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長岡大学 オープンキャンパス 2020開催!!

発行：令和2年5月1日

長岡大学では今年もオープンキャンパスを開 催します。長岡大学での学びや入試、奨 学 金 制度、就 職率の高さの
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秘密について詳しくご説明します。キャンパスツアーやランチ体験では教員や在学生からもキャンパスライフについて

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 - 0 0 62 新潟県長岡市大手通 2- 6 フェニックス大手イースト4F TEL.0258 -39 -330 0

聞くことができます。もちろん、個別相談もOK！
3名以上(高校生及び受験生)の参加で無料送迎も行います（※新潟県外・離島は除く）。
お友達も誘って、ぜひお気軽に長岡大学へお越しください。皆様のご参加をお待ちしています！

オープンキャンパス

第1回：7月26日
（日）第2回：8月 8日
（土）
第3回：8月22日
（土）
ミニオープンキャンパス

まちの駅 長岡大学のご紹介

オープンキャンパスの内容

10:30〜15:30

10:30〜13:30

第1回：6月20日
（土）第2回：7月11日
（土）
第3回：9月 6日
（日）第4回：9月19日
（土）

・長岡大学の紹介
〜教育・資格取得・入試・就職・奨学金〜
・キャンパスライフ紹介
・キャンパスツアー
・ランチ体験（無料）&フリートーク
・模擬授業体験（※ミニオープンキャンパスでは行いません）
・個別相談（希望者）

長岡大学は、皆様が立ち寄って憩える場所として、学食、図書館、学生ホールなどの施設を開放
しています。春の桜から冬の雪景色まで、四季の移ろいの美しい長岡市悠久山地区御山町に
ある長岡大学に、ぜひお立ち寄り下さい。

※まちの駅とは、公共施設からまちかどのお店まで、既存の施設・空間に設置できる、人と人の出会いと交流
をサポートする、
まちの情報発信拠点です。
全国で4つの大学（宇都宮共和大学、島根大学、西九州大学、長岡大学）
が
まちの駅として取り組みを行っています。

長岡大学ってココがすごい！
学生一人ひとりをしっかりサポート

★ ★ ★ ★

●資格対策講座は Word、Excel、
日商簿記検定、
リテールマー

Pickup！★

学生食堂 3号館1階

ケティング
（販売士）
検定、
経営学
（マネジメント）
検定等９講座、
40回開講（令和元年度実績）
！資格試験のサポートが充実！

★ ★ ★

図書館 1号館1階

●手厚い就職支援（年間延べ1,200社訪問による求人開拓、独
自の学内企業説明会を実施など）により高い就職率を実現！

オープンキャンパスに関するお問い合わせは 長岡大学 入学課まで!
TEL.0120-248-556
E-mail:nyushi@nagaokauniv.ac.jp

長岡大学文化講演会 2020「なぜプログラミング教育が必要なのか」
2020年教育改革がスタートし、新しい学習指導要領の施行によって小学校でのプログラミング教育が必修 化されました。変化
の激しいこれからの社会を生き抜く人材の育成を目指した今回の教育改革は数十年ぶりの大改革であるとも言われます。
なぜプログラミング教 育が必 要なのかということは、実 際にその 教 育を受ける子どもたちだけでなく、保 護 者や大 人たちが、
しっかりと理解しておく必要があります。プログラミング教育によって、どのような能力を育むことが期待されているのでしょうか。
本講演会が、21世紀を生き抜く人材に必要な能力は何かを考える機会となれば幸いです。

講師： 岡嶋 裕史

営業時間は

月〜金の授業日11：00〜14：00

（ラストオーダー13：30）
です。

ごはんを持参しておかずだけ注文もOK。

日替わりランチが人気！

持参したお弁当を食べることもできます。

開館時間は9：00〜19：00（土日は休館日）

開館日に変更もございますので、長岡大学図書館カレン
ダーをご確認ください。

一般の方は来館の際に、住所を確認できる身分証明

書をご提示のうえ、入館申込書をご記入ください。中高
生の方は来館時に生徒手帳をご提示ください。

1972年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士後期

氏

中央大学国際情報学部教授・学部長補佐

課程修了。博士（総合政策）。
『いまさら聞けないITの常識』
（日本経
済新聞出版社）、
『プログラミング教育はいらない』光文社）、
など著
書多数、NHK「子ども科学電話相談室」
にも出演し幅広く活躍中。

一般の方もご利用いただけます。ぜひお越しください！

令和2年7月10日
（金）18:30 開演（開場 18:00／終了 20:00）

日

時

定

員 350名
（定員になり次第締め切ります。）

参 加費

無料

会

場 ホテルニューオータニ長岡NCホール

所在地：〒940-0828 新潟県長岡市御山町80-8
TEL：0258-39-1600
（代） FAX：0258-33-8792

申込締切日：令和2年7月6日（月）【お問い合せ・お申込み】
長岡大学事務局 文化講演会係 TEL.0258-39-1600
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※オープンキャンパス及び文化講演会は、新型コロナウイルスの今後の状況によって、中止する場合があります。
最終ページへ
続く
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Topic
４月〜６月の講座が中止となり残念な思いをしている皆さんに、
「こんな時だからこそ、まち
キャンから学びを届けたい！」
「 学びを通じて長岡の皆さんが前向きになってほしい！」という
思いから、
講座を動画配信することにしました！
第一弾は、
４月に中止になったまちなかカフェ
「ドクターＷ 私、木を診れますので。―樹木医
の仕事―」。まちキャンのホームページと長岡市のホームページで見ることができます。さら
に、他の講座も撮影中！ＧＷに親子で楽しめる講座も準備していますよ♪

5/12（火）

帝京長岡高等学校サッカー部の軌跡

5/21（木）

GO！豪！オリンピックを長岡から応援しよう！

5/23（土）

ブラツムラ with キタ −柿川後編−

5/30（土）

いま、なぜ民藝か −失われた「生活」を求めてー

5/31（日）

立体折り紙をつくって、多面体を学ぼう！

6/5 （金）

キャンピングカー de サバイバル −この目で見なきゃ気が済まない−

6/7 （日）

古墳に大コーフン！

6/19（金）

放射線ってなんだろう？

6/20（土）、7/4 （土） 知って楽しい長岡 −川口地域を知る−
6/26（金）

最近のお墓事情

6/27（土）

ゲームで体感、SDGs

6/28（日）

eスポーツっていいスポーツ？

6/30（火）

灯り語

5/13（水）〜

空に憧れて、翼に憧れて

6/8 （月）〜

ビジネスマンが見てきた世界

いつもはまちキャンでしか見ることができない講座を、お家でコーヒーを片手にゆっくり見る
チャンスです。詳細はまちキャンホームページをチェック！

最新の講座情報は、
ホームページで
ご確認ください。
動画撮影の練習中。
現在まちキャンは休館中です。

第一弾は無事撮影終了！トップバッターは樹木医の
上野さん。
ご協力ありがとうございました。

全5 回

お楽しみに！
全5 回

※新型コロナウイルスの今後の状況によっては、
７月以降の講座も中止する場合があります。

（協賛金口数順・五十音順）
私たちは
「まちなかキャンパス長岡」
を応援しています。

朝日酒造（株）、
安達紙器工業（株）、
岩塚製菓（株）、
FMながおか
アクシアル リテイリング
（株）、
日本精機（株）、
（株）サンシン、JA越後ながおか、
（株）大光銀行、
（株）第四銀行、長岡グランドホテル、
（株）長岡歯車製作所
羽 賀学長の
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まちキャン徒 然日 記

はんじつ

か そ う

反実仮想
薩 摩 藩 では 、
「 反 実 仮 想 」という事 実と反 対 のことを考える能 力を鍛 える 教 育をしていました 。
ごうちゅう

これを郷中教育と言います。ひとつのテーマで、もしうまくいくならば、もしうまくいかないならば

（株）
内野精工
パーマーク、
（株）
北越銀行、
北越コーポレーション
（株）
、
ヨネックス
（株）
、
ワタナベグループ、
（有）
（有）大塚木型製作所、
（株）片山抜型製作所、
（株）カンコー、
（株）
システムスクエア、
（株）
ジャステム、長岡電気工事協同組合
（有）毛利製作所、
R INX（株）
中川酒造（株）、

（これを場 合 分けと言います）ということを考えることによって、リスク対応力の高い人 間が 育ち
ました。これが 幕末に薩 摩人が活躍した理由です。長岡にも「常在戦場」という哲学がありますが、
この 価 値 観をどう生かしていくかが今 問われています。
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まちキャンTwitter

まちキャン YouTube
（PRムービー）

6月号に
つづく
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