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ふしぎ発見！科学SHOW バイオテクノロジーの世界
長岡工業高等専門学校　准教授　赤澤 真一

バイオテクノロジーって最近よく聞かないですか？ そもそもバイオって何だろう？ 実はバイ
オって生物の力を利用して人や地球に役立つ事をしてやろうってことなんです！ 今日は驚異
の生物パワーを使ってその秘密に迫ります！

12月10日（土）
10：00～11：00

12月号に
つづく

12月号に
つづく

長岡大学の紹介・PRはいかがだったでしょうか。まちキャン通信に合わせて4階PRコーナーで、大
学紹介のなどの展示を行っていますので、そちらもぜひご覧ください。次号で紹介するのは長岡工
業高等専門学校です。お楽しみに。

11月の催しの紹介

12月のまちなかカフェ

ロゴ入りカップができました

11月10日
申込開始！

※無料保育サービス（6カ月～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、材料を買い取りいただくことがございます。
※定員に満たない場合、当日申込みを受け付けます。
なお、事前申込みされた方が、講座開始5分たってもいらっしゃらない場合、当日申込みの方を優先させていただきます。（カフェのみ）

各500円 受講料各講座 20名（先着） 定　員 申し込み方法は最終ページ参照申　込

TEL：0258-39-3300  http：//www.city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/
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込みください。

申込

2日㈬

6日㈰
 

9日㈬
 

10日㈭

11日㈮

12日㈯

13日㈰

14日㈪

16日㈬

17日㈭

20日㈰

21日㈪

23日㈬

24日㈭

26日㈯

27日㈰

28日㈪

日程

4階展示
ギャラリー

4階PR
コーナー

…カフェ …大学 …市民プロデュース事業 まちなかカフェはご自由に見学できます。
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街の灯「照明の魅力」③ 住空間と照明「光のレシピ」　長岡造形大学 准教授　新海 俊一

サンデー蒼龍塾カフェ②

自分に自信が持てる 勇気づけセミナー！④

十分盃講座～My十分盃で長岡の地酒を味わおう～②

街の灯「照明の魅力」④ 照明の魅力再発見　ゲスト　長岡造形大学 教授　上野裕治　他

親鸞とその家族③

ガイドの目で見た長岡の明治時代・大正時代の魅力

「いい街」の作り方　長岡技術科学大学 准教授　樋口 秀

LED照明の基礎と省エネの知識①

電気の力でくるくるまわる不思議なモーターを作ってみよう　長岡工業高等専門学校 准教授  矢野 昌平

臨床美術による「わくわくアート教室」③

チラシを活用した家電の選び方、使い方　省エネルギーセンター省エネルギー普及指導員　中曽根 勝彦

モーターで自由自在に動くロボットを作ろう①　長岡工業高等専門学校 准教授  池田 富士雄

スイスのイメージとデザイン戦略　長岡造形大学 教授　ヨールグ・ビューラ

街の灯「照明の魅力」⑤照明デザインのヒミツ　ゲスト　照明デザイナー　東海林弘靖　他

親鸞とその家族④

Men`s Kitchen～目指せ料理男子！～②

聞き上手になるためのコミュニケーションのススメ①　コミュニケーションは宝の山！
多世代交流館になニ～ナ 代表　佐竹直子

モーターで自由自在に動くロボットを作ろう②　長岡工業高等専門学校 准教授  池田 富士雄

野生動物のふしぎ　長岡技術科学大学 助教　山本 麻希

親鸞とその家族⑤

エンジョイ・アート～身近な造形活動を楽しむ～③

臨床美術による「わくわくアート教室」④

モーターで自由自在に動くロボットを作ろう③　長岡工業高等専門学校 准教授  池田 富士雄

聞き上手になるためのコミュニケーションのススメ②　基本は「傾聴」　新潟薬科大学 臨床准教授　南雲 陽子

時間 内容・講師

17日㈭～27日㈰

11月1日㈫～30日㈬

クリスマスドライフラワー作品展

長岡大学 パネル展示 

まちキャンレポートまちキャンレポート

ぜひ、レコードを聴
きに来てください！

　まちキャンが開校して早2か月。皆さんはまちキャンに行ったことがありますか。まちキャンにはさまざまな施設があ
りますが、今月はその一つを紹介しましょう。
　まちキャン4階交流広場の奥に音楽鑑賞コーナーがあります。これは昔懐かしいレコードが聴けるコーナーです。（し
かもボディソニックで。低音域も振動で感じることができ、臨場感がアップ）
　今でこそ音楽はダウンロードしてどこででも聴ける時代ですが、昔は、音楽を聴くにはレコードで、あの大きなジャ
ケットに心をときめかせたものです。それが1980年代後半にCDに取って代わられて以降、姿を消してしまいました。
　…いや、待てよ、その姿を消したレコードをどうやって…と思うかも知れませんね。何とレコードは市民のみなさんか
ら寄贈いただいています。みんなが少しずつ持ち寄って、ライブラリーを充実させています。みんなで一緒にこのコー
ナーを育てているのです。もし、押入れの奥に眠っているレコードがある方がいましたら、ぜひ、まちキャンに寄贈くだ
さい。レコードにもう一度光を当ててみませんか。

雪の害、雪の利  長岡技術科学大学　准教授　上村 靖司

毎年３ヶ月に渡り雪に覆われる長岡市。雪の害ばかり目に付きますが、雪の利もちゃんとあ
るのです。雪の持つ特性を知り、快適な雪国生活を送るための視点を提供します。安全な雪
かき方法も伝授。

12月8日（木）
19：00～20：00

知られざる宇宙を知る～天文楽～    NPO法人星空ファクトリー

古代から続く壮大な「天文学」を、気軽に楽しむ「天文楽」。宇宙の誕生から地球の誕生、そし
て生命の誕生へ。星座の由来、宇宙空間のなりたち、「光年」とは・・・？ 星や宇宙の神秘に触
れ、夜空を見上げるのが楽しくなる講座です。

12月22日（木）
19：00～20：00

まちキャン通信編集部：まちなかキャンパス長岡運営協議会 広報分科会　〒940-0062新潟県長岡市大手通2丁目6番地
TEL：0258-39-3300　FAX：0258-39-3301　E-mail：machicam@city.nagaoka.lg.jp　

11月号11月号
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小学校
4～6年生
対象

まちなか大学「災害における人の力を考える」最終回のパネルディス
カッションでは、京都大学矢守教授や山の暮らし再生機構平井理事長
ほかが登壇。それぞれの立場から水害・震災の体験談やそこから得た
教訓などをお話しいただきました

まちなか大学「災害における人の力を
考える」を受講し、無事修了証をいただ
きました。中越市民防災安全大学との
連携講座や、パネルディスカッションな
ど、本格的な内容に満足しています。実
は私、今年はなんと4講座のまちなか大
学に申し込みました！連続講座ならで
はの達成感、充実感がたまりません。講
座の前後に、学生証特典を使っておい
しいものを食べることも楽しみです。

「修了証」を
GETしました！
「修了証」を「修了証」を
GETしました！GETしました！

市民プロデュース事業「Men`s Kitchen」
は、男のための料理教室。この日はボンゴ
レビアンゴとサラダにチャレンジ

「いい写真を撮る極意」では、長岡造形大
学松本教授が写真の撮り方を指南。受講
者の作品を1枚ずつ丁寧に講評

まちなかカフェでは、リラックスした雰囲気で受講してもらおうと、市内の喫茶店等と協力して、
コーヒーやお茶などを提供しています。もっともっとまちキャンに親しんでもらえればと、ロゴマー
クの入ったマグカップ、グラスをつくりました！ ワンポイントで入ったロゴマークが可愛らしい。

19日㈯ 13:30～16:30 「紙コップで作る十分盃」權ゼミナール
23日㈬ 13:30～16:00 長岡大学茶道部茶会

特別
開催



申　込

紹介します！ 長岡の大学・高専 vol.1

“長岡大学は来年度からまたまた大きく進化します”
長岡大学学士就業力目標を設定し、質の保証体制確立の第一歩を踏み出します。 

長期インターンシップ制度など就業体験の機会を多様化します。 

新しく2つのコース、「アグリ・コミュニティビジネス」と「コミュニケーションデザイン」を
開設します。経済、経営、ＩＴ応用の世界が広がります。

安心して大学で学べるよう学生の経済支援を強化・拡充します。 

詳しくは、長岡大学
ホームページへ

Ⅰ期 2011年10月24日㈪ ～ 11月９日㈬

Ⅱ期 2011年11月28日㈪ ～ 12月９日㈮

Ⅲ期 2012年１月５日㈭ ～  １月20日㈮

Ⅳ期 2012年２月１日㈬ ～  ２月17日㈮

Ⅴ期 2012年２月23日㈭ ～  ３月２日㈮

Ⅵ期 2012年３月５日㈪ ～  ３月15日㈭

Ⅰ期 2012年１月５日㈭ ～  １月20日㈮
Ⅱ期 2012年２月８日㈬ ～  ２月20日㈪
Ⅲ期 2012年３月１日㈭ ～  ３月14日㈬

Ⅰ期 2012年１月５日㈭ ～  １月27日㈮

Ⅱ期 2012年２月６日㈪ ～  ２月15日㈬

Ⅲ期 2012年２月20日㈪ ～  ２月29日㈬

Ⅳ期 2012年３月５日㈪ ～  ３月15日㈭

AO入試出願

一般入試出願

大学入試センター
試験利用出願

AO入試エントリー
 受付中です。

長岡大学地域研究センターシンポジウムのご案内

11/11 金 14:00-17:00　アトリウム長岡
地域研究センター 久保までご連絡ください。　TEL 0258-39-1600㈹  

〒940-0828   長岡市御山町80-８ TEL：0258（39）1600㈹
ホームページ http://www.nagaokauniv.ac.jp/ FAX：0258（33）8792　

各入試の出願期間

長岡大学から「まちキャン講座」へ

カフェマーケット 〈９月４日（日）〉

　長岡大学の学生チーム７名は、春から旧川口町木沢集落の地域活性化に係わる活動を行っています。木沢集落は、7年前
の中越大地震の震央がある集落で、これまで震災復興活動を進めてきました。9/12～15、地元の地域おこし団体「フレンド
シップ木沢」の方々と協力し、集落内の倉庫のシャッターに絵を描く（シャッターアートの作成）活動を行いました。倉庫４棟
のシャッターそれぞれに集落の四季を描く企
画で今回は「夏」の絵を完成させました。
残暑が厳しい中での作業は大変でしたが、地
元の方々からあたたかいご声援や差し入れを
いただき、なんとか完成することができました。
今後も活動を続け「木沢集落の春夏秋冬」を完
成させる予定です。

学生の活動
紹介

完成したシャッターアート「夏編」

まちなかカフェ〈９月27日（火）〉

マーケティングというものの基本的な考え方や、私たちが
普段買い物で利用するスーパーやコンビニを取り上げ、つ
い買ってしまうようなマーケティングの仕組みについて紹
介しました。

●売れる法則を考えよう！マーケティング入門

●連続ドラマの楽しみ方

●自分シナリオを書く

報　告

長岡大学准教授　
松本和明

まちづくり学科　物知りナガオカ学
〈３月８日（木） 19:00～20:30〉●東山・西山油田と長岡地域の近代化

明治20年代以降勃興した東山・西山油田開発により、長岡では様々な産業が発達しました。中でも、
機械工業および製紙業や鉄道業は、その後の長岡を大きく変える発展を遂げました。長岡の商工業の
発展と地域の近代化をリードした油田について解説します。

〈３月29日（木） 19:00～20:30〉●栃尾出身・外山脩造の足跡と活動
栃尾地域出身で、アサヒビールや阪神電鉄などの設立に尽力し、関西産業界・金融界の発展を主導
した外山脩造の足跡と活動および理念・思想についてふりかえります。

東京上野を出て13年、長岡地域の産業史を研究し続けている（つもり）。
趣味は東京ヤクルトスワローズの応援と寄席通い。モットーは「明日の感動
より今日の笑い」、否「勉強は楽しく、遊びは真面目に」。

  どなたでも
参加できます。
 ぜひ、どうぞ！

環境経済コース
医療福祉経済コース
まちづくりコース
国際コミュニケーションコース
情報ビジネスコース

経営戦略コース
事務会計コース
マーケティングコース
生活環境コース
情報ビジネスコース

経済経営学部　入学定員160名

環境経済学科

人間経営学科

アグリ･コミュニティビジネスコース

コミュニケーションデザインコース

コミュニケーションデザインコース

定員80名

定員80名

「北陸新幹線延伸による影響と長岡地域の将来」

●長岡市(旧川口町)木沢集落で学生チームがシャッターアートを制作しました。〈9月12日（月）～15日（木）〉

目的はドラマや映画の土台となる脚本（シナリオ）の形式や書き方を把握することです。シナリオは「台
詞」「柱」「ト書き」の三つの要素をきちんと押さえれば誰でも簡単に書けます。日常の風景を切り取っ
て、自分を主人公としたシナリオを作る参加型のエクササイズを行いました。

連続ドラマを通して、最近増えている漫画原作の裏事情や、
製作の流れをたどります。ドラマが描いているのは、人物の
変化・成長です。実際のドラマとドラマ用シナリオを見比べ
ながら、その表現の違いや人物の描写について触れました。

   たくさんの
ご参加ありがとう　ございました。

経済経営学部　長岡大学

挑戦できる人材を育てる
どこよりも一生懸命に

ご案内

長岡大学准教授 山川智子

長岡大学准教授 岸本徹也


