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　 立体折り紙をつくって多面体について考えよう！
折り紙は、子どもからお年寄りまで広く親しまれており、脳のトレーニングとしても効果的です。
正多面体とそうでない多面体の違いを立体折り紙をつくって理解しましょう。左の写真の中
に正多面体はいくつあるかわかりますか。

超少子高齢化の社会で、年金制度の改正など様々な制度が変化しています。各種デー
タや事例を見ながら、人生 100 年時代を生き抜くためのヒントを学びましょう。近年
のスキル重視の雇用形態「ジョブ型雇用」や「働き方改革」＝「生き方改革」のお話も。

eスポーツとは、家庭用ゲームやコンピュータゲームなどのゲームで競技することをい
います。単にゲームするだけ？と思っている方も多いのではないでしょうか。仕事の傍
らに、1日4時間の練習でプロへの道を目指すゲストが、その魅力をお話しします。かっ
こeスポーツの戦いをのぞいてみませんか。

4 回目を迎える「ブラツムラ」がこのたびリニューアル。街の積層した歴史の一端が顔を出して
いるところを愛でるには、何かテーマに沿って歩いてみるのも一興。自分でテーマを決めて、オ
リジナルの地図をつくりましょう。いつもと違う街の味わい方をお試しあれ。

最近海に出ると、毎回大漁です。ブリの１ｍ近い大魚、マダイの80cm、スズキの90cm超え、

トラフグの62cmなど大型魚がたくさん捕れました。また、昨年は0匹だったクロソイ50cm超え

も何匹か捕れています。昨年は雪がなく、魚は非常に少なかったですが、今年は雪がたくさん降

り、雪解け水が海に豊富な栄養を運び、その結果、海の環境が活性化していると感じます。

ＳＤＧｓのゴール14「海の豊かさを守ろう」の重要さを、釣りを通して実感しています。

「海を守る-ＳＤＧｓ-」

◎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。

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2-6 フェニックス大手イースト4F TEL.0258-39-3300 
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4/6（火）、20（火） 4大学1高専+まちなかキャンパス長岡「活動紹介」

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）

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。

※講師敬称略

申込受付

※電話・HPで

4/12（月）～

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

19:00～20:30

19:00～20:30

14:00～15:30

19:00～20:30

19:00～20:30

19:00～20:30

4/8
4/12
4/17
4/19
4/22
4/26

長岡造形大学
助教 板垣順平

（木）

（月）

（土）

（月）

（木）

（月）

まちなかカフェ まちなか大学

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－

帝京長岡高等学校サッカー部の軌跡

中高年向け、日本一やさしいスマホ教室

今さら聞けない選挙の話

さわって、みて、機織りと布のからくり発見！
①世界の布のあれこれ

さわって、みて、機織りと布のからくり発見！
②布をつくる素材や道具のあれこれ

帝京長岡高等学校サッカー部
監督 古沢徹

まちなかキャンパス長岡
学長 羽賀友信

元中学校教員（社会科担当）
川端弘実
長岡造形大学
助教 板垣順平

長岡市地域おこし協力隊
原洋介

羽賀学長の

まちキャン徒然日記
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注意事項

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     

Topic
1

令和3年度の講座一覧が完成しました。
今年の9月でまちキャンも10周年！
10年分のありがとうの気持ちを込めて、
感謝祭も開催する予定です。
みなさんの“きになる”をまちキャンで
見つけてください。

ブラツムラwithキタ －柿川後編－ 5/15（土） 
14：00～16：00 

定 員 20名（先着）　 会 場 柿川周辺（集合：平和の森公園）受講料 500円　
服 装 歩きやすいもの、両手が空くカバン（リュック等）、雨具（雨天時）　
その他 天候不良の場合は中止します。

ボランティア企画講座
 5/30（日） 

14：00～15：30 

定 員 20名（先着）　 会 場 4F 交流広場受講料 200円　

eスポーツっていいスポーツ？ 5/29（土） 
14：00～15：30 

 

人生100年時代におけるライフプラン －資産づくり、年金、働き方－  

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

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

次回もお楽しみに！

長岡造形大学 
准教授  津村泰範
助教  北雄介

長岡工業高等専門学校
元教授  丸山一典
長岡技術科学大学 
名誉教授  藤井信行

担任講師

新潟コンピュータ専門学校  
非常勤講師  保倉瑠威

農頭恭平

5/13（木） 
19：00～20：30 

ながい社労士・FPオフィス
代表  永井泰雄
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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

申込受付

※電話・HPで

4/12（月）～
Topic
2

市内の企業や市役所に勤めている社会人の先輩方に、学生時代の話や就活の失敗談、就職するうえでの
大切なことなどのお話をしていただきました。講師に気軽に質問ができ、就活で困っていたことや聞きたかっ
たことを聞くことができました。社会人になる心構えができたのではないでしょうか。そんな講座の様子をご紹
介します！

Topic
3

いつ起こるかわからない災害や非常事態。一人暮らしの方は特に不安では
ありませんか。防災食はいざという時にあったら役に立つ！でも、一人でもで
きるの？美味しいの？と思っている方も多いのではないでしょうか。まち
キャン学生委員が防災食をつくって食べてみました！学生らしい率直な感想を
ご紹介します。

５年保存のレトルトごはんとレトルト
カレーでカレーライスをつくって食べます！
５年も保存できて、変わらぬ味…？本当か
な～？と最初は半信半疑の様子。

お味は…？「おいしい！」「ホテルのカ
レーみたい！」と絶賛の声　おなかペコペコ
の学生委員は見事完食！

レトルト食品を温めるために、この袋に
発熱剤と水を入れるだけなんだぁ。えっ！
発熱剤が入っていた袋が水を計る計量
カップになるの！？すごい…！あとは20分
間温まるのをじーっと待つだけ。

待ち時間で５年保存のライスクッ
キーを食べてみた！美味しくて大好きな
ガトウ専科さんが防災食のクッキーを
つくっていたなんて知らなかった！お味
は…？う～ん、素朴な味！これが５年保存
できる秘訣なのかな？

時間になって、袋に手を当ててみると
…「あったか～い！」。これは寒さ対策にもな
りそう！あ、お皿がない！知恵を振り絞り、
ごはんを半分にしてひっくり返し、もう半分
のごはんにのせ、空いた場所に上手にカ
レーを入れました♪

避難所生活でこれら
が食べられたら言うこ
となし！停電などの非
常時にあったらいいね！

レトルト食品を温めるとき、
水は直接当たらないから、
雨や雪でもできそう！

講師の話の内容がとても
おもしろかった！

講師一人一人に質問ができるワーク
ショップも開催！

クイズで講座を振り返っ
てまちキャン就活グッズを
GET☆

話を聞きながらメモを取る姿は真剣そ
のもの。

講師から学生へ熱のこもったメッセー
ジをもらいました！

学校も就職先も考え方も
異なる３人からいろいろな
話が聞けてよかった！

就活で失敗した経験を話し
てくださってためになった！

 

全5回

講座一覧表紙に隠れている
10 周年キャラクターを探そう !

航空機の環境適合性について 5/26（水） 
19：00～20：30　　　　　

金沢工業大学 
教授  佐々木大輔

2

飛行機に働く空気の力を推定する 5/19（水） 
18：45～20：15　　　　　

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
主任研究開発員   上野真

1

ボーイングでの日々と次世代超音速旅客機への挑戦 6/2（水） 
19：00～20：30　　　　　

元ボーイング研究員 
（前JAXA客員研究員） 
楠瀬一洋

3

小型無人飛行機の開発と世界の動向 6/9（水） 
19：00～20：30　　　　　

長岡技術科学大学 
教授  中山忠親

4

飛行機設計における数値シミュレーション技術の活用 6/16（水） 
19：00～20：30　　　　　

長岡技術科学大学 
准教授  山崎渉

5

時間に
注意！

空に憧れて、翼に憧れて 　

コーディネーター 長岡技術科学大学  准教授  山崎渉定 員 30名（先着）　 会 場 3F 301会議室 　受講料 5回で3,000円　

飛行機は空気の力で浮かんでいるので、飛行機をつくろうと思ったら飛行機にどんな力がどのように働いて
いるのかを知らなければなりません。より良い飛行機をつくろうと思ったらどうすればよいのでしょうか。飛行機
がどのような機械なのかを考えながら、飛行機が飛ぶときに働く力を推定する方法について考えてみましょう。

さらなる成長が見込まれている航空機産業。環境適合性の高い、つまり地球に優しい航空機
が望まれています。最新のジェットエンジン技術に着目しながら、騒音の話題を中心に環境
適合性向上に向けた取り組みの現状について学んでみましょう。

ドローンに代表される小型無人飛行機の利用がさまざまな分野で検討されつつあります。そ
の動向を紹介するとともに、実際にモンゴルと新潟で無人飛行機を飛ばした経験についてお
話しします。新潟県での航空機産業育成に関する最近の動向についても紹介します。

最近、こどもの習い事として「プログラミング」が上位にランクインしています。そのプログラミ
ングを用いた数値シミュレーション技術は、現代の飛行機設計においても欠かせないツール
となっています。その内容や活用事例について紹介し、未来の飛行機設計について考えます。

1903 年のライト兄弟の初飛行以来、航空機は目覚ましく発展しています。旅客機の分野では、1960 年
代のジャンボ機の出現により大量輸送の時代が始まりました。しかし、“より早く飛ぶ ”の観点から見ると、運
航終了を余儀なくされたコンコルド以降、超音速旅客機は就航していません。その要因を考えてみましょう。

飛行機はどうして飛ぶのだろう？どうやってつくるのだろう？なんであんな形をしているのだろう？将来どうな
るのだろう？航空工学の最前線のスペシャリストたちが、ライト兄弟に始まった飛行機の歴史から、未来の飛
行機までを、裏話や開発秘話も交えて紹介します。


