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長岡工業高等専門学校には、

多くの留学生が学んでいます！！

長岡市にある3大学1高専で学ぶ学生の皆さんを4回にわたり紹介していきます。

長岡高専を

PICK UP!

身近な生物ミミズのパワー 未知とロマンの氷の大陸・南極　
長岡工業高等専門学校 名誉教授 佐藤和秀
2/23（土）　　10:00～11:30

長岡工業高等専門学校 准教授 赤澤真一
12/8（土）　　10:00～11:00

12/8（土） 10:00～11:30

次回は、長岡大学です！

申込期間
1/10（木）～
※電話・HPで

ラー  電気電子システム工学科4年   
日本に来て、あっという間に2年間半が経ちまし
た。長岡は、花火や雪、紅葉などがとてもきれい
で、雪が降るとスノーボードが滑れ、大好きです。
 

ラオス出身

マーサ 
物質工学科4年  

イラン出身

ヒエン 
環境都市工学科3年

ベトナム出身

メンデー  物質工学科5年   
日本の料理が大好きです。
特にラーメンと寿司がたまらない。

モンゴル出身
アスタリ 
物質工学科5年   

インドネシア出身

メイ  物質工学科5年 
長岡高専に来て、納豆、生魚OK、スノボ、ス
キーもできるようになりました。さらに、寒さ、暑
さにも耐えられるようになり、前より1x10∞
強くなりました。Nagaoka I ♡ U.　

マレーシア出身

アデリン 
電気電子システム工学科5年

マレーシア出身

サブリ
機械工学科5年   

マレーシア出身

ロン
機械工学科4年   

ベトナム出身

ボロル
環境都市工学科5年   

モンゴル出身

シャルル
機械工学科4年   

マレーシア出身

シャリル
機械工学科4年   

マレーシア出身

カーイー  環境都市工学科４年   
日本の春が一番好きです。春を美しく彩
る「桜」がとてもきれいで、花見で桜を観
ることが好きです。日本の春よりきれい
なものなんてこの世にないと思います。

マレーシア出身

シュハダ
物質工学科3年   

マレーシア出身

長岡高専は、高専の中で

留学生数全国一！
その理由は、裏面につづく。

コスタンザ  環境都市工学科3年   
日本で生活するのは楽しいです。皆
さん親切で優しいです。日本の料理
も好きです。いろいろな日本の文化
を体験したいです。

マレーシア出身

アイイン  環境都市工学科3年   
日本に来てよかったと思います。皆さん
優しくていろいろ手伝ってくれて本当に
感動しています。日本はとても住みやす
い国だから、これからも楽しみたいです。
 

マレーシア出身

ハイ
機械工学科3年   

ベトナム出身

フウェイ  物質工学科5年   
3月に高専を卒業します。長岡で
いっぱいきれいな思い出ができまし
た。一番の思い出は、やっぱりスノー
ボードをやることですね。長岡最高！

マレーシア出身

ビンウェイ  環境都市工学科４年   
日本に来て今年で2年目。長岡高専で日
本文化体験をしたり、旅行したり楽しみま
した。私は辛い物が好きだから、日本に辛
い食べ物が少ないのはちょっと残念。

マレーシア出身

アズイン  物質工学科４年   
日本は緑豊かで平和な国です。日本では
戦争を禁止する法律があります。だから、
日本にいると安全感をずっと感じます。

マレーシア出身

世界と繋がる学校
長岡高専は、高等専門学校制度が発足した1962年に設置された国立高専第1
期校12校の一つとして同年4月に誕生しました。長岡工業短期大学をその前身
にもち、全国51国立高専の中でも一足早く50周年を迎えました。
長岡高専は、大切な隣人であるアジアの留学生を高専の中でも一番多く受け入
れています。自然豊かで、ウィンタースポーツも楽しめ、人情味のある長岡の魅力が
留学生のネットワークで伝わっているからです。
留学生の受け入れで、日本にいながら15歳という若い年代から身近に異文化（国
籍、人種、宗教、言語etc.）と接することができ、国際性が身に付きます。
さらに、国際的視野を広げる取り組みとして、毎年海外派遣研修を実施していま
す。これまでに、マレーシア、シンガポール、中国、オーストラリア、ベトナムなどに
行っています（今年度は、３月にシンガポール、ベトナム派遣を予定しています）。

高専に関心を持っている方、入学を希望する方または迷っている方、是非「来て」「見て」「聞いて」ください。

大犬闘、大健闘。
毎年、熱戦が繰り広げられる高専ロボコン。今年のテーマは「ベスト・ペット」。
ペットロボットと学生が協力して玉入れをします。しかも、高専ロボコン初の「コント
ローラーなし」での戦いです。この難題に、長岡高専Aチーム「大犬闘」が、関東
甲信越の地区大会で、アイデア賞と特別賞をダブル受賞しました。全国大会へ
の切符は惜しくも逃したものの、まるで犬が歩いているような四足歩行と「おすわ
り、お手」などのパフォーマンスが評価されての受賞となりました。
http://www.official-robocon.com/jp/kosen/kosen2012

長岡高専教員も、まちなかカフェのゲストで活躍！

「来校者歓迎」百聞は一見にしかず！

海外派遣研修での現地高校生との交流

小学生を対象にした「人工イクラ」の実験

ロボコン2012「大犬闘（だいけんとう）」
長岡高専は、アイデア賞、特別賞を受賞

「体験学習」では、高専の先生が小学校に、中学校に授業をお届けします。また、
授業は高専で受けていただくこともできます。費用はかかりません。54ものテーマ
で、科学の魅力や楽しさをお伝えします。授業の内容の詳細は、下記、長岡高専
HPの体験学習バナーをクリックしてください。高専の授業を体験してみませんか？
問合せ：長岡工業高等専門学校 学生課
Tel.0258-34-9434／0258-34-9331
E-mail.kyoumu@nagaoka-ct.jp  http://www.nagaoka-ct.ac.jp

「皆さんの身近な学校です。
今も、昔も、これからも.....」

各500円（1ドリンク付）定員 受講料各20名（先着）

会場：長岡高専会場／新潟ユニゾンプラザ ※2会場で行ないます。

ロボコン2012
詳細はコチラ

高専のHPは
コチラ

今年度最後の
入試説明会のご案内

だい　けん　とう



1月号に
つづく

◎無料保育サービス（6ヶ月～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。
◎材料費がかかる講座をキャンセルした場合、材料費を負担いただくことがございます。
◎（まちなかカフェのみ）事前申し込みされた方が講座開始後5分経過しても来られない場合、当日申し込みの方を優先いたします。
   事前申し込みがない方でも、ご自由に見学できます。

今年度も3大学1高専の特集を行います。先月の長岡造形大学は、今までにないまちキャン通信のレイアウト。
結構目に止まるようで大変好評でした。今月は、その流れを引き継ぎ高専の特集でしたが、いかがでしたでしょうか。
今年も残すところあと1か月ですね。次号は新年1月号。それでは皆さんよいお年を。

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。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。お申し込み

注意事項

0258-39-3300Tel. http://www.machicam.jp

羽賀学長の
まちキャン徒然日記 グローバル化におけるコミュニケーション力

コミュニケーションのキーワードは「不安」と「不確実性」といわれます。これは相手の考え方がわからな
い時に感じることです。大切なのは一歩踏み出して相手を理解しようとすることですが、現在の日本の子
どもたちは、一歩後ろに下がる傾向にあります。違う価値観を持った人たちを理解するためには、引き出
す技術（ファシリテーション）とそれを理解した上で、わかりやすく伝える技術（プレゼンテーション）が必
要になってきます。また、人と同じ意見を言わず、異なる視点で考えることがポイントになります。日本の英
語教育は欧米化していますが、世界は多言語化の方向に向かっています。先進国のほとんどがキリスト教
的価値観で進んでいますが、イスラムやヒンズーなど多様な価値観を超えて英語でコミュニケーションを
取ることが多言語化の英語です。日本はアジアで唯一、途上国から先進国となった国であり、次世代の教
育には「英語を学ぶ」のではなく、「英語で学ぶ」多言語化の視点がますます重要になってきています。
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12月の催しもの

謎の光・レーザーの最前線

時間 内容 講師日程

骨が物語るヒトのからだ

ソーシャルスキル向上のためのコミュニケーションのススメ③
世界的コミュニケーションの達人がいた！

身近な生物ミミズのパワー

長岡産コシヒカリ米粉「米百俵の花の不思議な力」
ソーシャルスキル向上のためのコミュニケーションのススメ④
実践！聴く＋伝える＋α＝好印象

宝塚大学大学院教授
医学博士 桜木晃彦さん

まちなかキャンパス長岡
学長 羽賀友信

長岡工業高等専門学校
准教授 赤澤真一さん
長岡製粉株式会社
中野健一さん
新潟薬科大学
臨床准教授 南雲陽子さん

野菜ソムリエ・木村正晃の、冬野菜道場
アル・ケッチァーノ 
野菜ソムリエ 木村正晃さん14:00-17:1512/1（土）

16:00-17:3012/7（金）

10:00-11:0012/8（土）

19:00-20:3012/3（月）

19:00-20:3012/10（月）

10:00-11:30

19:00-20:3012/13（木）

19:00-20:3012/17（月） ソーシャルスキル向上のためのコミュニケーションのススメ⑤
人から見た自分は？客観的に見てみよう

NPO市民協働ネットワーク長岡
理事 佐竹直子さん

長岡技術科学大学
教授 伊藤義郎さん

まちなか大学 まちなか大学院 まちなかカフェ ボランティア
企画講座

企業提案型
寄附講座市民プロデュース

1月のまちなかカフェ 講座一覧

日本神話にみる「宇宙のはじまり」
すべての神話は「宇宙のはじまり」についての直観を伝えています。どの国でも、古来から宇宙のはじ
まりを神秘なものと考え、独自の宇宙観を持っていたのです。古事記や日本書紀など、日本の神話に
おける「宇宙のはじまり」への観念を、他文化の神話と比較しながら読み解いていきます。

長岡造形大学
教授 菅原 浩

1/31（木）
19:00～20:30

ガラスという不思議な素材
ガラスは私たちの身の回りでさまざまな製品としてありふれています。古代文明の遺跡からも数多く
のガラス製品が出土しており、古くからガラスは私たちの生活に欠かすことの出来ない材料です。
ではガラスとはいったいどんな素材なのでしょうか？ガラスの特徴とその利用についてお話します。

長岡技術科学大学
助教 本間 剛

1/23（水）
19:00～20:30

各500円（1ドリンク付）定員 受講料 場 所各20名（先着） まちなかキャンパス長岡　

申込 右ページをご覧ください。

申込期間

12/10（月）～
※電話・HPで

Topic
1

Topic
3

市民プロデュース事業をご紹介します！

栄養士ならではの「食」のお話と、コロコロ手まり寿司やこどもおつまみピンチョスなど、
簡単な料理を作る「食育」の講座です。

明るく親しみやすい、まちキャンのイメージソングを募集します。選定した曲は、今後制作予定のまちキャンＰＲムービーの
ＢＧＭとして活用し、アオーレ長岡の300インチスクリーンやまちかどビジョンで放送される予定です。

.こどもキッチン

「学生によるミスコン・ミスターコン」を開催します!
長岡市内の学生による私服審査と、ブライダル衣装でのファッションショーを行います。
美容室によるヘアアレンジショーも行います。学生が輝く瞬間の目撃者になりませんか？

料理研究家 松丸まきさん 

申込期間
12/10（金）～
  1/13（日）まで 
※電話・HPで

①1/23（水）②2/6（水）③2/20（水）④3/6（水）⑤3/13（水）
12人（先着）

対 象 5～10才程度（1人で講座に参加できる方） エプロン、ハンドタオル、持ち帰り用の容器

講師

日時

定員時間

持 物

注 意 ※食物アレルギーがある方の受講はご遠慮ください。

会場 まちなかキャンパス長岡・創作交流室

参加料 1,000円（材料費4,000円別）

16：30～18：00

出版社勤務の経験があり、一児の父親でもある企画者が、
絵本の裏話や読み聞かせ方法をお伝えする体感型講座です。

.実践！カンタンに親と子の絆を深める方法～アナタの知らない絵本講座～

講師 和田一幸さん 
日時 ①1/20（日）②2/17（日）

定員

時 間

20人（先着） 対 象 一般 持 物 筆記用具

注意 ※就学前のお子様をお連れの方は、そのまま一緒に受講することができます。

会場 まちなかキャンパス長岡

参加料 400円

10：30～12：00

日時 1/27（日） 時間 会場 アオーレ長岡・市民交流ホールＡ

問合せ まちなかキャンパス長岡  Tel.0258-39-3300
※詳しくはまちなかキャンパス長岡のホームページで。最新情報を更新していますので、ぜひご覧ください。

撮影協力
マリエクラッセ株式会社

※詳しくはまちなかキャンパス長岡のホームページで。最新情報を更新しています。

15：00～

企画条件

申し込み

①新規性、独創性に富んだ内容  ②受講者のニーズを意識し、交流が深まる内容
③1講座5回以内  ④平成25年4月下旬～7月までに実施

応募条件 ①長岡市内の高校・専門学校・大学に通っている方の所属するバンドであること
②詞とメロディにより構成された、未発表のオリジナル曲であること ③曲の長さが6分以内であること

優勝特典 最優秀賞（採用作品）/1点   副賞/スタジオ録音によるCD制作・2曲

応募方法 応募作品１曲に付き　①応募用紙 ②録音メディア ③歌詞（Ａ4サイズ）を送付または持参。

選考方法 まちなかキャンパス長岡運営協議会の開催する選考会で審査・選考を行い、決定します。

平成24年12月28日（金）まで（必着）

自分の技術や知識を活かした講座の企画をお寄せください（審査があります）。
詳しくは、まちなかキャンパス長岡ホームページにある募集要項をご覧ください。

Topic
2

申込期間
12/10（金）～
  1/13（日）まで 
※電話・HPで

募集締切 平成25年1月18日（金）当日消印有効

まちキャンのイメージソングを募集します！

企画を
募集！

休館日10月～12月 12/4（火）,18（火） 12/29（土）～2013.1/3（木）4階PRコーナー 長岡工業高等専門学校 展示


