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長岡造形大学の公開講座
長岡造形大学では、子どもから大人を対象に、様々な講座を開講しています。これ

らの講座を実施することで、さらに「開かれた大学」として、地域の皆様との連携が

深まり、多くの方々から大学に足をお運びいただきたいと願っています。本ページで

は、講座の一部をご紹介します。今後の動きにも、どうぞご注目ください！

こどもものづくり大学校

市民工房

2012年度一般公開授業
[美術・工芸特別講義]

[建築・環境デザイン特別講義]

「美術・工芸特別講義」、「建築・環境デザイン特別講義」のお申込み方法等の詳細につきましては、本学ホームページをご確認ください。
http://www.nagaoka-id.ac.jp/total_guide/info/public/index.html お問合せ：長岡造形大学 学務課教務係  e-mail：kyomu@nagaoka-id.ac.jp  tel：0258-21-3351

　　

平成24年11月23日（金）
平成24年11月30日（金）
平成24年12月14日（金）
平成24年12月22日（土）

「制作における、エロチシズム」遠藤 利克氏（彫刻家）
「作りながら生きる。」辻 和美氏（ガラス作家、factory zoomer 代表）
「創作の秘密とエピソード」北 久美子氏（二紀会会員、女流画家協会会員、大阪芸術大学美術学科油画コース教授）
「プロしか知らない漆の話」赤木 明登氏（塗師（輪島塗下地職・上塗職））

平成24年11月16日（金）
平成24年12月  7日（金）
平成24年12月21日（金）

「まちづくりに於ける プロダクトデザインの役割」南雲 勝志氏（ナグモデザイン事務所代表、日本全国スギダラケ倶楽部代表）
「人がつながるしくみをつくるコミュニティデザイン」山崎 亮氏（studio-L 代表取締役、京都造形芸術大学教授）
「商業施設のデザインプロセス(３) VMDと照明計画」曽我 秀生氏（（株）ディスパジオデザイン代表取締役）

受賞者達です！！長岡造形大学
2012年度の

長岡市にある3大学1高専で学ぶ学生の皆さんを4回にわたり紹介していきます。

長岡造形大学を
PICK UP!

第27回公募
日本ジュエリーアート展 入選 !

美術・工芸学科4年生
山田いぶき

第1回東京装画賞2012
学生部門 入選 !
視覚デザイン学科4年生

橋本璃奈

第27回公募
日本ジュエリーアート展 入選 !

美術・工芸学科4年生
目黒愛子

新潟県美術展覧会「県展」
洋画部門 入選 !
美術・工芸学科4年生
小杉美紀子

新潟県美術展覧会「県展」
彫刻部門 入選 !
美術・工芸学科4年生
大野はるか

第27回公募
日本ジュエリーアート展 入選 !

新潟県美術展覧会「県展」
洋画部門 入選 !
美術・工芸学科3年生
和久井礼子

第1回東京装画賞2012
学生部門 竹尾賞受賞 !!
視覚デザイン学科4年生

松永紗知
新潟県美術展覧会「県展」
彫刻部門 振興賞受賞 !!
美術・工芸学科4年生
勝間田嘉弘

第3回クラサン杯
第2位 !!

視覚デザイン学科4年生
斎藤望

第1回東京装画賞2012
学生部門 入選 !
視覚デザイン学科4年生

伏見彩奈

大学院修士課程 美術・工芸領域2年生
薗田隆寛

視覚デザイン学科3年生／鷲津健人

本学授業「美術・工芸特別講義」及び「建築・環境デザイン特別講義」を一般公開します。各分野でご活躍の先生方を講師としてお招きするオムニバス形式の授業です。この機会にぜひ、ご聴講ください。

「こどもものづくり大学校」とは、小学3～6年生を対象に、1年を通じてデザイン・絵画・工芸・工作など、ものづくりの喜びを体感してもらう講座です。美術・芸術への興味を喚起し、豊かな感性と創造力をはぐくむことを目的としています。
美術・工芸学科2年生／衣川礼香

「市民工房」は一般の方を対象としたものづくりの講座です。ガラ

ス、純銀アクセサリー、陶芸、染織、漆芸の5講座を開講しており、

初心者向けの3ヶ月コースから、ステップアップさせた6ヶ月12回コー

スなど、皆さんの興味と経験値に合わせて受講することができます。

[市民工房2012年度後期Ⅱ講座募集のお知らせ]

募集期間：2012年11月中旬～

お問合せ・資料請求：長岡造形大学市民工房

Tel：0258-21-3424

視覚デザイン学科3年生／
中嶋渚

次回は、長岡工業高等専門学校です！



 

休館日10月～12月 11/6火）,20（火）4階PRコーナー 長岡工業高等専門学校 展示

学生による、

ミスコン・ミスターコン参加者募集!!

12月号に
つづく

羽賀学長の
まちキャン徒然日記

11月の催しもの

◎無料保育サービス（6ヶ月～未就学）があります。希望される方は、講座日の10日前までにまちなかキャンパス長岡までご連絡ください。
◎材料費がかかる講座をキャンセルした場合、材料費を負担いただくことがございます。
◎（まちなかカフェのみ）事前申し込みされた方が講座開始後5分経過しても来られない場合、当日申し込みの方を優先いたします。
   事前申し込みがない方でも、ご自由に見学できます。

声の出ない子どもたち

　子どもたちに触れる機会が非常に多いのですが、近頃気になることがあります。

　それは、声を出せない子どもが増えていることです。これは話しかけても返答ができない、または質問すると答

えるけれどボソボソと下を向いて声を出すだけで、相手に伝わるように十分な音量を出せないことです。

　一方では、IT環境を使い情報を取る能力は高まっています。しかし、情報収集と思考能力を勘違いしている

子どもが増えています。得た情報をもとに深く考え、独自の意見を発信するのではなく、収集したデータを組み合

わせて自分の意見のように見せる技に長けています。データのない質問や状況が生まれると対応できない「対

応力」という「生きる力」の欠如した子どもたちに驚かされます。近年の企業が求める人材はコミュニケーション能

力の高さであり、子どもたちの声の出ない状況は、日本社会の未来に大きな課題を突きつけられた気がします。

先日、講座の受講者や施設の利用者など、まちキャンに足を運んでいただいた方が10万人を突破しま
した。皆さんご利用ありがとうございました。これからも楽しい講座の開催や使いやすい施設となるようが
んばります。ぜひまちキャンを使ってあげてください。ではまた来月。

ヘアメイクあり、ブライダル衣装を着ることができますよ! イベントの詳細はこちら▶

電話またはまちなかキャンパス長岡ホームページよりお申し込みください。電話またはまちなかキャンパス長岡ホームページよりお申し込みください。お申し込み

注意事項

0258-39-3300Tel. http://www.machicam.jp
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日常生活にひそむ心理学

時間 内容 講師日程

19:00-20:3011/5（月）

14:00-15:3011/17（土）

11/12（月） 19:00-20:30

16:00-17:30

19:00-20:3011/19（月）

11/22（木）

11/26（月）

11/30（金）

19:00-20:30

放射線と共存する社会での生き方⑤11/24（土） 14:00-15:30

19:00-20:30

10:00-11:30

新潟発漫画文化論④原作から始まる漫画の世界

放射線と共存する社会での生き方④

新潟発漫画文化論⑤これからの漫画文化を語る

30代～40代限定ドキドキ料理教室

ソーシャルスキル向上のためのコミュニケーションのススメ①
ミラーニューロンが鍵!?"苦手な人"を作らないコミュニケーション術

ソーシャルスキル向上のためのコミュニケーションのススメ②
やっぱり基本は「傾聴」

漫画原作者 
長岡造形大学非常勤講師 平良隆久さん

小さき花代表
石森秀彦さん

新潟県立大学 教授  石川伊織さん
漫画家  日下直子 さん

長岡技術科学大学 准教授
上村靖司さん

新潟青陵大学 教授　
碓井真史さん

Happy Food Company 代表・栄養士
松丸真樹さん

鬼才・石川雲蝶を語る

小川 誠さん

新潟薬科大学　臨床准教授
南雲陽子さん

永林寺 副住職
佐藤公彦さん

まちなか大学 まちなか大学院 まちなかカフェ ボランティア
企画講座市民プロデュース12月のまちなかカフェ 講座一覧

身近な生物ミミズのパワー
ミミズは土を肥やしてくれる働き者。実は、ミミズそのものにも、さまざまな効能があるのです。古くは解熱作用
がある漢方薬として使用され、最近では血栓症を改善する健康食品として販売もされています。本講座では
ミミズの生態、ミミズを活用した健康食品、ミミズを使った廃棄物の資源化についてわかりやすく紹介します。

長岡工業高等専門学校　
准教授 赤澤真一

12/8（土）
10:00～11:00

謎の光・レーザーの最前線
レーザーポインター、レーザープリンタ、レーザーディスク・・・ 日常生活にすっかり浸透したレーザーは、
わずか50年ほど前に誕生しました。電子製品を始めとしたものづくりのほか、医療の世界でも広く活
用されています。レーザーにはどんな威力があるのか、普通の光と何が異なるのか、そして意外な利用
方法まで、レーザーの最先端をわかりやすくお話します。

長岡技術科学大学　
教授 伊藤義郎

12/13（木）
19:00～20:30

骨が物語るヒトのからだ
脳や内臓を守り、しなやかな動作を生む骨は、予想以上に精緻に設計されています。 なぜ人間に
骨があるのか？骨の起源や、骨に刻まれた進化の秘密、老化のしくみ、身体の各部分の骨の役
割・・・人体を支える骨の驚きの構造を解き明かします。また、サイエンスとアートが融合した美術解
剖学の分野についても紹介します。

宝塚大学大学院教授
医学博士
桜木 晃彦

12/7（金）
16:00～17:30

各500円（1ドリンク付）定員 受講料 場 所各20名（先着） まちなかキャンパス長岡　

申 込 右ページをご覧ください。

申込期間

11/10（土）～
※電話・HPで

企業提案型寄附講座

長岡産コシヒカリ米粉「米百俵の花の不思議な力」

講 師

日時

定員

参加料 1,000円（別途材料費1,000円）

会 場 まちなかキャンパス長岡4階交流広場、創作交流室20人（先着）

持 物 エプロン、タオル、三角巾

長岡製粉株式会社 中野健一さん

米粉は知られているようで知られていない不思議な食品素材です。
玄米粉のホットケーキやシフォンケーキを試食しながら、米粉の栄養や調理方法についてお話します。

10:00～11：3012/8（土）

特別講座

「野菜ソムリエ・木村正晃の、冬野菜道場」

定員 参加料

講 師

日時 1

無料会 場 まちなかキャンパス長岡5階交流ルーム30名（先着） 持 物 筆記用具

アル・ケッチァーノ 野菜ソムリエ 木村正晃さん　

講座 「冬野菜ときのこをおいしく食べるコツ」

大根、かぶ、いもなどの冬野菜、新潟のきのこのおいしい食べ方、
おいしさや栄養を逃さない調理のコツを学んだ後、木村正晃さん直伝の、簡単イタリアンを作ってみます。

14:00～15：3012/1（土）
2
※　　　セットで受講いただきます。1 2

調理実習 「野菜ソムリエとイタリアンを作ろう」15:45～17：1512/1（土）

申込期間

11/10（土）～
※電話・HPで

申込期間

11/10（土）～
※電話・HPで


