長岡造形大学「学生による学校自慢」
プロダクトデザイン学科 鈴木研究室
私たちの研究室では、染色によるテキスタイルデザインの制
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作・研究に取り組んでいます。型捺染や引き染めなど伝 統的
な手法を用いた技 術の 他に、シルクスクリーンや昇華プリン
トなどの様々な技 術、そして色 彩について深く学ぶことがで
きます。意味を持った配色を考えること、色彩の知識を活かし
たデザインをすることができるようになります。

視覚デザイン学科 御法川研究室
今年の研究生はイラストレーションやグラフィックデザインな
どの平面的な表現にとどまらず、立体や自然現象を利用した表
現など多様なテーマで研究・制 作に取り組んでいます。
「 新し
いものを生み出すにはリスクを背負う覚悟を。出てくるカタチ
は先人の考えを自分なりに咀嚼して生まれるもの。だから過去
を知ることを大事に。」という先 生の 教えのもと、私たちは各
国のさまざまな時 代の 作家や歴史について調べたり、彼らの
手法を取り入れたりしながら自分の表現を追究していきます。

美術・工芸学科 中村研究室
中村研究室では、ガラスの制作およびその研究をしています。
ガラス工 房は設備が 充実しており、吹き、鋳 造、切子など様々
な技法を用いて各々がそれぞれの制作に勤しんでいます。自分
達が想像したものをガラスに置き換えて作ることはとても難し
いですが、よりガラスという素 材を深く学ぶことができます。
失 敗してしまうときもありますが、中 村 先 生の「大 丈 夫! 大 丈
夫!」という魔法のお言葉を貰いながら、日々尽力しています。

建築・環境デザイン学科 小川総一郎研究室
私たちの 研究室はランドスケープデザインの 研究室です。私
たちはエコシステムとエンジニアリングを用いて人と自然の両
方が快適に生活できる空間を目指したエコロジカル・ランドス
ケープの考えのもと空間デザインを進めています。その中で、
広 大な敷 地の土木的な計画から小さな範囲の地 形の操 作に
よる水の流れ、植 生、生物の計画まで、一人一人研究テーマに
合わせ力を入れているところは様々です。また水 彩画・スケッ
チを取り入れ、より美しく、伝わるデザインを目指しています。
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学びのきっかけ探しにぴったりの
気軽に受講できる講座です。

申込受付
※講師敬称略

2/10（月）〜
※電話・HPで

思わず納得！日常あるあると行動経済学

3/10（火）

人間の心理に基づく行動に着目した経済学を行動経済学と言います。まれに人
間が非合理で不可解な行動をすることがありますが、実は行動経済学的に説明
できるものが多いのです。みんなで楽しくクイズを楽しみながら奥深い行動経済
学の扉を開けてみましょう！
定員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会場

19：00〜20：30
長岡大学
教授 山川智子

4F 交流広場

まちなかカフェ

日程

まちキャンボランティア企画講座

こども理科工作・実験教室

大学や高専を退職した経験豊かな先生が企画した講座です。

教えて!フレンドの社長!

2/21 （金）19:00〜20:30

パラリンピックをピックアップ!

NHK首都圏放送センター
ディレクター 日沖七瀬

2/26 （水）19:00〜20:30

家族が認知症になったら

長岡崇徳大学
教授 望月紀子

2/28 （金）19:00〜20:30

インテリアの魔力

長岡造形大学
准教授 金澤孝和

2/29 （土）14:00〜15:30

学びに年齢はない!
ー六十代の大学生・奮闘体験を語るー

山岸良子

静電気おもちゃをつくって遊ぼう

定員

小学生25名（保護者は1名まで同伴可）

会場

4F 創作交流室

持物

2/4（火）、
18（火）
羽 賀学長の

2/10（月）〜

受講 料 500円

※電話・HPで

長岡技術科学大学展示

展示ギャラリー

魚沼市フォトコンテスト受賞作品展
（2/6（木）〜2/19（水））

巨星墜つ
昨年10月から立て続けに緒方貞子さん、中村哲さん、稲川明雄さんと、自分の人 生に大きな影響を
せきりょうかん

生きている自分が、もう一度「何のために生まれてきたか」を深く考え、残された日々をどう生きるか
というメッセージを渡されたとも思っています。3人に共通の視点は「事に当たりて常に本質とは何
か」を追い続けた点です。自分もそうありたいと思っています。

長岡技術科学大学
名誉教授 藤井信行
名誉教授 塩見友雄
ほか
お 申し 込 み

Topic

P Rコーナー

与えてくれた巨人たちが鬼 籍に入ってしまいました。寂寥感でつらい日々が続いています。しかし、

13：30〜15：00

壊れてもかまわないボールペン
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3/7（土）

冬にセーターを着るときや車を乗り降りするときに、バチバチッと感電すること
はありませんか？それが静電気です。静電気を利用した空飛ぶ電気クラゲや静
電気モーターのおもちゃをつくって遊びながら、身近で起こる静電気について学
びましょう。

講師（敬称略）

2/14 （金）19:00〜20:30

申込受付
※講師敬称略

内容

株式会社フレンド本部
代表取締役社長 豊田雅彦

休 館 日

学校以外でも学びたい、学校を飛び出して交流したい
というお子さんにオススメの講座です。

時間

市民プロデュース講座

注意事項

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。

Tel. 0258-39-3300

まちキャン

検 索

◎無料保育サービス
（6か月〜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。

◎講座の申込をキャンセルされる場合は、必ず電話でご連絡ください。
キャンセルの受付は、
開催日前日の閉館まで
（平日・土曜は22：00、

1

日曜・祝日は18：00まで）
とさせていただきます。連絡をいただかなかった場合は、受講料を徴収させていただきます。

昨年11月末までに提出のあった企 画申請書から、2 件の講座を開 催することが 決 定しました。引き続き、

◎
「まちなかキャンパス長岡」
主催の講座は、
いきいき県民カレッジに登録しています。

令和2年度に開催する「市民プロデュース講座」を募集していますので、
「 講師をやってみたい!」、
「 講座を開催
してみたい!」という市民の方は、ぜひご申請ください。
募集要項と申込書は、まちキャンや市有施設に設置しています。
また、ホームページからもダウンロードできます。
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私たちは
「まちなかキャンパス長岡」
を応援しています。
（協賛金口数順・五十音順）

朝日酒造株式会社、
安達紙器工業株式会社、
アクシアル リテイリング株式会社、
日本精機株式会社、
岩塚 製 菓 株 式会 社 、F Mながおか 、J A 越 後ながおか 、株 式会 社 大 光 銀 行 、株 式会 社第四 銀 行 、
長岡グランドホテル 、有限会社パーマーク、北越コーポレーション株式会社、株式会社北越 銀 行、
ヨネックス株式会社、ワタナベグループ、株式会社内野精工、株式会社カンコー、株式会社システムスクエア、
長岡電気工事協同組合、中川酒造株式会社、R INX株式会社
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