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新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス 開設20周年記念講座

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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E パソコン講座

プライベートレッスン

ご案内

開講日 5/13・27、6/10・24　
（土曜日　全4回）

開講時間 13：30～15：00
定　員 100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
高校生以下 3,000円

　テレビより双方向的で、新聞より気軽で、雑誌よりレスポンスがまめで、イ
ンターネットより地域限定でもあり、少しはまじめかもしれないラジオ。そう
したラジオの不思議な特性と意味について、人生ずっとラジオに関わって
いる人たちに語ってもらうことで一緒に考えましょう。ラジオを通して私た
ちの社会のあり方に思いをはせることができれば、Go Go Go and Goes 
On!（©糸居五郎さん）です。

第 1 回：ラジオは誰のためにあるのか 講師：越智　敏夫
人々がラジオ放送を聞き、そこで流れるおしゃべりや音楽

に触れることにはどんな意味があるのでしょうか。またときに
はリスナーの側からリクエストはがきやメールが送られ、それ
らにラジオの側が応答することもあります。またラジオは全
国放送の場合もあれば、県域や市域などを対象としているも
のもあります。それらの意味を考えることで、第2回以降のラ
ジオの現場からの具体的な話の前振りとしたいと思います。

第 2 回：日常としてのラジオ 講師：遠藤　麻理・畠澤　弘晃
ラジオ番組の作り方もいろいろです。みんなで作るもの、
一人が暴走気味に作るもの。また話し手もいろいろです。放
送局の局員、局アナウンサー、フリーアナウンサー、制作会社、
他業種の人間が勝手に話すもの、など立場の違いも多種多
様です。選曲担当も番組によってかなり違います。しかしそう
したカオスともいえるハイブリッドな現場で作られるラジオ番
組も音としてはすべて平等です。その現場報告を遠藤さんと
畠澤さんのお二人に語っていただきます。

第 3 回：トール・Kと私 講師：鍵冨　徹
人間、生きていれば何があるかわかりません。ディスクジョッ

キーを志望して放送局に就職し、主としてラジオ部門で働き
ながらも、どうしても会社員としての仕事やキャリアをこなさ
なければならない人生もあります。ラジオと人生について、
そのBSN人生の最終（と思われる）局面において、トール・K
という新たな同僚アナウンサーに出会った鍵冨さんに語って
いただきます。

第 4 回：ラジオとポップミュージック 講師：ピーター・バラカン
人類史的にいえば、現在のポップミュージックの隆盛のはじ

まりはまちがいなくラジオです。でも実はクラシックや浄瑠璃
などの音楽もラジオがあったからこそファンが増えたのです。
つまりラジオがなければ人間はこれほど音楽を聴くようになっ
ていません。そのラジオについて、2019年前期の異文化塾
「〈アメリカ的なもの〉と私たち」でも講師をお引き受けいた
だいたバラカン氏に、特にポップミュージックの観点から語っ
ていただきます。

講座内容

講座
番号 H23001 ラジオを止 めるな！　  

〜その公共性と地域性〜
申込締切日 4月28日

越
おち

智　敏
としお

夫
（新潟国際情報大学学長）

愛媛県西条市出身。立教大学助手、シカゴ大学研究員を経
て、1996年、新潟国際情報大学に赴任、現在にいたる。そ
の間、ニューヨーク大学およびノースカロライナ大学チャペル
ヒル校研究員、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）
客員教授など。専門は現代政治理論、アメリカ政治。

第1回
講 師

遠
えんどう

藤　麻
まり

理
（ラジオパーソナリティー）

新潟市出身。2020年の新潟県民エフエム放送（FM 
PORT）閉局まで17年間にわたり「モーニングゲート」担当。
現在はBSNラジオ「四畳半スタジオ」担当。連載エッセイに
新潟日報「なんとかなる」、月刊誌CARREL「四畳半日記」。
著書として『自望自棄』『自業自毒』『ラジオを止めるな！』。

第2回
講 師

畠
はたざわ

澤　弘
ひろあき

晃
（ラジオディレクター）

山形市出身。2000年、東京都内のラジオ番
組制作会社に入社。2004年よりFM PORT
の番組・イベント企画制作を担当。FM PORT
閉局に伴いBSNウェーブに移籍。BSNラジオ
各番組を担当する現場人間。

第2回
講 師

鍵
かぎとみ

冨　徹
とおる

（（株）新潟放送営業本部事業局事業部
シニアマネージャー、ラジオパーソナリティー）

新潟市出身。小学生のころラジオで糸居五郎の
声に触れ、ディスクジョッキーになろうと決心。新潟
明訓高校、立教大学法学部卒業後、1981年、新
潟放送入社。ラジオ局編成制作部などに勤務。

第3回
講 師

ピーター・バラカン
（ディスクジョッキー、ブロードキャスター）

ロンドン出身。担当番組に「ザ・ポッパーズMTV」「CBS
ドキュメント」（ともにTBS）など。現在は「バラカン・ビート」
（InterFM）、「ウィークエンド・サンシャイン」（NHK-FM）、
「ライフスタイル・ミュージアム」（Tokyo FM）、「ジャパノロ
ジー・プラス」（NHK BS-1、NHK World）など。

第4回
講 師

新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス 
開設20周年記念講座

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 5/12、6/9
（金曜日　全2回）

開講時間 14：00～16：00
定　員 15名

教材費 教材費、観覧料、お茶席料は受講料に含
まれています。

会　場 新潟市文化財旧小澤家住宅
（新潟市中央区上大川前通12番町2733番地）

受講料

一般 5,800円
在学生 4,000円
卒業生・父母・法人会員　 5,000円

　新潟湊は信濃川河口左岸に位置する湊で、全国各地の湊から多くの回船
が訪れ、信濃川、阿賀野川の広大な流域からも船がやってきました。遠隔地
交易と地域内流通の一大拠点として繁栄した新潟町には大商人が軒を連ね、
各地から伝えられる文化を謳歌しました。
　この講座では、回船業と回船問屋業によって財を成した小澤家の店舗兼
住宅「旧小澤家住宅」の建物と庭園を実際に鑑賞しながら、新潟の町家造り
の基本と「旧小澤家住宅」の特徴を学びます。
　また、北前船によって発展した新潟の和菓子文化や茶の湯の世界を、茶
席のしつらえの中で探っていきます。

第 1 回：第1講「新潟町の町家と旧小澤家住宅の特徴」 講師：藤井　哲郎
信濃川と深く関わる湊町新潟の町家の造りを基本に、回船問
屋業を営んだ小澤家の店舗兼住宅（旧小澤家住宅）の特徴を
解説します。　
第2講「新潟情緒と越後の和菓子文化」 講師：金巻　栄作
北前船によって発展した新潟の和菓子文化について学びます。
資料に基づき新潟でどんな材料でどんなお菓子が作られた
のかなどを探り、花街や堀と柳で知られる新潟情緒との関わ
り合いを含めて考察します。

第 2 回：第1講「豪商小澤家の屋敷構えを深く味わう」 講師：藤井　哲郎
北前船の時代館 新潟市文化財「旧小澤家住宅」の建物と庭
園を詳細に鑑賞します。通常非公開の離れ座敷「松ノ間」、新
潟湊を展望できたといわれる奥座敷の2階などにも入室します。
第2講「茶の湯の発展と四季の和菓子」 講師：金巻　栄作
茶の湯の世界で登場する和生菓子はまさに五感の芸術と言
われます。四季の移ろいを表現する和菓子は何から生まれ私
たちに何を教えてくれるのか、実際に茶席のしつらえの中で
学習します。

※ 各回、現地集合・現地解散となります。なお、旧小澤家住宅の駐車場
は使用できませんので、公共交通機関などをご利用のうえ、会場まで
お越しください。

講座内容

講座
番号 A23001 湊町新潟の町家と越後の和菓子文化 

〜新潟市文化財旧小澤家住宅を訪ねる〜
申込締切日 4月28日

金
かねまき

巻　栄
えいさく

作
（株式会社金巻屋（創業152年）代表取締役社長、
新潟調理師専門学校非常勤講師、
新潟県菓子工業組合新潟支部理事）

新潟市中央区出身。大学を卒業後滋賀県大
津市の和菓子店で4年間修業。1984年に新
潟に戻り、「美味しい豆のなせる伎」を信条に

「金巻屋　美豆伎庵」（みずきあん）の屋号で
上生菓子づくりをはじめる。店舗図面を京都の
茶室専門設計事務所に頼み店を改装し、和菓
子の持つ美しさ、そこに息づく和の文化を伝えて
いる。

講 師

施設紹介　新潟市文化財旧小澤家住宅
　旧小澤家住宅は、江戸時代後期から新潟町で活躍していた商家・小澤家の店舗兼住宅
です。平成14年に、小澤家から新潟市へ土地と建物が寄贈されました。
　旧小澤家住宅は、かつての新潟町における町家の典型例であり、明治時代に成長した
豪商の屋敷構えを構成する一連の施設が、ほぼそのまま残されています。そのため、新
潟市教育委員会は平成18年8月24日、旧小澤家住宅の建造物7棟（主屋、新座敷、離れ座
敷、道具蔵、家財蔵、蔵前及び渡り廊下、門及び東塀）と敷地を市文化財に指定しました。

※ 旧小澤家住宅は、新潟国際情報大学の創設者である故小澤辰男氏の私邸で、平成14
年に新潟市へ寄贈。

開講日 5/20、6/3・17、7/1
（土曜日　全4回）

開講時間 13：30～15：00
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（第1回～3回）

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

　新潟市は海面下の土地が市の面積の約45%を占めます。そこには広大
な湿地が広がっていました。一方、海沿いには長大な海岸砂丘が平野と海
を隔てるように発達しています。さらに、平野の拡大とともに多くの潟があ
ちこちに形成されました。その数は明治期には軽く100を越えていたとい
います。まさに「潟」の新潟であり、潟を抜きにしては語れない土地だった
のです。しかし、特に高度経済成長以降、潟は干拓や埋め立てによって急速
に姿を消し、現在は市内にかろうじて16残るのみです。
　この講座では、私たちの生活の基盤である越後平野と潟・砂丘がどのよ
うに形成されてきたのかを概説します。また、2022年11月に新潟市は日本
初のラムサール条約「湿地自治体認証」を受けました。この意味をまちづく
りという視点から皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
　最終回の第4回には、佐潟とその周辺の砂丘地を案内し、その景観の素
晴らしさを味わっていただきます。

第 1 回：越後平野の生い立ち
 ～地殻変動と気候変動の観点から～
第 2 回：砂丘と潟 
第 3 回： ラムサール条約「湿地自治体認証」から考える新潟市のまちづくり
第 4 回：現地案内
 ～佐潟とその周辺砂丘地～
※ 第4回は、「佐潟水鳥・湿地センター（新潟市西区赤塚5404-1）」に現

地集合・現地解散となります（5km程度歩きます）。

講座内容

講座
番号 A23002 越後平野の生い立ちと潟・砂丘 申込締切日 5月8日

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年岩手県生まれ。明治大学・大学院で
地理学（地形学）を学ぶ。北極や高山などの寒
冷地域の地形を長年研究してきたが、2017年
以降は新潟の砂丘や潟の地形とその成因の
調査研究と併せて、その保全、利活用、普及・
啓発活動に軸足が完全に移っている。

講 師

開講日 5/27、6/24、7/22・29
（土曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 15名

教材費 教材費、お抹茶代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～3回）

受講料

一般 5,600円
在学生 3,900円
卒業生・父母・法人会員　 4,500円

　新潟市は今年5月、G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議を招致し、さらに、
3月より順次、クルーズ客船の寄港受け入れを決定しています。そのような中、
受け入れ側である地域住民の意識の醸成と協力は必要不可欠です。
　この講座では、海外ゲストをもてなす伝わりやすい英語のルールを学び
ながら、受け入れ側のハードルを下げ、楽しみながらおもてなし英語を学ぶ
ことを目的とします。私たちの身近にある新潟の隠れた宝や魅力を英語で
発信する実践形式の講座です。

第 1 回：異文化理解としての「おもてなし（Hospitality）」①
さまざまな国の「おもてなし（Hospitality）」の歴史（アジア編）か
ら異文化を読み解きます。アジア圏留学生とのワークショップ。

第 2 回：異文化理解としての「おもてなし（Hospitality）」②
さまざまな国の「おもてなし（Hospitality）」の歴史（西欧編）
から異文化を読み解きます。欧米圏留学生とのワークショップ。

第 3 回：簡単な英語が丁寧に聞こえるための重要ポイント
英語で「おもてなしの心」を伝えるための英語表現をワークショップ形式で学びます。

第 4 回：実践英語「燕喜館（白山公園内）」
外国人客・外国人留学生へアテンドガイドをしながらおもてなし英語を学びます。

受講に際しての持物
◆和英＆英和辞書あるいはスマートフォンなど
※ 第4回は、「燕喜館（新潟市中央区一番堀通町1-2 白山公園内）」に 

現地集合・現地解散となります。

講座内容

講座
番号 A23003 新潟の隠れた宝・魅力を「英語」で発信 

〜おもてなし英語とその実践〜
申込締切日 5月12日

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講師、
大人の休日倶楽部趣味の会講師）

新潟市中央区出身。日本庭園・和風建築の愛
好者をふやし、後世にのこす活動を県内外で
展開。講座の累計回数は400回を超え、各会
場で高い評価を受けている。また「にいがた庭
園街道」、「上越名家一斉公開」などの文化観
光企画を立ち上げ、文化財の認知度を向上し
価値をわかりやすく伝えて、維持保存に結びつ
ける活動を行っている。

講 師

佐
さとう

藤　泰
やすこ

子
（新潟国際情報大学国際学部講師）

セントラルワシントン大 学 院 修 士 号 取 得
（TESOL）。専門は英語教授法。TESOL 
International Association学会員。著書Jann 
Huizenga著 佐藤泰子他編訳『Introduction 
to Essay Writing – A Step-By-Step 
Course from Paragraph to Essayエッセイラ
イティング入門』など。全国通訳案内士（通訳
ガイド）として県内外で活動中。

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。



開講日 5/20、6/3・10、7/1
（土曜日　全4回）

開講時間 10：00～11：30
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

　江戸時代、越後は小藩分立の国であり、佐渡は一国天領でした。新発田藩、
長岡藩、村松藩のように、長い間一大名が支配した藩もあれば、村上藩・高
田藩のように一定期間支配して幕末を迎えた藩もあります。藩は、それぞ
れに藩固有の考え方・行動様式・しきたりなど、いわゆる「藩風」を有します。
　この講座では、越後に異動してきた大名にはどのような共通点があるの
か、次に藩風が藩のあり方にどのような影響を及ぼしたのかを探ります。さ
らに、廃藩置県後、新潟の県民性が形成されることに藩風がどう作用していっ
たかを明らかにします。

第 1 回：越後に異動してきた大名の共通点
第 2 回：長岡藩・高田藩・村上藩の藩風
第 3 回：新発田藩・村松藩の藩風、天領の気質
第 4 回：藩風と新潟の県民性

講座内容

講座
番号 A23004 越後諸藩の藩風と新潟の県民性 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日 5月8日

開講日 6/16・30、7/14・28
（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

　地名も町名も人が必要に応じて名付けたもので、そのとき、その時代の
感覚や知識が色濃く反映しているものが少なくありません。日常耳慣れた
それらを見直して、新潟市内を中心にそこでの暮らしの100年を読み解い
てみましょう。
　なお、受講生の皆さんからの話題提供も歓迎します。

第 1 回：「異人池」から「けやき通り」まで
～わかりやすい通称地名のルーツ～

第 2 回：「営所通」から「昭和町」まで
～わかりやすい町名のルーツ～

第 3 回：「大江山」から「関新」まで
～首をかしげる地名のルーツ～

第 4 回：「雪町」から「西が丘」まで
～新感覚町名のルーツ～

講座内容

講座
番号 A23005 地名・町名が語る郷土新潟の100年 申込締切日 6月1日

開講日 6/3・17、7/1
（土曜日　全3回）

開講時間 13：30～15：00
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 4,500円
在学生 3,100円
卒業生・父母・法人会員　 3,600円

　新潟で育まれた郷土料理や越後の「食」は、新潟発の魅力になっています。
新潟県内で栽培や採取された農産魚介物を原料とする食品加工技術は、新
潟県内の最も産出額の大きな産業に成長しています。
　この講座では、新潟の郷土食の文化と食品産業の成長の歴史などにまつ
わる話を紹介します。

第 1 回：「新潟の気候風土が育んだ食文化」
蒲原・岩船・魚沼・頸城海岸・佐渡の各地域に伝わる郷土食の
食文化が気候風土によって育まれた様相を食生活や食材な
どで紹介します。

第 2 回：「新潟県の食品産業の変遷」
新潟県の主要な食品産業（米菓・包装餅・かまぼこ・清酒）の
生い立ちや発展成長の歴史を紹介します。

第 3 回：「食べて知る新潟県の食品産業の構図」
新潟県の代表的食品産業の製品を実際に食べてみながら成
長の歴史を紹介します。

講座内容

講座
番号 A23006 新潟の「食文化」と「食品産業」のお話 新潟薬科大学

企画講座 申込締切日 5月19日

開講日 5/6、6/3、7/1、8/19、9/16
（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。
　今回は、巻の四・五・六から文字通り「奇談」を読んでいこうと思います。
幽霊や生霊、イモリと泥鰌（どじょう）が登場する怪談、青山稲荷（新潟市西
区）も出てくる稲荷明神、第5回の人物には酒呑童子も出てきます。江戸時
代後期に描かれた越後の「奇談」を一緒に楽しみましょう。

第 1 回：幽霊・山男など （巻の四より）
第 2 回：怪談を中心に （巻の五より）
第 3 回：生霊・神人など （巻の五より）
第 4 回：稲荷明神を中心に （巻の五より）
第 5 回：儒者・力士・孝女・孝子・正直者などの人物（巻の六より）

講座内容

講座
番号 A23007 『北越奇談』を読む 申込締切日 4月21日

伊
いとう

藤　充
みつる

（新潟青陵大学福祉心理子ども学部
子ども発達学科特任教授）

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』、『官立新潟師範学校と82人の卒業生』。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

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

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

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

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。



開講日 5/13、6/10、7/15
（土曜日　全3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 4,500円
在学生 3,100円
卒業生・父母・法人会員　 3,600円

　持続可能な開発目標（SDGs）が国連で採択されてから、今年で8年目に
なります。この数年、私たちは地球社会の未来に向けて、どんな行動をして
きたでしょうか。
　この講座では、「実践すること」を目標に、SDGsを学び実践している大
学生とのワークショップや交流を通して、「SDGs達成に向けて身近にでき
ること」について受講生の皆さんと考えを深め合います。

第 1 回：SDGsの基礎理解
「持続可能な開発目標（SDGs）」とはどのような目標であるの
か。地球規模の諸問題と私たちの生活とのつながりを踏まえ
たうえで、SDGsの特徴や意義を理解します。

第 2 回：大学生によるワークショップ
新潟国際情報大学の学生によるSDGs推進団体（Rainbow 
World Project）のメンバーを講師に、団体の活動紹介と「フー
ドロス問題」をテーマとしたワークショップを実施します。「こ
れからの行動宣言！」を通して、受講生の皆さんとSDGs達成
をめざした具体的な行動を考えます。

第 3 回：持続可能な社会の創り手として
これまでの講座での学びから私たちの取り組みを振り返ります。
受講生同士の対話から、未来に向けた新たな視点を得たり、一
人ひとりの実践の輪を広げたりすることにつなげていきます。

講座内容

講座
番号 A23008 身近な取り組みから学ぶSDGs 

〜達成に向けて実践しよう〜
申込締切日 4月28日

開講日 6/3・17、7/1・15
（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

　2022年度は現在の日本経済の低迷、衰弱の現状を概観するとともに、その
原因を探るべくバブル時代にまで遡って現代日本経済史の旅を続けてきました。
2022年度後期は、バブル生成から崩壊にいたる1992年8月、政府・宮澤内閣
が初めてバブル崩壊の深刻さを感受し総合経済対策を打ち出したところまで
を振り返りました。
　2023年度前期では、それ以降毎年のように補正予算による総合経済対策
を繰り返し、打ち止めになる2002年の小泉内閣の改革加速プログラムまでを
見ます。この間、金融政策はゼロ金利に到達、インフレターゲット論の議論も
交え、量的緩和に入ります。しかし、この期間には不良債権処理に明け暮れ、
歴史ある多くの名門企業が倒産し、山一證券、日本長期信用銀行など多くの
金融機関が破綻しました。GDPは横ばいを続ける一方、89年には発行ゼロに
なった赤字国債は再び急増し、政府債務対GDP比は100%を越えました。ま
さに失われた10年です。いよいよ今日の日本経済低迷・衰退に直接つながる
原因分析の佳境に入っていきます。
　なお、2022年度の講座を受講されていらっしゃらない方にもご理解いただ
けるよう講座を進めます。

第 1 回： 宮澤内閣総合経済対策以降　不良債権問題の発覚　92年～94年
第 2 回： 住専（住宅金融専門会社）問題、構造改革論登場　95年～96年
第 3 回： 山一證券、日本長期信用銀行など金融機関破綻　貸し渋り貸

しはがし問題　97年～98年
第 4 回： ゼロ金利政策、インフレターゲット論、量的緩和　金融政策未

知の世界＝非伝統的金融政策への第一歩　ITバブル　小泉
構造改革のスタート　99年～2002年

講座内容

講座
番号 A23009 現代日本経済40年史   失われた10年   1992〜2002 申込締切日 5月19日

開講日 6/10・24、7/1・15
（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

　Taiwan is making its local voices heard globally in English. 
We'll listen to interviews of various Taiwanese people and have 
pair/group discussions in English on the issues important to 
today's Taiwanese. （This course is conducted entirely in English.
Recommended for those with an English proficiency level 
equivalent to EIKEN-2 or higher.） 

　台湾はローカルな声を英語でグローバルに発信しています。さまざまな
台湾人のインタビューを聞き、今日の台湾人にとって重要な問題について
英語でペア／グループディスカッションを行います（この講座はすべて英語
で行います。英検2級以上の英語力をお持ちの方におすすめです）。

第 1 回：Taiwan's Austronesian heritage
Yosifu Kacaw (artist); Kolas Yotaka (government 
official)

第 2 回：Defending homeland 1
Joseph Wu (Foreign Minister); Enoch Wu (Voluntary 
defense trainer); Kolas Yotaka (government official)

第 3 回：Defending homeland 2
Freddy Lim (politician, rock singer); Kevin Pao (teacher)

第 4 回：Governing Taiwan into the future
Audrey Tang (Digital Minister); Tsai Ing-wen (President)

講座内容

講座
番号 A23010 Taiwan's New Leaders： Glocal Voices 

台湾のニューリーダーから学ぶ英語 申込締切日 5月26日

開講日 4/15・22、5/6・20
（土曜日　全4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

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

　私は、2019年から2020年の間、ニュージーランドの大学で研究と教育に
従事していました。その間、公共図書館で開催されていた読書会（“Reading 
Revolution”という名称でした）に参加しました。司書の方の選書による小
説を題材に、多様な参加者全員が交代で朗読し、意見を交わすという手法
の新鮮さに魅了された経験を今でも覚えています。この講座では、このよ
うな手法を借用した読書会を開催したいと思います。今回は日本の現代有
名作家 (村上春樹さん )の短編小説を素材にします。
　私は、英文学または英語学の専門家ではありませんので（換言すればア
カデミックな議論はできません！）、作品を自由に楽しく皆さんと味わうとい
う進め方に徹します。議論（会話です）も適宜英語で行いたいと考えています。
　また、私が直に体感したローカルなニュージーランド英語についてもたっ
ぷりお伝えします。

第 1 回：短編（英語）を読む（1）
第 2 回：短編（英語）を読む（2）
第 3 回：短編（英語）を読む（3）
第 4 回：短編（英語）を読む（4）

講座内容

講座
番号 A23011 英文を読み、英語でも語る読書会 申込締切日 4月3日

熊
くまがい

谷　卓
たく

（新潟国際情報大学国際学部准教授）

博士（法学）（Doctor of laws）、元ニュージーラ
ンド国立オークランド大学法科大学院客員准
教授。専門は国際法学（国際人権法・国際人
道法）で、特に国際テロリズムの法的規制に関
する研究。

講 師

関
せき

　愛
めぐむ

（にいがた NGO ネットワーク国際教育研究会 RING）
北海道教育大学卒。英語科教員として11
年間高校に勤務。2010年に国際協力機構

（JICA）による教師海外研修に参加しブータ
ン王国へ。その後、国際理解教育/開発教育
指導者研修に参加するなど実践力向上を図
る。現在はフリーランスの立場で、国際理解教
育やESD、総合学習・探究学習などに関わる
活動を展開。

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

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

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。



開講日 5/20、6/3・17、7/1
（土曜日　全4回）

開講時間 15：00～16：30
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 A23012 20世紀ロシア／ソ連芸術史 申込締切日 5月8日

開講日 4/22、5/27、6/24、7/22、8/26
（土曜日　全5回）

開講時間 11：30～13：00
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

　「パブリックアート」という言葉をきいたことがありますか？　アート＝芸
術を美術館に閉じ込めるのではなく、パブリック＝公共で楽しみ、社会に役
立てることを意味します。「大地の芸術祭」など新潟にも代表的な事例があ
りますが、世界の主要都市にもアートが溢れています。街や人を元気にす
るいろいろなアートを紹介しながら、その歴史や意義について考える楽しい
講座です。地域を活性化させたいなど、さまざまな動機で気軽に参加して
ください。　

第 1 回：パブリックアートとは何か
～ クリスチャン・ボルタンスキー（アニミタス－さざめく亡霊たち）
を中心に～

第 2 回：パブリックアートと社会変革
～メキシコ壁画運動およびメキシコ、ラテンアメリカの作品～

第 3 回：パブリックアートと都市文化
～ニューヨーク、ロサンゼルスの作品～

第 4 回：パブリックアートともうひとつの世界
～アジア、日本の作品～

第 5 回：私たちのパブリックアート
～新潟の作品を理解する～

※ 受講生の皆さんと相談しながら、実際に絵を描いたり、大きなオブジェ
を作ったりする時間も持ちたいと思います。紹介する作品や地域は
変更する可能性があります。

講座内容

講座
番号 A23013 パブリックアート入門　 

〜街や人を元気にする技術〜
申込締切日 4月7日

新
にいつ

津　厚
あつこ

子
（国立民族学博物館外来研究員）

2010年からロサンゼルスやメキシコの壁画に
ついて研究。学芸員有資格者。2013年から
1年間、カリフォルニア大学ロサンゼルス校チ
カーノ研究所客員研究員として現地調査を実
施。新潟国際情報大学9期卒業生。東京大学
大学院総合文化研究科博士課程満期退学。

講 師

開講日 4/14・28、5/12・19
（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

　ギリシャ時代から現代に至るまで、神話からインスピレーションを受けて
多くの美術作品が制作されました。それらをプロジェクターで鑑賞しながら、
神話を知っていきましょう。

第 1 回：ギリシャ神話の宇宙の生成、オリンポス12神
第 2 回：ゼウス（ユピテル）が愛した女たち
第 3 回：ビーナスとキューピット
第 4 回：その他の神々のお話

講座内容

講座
番号 A23014 絵画と彫刻で知るギリシャ神話とローマ神話 申込締切日 4月3日

開講日 4/15、5/6・20、6/10・24
（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

　フランスの都市はそれぞれが個性的で魅力に富んでいますが、各都市の
近隣にも美しい自然に囲まれた村や町、ワインの里などがあります。
　今回は各地方の主要都市とその周辺にスポットを当て、フランスの地方
都市の魅力とパリの素顔にも触れていきます。　

第 1 回：ディジョン
食道楽の里といわれるブルゴーニュ。その中心がディジョン。
ディジョンの食、歴史的建造物、ワインの産地ボーヌを探訪。

第 2 回：サン・マロ
城壁に囲まれた美しい街並みの旧市街とどこまでも続く海が
印象的なブルターニュの港町サン・マロ。昔は海賊の町とし
ても有名だった。

第 3 回：マルセイユ
紀元前から港湾都市として名を馳せてきたマルセイユ。旧市
街や風光明媚なカランクは必見。映画の父・ルミエール兄弟
の町ラ・シオタは隣町。

第 4 回：トゥルーズ
「バラ色の街」と言われるフランス南西部の都市トゥルーズは
航空、宇宙産業で有名。また歴史的建造物も多く、世界遺産
のミディ運河もある。

第 5 回：パリ4区・マレ地区
マレ地区は現在も貴族の館が残り、また一画には古くからの
ユダヤ人街が広がっている。マレの歴史と現在を紹介。

講座内容

講座
番号 A23015 まだ見ぬフランスを訪ねる旅 申込締切日 4月3日

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

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

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

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 6/3・10・17・24
（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 5,200円
在学生 3,600円
卒業生・父母・法人会員　 4,200円

　さまざまな形をした仏が、私たちの周りのお寺に祀られています。この講
座では、悟りをひらいた「如来」、如来の次の位で、悟りを求めて努力してい
る「菩薩」、仏法を守る守護神で忿怒の相をしている「明王」、インド古来の神々
が仏教に帰依して護法神となった「天部」について写真を見ながらお話しし
ます。
　入門編として、各地に残された仏像を紹介しながら一緒に学びます。

第 1 回： 如来について、仏像の写真を紹介しながら姿・形などを学びます。
釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来など

第 2 回： 菩薩について、仏像の写真を紹介しながら姿・形などを学びます。
聖観音、十一面観音、千手観音、地蔵菩薩など

第 3 回： 明王について、仏像の写真を紹介しながら姿・形などを学びます。
不動明王、孔雀明王、愛染明王など

第 4 回： 天部について、仏像の写真を紹介しながら姿・形などを学びます。
梵天、帝釈天、毘沙門天、吉祥天、弁才天など

講座内容

講座
番号 A23016 やさしい仏像の見方   入門編 申込締切日 5月19日

開講日 4/15、5/20、6/17、7/15、9/2
（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、酒を扱った噺を集めました。酒は「百薬の長」とも「命を削る鉋（か
んな）」とも言われます。落語に出てくるのは、後者の方が多いようです。ど
ちらが当たっているかはさておき、飲める方にも飲めない方にも楽しんで
いただける内容になっています。

第 1 回：試し酒
第 2 回：一人酒盛
第 3 回：盃の殿様
第 4 回：らくだ
第 5 回：親子酒

講座内容

講座
番号 A23017 落語に学ぶ人の情   酒の噺編 申込締切日 4月3日

開講日 4/19・26、5/10・17、6/7・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 8,200円
在学生 5,700円
卒業生・父母・法人会員　 6,600円

　今日、公文書保存の重要性が指摘されています。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
ていました。古文書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。保存があって、活用ができます。
　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。

　2022年度後期「古文書に親しむ「解読編」Ⅱ」の教材、上越市柿野の
宮川家文書を読みます。この文書は後期に解読を終了する予定でしたが、
「解読編」Ⅰの教材の分量が多かったため、2023年度前期に繰り越して
継続することになりました。
　宮川家文書の次は、「天保14年町方明細帳」を解読します。天保14
（1843）年6月11日、幕府は長岡藩へ新潟上知の命令を出しました。
新潟奉行川村修就が長岡藩と新潟町引き継ぎ事務を完了したのは同
年10月20日でした。この年の10月に新潟町が長岡藩新潟町奉行に提
出したものが当該史料の「（新潟）町方明細帳」で、新潟町の概要をまと
めたものです。この明細帳はあらためて長岡藩から新潟奉行所に提出
されています。
　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 A23018 古文書に親しむ「解読編」Ⅰ 申込締切日 4月5日

開講日 7/5・19、8/2・9、9/6・20
（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 8,200円
在学生 5,700円
卒業生・父母・法人会員　 6,600円

　今日、公文書保存の重要性が指摘されています。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
ていました。古文書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。保存があって、活用ができます。
　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。

　「天保14卯年12月新潟市中風俗書」を解読します。天保14（1843）
年6月、幕府は新潟町を長岡藩から上知し、勘定吟味役から新潟奉行に
任命された川村修就は町方に対し、これまでの仕来りについての報告
を命じました。本史料は町方から提出された書き上げです。大きく分け
ると4つの内容に分けることができます。
 （『初代新潟奉行川村修就文書Ⅷ』）
（1）新潟町の各生業の仕来り
（2）年中行事に当たる仕来りの月次風俗
（3）その他、朝市、婚姻など（1）や（2）以外の仕来り
（4）以上で書き漏らした風俗
　本史料は新潟市歴史博物館所蔵複写史料を使用しています。
　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 A23019 古文書に親しむ「解読編」Ⅱ 申込締切日 6月21日

横
よこやま

山　秀
ひでき

樹
（美術評論家）

美術評論家連盟会員、新潟県博物館協議会
顧問、にいがた文化の記憶館学芸顧問、前新
潟市新津美術館館長、元新潟県立近代美術
館副館長、元新潟県立万代島美術館館長

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

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

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 5/17・24
（水曜日　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。自分が大切にしている価値観を知り、他者との違
いを共有、尊重することから始めましょう。
　この講座では、価値観の違う人とどのように接するか、相手を尊重しなが
ら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
●＜ワーク＞自分の価値観を知る
●  相手を尊重するために大切なこと（ネガティブ感情との上手
な付き合い方）

●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
●断るとき、ミスを指摘す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 A23020 ダイバーシティ・コミュニケーション 

〜言いにくいことの伝え方〜
申込締切日 5月2日

開講日 7/4・11・18
（火曜日　全3回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 30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

　私たちは、人間関係の中で生きています。誰だって、より良い人間関係に
したいと願っているのに、人はすれ違い、ときに争い、憎み合います。なぜ、
そんなことが起きるのでしょうか。社会心理学（人間関係の心理学）から、人
の心のメカニズムを解き明かします。そして、どうすれば支え合う人間関係
にできるのか、解決策をお伝えします。

第 1 回： 人を見る目（対人認知）と対人魅力（人に好かれる方法）の心
理学

第 2 回：人間関係のすれ違い、基本的な誤解と怒りの心理学
第 3 回： さまざまな人間関係の心理学（皆さんからのご質問などに答

えながら、具体的な解決策を探ります）

講座内容

講座
番号 A23021 人間関係の心理学 

〜すれ違いから支え合いへ〜 
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日 6月20日

開講日 7/15・22
（土曜日　全2回）

開講時間 13：30～15：00
定　員 30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
在学生 2,400円
卒業生・父母・法人会員　 2,800円

　愛し合っているはずの親子。それでも、しばしば親子はぶつかり合います。
小さな子供から、成人した子供まで。親は子がいくつになっても親ですが、
親も成長していく必要があるでしょう。どうすれば、より良い子育てができ
るのか、どうすればより良い親子関係になるのか、心理学からお伝えします。

第 1 回：子育て最大のコツ
～幸せな家族になるために～

第 2 回：さまざまな親子関係
～ 皆さんからのリクエストに応じて、いろいろな親子の問題を
考えます～

講座内容

講座
番号 A23022 親子関係の心理学 

〜ハッピー家族になる方法〜 
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日 6月30日

開講日 6/14
（水曜日　全1回）

開講時間 13：00～14：30
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 2,000円
在学生 1,400円
卒業生・父母・法人会員　 1,600円

　発達障害についてまずは勉強をしてみたい、または、本やテレビや動画
視聴で勉強したけれど、もう一度学び直しをしたい人におすすめの基礎的
な内容の講座です。この講座では、発達障害に関する全般的な知識を学ぶ
ため、概論をお話しします。

発達障害の理解

講座内容

講座
番号 A23023 発達障害を理解する 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日 5月31日

本
ほんま

間　優
ゆうこ

子
（新潟青陵大学福祉心理子ども学部臨床心
理学科准教授、放送大学新潟学習センター
非常勤講師（発達・教育心理学担当））

同志社大学大学院心理学研究科修了（博士：心理学）。専門は発達・教
育心理学で、他者の気持ちや立場を理解し、それを対人行動に活かす能
力である「役割取得能力」に関する研究を幼児から児童を対象に行ってい
る。公認心理師。著書「児童期における役割取得能力と学校適応の関
係」（ミネルヴァ書房）、「道徳性を発達させる授業のコツ―ピアジェとコー
ルバーグの到達点」（北大路書房）。2020年に幼児向け役割取得能力ト
レーニングアプリ「こころえほん」で特許取得（特許番号：6813196）。小
学校特別支援学級や通級指導教室に通級する発達障害児を対象とした
役割取得能力トレーニングアプリ「こころえほんJr.」、「こころえほんJr.ゲー
ム」も開発しており、いずれのアプリも無償でAppStoreよりダウンロード可能

（iPad専用アプリのため、タブレットのみダウンロード可）。

講 師

菊
きくの

野　麻
あさこ

子
（フリーアナウンサー）

（株）NST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、企業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

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

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 7/19
（水曜日　全1回）

開講時間 13：00～14：30
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 2,000円
在学生 1,400円
卒業生・父母・法人会員　 1,600円

　この講座では、A23023「発達障害を理解する」の応用編として、発達障
害当事者および関わる人 （々主に家族）がポジティブに共に生きる方法につ
いて、具体例を挙げてお話しします。

発達障害と共にポジティブに生きる

講座内容

講座
番号 A23024 発達障害と共にポジティブに生きる 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日 7月5日

開講日 4/15・22、5/13・20
（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。ぜひ一緒に、ウオーキングを楽しみませんか！

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：実践編① ～新潟市内中心街小路巡り（古町～上古町）～
第 4 回：実践編② ～新潟市内中心街小路巡り（古町～下町）～

講座内容

講座
番号 A23025 ウオーキングエクササイズ 

〜楽しく歩く！を学ぶ〜
申込締切日 4月3日

開講日 4/15、5/13、6/3
（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 3,700円
在学生 2,600円
卒業生・父母・法人会員　 3,000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。今回の講座では、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：ストレス対策のアロマテラピー
ローズマリーウォーターなどで作るハーブローション

第 2 回：エイジングケアを意識したスキンケア
しっとりすべすべ石けん作り

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防虫香（防虫剤）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 A23026 香りを学ぶ 申込締切日 4月3日

本
ほんま

間　優
ゆうこ

子
（新潟青陵大学福祉心理子ども学部臨床心
理学科准教授、放送大学新潟学習センター
非常勤講師（発達・教育心理学担当））

同志社大学大学院心理学研究科修了（博士：心理学）。専門は発達・教
育心理学で、他者の気持ちや立場を理解し、それを対人行動に活かす能
力である「役割取得能力」に関する研究を幼児から児童を対象に行ってい
る。公認心理師。著書「児童期における役割取得能力と学校適応の関
係」（ミネルヴァ書房）、「道徳性を発達させる授業のコツ―ピアジェとコー
ルバーグの到達点」（北大路書房）。2020年に幼児向け役割取得能力ト
レーニングアプリ「こころえほん」で特許取得（特許番号：6813196）。小
学校特別支援学級や通級指導教室に通級する発達障害児を対象とした
役割取得能力トレーニングアプリ「こころえほんJr.」、「こころえほんJr.ゲー
ム」も開発しており、いずれのアプリも無償でAppStoreよりダウンロード可能

（iPad専用アプリのため、タブレットのみダウンロード可）。

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。趣
味は旅行。

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、薫物屋香楽認定香司）

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
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開講日 5/10・17・24・31、6/7・14
（水曜日　全6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 9,500円
在学生 6,600円
卒業生・父母・法人会員　 7,600円

　企業は、複式簿記によって日々の取引を帳簿に記録しています。昨今、情
報通信技術の発展によりコンピュータソフトによる帳簿管理が行われてい
ます。決められたフォームに従って入力を行えばすべての帳簿が作成され、
大変便利になりました。しかし、多くの帳簿がどのように連携しているのか
がわかりにくいのも事実です。
　この講座では、経理の実務を行ううえで欠かせない日常業務の流れや取
引の仕訳、帳簿組織について初歩から説明をします。経理の基礎を理解し
たい方、新たに経理業務にかかわる方、今後のレベルアップや指導のため
に基本を確認したい方に最適な講座です。また、簿記入門としての勉強に
も有意義です。

第 １ 回：会計と財務諸表
第 ２ 回：仕訳と記帳
第 ３ 回：商品売買の記帳
第 ４ 回：小切手と手形
第 ５ 回：棚卸資産の評価
第 ６ 回：伝票会計

講座内容

講座
番号 B23001 経理と簿記の基礎知識 申込締切日 4月26日

開講日 6/28、7/5・19・26
（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

　財務諸表は1期間（通常は1年）における企業の経営成績と財政状態を示
す決算書類です。この書類はいわば企業の健康診断ともいえるもので、そ
こに示された項目と金額からは企業の状態がある程度理解できます。
　この講座では、財務諸表の構造を概観し、実在する企業の財務諸表から
利益性（効率的に儲けているか）、収益性（効率的に売り上げているか）、安
全性（倒産しないか）、財務諸表と株価の関係などを解説します。自社の経
営管理や取引先の与信管理に最適な講座です。

第 １ 回：会計と財務諸表
第 ２ 回：利益と収益の効率性
第 ３ 回：安全性分析
第 ４ 回：株価分析と生産性分析

講座内容

講座
番号 B23002 財務諸表の仕組みと見方 申込締切日 6月14日

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

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

開講日 6/6・27、7/4・25
（火曜日　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

　新潟県の産業の成り立ちを歴史をさかのぼり、その特徴と構造の変化に
ついて解説します。また、新潟県の産業課題を明らかにして県内企業の新
たな展開について考察します。
　この講座では、本県の地理的条件・自然環境や産業構造、インフラなどか
ら本県産業の強みと弱みについて明らかにするとともに、今後の企業経営
の課題とその方向性について具体的な事例検証もふまえて検討します。受
講生の皆さんからのご意見・ご質問をふまえ、毎回テーマに関するトピック
スも紹介します。課題解決に向けて一緒に学びましょう。

第 １ 回：新潟県の産業構造の変化
～新潟の産業の成り立ちと取り巻く環境の変化～

第 ２ 回：新潟県の産業課題①
～人口減少時代の産業と企業経営～

第 ３ 回：新潟県の産業課題②
～生産性の向上、創業・起業家の輩出、経営革新～

第 ４ 回：県内企業の新たな展開
～サステナビリティ経営に向けて～

講座内容

講座
番号 B23003 新潟県の産業と経営 申込締切日 5月23日

尾
おじま

島　進
すすむ

（元財団法人新潟経済社会リサーチセンター
理事、敬和学園大学非常勤講師）

1958年生まれ。青山学院大学卒業。1981
年より㈱第四銀行に入行し、一般財団法人新
潟経済社会リサーチセンターに出向・移籍後、
2022年第四北越リサーチ＆コンサルティング㈱
に勤務。2016年以降、敬和学園大学非常勤
講師（金融論）。

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。

１. ブロードウェイのミュージカル
「レ・ミゼラブル」「オペラ座の怪人」「キャッツ」などを取りあげます。

２.あらゆるエンターテインメントを英語で楽しもう
私自身はNYでブロードウェイのミュージカルやジャズ、美術館など、さ
まざまなエンターテインメントに触れてきました。名曲や最新の曲、映画
などを教材に英語に親しみましょう。

３.英字新聞を読んだり、英語でエッセイを書いてみましょう

※お申込み人数3名以上で開講します。

講座内容

講座
番号 D23001 Entertainment English 申込締切日 4月7日

　感動があれば、英語は簡単に覚えられるのではないでしょうか。無理なく英語に親しみ、世界中の人と友人になりましょう。そ
のためには、エンターテインメントを通して英語を学び直すのがお薦めです。ブロードウェイやウエストエンドのミュージカル、映
画や歌、スポーツなど、バラエティに富んだテーマで英語を楽しみましょう。
　また、英字新聞で最新のニュースに触れてみたり、英語での創作活動を行ったりもします。
　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、英語に関心がある方なら
どなたでも参加できます。

開講日
4/22、5/13・20・27、6/3・24、
7/1･22、8/26、9/2
（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（新潟国際情報大学非常勤講師）

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

　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。英語を話すのが好き
という方、表現力を磨きたい方の参加をお待
ちしています。

※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
4/19・26、5/10・17・31、
6/7・14・28、7/5・19・26、
8/9・23・30、9/6
（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 D23002 Enjoy Talking！英会話のウラワザ 申込締切日 4月5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
4/19・26、5/10・17・31、
6/7・14・28、7/5・19・26、
8/9・23・30、9/6
（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 D23003 ゆっくり英会話（基礎） 申込締切日 4月5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
4/14・21・28、5/12・19、
6/2・9・16・30、7/7・14・28、
8/18・25、9/1
（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 D23004 楽しく学べる英会話（初級） 申込締切日 3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
4/20・27、5/11・18、
6/1・15・22、7/6・13・27、
8/3・17・24、9/7・14
（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 D23005 ステップアップ！英会話（中級Ⅰ） 申込締切日 4月6日

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
4/18・25、5/9・16・30、
6/6・13・27、7/11・18・25、
8/8・22・29、9/5
（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 D23006 会話力アップ！英会話（中級Ⅱ） 申込締切日 4月4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
4/15・22、5/6・20、
6/3・17、7/1・15・22・29、
8/12・19・26、9/2・9
（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 D23007 スキルアップ！英会話（上級） 申込締切日 4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
4/17・24、5/8・15・29、
6/5・12・26、7/3・10・24、
8/7・21・28、9/4
（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 D23008 ゆっくり英会話（基礎）   〜シニア〜 申込締切日 4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
4/15・22、5/6・20、
6/3・17、7/1・15・22・29、
8/12・19・26、9/2・9
（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 D23009 楽しく学べる英会話（初級）   〜シニア〜 申込締切日 3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
4/17・24、5/8・15・29、
6/5・12・26、7/3・10・24、
8/7・21・28、9/4
（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 D23010 会話力アップ！英会話（中級）   〜シニア〜 申込締切日 4月3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
4/18・25、5/9・16・30、
6/6・13・27、7/11・18・25、
8/8・22・29、9/5
（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 D23011 スキルアップ！英会話（上級）   〜シニア〜 申込締切日 4月4日

20 21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。



● 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

※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～ 6課

講座内容

開講日
4/14・21、5/12・19・26、
6/9・16・30、7/7・14・28、
8/18・25、9/1・8
（金曜日　全15回）

開講時間 19:00～20:30 　

定　員 10名　

教材費 楽しい中国語第一歩
（朝日出版社）2,530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 D23012 はじめての中国語 申込締切日 3月30日

● 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
4/15・22、5/6・20、
6/3・17、7/1・15・22・29、
8/12・19・26、9/2・9
（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 D23013 中国語中級 申込締切日 3月30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
4/19・26、5/10・17・31、
6/7・14・28、7/5・19・26、
8/9・23・30、9/6
（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 D23014 中国語上級Ⅰ 申込締切日 4月5日

―訳す中国語から考える中国語へ―
　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。聞い
た中国語を日本語に訳してからその意味を
理解し、さらに日本語で考えてから中国語に
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。
 

テキスト学習範囲　7課～12課

講座内容

開講日
4/15・22、5/6・20、
6/3・17、7/1・15・22・29、
8/12・19・26、9/2・9
（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 D23015 中国語上級Ⅱ 申込締切日 3月30日

　韓国語の文字（ハングル）の読み方と発音
ルールを学び、韓国語で自己紹介や簡単な
質問に受け答えができることを目指します。
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　1課～7課

講座内容

開講日
4/20・27、5/11・18・25、
6/1・15・22、7/6・13、
8/3・17・24・31、9/7
（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 D23016 はじめての韓国語 申込締切日 4月6日

　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…

※ハングル能力検定5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
4/15・22、5/6・20、
6/3・17、7/1・15・22・29、
8/12・19・26、9/2・9
（土曜日　全15回）

開講時間 14:15～15:45

定　員 10名　

教材費
ちょこっとチャレンジ!
韓国語《改訂版》（白水社）
2,640円

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 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 D23017 韓国語初級 申込締切日 3月30日

22 23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
4/15・22、5/6・20、
6/3・17、7/1・15・22・29、
8/12・19・26、9/2・9
（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 D23018 韓国語初級Ⅱ 申込締切日 4月3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　11課～15課

講座内容

開講日
4/17・24、5/8・15・29、
6/5・12・26、7/3・10・31、
8/7・21・28、9/4
（月曜日　全15回）

開講時間 19:00～20:30

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 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 D23019 韓国語中級Ⅰ 申込締切日 4月3日

　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　4課～

講座内容

開講日
4/20・27、5/11・18・25、
6/1・15・22・29、
7/6・13・20・27、8/3・10
（木曜日　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 D23020 韓国語中級Ⅱ 申込締切日 4月6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
4/15・22、5/6・20、
6/3・17、7/1・15・22・29、
8/12・19・26、9/2・9
（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 D23021 韓国語上級 申込締切日 4月3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　17課～ 20課

講座内容

開講日
4/18・25、5/9・16・30、
6/6・13・27、7/11・18・25、
8/8・22・29、9/5
（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 D23022 シニアのための韓国語 申込締切日 4月4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、過去形を復習してから、未来形、条件
法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
4/20・27、5/11・18、
6/1・15・22、7/6・13・27、
8/3・17・24、9/7・14
（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 D23023 フランス語初級 申込締切日 4月6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。



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。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、新潟大学大学院修士課
程修了（教育学）。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。

　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
4/15・22、5/6・13、
6/3・17、7/1・15・22・29、
8/12・19・26、9/2・9
（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 D23024 フランス語上級 申込締切日 4月3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
4/20・27、5/11・18、
6/1・15・22、7/6・13・27、
8/3・17・24、9/7・14
（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 D23025 ゆっくり楽しむフランス語 申込締切日 4月6日

　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。文法だけでな
く会話についても学びます。具体的には、①
ロシア語の文字や単語、ごく簡単な文が理解
できる（読める・書ける）こと　②ロシア語で
簡単な自己紹介・あいさつができること　③
ロシア語のごく簡単な質問に答えられること 
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
4/19・26、5/10・17・31、
6/7・14・28、7/5・19・26、
8/9・23・30、9/6
（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 D23026 ロシア語入門 申込締切日 4月5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。



〈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 4/15・22、5/6・13
（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 E23001 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 3月30日

開講日 4/17・24、5/8・15
（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 E23002 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 4月3日

開講日 5/27、6/3・10・17・24
（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 E23003 すぐに役立つExcel基礎 申込締切日 5月12日

開講日 7/1・15・22・29、8/12
（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 E23004 【実践力UP】Excel応用 申込締切日 6月16日

パソコン講座E

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。



開講日 4/15・22、5/6・13
（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 E23006 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 3月30日

開講日 4/17・24、5/8・15
（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 E23007 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 4月3日

開講日 5/27、6/3・10・17・24
（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 E23008 すぐに役立つWord基礎 申込締切日 5月12日

開講日 7/1・15・22・29、8/12
（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 E23009 【実践力UP】Word応用 申込締切日 6月16日

開講日 8/26、9/2・9・16・30
（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 E23010 【プレゼン資料作成に役立つ】PowerPoint 申込締切日 8月10日

開講日 8/26、9/2・9・16・30
（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 E23005 【仕事効率UP】Excel関数テクニック 申込締切日 8月10日

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。



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

会　場 新潟中央キャンパス

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

会　場 新潟中央キャンパス

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

32 33



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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※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

30分　200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1184-1
40台

0：00～24：00
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

新潟市中央区上大川前通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. 来館前にご自宅で検温及び健康チェックを行っていただき、発熱、咳、喉の痛みなどの
体調不良がある場合は受講をお控えくださいますようお願いいたします。

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. マスクの着用、咳エチケットにご協力ください。

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. 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。

8. 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
て講座を行います。

※「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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　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（記念講座・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．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。

6．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。

7．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。

8．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.33）をご覧ください。

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
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