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年度末で副学長の中出先生がまちキャンを卒業することになりました。立ち上げの際は中村先生にご尽力い

ただき、まちキャンが開校しました。その後、中出先生が２代目副学長としてご尽力くださり、時に厳しく率直なア

ドバイスを、時にはスタッフが元気づけられる励ましをいただきました。来年度でまちキャンは開校10周年を迎え

ますが、まちキャン発展の陰には中村先生、そして中出先生の大きなお力添えがあったことを皆様に知ってい

ただければ幸いです。心よりの尊敬を込めて、「中出先生ありがとうございました」と申し上げたいと思います。

「中出先生ありがとうございました」

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
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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）

アクシアル リテイリング（株）、日本精機（株）、吉乃川（株）  朝日酒造（株）、安達紙器工業（株）、岩塚製菓（株）
（株）内野精工 FMながおか80.7 （株）サンシン、JA越後ながおか （株）システムスクエア 大光銀行 
（株）第四北越銀行、（株）長岡歯車製作所、アウトドアショップ・パーマーク 北越コーポレーション（株）
ミライ発酵本舗（株） ヨネックス（株） （有）大塚木型製作所、（株）片山抜型製作所、（株）カンコー （株）ジャステム
長岡グランドホテル、長岡電気工事協同組合 中川酒造（株） （有）毛利製作所、RINX（株）、ワタナベグループ     

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

※電話・HPで

3/10（水）～

羽賀学長の

まちキャン徒然日記

vol.116

羽賀学長のユーラシア学のすすめ －ユーラシア・ダイナミズムから学ぶ－
世界がユーラシア大陸を中心に発展していることを「ユーラシア・ダイナミズム」と言います。モ
ンゴル国が東から西へと移り変わったことによるヨーロッパへの影響やその関係性などから、世
界の歴史を学びます。そこから現代の世界の動きをみると、新たな発見があるかもしれません。

 4F 交流広場会 場 20名（先着）　定 員  500円（1ドリンク付）　受講料

まちなかキャンパス長岡
学長  羽賀友信

4/8（木）
19：00～20：30

帝京長岡高等学校サッカー部の軌跡
第99回全国高校サッカー選手権大会にて、帝京長岡高等学校が新潟県勢初の2年連
続ベスト４進出という輝かしい功績を残しました。そんなサッカー強豪校の練習秘話や
サッカー部の軌跡について、現監督であるゲストがお話しします。地元ならではの選手
育成の話も。さぁ、まちキャンでキックオフ！

 4F 交流広場会 場 20名（先着）　定 員  500円（1ドリンク付）　受講料

帝京長岡高等学校サッカー部
監督  古沢徹

4/12（月）
19：00～20：30

　  中高年向け、日本一やさしいスマホ教室
スマホを上手に使うためのコツは２つだけ。①目的を決める、②「使い方」を覚えるため
に少し努力する、です。まず、身内との連絡、買物など目的を決めてから、必要な操作だ
けを覚えるのです。今回は人とつながるアプリ「LINE（ライン）」を体験してみましょう。
何ごとも楽しくなるのは「少し得意になってから」です。

 5F 交流ルーム会 場

 スマートフォンまたはタブレット持 物

 20名（先着）　定 員  200円受講料

長岡市地域おこし協力隊
原洋介

4/17（土）
14：00～15：30

今さら聞けない選挙の話
若者の投票率の低さにより、若者世代に向けた政策が実現しにくくなる可能性もあると
か。そもそも選挙がわからない方でも、ご安心ください。まちキャンで学べますよ。選挙日ま
での情報収集の仕方や投票所での手順など、選挙の基本の話を一緒に学びましょう！

 4F 交流広場会 場 20名（先着）　定 員  500円（1ドリンク付）　受講料

元中学校教員（社会科担当）
川端弘実

4/22（木）
19：00～20：30

※講師敬称略

委員同士の交流

企画・準備01 イベント当日02

私たち、学生交流分科会です！！

次回のイベントは、まちキャンの就活講座「ジョブトーーク」を開催！

イベントの開催の流れ

他大学の学生と交流ができる

学
び
と
交
流
を
学
生
に
提
供
で
き
る

自分の「得意」が活かせる場がある

ボードゲーム

長岡一受けたい授業

日時：3月13日（土） 14:00～16:30
場所：まちキャン4F　交流広場

まちキャンの学生イベントは、長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡大学、長岡崇徳大学、長岡工業高等専門学校の学生たち
で構成しているまちキャン学生交流分科会のメンバーが企画・運営しています。そんな学生交流分科会がイベントを開催するまで
にどんな流れで活動をしているのかをご紹介します！

市内の学生たちとの交流や、まちキャンの利
用促進を目指して、学生独自の目線で講座や
イベントを企画しています。
イベントを企画したら、運営班、広報班など小
さなグループに分かれて本番に向けて準備を
します。

月に一度まちキャンに集まってイベントの企画会
議を行っています。イベントの企画運営をしてい
く中で仲が深まっていきます。

「今の成績で就職出来るか不安...」「入社してからやっていけるかな...」
「就職後はどんな感じ？」こんなこと思っているあなた！
就職活動をした先輩方に学生の頃の話、就活の話、ぶっちゃけ話など
聞いてみよう！不安解消！悩みの共有や相談！新たな就活仲間などが
できるかも！

委員は各会場で司会進行をしたり、参加者の
皆さんを案内したりとそれぞれ役割をもって運
営しています。

まちキャン
学生通信のレイ
アウトも学生が
考えました！

ここでしか
聞けない、学べない、
そんな講座も
実現！

＼詳しくはコチラ／

市民の皆さんが企画した講座です。

参加無料



2
（PRムービー）

4月号に
つづく

まちキャンYouTubeまちキャンTwitter

3/2（火）、16（火） 4大学1高専 + まちなかキャンパス長岡の活動紹介
お申し込み

休　館　日 PRコーナー

0258-39-3300Tel. まちキャン 検 索
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。

時間 内容 講師 （敬称略）日程

19:00～20:303/3 （水）

まちなかカフェ

寝耳に水の耳の話
長岡技術科学大学
准教授 杉田泰則

2

◎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21：00、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。

注意事項

申込受付

※電話・HPで

3/10（水）～
関心のある分野をじっくり学べる
連続講座です。 ※講師敬称略

「衣・食・住」にもあるように、布は人が生きていくために欠かせないもののひとつです。また、布には機能的な要
素だけでなく、世代や国を超えて受け継がれてきた様子を垣間見ることができます。国内外のさまざまな布をとりあ
げるとともに、布のつくり方や、人びとの暮らしのなかで布が果たしてきた役割や意味について、理解を深めます。

ねらい

　5回で3,000円　受講料定 員 　30名（先着）　 　3F 301会議室　会 場

さわって、みて、機織りと布のからくり発見！

想いがかたちになった布
布は実用的な役割（防寒着や産着など）や社会的な役割（制服やハレ着など）といったさまざまな
役割だけでなく、つくる人の想いや願いが込められた特別な布もあります。そういった人びとの想
いや願いがかたちになった布についてお話しし、布が持つ意味合いについて考えます。

長岡造形大学
助教　板垣順平

5/24（月）
19：00～20：305

産業からみる長岡の布のあれこれ
栃尾地域には、今でも服地やテキスタイルの工場があります。栃尾での繊維業の発展には、地域の
風土や歴史、そこに住む人びとの気質などが複雑に関わっています。実際に栃尾のテキスタイル工
場の様子を紹介しながら栃尾の地場産業のルーツを探ります。

長岡造形大学
教授 菊池加代子

5/17（月）
19：00～20：304

ものからみる長岡の布のあれこれ
栃尾地域では古くから栃尾紬と呼ばれる絹織物が織られてきましたが、その制作方法やデザイン
などの詳細な記録はありません。栃尾の織物を実際に手に取りながら、長岡のテキスタイル事情に
ついてお話しします。

長岡造形大学
教授 菊池加代子

5/10（月）
19：00～20：303

布をつくる素材や道具のあれこれ
布は民族や地域、気候風土によってさまざまな素材が使われてきました。布に使用されるワタや麻、
絹、羊毛などの身近なものから藕糸（蓮の糸）やタイラギ貝など、さまざまな繊維素材について紹介
します。また、繊維から糸をつくる方法についてもお話しします。

ぐうし 長岡造形大学
助教　板垣順平　

4/26（月）
19：00～20：302

世界の布のあれこれ
布は古代よりさまざまな交易路を通して世界中を巡るとともに、各地にもたらされ、人びとの生活に
影響を与えてきました。アジアやアフリカ、ヨーロッパなどのさまざまな事例から布が移動してきた
歴史や様子についてお話しします。

長岡造形大学
助教　板垣順平

4/19（月）
19：00～20：301

全5回

長岡高専4年

長岡大3年 金子大輝

技大院1年 西元翔

長岡高専4年 髙橋 祐己哉

造形大3年 川俣直子

教えてフジタ先生 ！ー 意外とカンタン？プログラミング講座 ー

プログラミングってどんなもの？

藤田 祐樹
フジタ先生

プログラミングを実践しよう！

プログラミング体験を終えて

プログラミングを体験しました！
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プログラミングを学ぼう！

Python
（パイソン）

プログラミングって難しそう…。そんなイメージを壊してしまおうと、
この講座のために独学で勉強したフジタ先生が立ち上がりました！
まずは学生交流分科会の委員向けにプログラミングの面白さをたく
さん教えてくれました。

僕も初めて人に教えるので少し緊張しました。
人に教えることで自分の理解も深まりました！

難しいところがたくさんあったけ
ど、参加した仲間や講師のフジタ
先生が丁寧に教えてくれたのでと
てもやりやすかったです。

自分が書いたプログラムが実際に目
の前で動くのを見れてワクワクした！

プログラミングは簡単に言えば、「コンピュータにやって欲しい仕事を順番に
書き出した文章」です。私たちの身の回りにある機械は，プログラミングで動
いています。例えば、監視カメラや自動運転車、家電のシステムなどがありま
す。これを聞くと、プログラミングって難しい！というイメージを持つかもしれ
ません。ですが、プログラミングの基礎はそこまで難しいものではありません。
プログラミングの基礎は小学校で必修化されているくらい簡単なんです。

今回の体験ではプログラミングについての説明からス
タート。プログラミングのレベルは、とても簡単なものから
初心者にはちょっと難しいものまで挑戦してみました。
今回の講座ではPython（パイソン）というプログラミング
言語の中で2番目に人気がある言語について学びました。

Pythonはアプリ開発や
AIで使っているほどたくさ
んの使い道があり、コード
がシンプルで初心者でも
理解しやすいです。

難しかったけどデザインの
裏側をみれたような感覚
が楽しかったです。

実際にプログラムコードを書いてみました。
画像は取り組んだものの中でも少し難しい条件分岐と
いうもの。画像①が入力したコードで、画像②が表示され
るものです。59以下を入力すると「不合格」、60以上を
入力すると「合格」と表示されます。

私はプログラミング経験者としてこの講座に参加しましたが、項目毎に提示された演習が面白く、充分に楽し
むことが出来ました。今後共同でソフトを作成する体験を計画しているようなので参加してみたいと思います。


