 2回：楽しく歩くを知る
第 3回：ウオーキングエクササイズ ～新潟市内中心街小路巡り①～
第 4回：ウオーキングエクササイズ ～新潟市内中心街小路巡り②～

講座内容

講座
番号 A22528 「楽しく歩く！」を学ぶ 申込締切日 9月30日

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（栄養士／フードコンディショニングアドバイザー）

アトピー体質を改善したくて医師である祖父に
相談。「自分の身体は自分が食べたものででき
ている」と教わり、薬を使わずに体質改善を行
う。その後、本格的に栄養学を学ぶために大
学へ。しかし、医療の現場では自分の考える栄
養学は役に立たないことを知り、断念するも諦
めきれず、30年間独学で「病気にならない身体
づくり」を研究。現代栄養学・分子栄養学をもと
に、フードコンディショニング食事法を考案。食
べることが何より大好きだが料理は苦手な栄
養士でも10分でできる美味しく栄養満点のレ
シピを開発中。

講 師

開講日 10/29、11/19、12/17
（土曜日　全3回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 15名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 7,500円
在学生 5,200円
卒業生・父母・法人会員　 6,000円

　このようなことを感じていませんか？

●食べるとすぐに眠くなる
●体重は変わらないのにスタイルが変わった
●暴食はしていないのに体重が増えた
●食欲が止まらない

　現代人は忙しい。仕事に子育てに介護に自分磨き、そして家族サービス
等々。ハードなスケジュールを快適にこなすには、毎日の食事を整えること
が鍵になります。やはり身体が資本。
　この講座では、「食」を「整える」コツをお伝えします。
　
※ 新潟国際情報大学 名誉教授 高木義和先生の開発した栄養計算ソフトを
使います。パソコンまたはスマートフォンをご持参ください。

第 1回：身体のメカニズムと栄養学とダイエット
第 2回：どのように食べるのか？食事の整え方
第 3回：フードコンディショニングを3日坊主にしないコツ

講座内容

講座
番号 A22529 フードコンディショニング実践講座 申込締切日10月14日

開講日 10/8、11/19、12/3
（土曜日　全3回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 15名
教材費 2,800円
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,500円
在学生 2,500円
卒業生・父母・法人会員　 2,800円

　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。生命にやさしく働きかけ、
生命と共存するものです。植物精油を使うアロマテラピーには、薬のように
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。今回講座では、働く世代の皆さんに向けて、精神疲労、不安感の
緩和、エイジングスキンケアが期待できる精油を知り、適切な精油濃度によ
り、安全に家庭で使えるアロマクラフトを作り、お持ち帰りいただきます。

第 1回：スローエイジング・アロマテラピー
芳香蒸留水ローズのクレイパック＆シミ対策エイジングケア
オイル

第 2回：抗菌・感染対策のアロマテラピー
スッキリハーブの香りのアロマジェル

第 3回：和の香りを学ぼう
白檀、丁子、龍脳などをブレンドして開運匂い袋作り

※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）。

講座内容

講座
番号 A22530 香りを学ぶ 申込締切日 9月26日

開講日 2/18・25、3/4・11
（土曜日　全4回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　新潟薬科大学の周辺を散策していると、多くの薬用植物を発見すること
ができます。これらの植物をスケッチして、その特徴を理解して、薬として
の作用や漢方薬についても学びましょう。
　この講座を受講すると、まず、植物の絵がうまく描けるようになります。そ
して、身近な植物の名前や特徴を理解して、実際に皆さんのお家の周辺を
散策することで薬用植物を発見することができます。なんと言っても、一番は、
草花をみるゆとりが生まれ、心が豊かになります。絵手紙でもはじめたくなっ
ていただければ幸いです。

第 1回：ボタン科のシャクヤクをスケッチしてみましょう。
赤や白の大きなシャクヤクの花は見事です。この根をふくむ
芍薬甘草湯は山登りなどをした際に足がつったときに著効を
示します。

第 2回：ミカン科のサンショウをスケッチしてみましょう。
葉を揉むと強烈な山椒の匂いを感じます。ショウガ、人参、山
椒は大建中湯にふくまれていて、腹部を温め、胃腸の機能を
回復させます。

第 3回：マメ科のクズをスケッチしてみましょう。
この花はワインのような良い匂いがします。葛湯や葛餅の作
り方も解説します。この根は葛根といって、風邪の引き始めに
効果がある葛根湯の成分です。

第 4回：キク科のキクをスケッチしてみましょう。
皆さんがおひたしにしてよく食べるかきのもとです。これは菊
花という生薬で、高齢者の高血圧やめまいなどに効果がある
釣藤散の成分です。

講座内容

講座
番号 A22527 薬用植物を通して、ボタニカルアートに挑戦してみよう！� 新潟薬科大学

企画講座 申込締切日 2月3日

山
やました

下　菊
きくじ

治
（新潟薬科大学薬学部教授）

大阪に生まれ、徳島で薬学を学ぶ。学生時代
は、植物研究部（通称：しょっけん）に入部し、山
歩きをしながら薬用植物を探すことに熱中。新
潟には5年前から住んでいるが、もっと新潟のこ
とを知りたいと思っている。

講 師

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。

講 師

笹
ささがわ

川　孝
たかゆき

行
（新潟県ウオーキング協会理事）

1949年新潟市生まれ。2008年日本ウオーキ
ング協会の要請を受け、新潟県ウオーキング協
会誕生に尽力し、初代事務局長を務める。県
内の大会立ち上げやウオーキングの啓蒙に奔
走。現在、新潟市と長岡市で大会を実施し、全
国から多くのウォーカーを招へい。趣味は旅行。

講 師

16 17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。



開講日 11/2・9・16・30
（水曜日　全4回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 8,000円
在学生 5,600円
卒業生・父母・法人会員　 6,400円

　管理会計は、企業の目標を達成するために会計情報を認識、測定、集計、
分析、解釈する一連のプロセスです。財務会計が企業外部への報告を目的
とするのに対して、管理会計では内部報告目的が重視されます。そして、企
業の目標とは、究極的には利益を獲得することなので、管理会計は「利益獲
得のために会計情報を活用すること」であるといえます。自社の内部分析や、
業績改善のヒントの発見に最適な講座です。

第 1回：将来の予測 ～予算管理と短期利益計画～
第 2回：固定費と変動費の関係 ～CVP分析（損益分岐点分析）～
第 3回：代替案の選択 ～個別計画意思決定～
第 4回：貨幣の時間価値 ～設備投資意思決定～

講座内容

講座
番号 B22501 管理会計入門　�

〜業績改善のヒント発見〜
申込締切日10月19日

開講日 10/12・19・26、11/2
（水曜日　全4回）

開講時間 18：30～20：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　DX（デジタルトランスフォーメーション）は、情報技術（IT）を使ってビジネ
スを変革することをいいます。ITは目覚ましい進歩を遂げ、私たちの日常
生活やビジネスに深く浸透し、ビジネスの成否は ITの効果的な利活用にか
かっているといわれています。しかし、ビジネスも私たちの日常生活もまだ
まだ十分に ITの力を活かし切れているとはいえません。このため、DXとい
うシンボルが作り出され、ITのより一層の利活用とそれによるビジネスの変
革が要請されています。
　この講座では、DXをスムーズに開始し継続して取り組めるように、ITとそ
れを利活用する経営戦略、経営管理に関する基礎知識を整理してお話しし
ます。ITの利活用は非常に広範にわたりますが、経済産業省所管の IPAが
主催するITパスポート試験（iパス）は、ITを利活用するために必要な知識が
整理されて試験問題化されています。そこで、iパスの問題を題材として取
りあげ、DXを分かりやすくお伝えします。

第 1回：IT、AI、DXとは何か？IT利用で求められる知識
第 2回： 企業活動、企業活動の法律、経営計画立案、ITシステム化

計画
第 3回： ITシステム開発技術、プロジェクト管理技術、ITサービス管理

技術
第 4回： コンピュータの基礎的な理論、コンピュータシステム、ITシス

テムの主要技術要素

講座内容

講座
番号 B22502 DXをスムーズに始めるための基礎知識 申込締切日 9月28日

開講日
10/15、11/12、12/10、1/14、
2/18、3/11
（土曜日　全6回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 20名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 18,000円
在学生 12,600円
卒業生・父母・法人会員　 14,400円

　このような思いをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
　
　●もっと良好な人間関係が作れたらなぁ。
　●もっと部下の能力を引き出してあげられたらなぁ。
　●どうやったら本音を訊き出せるのだろう。
　●コミュニケーションが苦手だなぁ。
　●もう少し上手く伝えられたらなぁ。

　この講座では、コミュニケーションを通じて役付きになったら押さえてお
いて欲しいポイントを学びます。

第 1回：押さえておきたいコーチングの基本
第 2回：上司を悩ませる部下はなぜ生まれるのか
第 3回：自己改革
第 4回：効果的なアプローチ法
第 5回：捉え方と関わり方
第 6回：問題の起こる瞬間とその対処法

講座内容

講座
番号 B22503 コーチングで部下とのコミュニケーションが取れる！ 申込締切日 9月30日

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（ICF 認定プロフェッショナルコーチ）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書を経
て、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。「異なる価値
観を持った人たちとチームを創るコツ」を500
社以上の中小企業に、１万人以上のビジネス
パーソンに「コーチ型コミュニケーション」を伝え
ている。

講 師

山
やました

下　功
いさお

（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科
博士課程後期単位取得満期退学。ミツミ電
機勤務を経て、2007年より本学専任講師、
2013年より現職。研究分野は管理会計、原
価計算、会計情報システム、公共交通経営。

講 師

西
にしやま

山　茂
しげる

（元新潟国際情報大学経営情報学部教授）

1950年新潟市生まれ。電気通信大学大学院
を卒業し、NTTの研究所、事業部門、子会社
に31年在籍。その後、新潟市役所でIT政策官
として4年、新潟国際情報大学に11年在籍。
専門分野は、ソフトウェア開発方法論、プロジェ
クト管理法、インターネット構成技術、情報セ
キュリティなど。NTT研究所時代米国への出
張、赴任などで米国企業の社員と一緒にソフト
ウェア開発を経験した。専門以外では日本語、
英語をはじめとする外国語など言語一般に興
味を持つ。

講 師

ビジネス講座B
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語学のレベルについては、講座ごとに目安を掲載していますのでご覧ください。レベルが不安な場合は、講座開
講中であれば「見学」も可能（一部講座を除く）です。詳細は事務室までお問い合わせください。

　この講座では、「ネイティブらしく英語を話
してみる」ことをテーマに、話し方のポイント
を学び、実践していきます。質問の仕方や答
え方、話の聞き方など、コミュニケーション
において日本人とネイティブの間にはさまざ
まな点で違いがあります。身近な話題や最
近のニュースなどを題材に、ディスカッション
を行いながら会話力と表現力アップを目指し
ます。

※英語検定準2級以上。
※お申込み人数3名以上で開講します。

講座内容

開講日
10/12・19、11/2・9・16・30、
12/7・21、1/4・11・18、
2/1・8・22、3/1
（水曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22502 英語でのコミュニケーションの特徴 申込締切日 10月3日

● Making hotel reservations
● Getting help at a bank
● Making requests on a flight
● Ordering food
● Buying souvenirs
● Talking about travel experiences

※英語検定4級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　1課～ 20課

講座内容

開講日
10/12・19、11/2・9・16・30、
12/7・21、1/4・11・18、
2/1・8・22、3/1
（水曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費 PASSPORT 1（Oxford） 
2,980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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22503 ゆっくり英会話（基礎） 申込締切日 9月28日

● Arriving at the airport
● Getting travel information
● Asking about tourist destinations
● Ordering food at a restaurant
● Getting help at a hotel
● Asking for directions

※英語検定3級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　1課～ 20課

講座内容

開講日
10/14・21、11/4・11・25、
12/2・9・23、1/6・20・27、
2/3・17・24、3/3
（金曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費 PASSPORT 2（Oxford） 
2,980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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22504 楽しく学べる英会話（初級） 申込締切日 9月30日

　英字新聞などの記事（100字程度）を読み、
ディスカッションを行い、会話力を養います。
文化、生活などの身近な話題からニュースま
で、幅広いテーマを取りあげます。

※英語検定準2級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

講座内容

開講日
10/13・20・27、11/10・17、
12/1・8・22、1/5・12・26、
2/2・16、3/2・9
（木曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22505 ステップアップ！英会話（中級Ⅰ） 申込締切日 10月3日

1.英語学習のさらなる秘訣
2.自分を語る英語
　 自分の思い、素晴らしい経験、素晴らしい人、素晴らしい芸術など、自分
の好きなトピックで英語を話しましょう。

3.映画、歌を楽しもう
　第75回トニー賞はご覧になりましたか。
4.海外の体験談を語り合いましょう
　 私自身は「全米」横断1ヶ月。 
ホームスティはLovell,WY.、Birmingham,UK.、Hannibal,MO.など。
　NYには7回、The White Houseも2度訪れています。

※お申込み人数3名以上で開講します。

講座内容

講座
番号 D22501 さらに「美味しい」英語　�

〜学び直しのさらなるヒント〜
申込締切日 9月28日

　英語を自在に使いこなせるのは、誰でも夢見ることです。この講座では英語を「楽しみ」ながら、コミュニケーション力をつける
ことを目指します。映画、演劇、音楽を題材として英語に親しみます。
　また、The USA Today やThe New York Times, The Wall Street Journalなどの英字新聞を読みながら、考え・思い・意
見を英語に直し、自分を語れる英語を身につけていきます。そこには新しい学びの世界が待っています。
　この講座では、私の友人のアメリカ人の助言も受けることができます。英語レベルは問わないので、どなたでも参加できます。

開講日
10/8・29、11/5・12、12/3・24、
1/7・21・28、2/4
（土曜日　全10回）

開講時間 10：00～11：00  　
定　員 10名　
教材費 教材費は、受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス
講　師 前田　啓二

受講料

一般 14,000円
在学生 9,800円
卒業生・父母・法人会員 11,000円

語学講座D
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　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。

※英語検定2級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/11・18・25、11/8・15・29、
12/6・20、1/10・17・31、
2/7・14・28、3/7
（火曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22506 会話力アップ！英会話（中級Ⅱ） 申込締切日 9月30日

　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。

※英語検定準1級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/8・15・29、11/5・12、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4　
（土曜日　全15回）

開講時間 13：00～14：30 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22507 スキルアップ！英会話（上級） 申込締切日 9月28日

● Making hotel reservations
● Getting help at a bank
● Making requests on a flight
● Ordering food
● Buying souvenirs
● Talking about travel experiences

※英語検定4級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　1課～ 20課

講座内容

開講日
10/17・24、11/7・14・21、
12/5・12・19、1/16・23・30、
2/13・20、3/6・13
（月曜日　全15回）

開講時間 10：00～11：30 　

定　員 10名　

教材費 PASSPORT 1（Oxford） 
2,980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 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22508 ゆっくり英会話（基礎）���〜シニア〜 申込締切日 10月3日

● Arriving at the airport
● Getting travel information
● Asking about tourist destinations
● Ordering food at a restaurant
● Getting help at a hotel
● Asking for directions

※英語検定3級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　1課～ 20課

講座内容

開講日
10/8・15・29、11/5・12、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4
（土曜日　全15回）

開講時間 10：00～11：30 　

定　員 10名　

教材費 PASSPORT 2（Oxford） 
2,980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 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22509 楽しく学べる英会話（初級）���〜シニア〜 申込締切日 9月22日

　英字新聞などの記事（100字程度）を読み、
ディスカッションを行い、会話力を養います。
文化、生活などの身近な話題からニュースま
で、幅広いテーマを取りあげます。

※英語検定準2級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/17・24、11/7・14・21、
12/5・12・19、1/16・23・30、
2/13・20、3/6・13
（月曜日　全15回）

開講時間 13：00～14：30

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22510 会話力アップ！英会話（中級）���〜シニア〜 申込締切日 10月7日

　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。

※英語検定準1級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/11・18・25、11/8・15・29、
12/6・20、1/10・17・31、
2/7・14・28、3/7
（火曜日　全15回）

開講時間 10：00～11：30 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22511 スキルアップ！英会話（上級）���〜シニア〜 申込締切日 9月30日
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● 疑問文　
●指示代名詞
●助詞“了”　
● 時点の言い方
●連動文

※中国語検定準4級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　1課～14課

講座内容

開講日
10/8・15・29、11/5・12、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4　
（土曜日　全15回）

開講時間 13：00～14：30 　

定　員 10名　

教材費
改訂版 大学生のための
初級中国語24回（白帝社） 
2,640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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22512 中国語中級 申込締切日 9月22日

　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。

※中国語検定4級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　1課～ 6課

講座内容

開講日
10/12・19、11/2・9・16・30、
12/7・21、1/4・11・18、
2/1・8・22、3/1
（水曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費
中国語口語コンプリート
―中級レベル―
（朝日出版社）2,310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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22513 中国語上級Ⅰ 申込締切日 9月28日

ー訳す中国語から考える中国語へー
　スピーディーなコミュニケーション能力を
身につけることを目標に学習をします。中国
語を聞いて日本語に訳してから意味を理解し
たり、日本語で考えてから中国語に翻訳して
話すのでは実用的とは言えません。
　この講座では中国語で理解し、中国語で考
えて話す方法について学びます。

※中国語検定3級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　1課～ 6課

講座内容

開講日
10/8・15、11/5・12・19、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4
（土曜日　全15回）

開講時間 10：30～12：00 　

定　員 10名　

教材費 チャレンジ！二年生の中国語
（朝日出版社） 2,420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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22514 中国語上級Ⅱ 申込締切日 9月22日

　簡単な基本文型を使い自分の予定や気持
ちを話す、相手の意思を確認できることを目
指します。「うちとけた形、日時、過去形、～
するつもりです」などの文型を学びます。韓
国の文化にも触れながら楽しく学びましょう。

※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　8課～13課

講座内容

開講日
10/13・20・27、
11/10・17・24、12/1・8・15、
1/5・19、2/2・9・16、3/2
（木曜日　全15回）

開講時間 18：30～20：00 　

定　員 10名　

教材費 最新チャレンジ！韓国語
（白水社） 2,530円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 川上　洋子
（新潟国際情報大学非常勤講師）

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22515 続！はじめての韓国語 申込締切日 9月29日

　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。

※ハングル能力検定5～4級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/8・15・29、11/5・12、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4
（土曜日　全15回）

開講時間 10：30～12：00

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭
ちょん

　賢
ひょんすく

淑

受講料

一般 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22516 韓国語初級Ⅱ 申込締切日 9月28日

　さまざまな場面で対応できる会話力を身
につけるため、実際の場面でよく使われる文
型や表現を中心に学習します。

※ハングル能力検定3級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　6課～10課

講座内容

開講日

10/12・19・26、
11/2・9・16・30、
12/7・14・21、1/4・11、
2/1・8、3/1
（水曜日　全15回）

開講時間 18：30～20：00

定　員 10名　

教材費
改訂版 できる韓国語 
中級I（DEKIRU出版） 
2,750円　

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 李
い

　垠
うんじょん

姃

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22517 韓国語中級Ⅰ 申込締切日 9月28日

24 25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。



　教科書は日常生活に馴染み深い話題で構
成されていて、リスニングとスピーキングの
内容が深く連動しているため自然な会話表
現を身につけることができます。教科書の他
にもドラマの台本などの資料を用いて、より
生きた表現を学習します。

※授業は韓国語で行います。
※ハングル能力検定準2級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲 1課～ 3課

講座内容

開講日

10/11・18・25、
11/1・8・15・22、
12/6・13・20、1/10・31、
2/7・14・21
（火曜日　全15回）

開講時間 18：45～20：15 　

定　員 10名　

教材費
慶熙韓国語 中級1 聞いて話
す（慶熙大学校出版文化院） 
2,200円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴
ぱく

　貞
じょんみ

美

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22518 韓国語中級Ⅱ 申込締切日 9月27日

　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。
※ハングル能力検定2級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/8・15・29、11/5・12、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4
（土曜日　全15回）

開講時間 12：30～14：00 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭
ちょん

　賢
ひょんすく

淑　　

受講料

一般 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22519 韓国語上級 申込締切日 9月28日

　会話の基本となる文型を集中的に学習し
ます。基本練習を踏まえたうえで応用ができ
るように、段階を追って練習します。
●紹介
●道案内
●旅行
●ショッピング
●趣味　他

※ハングル能力検定4級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

テキスト学習範囲　13課～16課

講座内容

開講日

10/11・18・25、
11/1・15・22・29、
12/13・20、1/10・17・24、
2/7・14・21
（火曜日　全15回）

開講時間 10：00～11：30 　

定　員 10名　

教材費
改訂版 できる韓国語　
中級Ⅰ（DEKIRU出版） 
2,750円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 黄
ふぁん

　仁
いんじょ

祚　　

受講料
一般 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22520 シニアのための韓国語 申込締切日 9月27日

　フランス語の基礎を学習した方を対象とし
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。代名詞、関係代
名詞、半過去などを中心に学習します。

※フランス語検定4級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/13・20・27、11/10・17、
12/1・8・22、1/5・12・26、
2/2・16、3/2・9
（木曜日　全15回）

開講時間 18：30～20：00 　

定　員 10名　

教材費
《プティ》シェリーと
フランス語（三修社） 
2,640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 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22521 フランス語初級 申込締切日 9月29日

　日常会話をマスターした方を対象とした講
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。
※フランス語検定2級以上。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/8・15・29、11/5・12、
12/3・10・17、1/7・21・28、
2/4・18・25、3/4
（土曜日　全15回）

開講時間 11：30～13：00 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22522 フランス語上級 申込締切日 9月28日

　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。

※フランス語検定4級程度。
※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/13・20・27、11/10・17、
12/1・8・22、1/5・12・26、
2/2・16、3/2・9
（木曜日　全15回）

開講時間 13：30～15：00 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

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 27,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D22523 ゆっくり楽しむフランス語 申込締切日 10月3日

26 27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。



中
なかたに

谷　昌
まさひろ

弘

金沢大学経済学部卒業。1996年新潟大学大学院経済学
研究科修士課程を修了。2000年新潟大学大学院現代社
会文化研究科博士課程を修了後、国立ハバロフスク教育
大学に留学。研究分野は近現代ロシア史。現在は、新潟大
学などで非常勤講師を務める。

川
かわかみ

上　洋
ようこ

子
（新潟国際情報大学非常勤講師）

韓国の慶煕大学教育大学院修士（教育学）。韓国の特許
法人で2年間日本語翻訳チームに勤める。2017年慶煕大
学一般大学院国語国文学科博士課程単位取得退学。韓
国政府奨学金生として修士、博士課程で学んだ。専門は韓
国語教育。

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などを担当。

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。

前
まえだ

田　啓
けいじ

二
（新潟国際情報大学非常勤講師）

東京外国語大学卒業。新潟県公立高校勤務、退職後新
潟明訓高校、開志国際高校、新潟国際情報大学に勤務。

語学講座 講師

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などで
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。

朴
ぱく

　貞
じょんみ

美
（新潟国際情報大学非常勤講師）

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。

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・中国語専攻・文学修
士。北京語言学院本科留学。中国専業旅行社にて通訳業
務。新潟市秘書課嘱託通訳・新潟県－黒龍江省および秋田
県―甘粛省の友好省県締結に関わる公式通訳。新潟国際
情報大学他2校で中国語非常勤講師を20数年間担当。

李
い

　垠
うんじょん

姃

韓国、ソウル出身。2006年来日、新潟大学大学院教育研
究科卒。各種語学教室で講師として務めた経験あり。現在
は、専門学校で講師を務めている。

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。新潟大学での非常勤講師を経て、現在は新潟国
際情報大学国際学部に非常勤講師として勤務。

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。

　この講座では、2022年度前期の「ロシア
語初級2」に引き続きロシア語について、文
化や歴史も交えながら楽しく学習します。具
体的にはロシア語で　①関係代名詞が理解
できる　②仮定法が理解できる　③ごく簡
単な新聞記事などが読める　ようになること
を目標とします。

※お申込み人数3名以上で開講します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。

講座内容

開講日
10/12・19、11/2・9・16・30、
12/7・21、1/4・11・18、
2/1・8・22、3/1
（水曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費 初級ロシア語20課
（白水社） 2,090円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 中谷　昌弘

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D22524 ロシア語中級 申込締切日 9月28日

28 29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。



〈Windows、Officeソフトのバージョンについて〉
各講座で使用する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。

岩
いわの

野　弥
みさこ

佐子
（パソコンインストラクター）

大学卒業後、銀行のソフトウェア部門に勤務。その後、建
築、教育サービスなどの経験を経て、2012年から職業訓練
校において、パソコン、就職支援の講師を務める。現在、新
潟国際情報大学非常勤講師のほか、キャリアコンサルタント
として求職者の再就職をサポートしている。

開講日 10/8・15・29、11/5
（土曜日　全4回）

開講時間 10：00～12：00

定　員 10名

教材費
よくわかる初心者のための
Microsoft Excel2019
（FOM出版）1,320円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 

受講料

一般 8,800円
在学生 6,100円
卒業生・父母・
法人会員　  7,000円

　マウス操作、文字入力といったパソコンの
基本操作はできるが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。
表計算やグラフ作成など基本的な機能と操
作方法をわかりやすく解説します。あわせて
Windows10の基礎知識もご紹介します。「す
ぐに役立つExcel基礎」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。
 

Windows10 / Excel2019

講座
番号 E22501 はじめてのExcel入門（シニア/初心者向け）�

〜土曜コース〜　
申込締切日 9月26日

開講日 2/6・13・20・27
（月曜日　全4回）

開講時間 10：00～12：00

定　員 10名

教材費
よくわかる初心者のための
Microsoft Excel2019
（FOM出版）1,320円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 8,800円
在学生 6,100円
卒業生・父母・
法人会員　  7,000円

　マウス操作、文字入力といったパソコンの
基本操作はできるが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。
表計算やグラフ作成など基本的な機能と操
作方法をわかりやすく解説します。あわせて
Windows10の基礎知識もご紹介します。「す
ぐに役立つExcel基礎」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。
 

Windows10 / Excel2019

講座
番号 E22502 はじめてのExcel入門（シニア/初心者向け）�

〜平日コース〜　
申込締切日 1月23日

開講日 11/12・19、12/3・10・17
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft 
Excel2019基礎
（FOM出版）2,200円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　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。
 

Windows10 / Excel2019

1. Excelの基礎知識
2.データの入力
3.表の作成
4.数式の入力
5.複数シートの操作
6.表の印刷
7.グラフの作成
8.データベースの利用

講座内容

講座
番号 E22503 すぐに役立つExcel基礎 申込締切日10月28日

開講日 1/7・14・21・28、2/4
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft 
Excel2019応用
（FOM出版）2,200円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　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つける講座
です。さまざま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
あげていきます。
 

Windows10 / Excel2019

1.関数の利用
2.表作成の活用
3.グラフの活用
4.グラフィックの利用
5.データベースの活用
6. ピボットテーブルとピボットグラフの作成
7.マクロの作成

講座内容

講座
番号 E22504 【実践力UP】Excel応用 申込締切日12月23日

パソコン講座E

30 31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。



開講日 10/8・15・29、11/5
（土曜日　全4回）

開講時間 13：00～15：00

定　員 10名

教材費
よくわかる初心者のための
Microsoft Word2019
（FOM出版）1,320円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 8,800円
在学生 6,100円
卒業生・父母・
法人会員　  7,000円

　マウス操作、文字入力といったパソコンの
基本操作はできるがWord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。
文書の作成や画像の挿入など基本的な機能
と操作方法をわかりやすく解説します。あわ
せてWindows10の基礎知識もご紹介します。
「すぐに役立つWord基礎」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。
 

Windows10 / Word2019

講座
番号 E22506 はじめてのWord入門（シニア/初心者向け）�

〜土曜コース〜
申込締切日 9月26日

開講日 2/6・13・20・27
（月曜日　全4回）

開講時間 13：00～15：00

定　員 10名

教材費
よくわかる初心者のための
Microsoft Word2019
（FOM出版）1,320円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 8,800円
在学生 6,100円
卒業生・父母・
法人会員　  7,000円

　マウス操作、文字入力といったパソコンの
基本操作はできるがWord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。
文書の作成や画像の挿入など基本的な機能
と操作方法をわかりやすく解説します。あわ
せてWindows10の基礎知識もご紹介します。
「すぐに役立つWord基礎」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。
 

Windows10 / Word2019

講座
番号 E22507 はじめてのWord入門（シニア/初心者向け）�

〜平日コース〜
申込締切日 1月23日

開講日 11/12・19、12/3・10・17
（土曜日　全5回）

開講時間 13：00～15：00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft 
Word2019基礎
（FOM出版）2,200円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　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
につけることができる講座です。
 

Windows10 / Word2019

1. Wordの基礎知識
2.文字の入力
3.文書の作成
4.表の作成
5.文書の編集
6.表現力をアップする機能

講座内容

講座
番号 E22508 すぐに役立つWord基礎 申込締切日10月28日

開講日 1/7・14・21・28、2/4
（土曜日　全5回）

開講時間 13：00～15：00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft 
Word2019応用
（FOM出版）2,200円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　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つける講座
です。さまざま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
あげていきます。
 

Windows10 / Word2019

1.図形や図表を使った文書の作成
2.写真を使った文書の作成
3.差し込み印刷
4.長文の作成
5.文書の校閲
6. Excelデータを利用した文書の作成

講座内容

講座
番号 E22509 【実践力UP】Word応用 申込締切日12月23日

開講日 2/18・25、3/4・11・18
（土曜日　全5回）

開講時間 13：00～15：00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft 
PowerPoint2019基礎
（FOM出版）2,200円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　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。
 

Windows10 / PowerPoint2019

講座
番号 E22510 【プレゼン資料作成に役立つ】PowerPoint 申込締切日 2月3日

開講日 2/18・25、3/4・11・18
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00

定　員 10名

教材費

よくわかるMicrosoft 
Excel2019/2016/2013 
関数テクニック
（FOM出版）2,530円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　Excelの基本機能をマスターされている方
を対象に、実務の効率UPにつながるExcel
関数を分かりやすく解説していきます。実際
の業務で使用されるような事例を題材にし、
とっつきにくいと思われているExcel関数の
習得を目指します。
 

Windows10 / Excel2019

1.請求書の作成
2.売上データの集計
3.顧客住所録の作成
4.賃金計算書の作成
5.社員情報の統計
6.出張旅費伝票の作成

講座内容

講座
番号 E22505 【仕事効率UP】Excel関数テクニック 申込締切日 2月3日

32 33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。



プライベートレッスン（パソコン）
実務に必要な操作や資格取得など、一人ひとりの
目的に合った学習ができます。
また、キャリアコンサルタントの資格を持った講師が
就職活動に必要な履歴書や職務経歴書の作成も
お手伝いいたします。

「Word/Excelの操作」

「プレゼン資料作り」

「 M O S 試 験 対 策 」

「履歴書/職務経歴書の作成」

※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、予定日の前々日（閉館日除く）の18時
までにご連絡ください。
●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。

5,000円／1回（60分）受講料

プライベートレッスン

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、予定日の前々日（閉館日除く）の18時
までにご連絡ください。
●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。

初心者から上級者まで、一人ひとりのレベルや
目的に応じたレッスンを受けることができます。
マンツーマンの他、ご友人、親子などペアでの
レッスンも可能です。

英語 韓国語

台湾華語

フランス語

ロシア語 台湾語

受講料
マンツーマン 5,000円／1回（60分）
ペ　      ア 7,000円／1回（60分） ※1名3,500円

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 社会連携センター  ［新潟中央キャンパス内］
TEL.025-227-7111　FAX.025-227-7117
https://www.nuis.ac.jp/nuis_opencollege/
開館時間／月～金 9：00～20：30　土 9：00～17：00　休業日／日曜、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

▲ ▲

▲

電話、郵送、FAX

https://www.nuis.ac.jp/
nuis_opencollege/
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。
● 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。盗難などがおきても本学及びセンターは賠償責任を負いません。
● 講師や他の受講生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。
● 洋書は為替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。 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、お手数ですがセンターにご連絡ください。
● Webサイトからお申し込みの方は、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。ただし、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ください。振込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。
  なお、受講料振込の際にかかった手数料などは返金いたしません。
● 新潟国際情報大学在学生及び卒業生またはそのご父母、法人会員企業従業員の方は受講料の割引があります。

● 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
お問い合わせ
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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　講座ごとに目安を掲載していますのでご覧ください。また、講座開講中であれば、ご見学のうえ（一部講座を

除く）決めていただくことができます。詳細は事務室まで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　お申し込みから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　受講料の支払い方法を教えてください。
 A　銀行振込でお支払いください。

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　特に必要ありません。ただし、受講生が少数の場合はご連絡をお願いいたします。
Q　欠席した回の資料をもらうことはできますか？
 A　次回、講師からお渡しします。
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月上旬にできあがります。

Q ＆ A よくある質問 新潟国際情報大学 社会連携センター
提携駐車場のご案内
　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
で購入いただけます。
　なお、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」は下図の駐車場及び提
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。
ご利用の際は、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。 

×
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駐
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場

提
携

駐
車
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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
ヨーカドー様

上大川前通り

ドコモ様

野村
證券様

第四北越銀行
本店様

第四北越
証券様

だいし
ほくえつ
ホール様

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い合わせ先：
　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

最大料金 300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

17：00～7：00

住 所

駐車台数

料金体系

SPACE
P
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新潟国際情報大学 社会連携センター

入力

●「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※

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

□ パンフレット □ 本学HP □ 講師 □ 知人 
□ 大学掲示 □ 大学広報誌 □ 新聞（　　　　　　　　） 
□ 市報にいがた □ Facebook □ Twitter □ にいがた通信（ガタ子） 
□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●今後、センターからのご案内を希望されない方は□に　を付けてください。

●オープンカレッジ（公開講座）を受講したことがありますか？

ご記入いただいた個人情報は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。
※教材費にテキストの記載がある講座については、□に　を付けてください。

1. お申し込みは窓口での密をさけるため、Web、電話、郵送、FAXにてお願いいたしま
す。また、受講料も銀行振込でのご入金にご協力ください。

2. 自宅で検温し、37.5度以上の発熱（または平熱より1度以上高い）、味覚・嗅覚障害、
息苦しさ、強いだるさ、咳、のどの痛みなどの体調不良がある場合は受講をお控えく
ださい。
※入館できず欠席になった場合でも、受講料の返金はいたしません。

3. 各階に消毒液を設置しております。講座の開始前、終了後に手指の消毒をお願いい
たします。

4. マスク未着用の方は入館をお断りさせていただきます。咳エチケットをお守りくださ
いますようお願いいたします。

5. フィジカルディスタンス（身体的距離）を意識し、机・椅子の移動はお控えください。

6. 換気のため窓を開けることがあります。温度変化の可能性がございますので、脱ぎ
着しやすい服装で受講ください。

7. 講座ごとに各教室・エレベーターなどを除菌いたします。

8. 飛沫感染が懸念される講座（語学講座など）は、机にアクリルガードを設置いたします。

9. 講師はマスク、フェイスシールド、アクリルガードのいずれか、またはいくつかを使用し、
講座を行います。

※「新型コロナウイルス感染防止対策」は、状況によって変更させていただく場合があ
ります。また、今後の感染状況によっては、講座の開講を見合わせる場合がございま
す。おそれいりますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス 
感染防止対策

手指の消毒をお願いします。
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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
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　新潟国際情報大学 社会連携センターでは、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11,000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 11,000円（税込）　※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（異文化塾・プライベートレッスンは対象外となります）。
３．受講対象 お申し込み企業（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 お申し込み後、「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し込みがないとき。
　  ※法人会員のお申し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、法人会員のお申し出がないとき。
　  ※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．お申し込み（お問い合わせ） 新潟国際情報大学 社会連携センター（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　chuo@nuis.ac.jp

（２）講座の受講については「受講のご案内」（P.35）をご覧ください。
※ご記入いただいた個人情報は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。

社会連携センター�オープンカレッジ
『法人会員制度』のご案内




