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長岡造形大学の研究室を紹介

研究室では自動車を始めとしたトーランスポーテイションの
デザインを中心に幅広い分野のデザインに取り組んでいま
す。夏のゼミ合宿では現役デザイナーのＯＢが多数参加し、
卒業研究に対しての厳しい意見 が飛び交います。飲み会、
宴会多数、厳しくも楽しくをモットーに活動を続けています。

森研究室は、ディスプレイデザインを専攻して
います。今年の四年生は金井君のスーパー
銭湯をはじめ、モーターショー、ゲームショー、
家具屋、カフェなどをデザインしています。空間
演出と情報提示などがディスプレイの醍醐味
です。みんな楽しんでやっていますよ。

美術・工芸学科【小林花子研究室】
彫刻コースでは、造形の基礎を学びながら各自の感性を発揮できる素材
と表現を探っていきます。自然素材や人工素材、新しい素材まで、さまざま
な表現技法にもチャレンジします。自分のテーマや思考を具体化すること
で社会との関係性をも意識した造形表現へと結びつけていきます。

視覚デザイン学科【松本明彦研究室】
松本研究室は一人一人が自分独自のテーマを考え個性を活か
し、そのテーマを元に写真独自の表現方法で、一年間多くの写真
作品を制作します。常に新しい写真表現を追求し、他大学と写真
の合同展を行ったり、毎年行われている多くの写真コンテストに
も参加しています。プロの写真家等多くのクリエイターとコミュニ
ケーションをとることが出来る点が、松本研究室の特徴です。

最近はＯＢが産学共同授業のテーマ
を持って来てくれたり、会社説明会に
来学してくれたりと繋がっているのを
感じます。ＯＢが将来にわたって大学と
の関係を大切にしたくなる様な教育が
できればと、考える今日この頃です。

表現メディアにおける写真の立位置
を考え、写真でしか表現できないもの、
写真だからこそ表現できるものを、各々
のテーマにおいて自分にしかできない
表現で実践していきます。それととも
に、写真を撮ること見ることが、人生に
アクセントを与え輝かせ、喜びになると
感じてもらえたらな、と思います。

作品に学生の個性を活かせる様、
親身にアドバイスをして下さる為、
写真独自の表現方法を一人一人
がしっかりと身に付ける事が出来ま
す。写真についてどんな些細な疑
問にも相談に乗って下さるので、
楽しく気軽に学んで行ける、そんな
ゼミとなっています。

小林研究室は学年を超えたコミュニ
ケーションを大切にしています。それぞ
れが作品制作を通して発見した表現
方法や学んだ技術を共有することは何
にも変えられない貴重な経験になりま
す。卒業研究では、これまでの経験を
生かして様々な表現を展開します。

作品制作では木や土などを素材とし
て多く使います。自然素材のため形
の表情が常に変化するという難しさ
がありますが、その中でも気付くこと
や形が見えてくると表現することの
楽しさや面白さが発見できます。

プロダクトデザイン学科【土田知也研究室】 建築・環境デザイン学科【森望研究室】

卒研、就職、恋愛？など
熱心に指導していただい
てます。普段は3割が
ジョークですが、アルコー
ルが入ると9割方ジョー
クになります。（笑）

金井佑太
卒研タイトル：「多人数型アミューズ
メントスパの提案」
作品説明：近年、内風呂の普及や
後継者不足などの理由で、銭湯は
姿を消しつつあります。しかしスー
パー銭湯は数を増やしています。こ
れは、単に入浴するだけの銭湯ではなく、アミューズメント性の強いスー
パー銭湯の需要が高いと考えられるからです。一般のスパは個人客や
家族をターゲットにしていますが、団体客をターゲットにした、新しいタイ
プの施設を提案します。

長岡市内 3 大学 1 高専を紹介
長岡市の誇る3大学１高専。そこでは、どのような研究が行なわれているか、教員と学生の皆さんが紹介します。
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3月号に
つづく

◎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。

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

協賛企業

0258-39-3300Tel. http://www.machicam.jp

今月の表紙を飾っている長岡造形大学は開学２０年となる今年４月、公立大学法人として新たなスタートをきります。これ
までもデザインの専門大学として教育・研究を進めながら、まちなかキャンパスの講座や市民工房、子どもものづくり大
学校などで地域のみなさんからご利用いただいてきましたが、今まで以上にデザインの特性を長岡市のまちづくりに生か
せる大学を目指します。ご期待ください！

羽賀学長の

まちキャン徒然日記

2月の催しもの

昨年、『和食』が世界文化遺産に登録されました。それ以前から『出汁（DASH I）』は国際語として通

用していました。和食は、うま味と風味の２段階構造を持っていますが、そこに旬の食材が活かされてい

ます。海外では、うま味を出すために長時間煮込む必要がありますが、日本の鰹節、昆布、椎茸は短時

間でうま味を出すことができる食材です。また鰹節は世界で一番硬い食材でもあります。日本人は干す

ことによって、うま味が増すことを知っていました。また食材本来の持ち味を活かすことも和食の特徴で

す。食育を通して和食の基本である出汁の取り方を伝えていく必要があります。

3月のまちなかカフェ 講座一覧 おいしいコーヒー、紅茶を飲みながら
気軽に楽しめる講座です

和食文化

リアルタイムの
天気図が
見られる世界初の
「触れる地球」 ！
（直径約80㎝）

11:00-13:00

14:00-15:30

10:00-12:00

10:00-11:30

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

13:30-16:45

19:00-20:30

19:00-20:30

2/ 1（土）

2/ 2（日）

2/ 8（土）

2/ 9（日）

2/15（土）

2/22（土）

2/24（月）

2/28（金）

食で身体の内側からアンチエイジング

環境研究コース⑩成果発表会

コミュニケーションがうまくいくための質問力講座～長岡しつもん塾～③

石にまつわるよもやま話

コミュニケーションがうまくいくための質問力講座～長岡しつもん塾～④

ボーイスカウトに学ぶ、子どもを育むコツ②

キャンパスリンク～夢を探そう、出会いを探そう～

アイディア出し必勝法

日本の原点・古民家を守る

料理家・薬膳アドバイザー

長岡大学 

魔法の質問認定講師

長岡技術科学大学

魔法の質問認定講師

笑顔写真家

F&Cヨシザキ会議ファシリテーター

長岡造形大学

長岡造形大学

遠藤ミホ

 専任講師 西俣先子

河井 恵美

准教授 南口 誠

河井 恵美

隊長 小林 裕人

かとう ゆういち

吉崎 利生

准教授　金澤 孝和

教授　平山 育男

※詳細は前ページを
　ご覧ください
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時間 内容 講師日程

まちなかカフェ まちなか大学 市民プロデュース ボランティア
企画講座

企画提案型 
寄附講座

まちなか
大学院

佐渡のこと、知っていますか
現在は越後地域とともに新潟県を構成する佐渡。しかし、佐渡は越後とは異なる独自の歴史と文
化を育んできました。西暦700年の佐渡国の初見から現代に至る佐渡の歩みを日本史の流れの
中で考えます。日本国の北の境界としての佐渡、日本海交通の中での佐渡、佐渡に分布する苗字
と日本史との関係、そして金銀山の歴史などの話題から、佐渡の奥深い歴史が見えてきます。

長岡工業高等専門学校
准教授 田中聡

3/6（木）
19：00～20：30

民俗学へのいざない～昔話にみるモノとココロ～
古くから語り継がれる昔話。昔話に現れるアイテムには、意外な意味が込められているものが
あります。例えば“ひょうたん”。西遊記などさまざまな話に登場し、前方後円墳の形とも関わ
りがあるといわれるひょうたんには、一体どのような意味が隠れているのでしょうか？その他
さまざまなモノを取り上げながら、その奥底に秘められた“心意的世界”について紹介します。

新潟県立歴史博物館
にぎわい創出担当参事 
野堀正雄

3/19（水）
19：00～20：30玉手箱 浦嶋神社（宇良神社）蔵：

京都府与謝郡伊根町

気象と健康との関わり～天気を知って元気になる～
「雨の日は古傷が痛む」といった話をよく聞きませんか？実際、健康状態は気象に左右され
ることが珍しくありません。近年、健康と気象の関係を論理的に解き明かし、健康維持に
生かす研究が進んでいます。「健康気象アドバイザー」をゲストに招き、天気を知って元気
になる秘訣を学びます。

長岡大学
准教授 山川智子

3/12（水）
19：00～20：30

「ファシリテーションコース」①②
ファシリテーション力で、会議が変わる！ 

ボーイスカウト新潟連盟
長岡１団ボーイ隊

申込開始

2/10（月）～
※電話・HPで

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

申込 次のページ下段をご覧ください

第２弾学生カフェ
笑顔咲く人生を描く

かとうさんの体験談を元に、自分の「目標」をどのように掲げ、そこに向かっ
てどうやって「有言実行」していくのか、その鍵に迫ります。前半は講演会、後
半は参加者の方が実際に手・足・口・頭を動かす「自分発掘ワークショップ」
を開催します。一緒に、笑顔咲く人生を描きませんか？仲間、募集中！

企業・団体のみなさまが企画・運営する講座を募集します。専門
性や地域性を生かした特色ある講座をご提案ください。（自社製
品のＰＲ・販売、勧誘など一企業・団体の営利を主たる目的とした
講座は対象となりません）詳しくはホームページをご覧ください。

時 間

ゲスト

10：00～12：00 定員 20名 会場 ４階 サイエンスカフェコーナー 会 場 ４階 創作交流室 受講料 500円

1. 学生交流イベント
材料争奪！まちキャンでお菓子作り

「お菓子作り」をテーマに交流会を開催します。参加者はいくつかのチーム
に分かれて、ミニゲームでお菓子の材料の争奪戦を行います。全てのゲーム
に勝ったチームは豪華なお菓子が、負けたチームは悲惨なお菓子が…！？
その後は完成した作品を鑑賞し合い、美味しく食べましょう♪

時間 14：00～18：00 定員 30名

2.

※２月１日（土）～15日（土）に４階展示コーナーにてかとうさんの写真展を行います。  笑顔写真ってどんなもの？気になる方はぜひお越しください！

笑顔写真家 かとうゆういちさん

定員

時間 時間

時間 各10人（先着） 材料費：300円

ミニプラネタリウム（各20分）
10：30～ 11：30～ 13：30～ 14：30～ 15：30～

学生交流イベント分科会P r e s e n t s
キャンパスリンク ～夢を探そう、出会いを探そう～ 申込受付中！

県立自然科学館 科学館がやってきた！
 ～ミニプラネタリウムと触れる地球～

長岡から避難所革命！？

まちなか大学院・防災研究コース
成果発表会を開きました。

今年のテーマは「避難所」。
“子育て世代が過ごしやすくするには？”“住民がつくる避
難所マニュアル”など、13名の受講生が研究成果を発表し
ました。中越大震災での避難生活、東日本大震災の避難者
受け入れの経験
を生かした、一歩
先行く避難所提
案に、会場が沸き
立ちました。

まちなかキャンパス長岡
「企業・団体プロデュース寄附講座」募集！！

【例えば】
・酒屋のおいしいお酒の飲み方、選び方　　・大工さんの木造建築の魅力
・スポーツ店の道具の手入れ方法　　　　  ・呉服店の着物の楽しみ方、普段着の着物
・電気や部品メーカーの業界トレンド　　　・農家や食品店の長岡野菜の紹介
・職人さんの伝統工芸品の現状や意外な使い方などなど

●申込方法
まちなかキャンパス長岡のホームページ（http://www.machicam.jp）にある申請書に
必要事項を記入のうえ、開催月の３か月前までにお申し込みください。まちなかキャン
パス長岡での審査後に実施の可否を決定します。

1/22（水）

1 触れる地球の実演
10：30～16：30

3

プラネタリウム工作
11：30～12：00　14：30～15：00

2
プラネタリウム工作

2/15
（土）

2/22・23
（土）（日）

休館日PRコーナー
展示ギャラリー

2/4（火）,18（火）長岡技術科学大学
かとうゆういち 写真展2月1日（土）～15日（土）
小川誠 ２月写真展2月16日（日）～24日（月）

私たちはまちなかキャンパス長岡を応援しています。（五十音順）
朝日酒造株式会社、安達紙器工業株式会社、岩塚製菓株式会社、長岡グランドホテル、中川酒造株式会社、
原信ナルスオペレーションサービス株式会社


