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学 校 法人 中越学園
長岡大学の「 長岡地域＜創造人材＞養成プログラム」
が 、平 成 2 5〜2 9 年 度 文 部 科 学 省「 地（ 知の拠）点整
備事業＝大学ＣＯＣ事業」
に採択されました。
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地域活性化をテーマに取り組んだ学生たちが研究成果を発表いたします。

12月6日（土）13:00〜17:00（受付開始 12:30）
会 場

ホテルニューオータニ長岡 ＮＣホール

問合せ

長岡大学 地域活性化プログラム担当 恩田
Tel.0258-39-1600 ㈹

長岡大学

入場無料
高橋ゼミ｜神谷でEボート試乗会

発表順

長岡大学
人間経営学科４年

髙橋 奏

1.

米山

宗久ゼミ 高齢者の買い物支援−栖吉地区における高齢者買い物同行や調査より−

2.

今瀬

政司ゼミ とちお祭への裏方参画と調査・情報発信

3.

橋長真紀子ゼミ Future Agricultural Innovation−未来の農業革新−

4.

權

五景ゼミ 十分杯で長岡を知らせよう
！

5.

中村

大輔ゼミ ながおかバル街による中心市街地・店舗の活性化

6.

高橋

治道ゼミ 地域の魅力発信による絆結び−神谷の魅力をつなげ・ひろげる−

7.

小千谷活性化プロジェクトチーム 小千谷市中心市街地活性化のための若者による提言 (鯉江康正)

8.

村山

光博ゼミ 企業の情報発信とホームページの役割

9.

広田

秀樹ゼミ グラスルーツグローバリゼーション−草の根・地域からの地球一体化推進−

10. 鯉江

米山ゼミ｜栖吉地区調査

さん

学生が選ぶ講義を紹介

企業経営史
松本 和明

教授

私がおすすめする講義は、
「企業経営史」
です。
この講義では、
主に日本の有名な企業の経営について、
また、渋沢栄一の理

村山ゼミ｜企業の情報発信

念や活動について学んでいきます。企業によって経営の仕方や
事業拡大の方法が違っていて、学んでいく過程で企業につい
ての新たな発見がたくさんありました。

康正ゼミ 新潟県内のまちの駅の情報発信とまちの駅間交流の実施

松本和明先生より一言

鯉江ゼミ｜まちの駅の情報発信

12/16 火火 〜

創業セミナー〔一般･シニアコース〕のご案内

「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となる」
とのことわざが

＜長岡地域起業家塾＞

あります。過去の経緯をふりかえることは、企業経営の現状を

長岡大学の「長岡地域＜創造人材＞養成プログラム」
が、平成25年度文部科学省「地（知）の拠

理解し、将来を展望をするためにも有益です。本講義では、
「日

点整備事業」
＝大学ＣＯＣ事業に採択されました。
このプログラムは課題解決や価値創造を担う専

本資本主義の父」
と称される渋沢栄一や栃尾出身で大阪の

門人材＝創造人材の育成により地域再生・活性化の核として長岡大学を発展させることをめざすも

経済界を確立した外山脩造、岸宇吉・田村文四郎・覚張治

のです。
その事業の1つとして、創業セミナーを開講いたします。学生からシニアまで、起業に興味の

平・田村文吉等の長岡の企業家も取り上げています。

ある方、起業をお考えの方にぜひご参加いただきたいと思います。
（ 全8回）
講師陣

時

間

受講料

小松 俊樹
（長岡大学教授／中小企業診断士）

無料

今井 進太郎
（グローカルマーケティング(株)代表／中小企業診断士） 定 員

20名(先着)

山田 康博
（山田会計事務所／税理士）
他

締め切り
：12月12日(金)

申 込

18:30〜20:30

会

場

長岡大学

長岡大学 地域連携研究センター 南雲
Tel.0258-39-1600 ㈹

※12/20(土)のみ、10:00〜と13:00〜の連続2回開講。
1

12/16（火）

創業・起業 成功のポイント・創業計画シートの説明/自己紹介

5

1/19（月）

創業に良く効くＩＴ活用１

2

12/20（土）

実践！売れる仕組みの作り方１(午前の部)

6

1/27（火）

創業に良く効くＩＴ活用２

3

12/20（土）

実践！売れる仕組みの作り方２(午後の部)

7

2/ 3（火）

資金調達のポイント／創業体験談

4

1/13（火）

速攻！創業財務

8

2/10（火）

成果発表／開業プロモーション計画

長岡大学
環境経済学科３年

髙橋 良樹

2/4

国の特徴を学びます。各国の強みや歴史的背景から、
どのよう
事を取り上げることもあり、
自分自身のためになります。講義はＱ

水 〜

＆Ａ方式で行なうので、
とても楽しい講義です。

広田秀樹先生より一言

康管理）
に関する知識を習得しましょう。
自分のメンタルヘルスを健全に保つポイントもお伝えします。

世界経済論では世界の多数の国の経済・政策等の専門知識

この講座は
「メンタルヘルスマネジメント検定Ⅲ種セルフケア」対策講座を兼ねます。
（ 全5回）
受講料

5,000円
（5回）

日 程

2/4㈬、2/12㈭、2/26㈭、3/4㈬、3/11㈬

定 員

20名(先着)

時

各回19:00〜20:30

問合せ

長岡大学 地域連携研究センター 近藤
Tel.0258-39-1600（代）

間

長岡大学

会

場

長岡大学

□経済経営学部 □経済経営学科
〒940-0828 新潟県長岡市御山町80-8

http://www.nagaokauniv.ac.jp

を学習しています。講義では徹底して
「比較の視点」
を重視し

山川 智子准 教授

山川 智子 （長岡大学准教授）

師

教授

に経済発展していったかということも分かりました。現在の出来

働く人たちの心の不調の予防と活力ある職場づくりをめざして、
メンタルヘルス・マネジメント
（心の健

講

広田 秀樹

世界各国の文化や政策などを取り上げながら、
日本との違いや

創業・起業前、後の経営等相談ができる＜創業支援メンター制度＞を4月から開始しております。大いにご活用ください。
お気軽にお問合せください。

長岡大学公開講座「メンタルヘルス･マネジメント」

さん

世界経済論

ています。
「日本とアメリカの比較」
・
「アメリカとヨーロッパの比
較」
・
「アメリカと中国の比較」
といったようにです。
「 比較の視

申込期間 1 月 上 旬 〜 1 / 2 8

点」は物事を冷静に深く見ることを可能にします。
日本や地域
が活性化するヒントの多くは世界にあります。

Tel.0258-39-1600（代）

最終
ページへ続く

1月のまちなかカフェ 講座一覧
定員

各20名（先着） 受 講 料 各500円（1ドリンク付） 会 場

申込

最終ページをご覧ください

おいしいコーヒー、紅茶を飲みながら
気軽に楽しめる講座です

まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場

申込開始

12/10（水）〜
※電話・HPで

海外でも人気！？味噌の魅力、再発見。
今や海外でも大人気の和食。そんななか、日本でお馴染みの味噌が、海外ではスイーツなど
驚くべきものに変身しているらしいのです。日本人もびっくりなメニューや、味噌の魅力につ
いて改めて紹介します。味噌の食べ比べもありますよ。

デスク、ニュースです！新潟日報のミカタ、ヨミカタ
私たちの周りにあふれるたくさんの情報を、整理して分かりやすく伝えるのが、報道の役割で
す。その日の新鮮なニュースをいち早く届けるとともに、分かりやすく簡潔にコンパクトにま
とめます。その究極が「見出し」です。報道現場に携わる記者が、仕事の面白さと、情報の取
り方や伝え方、記事の書き方などを紹介します。

たちばな本舗
代表取締役社長

南直樹

H27.1/24（土）
10：00〜11：30

※電話・HPで

パートナーシップをよくするためには、
いくつかの心得があります。
講座概要
最愛のパートナーと出逢うための魔法の質問を、
実践を通して学びます。
時

魔法の質問認定講師

定

員

20名

会

場

まちなかキャンパス長岡 501会議室

対

象

未婚の20〜40代

受講料

展示ギャラリー

申込開始

日

時

吉武裕美子さん

長岡技術科学大学 助教

定

員

20名

会

場

まちなかキャンパス長岡 創作交流室

対

象

女性

受講料

脱使い捨て！−〝資源循環″
を考えよう−
⑤資源循環の中心は市民！−家庭でも地域でもできるリサイクル！−

NPO法人 地域循環ネットワーク
副理事長 金子博 ほか

19:00-20:30

文具の魅力に迫る

文具館タキザワ
代表取締役 滝沢重雄

9:30-12:00

長岡野菜研究コース〜地元で考える長岡野菜〜
【成果発表】
実践！日本酒の新たな楽しみ方！〜みんなで楽しむ日本酒ライフ〜
①利き酒に学ぶ、洞察力・表現力向上のトレーニング方法
防災研究コース〜中越大震災から10年の今、考えよう 地震への備えと 減災 について〜
【講義】
「中越大震災とは、
どのような災害だったのか」
神社のいろは〜日本の神様〜
防災研究コース〜中越大震災から10年の今、考えよう 地震への備えと 減災 について〜
【講義】
「情報伝達から考える減災」

個別研究指導教員
長岡野菜関係者
新潟清酒達人検定「銅」の達人

和田幸永

長岡造形大学
准教授 澤田雅浩
ライター

戸部民夫

住民安全ネットワークジャパン
事務局長 笠井徳昭

10:00-11:30

女に生まれて良かった！講座〜女性のからだのメカニズム＆尿漏れ予防と経血コントロール〜
②女性ホルモンと自律神経＆かんたんエクササイズ

平澤貴子

19:00-20:30

ファシリテーション入門講座−話し合いがイキイキするために−
④参加者の合意形成を図るには

長岡技術科学大学
教授 上村靖司

19:00-20:30

ブルートレインの最後〜鉄道ノスタルジア〜

長岡大学
学長 内藤敏樹

13:30-15:00

実践！日本酒の新たな楽しみ方！〜みんなで楽しむ日本酒ライフ〜
②日本酒マリアージュ〜日本酒×料理の新たな可能性

生理痛克服カウンセラー

新潟清酒達人検定「銅」の達人

和田幸永

13:30-15:00

防災研究コース〜中越大震災から10年の今、考えよう 地震への備えと 減災 について〜
【講義】
「自助から考える減災」

名古屋大学減災連携研究センター
防災教育アドバイザー 近藤ひろ子

15:15-16:45

防災研究コース〜中越大震災から10年の今、考えよう 地震への備えと 減災 について〜
【講義】
「企業が取り組む減災」

水澤電機株式会社
専務取締役 水澤元博

14:00-15:30

自分だけのオリジナルロゴを作ろう〜名刺やブログタイトルにも活用できる！〜
③デザインを伝える

10:00-11:30

女に生まれて良かった！講座〜女性のからだのメカニズム＆尿漏れ予防と経血コントロール〜
③女性の冷え撲滅＆かんたんエクササイズ

平澤貴子

19:00-20:30

ファシリテーション入門講座−話し合いがイキイキするために−
⑤イメージの共有と声に出すこと

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
理事 阿部巧 理事 佐竹直子

19:30-21:00
9:00-11:00

防災研究コース〜中越大震災から10年の今、考えよう 地震への備えと 減災 について〜
【個別研究】

デザイナー

髙木秀俊

生理痛克服カウンセラー

住民安全ネットワークジャパン
事務局長 笠井徳昭 ほか

ピアノ無料開放 4階交流広場のピアノを一般開放。
※当日受付 先着順 一人20分まで

〜12/5（金）中学生・高校生の税の作文展示
vol .37

ラーメン夢想
若い頃イスラエルに住んでいたときは、毎年お正月会が大使館で催され、
日本食が大きな楽しみでした。
しかし一年、二年と経つうちに、おいしさが感じられなくなりました。一方でラーメンが大きな夢になり、ついに
飛行 機でギリシアまでラーメンを食べに行ってしまいました。
しかし、
インスタントに卵焼きがトッピングされた
ものを出され、一気に奈落の底に落ちました。今でも海外から帰国すると最初にラーメンを食べています。

お 申し 込 み

平成27年1月31日
（土）14:00〜15:30

ゲ スト

19:00-20:30

まちキャン徒然日記

※電話・HPで

抵抗やLED、
コンデンサーなどの電子部品を使って、
ピアスやネックレス・キーホルダーなどを作ってみませんか？色
鮮やかな電子部品をUVレジンで固めます。
更にあなたのセンスをプラスして、
オシャレなアクセサリーを作りましょう。

NPO法人 市民協働ネットワーク長岡
理事 阿部巧 理事 佐竹直子

羽賀学長の

12/10（水）〜

kawaii理科プロジェクトin Machicam
kawaii理科アクセサリー作り

平澤貴子

ファシリテーション入門講座−話し合いがイキイキするために−
③話し合いを〝見える化″
する

生理痛克服カウンセラー

12/2（火）、16（火）

休館日

無料

講師

19:00-20:30

15:15-16:45

12 / 14（日）
12 / 15（月）

市民
プロデュース

10:00-11:30

14:00-15:30

12 / 12（金）
12 / 13（土）

まちなか
大学院

内容

13:30-15:00

12 / 8（月）

まちなか大学

女に生まれて良かった！講座〜女性のからだのメカニズム＆尿漏れ予防と経血コントロール〜
①自然な生理とナプキンについて＆かんたんエクササイズ

13:30-15:00

河井恵美さん

特別カフェ

講座概要

12 / 3（水）
12 / 4（木）
12 / 6（土）

12 / 17（水）
12 / 28（日）

平成27年1月17日
（土）、24日
（土）14:00〜15:30（計2回）

ゲ スト

12 / 1（月）

阿部義暁

H27.1/30（金）
19：00〜20：30

まちなかカフェ

時間

12/10（水）〜

最 愛 の 人 に 出 逢う 恋 のしつもん

日

日程

新潟日報長岡支社
報道部キャップ

申込開始

特別講座

12月の催しもの

注意事項

500円（材料費別途500円）
協賛企業

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。

Tel. 0258-39-3300 h ttp :/ / w w w .ma c h ic a m.jp
◎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。
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）

日本精機株式会社、
朝日酒造株式会社、
安達紙器工業株式会社、
岩塚製菓株式会社、
株式会社大光銀行
長岡グランドホテル、
中川酒造株式会社、
原信ナルスオペレーションサービス株式会社、
株式会社北越銀行

12月になり、
まちキャンでは来年度の講座の講師依頼や、予定調整を行っています。
目が回るほど忙しい時期です
が、企画した講座が実現する喜びと、達成感を味わうことのできるのもこの時期です。来年度も知的好奇心をくすぐ
る講座をたくさん開催しますので、お楽しみに！それではよいお年を。

1月号に
つづく

