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※新型コロナウイルス感染予防の対策をとりながら実施いたしますが、感染拡大の影響で、オープンキャンパスの中止や延期、
　内容変更が行われる場合があります。最新情報はホームページにてご確認ください。

お申し込み・お問い合わせ先 入試・広報課

共通プログラム

■ 大学、学部説明

■ キャンパスツアー

■ 個別相談

■ 在学生と話そう

9月11日（土）
10：00～12：30

入試説明

10月16日（土）
10：00～12：30

入試説明

12月11日（土）
10：00～12：30

過去問解説

3月26日（土）
10：00～12：30

看護体験

5月15日（土）
10：00～12：30

看護体験

6月19日（土）
10：00～12：30

看護体験

7月17日（土）

（ランチ付）

10：00～15：30
模擬授業・看護体験

8月7日（土）

（ランチ付）

10：00～15：30
模擬授業・看護体験

中越地域の
唯一の看護大学で

見て・聞いて・触れて・感じて
看護を学ぶ楽しさを

体験しよう！

オープンキャンパス

長岡駅から無料送迎バス運行

子育てサポーターの実践練習
－おんぶは上手にできるかな－

TEL 0258-46-6666  E-mail boshu-s@yukyusutoku.jp 　Web https://sutoku-u.ac.jp/

「長岡崇徳大学」は2019年4 月、中越地域の唯一の看護大学として開学し、2年が経過しました。2021年4月に3期生を迎え、さらに、

学生、教職員ともに新しい看護大学の歴史をつむぐために歩み続けています。2020年度の教育・地域貢献活動を振り返ります。 

コロナ禍のため、実習は病院でできなくても、工夫して看護の醍醐味を伝えたい

高大連携！長岡崇徳大学の魅力を高校生や高校教諭に伝えたい

長岡崇徳大学は子育てをしている人を応援します

教員相手に初血圧測定体験
－とっても難しいけれど、看護師さんになった気分－
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牛がゲップで出すメタンガスが地球に大きなインパクトを与えていると言われています。さらに

1kgの牛肉を作るのに、25kgの飼料が必要です。一方、コオロギは1kg作るのに2～3kg程度

のエサで済みます。日本でも昔から蜂の子やざざ虫、イナゴを食べてきました。タイは昆虫食の

先進国で、地球にインパクトの少ないコオロギをおいしく生産しています。パウダー化して料理に

使うなど、環境にインパクトの低い次世代の食べ物として昆虫食は注目されています。

「昆虫食と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。

7月号に
つづく

6/1（火）、15（火） 長岡大学「令和2年度学生活動の紹介」

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

6/10（木）～

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。

この木何の木？ きになる木！きになる10周年チラ見せ

時間 内容 講師 （敬称略）日程
19:00～20:30

10:00～11:30

19:00～20:30

19:00～20:30

19:00～20:30

14:00～15:30

14:00～15:30

19:00～20:30

19:00～20:30

13:30～15:30

19:00～20:30

19:00～20:30

19:00～20:30

14:00～15:30

14:00～15:30

6/3
6/5
6/8
6/10
6/11
6/12
6/13
6/17
6/18
6/19
6/22
6/24
6/25
6/26
6/28

（木）

（土）

（火）

（木）

（金）

（土）

（日）

（木）

（金）

（土）

（火）

（木）

（金）

（土）

（月）

まちなかカフェ まちなか大学

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－ ①災害リスク情報の視点から学ぶ

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－ ②災害復興計画、防災・減災まちづくりの視点から学ぶ

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－ ③市街地火災・被害予測・人間行動の視点から学ぶ

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－ ④リスク・コミュニケーションの視点から学ぶ

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－

ＤＸことはじめ －ＡＩ・クラウド・ＩｏＴの可能性を知ろう－ ①入門編

ＤＸことはじめ －ＡＩ・クラウド・ＩｏＴの可能性を知ろう－ ②実践編

まっすぐに醸し伝える新潟の味 －みそからピクルスまで－

知って楽しい長岡 －川口地域を知る－ ①えちご川口の魅力を知る －座学－

古墳に大コーフン！

ゲームで体感、ＳＤＧｓ

最近のお墓事情

放射線ってなんだろう？

おもしろクラシック♪ベートーヴェンの横顔 －知られざる恋物語－

灯り語

防災科学技術研究所 総合防災情報センター長 臼田裕一郎

チェリスト 片野大輔

長岡造形大学 教授 佐藤淳哉

株式会社クレスコ 佐野寿之

京都大学防災研究所 教授 矢守克也

トーア株式会社 取締役 浅野恭兵

川口郷土史研究家 桜井兵治

長岡大手高等学校 教諭 小川郁

東京大学大学院 准教授 廣井悠

栁醸造株式会社 代表取締役 栁和子

東京大学 准教授 村上健太

兵庫県立大学大学院 准教授 澤田雅浩

長岡造形大学 准教授 池永隆

株式会社クレスコ 佐野寿之

古墳にコーフン協会 理事長 伊藤壮 会長 まりこふん

羽賀学長の

まちキャン徒然日記

vol.119

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     

次回もお楽しみに！

ホームページ

twitter

※まちなか大学「空に憧れて、翼に憧れて」は新型コロナウイルス感染拡大防止により中止いたしました。

※新型コロナウイルスの今後の状況によっては、講師がリモートで登場するなど講座の内容を変更する、または中止する場合があります。

 

一球入魂！卓球の試合の観方 
こどもからお年寄りまで誰でも楽しめるスポーツといえば…？ピンポーン！卓球です。昨今の全
日本卓球選手権大会は、ニュースでもよく取り上げられています。ルールや用具、戦術など、試
合を観戦する際に押さえておきたいポイントをお話しします。

7/15（木） 
19：00～20：30 

長岡市卓球協会

※まちなかカフェ「陸・海・空自衛隊の魅力を聞きたい！」は、講師の都合により中止いたします。

 理事長  金子富雄

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）　

新潟が誇る島、佐渡島・粟島 
新潟県が誇る島「佐渡島」「粟島」。新潟県の地図を描くときは、必ず描きますよね？四季、観
光、名物などを２つの島を比較しながらご紹介します。そこには新潟県の島国ならではの魅力が
あるんです。この夏は、ＧＯＧＯ！アイランド！

7/2（金） 
14：00～15：30 

佐渡観光交流機構
 両津港案内所職員
 

 井所知美

 

粟島観光協会 
事務局長  松浦拓也 
新潟県観光協会
課長  磯貝浩史

申込締切

6/9（水）まで
※申込方法は
下記のとおり

7/4（日）長岡の街並みを水性ペンで描こう！

7/10（土）LEDを使ったテクノ手芸に挑戦してみよう！

7/11（日）、18（日）ロウを利用してハンカチをカラフルに染めてみよう！

7/17（土）「すいみん習慣」のすすめ

7/23（金・祝）静電気おもちゃをつくって学ぼう！

7/25（日）光のふしぎを知ってキラキラかがやく光万華鏡をつくろう！

学校以外でも学びたい、学校を飛び出して新しい一歩を踏み出したいお子さんにおすすめ。体験学習を中心とした、
学校ではなかなか味わえない講座をラインナップしています。気軽に学べる「こどもカフェ」と、じっくり学べる
「こども大学」があるので、お好みでどうぞ。
詳しくは下記「抽選申込方法」にあるQRコードからまちキャンホームページをご覧ください。

まちキャンのキャッチフレーズ「きになるがここにある」にちなみ、廃材アーティストの加治聖哉さんが、
リアルな「きになる木」を鋭意制作中！みんなが寄せてくれたメッセージで「きになる木」が茂っていきます。
まちキャンへのメッセージを施設備え付けの葉っぱ用紙に書いて投稿して、作品を完成させてね♪

7/25（日）超強力磁石でリニアモーターの仕組みを学ぼう！

7/26（月）目指せ、河川敷マスター！

ちょこっと体験。な講座です。

気分は大学生!?な連続講座です。

2回連続講座

7/17（土）、24（土）、31（土）－食虫植物・くらしの中の植物－
植物っておもしろい！ 

3回連続講座

まちキャンボランティア企画講座 まちキャンボランティアスタッフが
企画した講座です。

7/29（木）ながおか企業探検隊！－原信編－

7/30（金）

7/31（土）

光のふしぎを知ってキラキラかがやく光万華鏡をつくろう！

酵素ってなに？ －生き物になくてはならない酵素の働きを知ろう－

7/27（火）花火の色づくりに挑戦！

抽選申込方法
申込方法 まちなかキャンパス長岡のホームページまたは、まちなかキャンパス長岡 4Fサービスカウン

ターに設置する申込書でお申し込みください。

抽選結果 抽選で受講者を決定し、郵送で結果をお知らせします。
抽選日から1週間経過しても連絡のない場合は、お手数でもお問い合わせください。
抽選申込締め切り後、定員に達していない場合は、電話にて追加申込を先着順で受け付けます。

注意事項 ・講座の申し込みをキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。　
キャンセルの受け付けは、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）です。
・キャンセルの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。
・兄弟姉妹で申し込む場合でも、お一人ずつお申し込みください。

まちキャン 検索

QRコードを
スキャンして
申し込もう！

抽選申込開始 5/19（水）
HPまたはサービスカウンター
設置の申込用紙※電話不可 7月の講座 6/9（水） 23：59 6/18（金） 8：30～6/10（木）

抽選申込締切（必着） 抽選日 追加申込開始（先着順）


