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長岡大学は、

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。

地域に開かれた大学を
目指します。

地域を支えています!

一度海外に行ってみたいと考えていたので、
大学のグローバルスタディをとりました。ハワ
イでは世界中から様々な人たちが集まってい
て圧倒されました。またその中に入り、一員と
なったことはとても良い経験になりました。と
てもリベラルな雰囲気にあふれていて留学し
たい気持ちになりました。

環境経済学科２年  外山明代

7代目学友会長として、新入生合宿の学友会イ
ベント、新入生歓迎会や民謡流しの企画・運営を
行ってきました。会長として今までかかわりのな
かった人と仲良くなり、また、たくさんの人に信頼し
てもらえるようになりました。今年は体育館が新設
されたので、これから学内でも球技大会や3大学
合同で様々なイベントを企画していきたいです。

人間経営学科2年  池田隆祥

茶道部の部長をしています。学内で定期的
に練習したり、学園祭でお茶会をおこなって
います。また、学外でのお茶会にも参加して
いるほか、まちキャンでもお茶会を実施してい
ます。是非ともお立ち寄りください。

環境経済学科３年  住谷瞳
中国出身。サークル「ユートピア」で活動して
います。様々な人にインタビューして記事を書
いています。最新号では日本と中国の関係に
ついて書いてみました。ぜひお読みください(ま
ちなかキャンパス長岡においてあります)。それ
から地球広場で中国語の講師もしています。

環境経済学科３年  王偉志

9月に行われたまちなかキャンパス長岡1周年イ
ベントに委員として企画・運営を行い、たくさんの
学生にも参加してもらいました。参加した学生か
ら「楽しかった」という声をたくさんかけてもらい、と
てもうれしかったです。来年度もたくさんの学生に
まちなかキャンパス長岡を知ってもらい、楽しんで
もらえるようなイベントを企画していきたいです。

人間経営学科2年  髙橋奏

旧川口町木沢集落の方々のご協力の下、集落
内の倉庫のシャッターに絵を描くシャッターアート
の作成を昨年から行っています。集落の方とお話
しをする中で、木沢のいいところを見つけ、集落の
方にも喜んでもらえるようなシャッターアートを作
成できたとき「ありがとう」と声をかけてもらったの
が嬉しかったです。今年の夏に完成予定のシャッ
ターアートをぜひ木沢まで見にきてください！

人間経営学科2年  小倉美樹

茶道部で日本の伝統文化の勉強中です。こ
のつながりを手始めに多くの日本人の友達
を作りたいと思っています。

人間経営学科１年  熊浩
茶道部でお茶の勉強中です。その他手話な
ども勉強中です。自分の世界を広げていきた
いと思っています。

環境経済学科２年 小幡陽生

まちなかキャンパス長岡学生委員として、まちなか
キャンパス長岡に関わらせてもらい2年が経ちまし
た。他大学の委員とイベント企画していく中でたくさ
ん刺激をもらいながら、楽しく活動しています。現在
は、まちなかキャンパス長岡PRムービー製作のため、
1月27日にアオーレ長岡で行われる「学生によるミ
ス・ミスターコン」に向けて準備をしています。合言葉
は、「not大人、motto学生。」！ぜひお越しください！

人間経営学科3年  廣川佳苗

阪田寛夫ゆかりの
レコードコレクションを寄贈 ー長岡大学 内藤学長ー
昨年6月にまちなかキャンパス長岡に寄贈させていただいたレコードは、

もともと阪田寛夫の所有したものです。

阪田は私の妻の父で、あまり知られていませんが作家であり詩人でありました。

唯一世間に知られている作品として、童謡の「さっちゃん」があります。

阪田の両親は大阪で小さな会社を経営しておりました。

同時に熱心なキリスト教信者で、その家は教会の聖歌隊の練習場にもなっていたそうです。

小さい時から西洋音楽に親しみ、一時は音楽家を目指したこともあったようです。

そんなことから後に、「詩人にしては音楽が分かる」という評価を

一部の方からいただくようになったのですが、いわゆるレコードマニアではなかったので

自分の作品のレコードは、他の仕事で必要になったものを買い集めていた程度です。

阪田の作品の収められたレコードは、母校である大阪の帝塚山学院の

庄野潤三・阪田寛夫記念館に寄贈いたしまして、

まちキャンのレコードはそれ以外ということになります。

妙なレコードばかりですが、お楽しみいただければと思います。

長岡大学HPはこちら▶ http://www.nagaokauniv.ac.jp

長岡大学4年の岩城愛さん
研究・技術計画学会で報告
昨年10/28（日）に一橋大学で行われた、研究・技術計画学会の第27回年次学術大会において、

ホットイシューの部〈地域イノベーションの促進と産学官連携コーディネータの役割〉に、

岸本先生とともに発表者として参加させていただきました。

学会発表では、学内の米菓研究チームとしてこれまで1年近く研究活動を行ってきた

「新潟県における米菓産業の発展プロセス」について発表をさせていただきました。

この学会発表を機に、これまでの研究内容に加え、

岸本先生が中心となって新潟県の米菓産業の発展において

重要な要因であったと考えられる産学連携のコーディネータを担った

食品研究所の役割についてモデルを構築し、明らかにしました。

学部学生にこのような貴重な機会を与えてくださった前学長の原陽一郎先生に

大変感謝しております。また、研究活動を行うきっかけをつくってくださり、

研究活動そのものが全く分からない私を一からご指導してくださった

岸本徹也先生にも感謝しております。ありがとうございました。

新体育館が完成!
1階は、食堂、地域交流ルーム、部室など。2階は、体育館とトレーニングスペースなどになります。

食堂は1月14日(月)からオープン。地域の方もぜひご利用ください。

長岡大学を

PICK UP!

長岡大学 学長
内藤 敏樹

長岡大学
人間経営学科４年 岸本徹ゼミ

岩城 愛

次回は、長岡技術科学大学です！



2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。

新年あけましておめでとうございます。今月で3大学1高専の学生紹介も3校目。長岡大学の学生の紹介はいかが
でしたでしょうか。学生の皆さんもいろんな活動をしているんですね。まちキャンでも、学生発で多くのイベントの企画・
運営などで大活躍中。若い力に期待です！それでは、今年もまちなかキャンパス長岡をよろしくお願いします。

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

応募資格

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

12月24日はクリスマス・イブ？
私は、イスラエルに住み始めた時に、大きな失敗をしてしまいました。友人から「●日の夜にパー

ティーをするから遊びにおいで」と誘われたので、その日に会場へ行くと誰もいなかったのです。後

日、友人に会った時に「何でこなかったんだ」と言われ「行ったけど誰もいなかったよ」と言うと「お前

はどのカレンダーで日にちを考えたんだ？」と聞かれました。実は、友人はユダヤ暦で日にちを指定

し、私は日本で通常使われているグレゴリオ暦で考えていました。ユダヤ暦では、一日は日没から始ま

り翌日の日没で終わります。ということは、キリストはユダヤ人なのでユダヤ暦で生活をしていたわけ

ですから、12月24日の夜は、25日の夜ということになるのです。これは沙漠を遊牧していた時の名

残で、夜涼しくなってから移動をしていたことによるそうです。イスラエルでは休日が週に3日あり、ユ

ダヤ教徒は金曜日が休み（安息日）、イスラム教徒は土曜日が休み、キリスト教徒は日曜日が休みに

なります。国によって暦の意味が違う場合があるので注意が必要ですね。

1月の催しもの

時間 内容 講師日程

こどもキッチン①

ガラスという不思議な素材

学生によるミスコン・ミスターコン ～not 大人、motto 学生。～
会場：アオーレ長岡 市民交流ホールA

日本神話にみる「宇宙のはじまり」

長岡技術科学大学
助教 本間剛さん

料理研究家
松丸まきさん

長岡造形大学
教授 菅原浩さん

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～① 和田一幸さん10:30-12:001/20（日）

15:00-1/27（日）

16:30-18:001/23（水）

19:00-20:30

19:00-20:30 1/31（木）

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2月のまちなかカフェ 講座一覧

呼吸を変えると生き方が変わる～バイオフィードバック療法のすすめ～
”バイオフィードバック”とは、血圧や脈拍、呼吸などを計測しながら、自分自身をリラックスした状態に調
整していく療法です。自分がどのような状態で緊張するのかを客観的に把握し、その場の環境に左
右されずにリラックスするための手法を紹介します。今回は、快適な生活を送るための自己コントロー
ルとして「呼吸法」をバイオフィードバックとの併用で行っていきます。

長岡看護福祉専門学校
看護学科
専任教員 傳谷典子

2/16（土）
10:00～11:30

傷が勝手に治る新素材
傷がついても自然と消えてしまう、夢のような新素材があるのです。表面に傷がつくと、見た目が悪
くなるだけでなく壊れやすくなります。コンクリートの場合、水がしみ込み鉄筋がさびる原因になりま
す。最近、表面の傷が勝手に治る材料がいろいろ開発され、パソコンや車の塗装などで使われ始
めています。その先端材料に触れてみませんか？

長岡技術科学大学　
准教授 南口 誠

2/6（水）
19:00～20:30

未知とロマンの氷の大陸・南極
南極は、過去・現在・未来の地球環境を映し出す鏡でもあり、オーロラ・隕石など宇宙をのぞく窓で
もあります。南極観測隊の仕事に触れながら、南極から知ることのできる最先端科学も紹介します。
また、2回の越冬経験を持つゲストから、氷点下70度での越冬生活をお話します。南極ならではの
食料事情、基地での生活、世にも美しい自然・・・ 遥かな南極大陸が身近に感じられるでしょう。

長岡工業高等専門学校
教授 佐藤和秀

2/23（土）
10:00～11:30

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。

「座る」をデザインした椅子の話
世の中に星の数ほどある椅子のデザイン。単に身体を支える道具としてだけではこれほどまで次々
に生まれてはこなかったでしょう。「座る」をデザインした椅子の背景を、国境を越え、時間を越えて通
観しながら椅子の魅力をひも解きます。
背景を知ると、普段何気なく座っている椅子の座り心地が変わるかもしれません。

長岡造形大学
准教授 金澤孝和

2/18（月）
19:00～20:30

20～30代男性向けビジネススタイルの着こなし
男性向けのスーツなんて、どれも似たり寄ったり・・・と思っていませんか？
ネクタイやシャツの選び方、小物使いなど、少しの工夫で日常着ているスーツがお洒落に生まれ変
わります。お手持ちのスーツをさらにかっこよく着こなしたい方、新年度に備えてスーツを新調したい
方、旦那様を変身させたい奥様方、必見です！※男性の方は可能な限りスーツ着用、または持参

株式会社ユナイテッド
アローズ新潟店
相崎 旭

2/25（月）
19:00～20:30

申込期間

1/10（木）～
※電話・HPで

Topic
まちキャンを、分かりやすく表現してください！漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット等が混在可。
キャッチフレーズは、まちキャン通信やホームページ等の各種広報媒体をはじめ、広く使用する予定です。

市内3大学1高専、高校等に通う学生で、受賞後、氏名、学校名等を公表できる方

賞及び副賞 最優秀賞（採用作品）／1点（副賞／賞金1万円＋エコカップ）

応募方法

募集締切

選考

所定の応募用紙に記入し応募するか、下記項目を記載（様式不問）して、郵送、
ファックスまたは電子メールで送付。キャッチフレーズ（ふりがな）及びコンセプト（200文字以内）と、
①氏名（ふりがな）、②郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス、③学校名（学科）・学年を明記

まちキャン等に設置する投票箱での投票を参考に、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。
その他詳しくは、まちなかキャンパス長岡ホームページをご覧ください。

平成25年1月31日(木) 必着

休館日1月～3月 2013/1/1（火）-3（木）,15（火）4階PRコーナー 長岡技術科学大学 展示（予定）

賞金

万1

まちキャンの新たなキャッチフレーズを募集します！

羽賀学長の
まちキャン徒然日記
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メノーラ
（７本の燭台）

ユダヤ教のシンボルであり、
イスラエルのシンボルにも
使われています。

+

なんと！

エコカップも
プレゼント！！


