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シラバスを見ると他にも結構おもしろそうなテーマがありますね。
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これが技大生を一番困らせる課題なんだけど、
「恋人や結婚相手に
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毎日愛していると言うべきか、言わなくても良いか。
どうしてそう思う
か理由を述べよ」。大事なのは理由なんですね。
これはコミュニケー
ションスタイルの回の導入。言葉で表すのか、態度で示すのか、
自

〒940-2137 新潟県長岡市上富岡町1603-1

己分析させるんです。中には
「そこまで聞いていないよ〜」
ってことま

Tel. 0258-46-6000

で言う学生もいるんですよね。毎年びっくりします。

長岡技術科学大学

http://www.nagaokaut.ac.jp/

名物授業を紹介します

リー先生

教育開発系 准教授

留学生も受講していますか？

私たちの大学（長岡技術科学大学）の人気授業の一つに「グローバルコミュ

リー 飯 塚 尚 子 先生

ニケーション」
という授業があります。海外の話がたくさん聞ける授業なのかと
思いきや、
ちょっと違うようです。
どのような授業なのか、担当しているリー飯塚
尚子先生にお話を伺いました。

留学生は1／3くらい。
良い働きをしてくれるんです。大抵最初に口
火を切るのは留学生だし、多くの日本人学生とは違った意見を持っ

どのような授業ですか？

ているので良いですね。

後半は他の先生やゲストスピーカーを招いて海外の話などをしても
らうんだけど、前半の７、
８回は私がコミュニケーション学の基本の
座学をやります。
だけど、座学させない！

この授業で学生に変化はありますか？

「国内外を問わず、
どこの地域に興味があるか」
って質問を初回と

えっ、
どういうことですか？

最後にするんだけど、最初は欧米って言っていた学生がアジアに興
味を持つようになったり、海外は怖いから行きたくないと言っていた
学生が海外に行ってみたくなったと言うようになったり。視野が広

90分の授業のうち、私が喋ってるのは45分くらい。
あとは学生のグ

がっていると思いますね。
それと，就活やエントリーシートを書くのに

ループディスカッションと発表。
これを毎回。
サボっていられないし、

役立ったという学生もいますね。
自己分析ができるようになったんで

サボらせない。結構激しい授業なんですよ。最初に学生に言うんだ

しょうね。講義名にグローバルってついているけど、
コミュニケーショ

けど、
この暑苦しさについて来られなかったら無理だよって
（笑）

ンって結局は人と人との関わりが基本だから、
コミュニケーション学
を通して、
自分を知って、相手の気持ちとか立場に立って考えられる
ようになってほしいと思ってこの講義をしています。

たとえばどんなことをやるのですか？

初回は
「自分とは何か」。
とりあえず何も講義せず「自分について

ありがとうございました !

知っていることを書いて」
が第一声。
それは一人の世界で、
その次に
隣の人と自己紹介して、最後は８人くらいのグループで自己紹介さ

インタビューを終えて

せるんです。
こうやって自分のオープンな部分と秘密の部分に気づ
かせるのが狙い。学問としてはいろいろあるんだけど、
それだけを講

先生は海外生活も長いのですが、
「海外＝特別な人が行くところ」
と思ってほしくないので、
その話は講

義しても
「ふーん」
で終わっちゃう。
それを実感させる。要は講義の導

義ではほとんどしないそうです。
そのような細やかな配慮が随所になされた講義だと感じました。
とても

入を学生に任せちゃっている感じ。
「ほんとだ」
とか
「なるほどな」
って

気さくで、
お話しているとこちらも元気になる先生でした。

いう瞬間が大事なんですね。

最終ページへ
続く

リー先生

4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

3/10（火）〜

まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場

毎日が実験日和 ー日常生活を科学するー
掃除に洗濯、料理に洗い物…皆さんは毎日知らないうちに科学実験をしています。なぜフッ
素加工のフライパンは油の広がり方が違うの？なぜ洗剤の泡はすぐに消えるのに、生クリー
ムは消えにくいの？…など、"表面張力"をキーワードに、毎日の家事が違って見える科学知識
を、
実験を交えて紹介します。

匠の技を科学的に見てみよう

包丁（あれば）※希望者は包丁を研ぎます。

音と形の関係 ーオーディオ機器とデザインー
オーディオは、音の良さはもちろん、その姿カタチも魅力の一つです。名機には魅力的なデザ
インのモノが多く、音と形には強い関係があるのです。
「青春をオーディオにささげた」人も
「音楽は携帯にダウンロードして聴く」人も、デザインを切り口にオーディオについて語り合
いましょう。

木彫像の魅力 −平安時代の仏像−

4

4/18（土）

14：00〜15：30

伝統工芸士 古見誠一
長岡技術科学大学
教授 永澤茂

4/27（月）

19：00〜20：30
長岡造形大学
教授 土田知也

3月の催しもの
日程

1

30名（先着） 受 講 料 5回で3,000円

3

内容

講師

3/ 1（日）

10:30-12:00

3/ 4（水）

19:00-20:30

偶然？必然？因果関係の科学

長岡技術科学大学
教授 原 信一郎

3/ 7（土）

14:00-15:30

炎のＶサイン 〜 燃える とは？〜

長岡技術科学大学
准教授 鈴木正太郎

3/ 8（日）

10:30-12:00

プロの失敗談に学ぶ！インターネットの楽しい歩き方
②インターネットは素直が2番。
良い子すぎるとけがをする

上川西プラチナパソコンサークル

3/ 15（日）

10:30-12:00

プロの失敗談に学ぶ！インターネットの楽しい歩き方
③インターネットに触るなら防弾チョッキを着るべし

上川西プラチナパソコンサークル

3/ 22（日）

9:00-11:00

ピアノ無料開放
※当日受付

上川西プラチナパソコンサークル

4階交流広場のピアノを一般開放。

先着順

一人20分まで

3/3（火）、17（火）
3/ 4（水）〜18（水） 木工模型 昆虫と怪獣
3/20（金）〜26（木） 「そこにあったから撮ったのです」ひととせ奎葉（ふたば）写真展
3/27（金）〜4/10（金） 雪しか祭り写真コンクール入賞作品展示

申込開始

3/10（火）〜
※電話・HPで

会場

羽賀学長の

日本最古の仏像 −飛鳥時代の仏像−

仏教文化の広がり −白鳳時代の仏像−
白鳳時代は７世紀半ば頃から710年の平城京遷都までの時代をいいます。天武天皇や持統天皇の時代
です。
この時代には初めて天皇によって寺院が建立される一方で、仏教文化が徐々に地方へも伝わってい
きました。
白鳳仏の名品を鑑賞するとともに、中国・朝鮮文化との関わりについても考えてみましょう。

奈良の都の仏たち −天平時代の仏像−
天平時代は710年から794年の平安京遷都までの時代です。奈良の都・平城京では仏教文化の華が咲き
誇り、聖武天皇によって東大寺と大仏が、唐僧・鑑真によって唐招提寺が建てられました。興福寺の阿修羅
像もこの時代の作品です。薬師寺・興福寺・東大寺・唐招提寺に伝わる天平彫刻の精華を取り上げます。
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まちなかキャンパス長岡 3F 301会議室

飛鳥時代は日本に仏教が伝わった6世紀半ば頃から7世紀半ば頃までの時代です。
飛鳥の地では蘇我馬子
によって日本初の本格的仏教寺院・飛鳥寺がつくられ、
ついで斑鳩の地では聖徳太子によって有名な法隆
寺が建てられました。
飛鳥寺・法隆寺の仏像のほか日本で最も古い時代の仏像を取り上げます。

2

市民
プロデュース

プロの失敗談に学ぶ！インターネットの楽しい歩き方
①プロの失敗談から学ぶ、
インターネットとの付き合い方

日本彫刻史の古典「飛鳥〜平安時代の仏像・神像」の名品を取り上げ、
その魅力に迫ります。
ワンランク上の見方ができるようになると、仏像鑑賞・神像鑑賞の楽しさも倍
ねらい 基礎知識を学び、
増することでしょう。4月以降に開催される企画展の見所についても、随時ご紹介します。

定員

東北芸術工科大学
教授 長坂一郎

まちなかカフェ

時間

展示ギャラリー

日本 古 代 の 仏 像・神 像

5/8（金）

19：00〜20：30

8世紀にはじまる神仏習合の風潮のなかで、
日本古来の神々の姿が彫刻や絵画としてあらわされるように
なります。神像研究の第一人者をゲストにお招きし、
日本の風土と信仰に根ざした神像の魅力をたっぷりと
語っていただきます。
まとめて取り上げられることの少ない神像についての必聴の講座です。

休 館日

4月のまちなか大学 講座一覧

新潟産業大学
教授 片岡直樹

あらわれた神々 −平安時代の神像−

5

長岡技術科学大学
助教 吉武裕美子

10：00〜11：30

5/1（金）

19：00〜20：30

平安時代は794年から12世紀末までの時代です。9世紀初頭には最澄と空海によって密教が伝えられ、新
しいタイプの尊像がつくられました。1053年に完成した京都・平等院鳳凰堂はこの世における阿弥陀浄土
そのものです。
この時代を大きく前期・後期に分け、各時期を代表する仏像を鑑賞することにしましょう。

※電話・HPで

4/25（土）

包丁は、研げば再びその切れ味を取り戻します。研ぐ前後の切れ味を比べるなどして、与板
の匠の技術を体感しましょう。自分で研ぐ時のポイントも、少しだけ伝授します。また、研い
だ面や切ったものの断面を顕微鏡でのぞいて、
匠の技術を科学的に解説・証明します！
持 物

申込開始

の山があり、
スキーが可能ですが、
リフトがありません。
またスキー道 具も不 足しているため、長岡から古
いスキーを贈りました。悲 惨なニュースばかり聞こえてきますが、人々は平 和になったときの夢や希 望を

19：00〜20：30

失ってはいません。

新潟産業大学
教授 片岡直樹
お 申し 込 み

4/17（金）

新潟産業大学
教授 片岡直樹

4/24（金）

19：00〜20：30
新潟産業大学
教授 片岡直樹

破 壊された大仏で有名なアフガニスタンのバーミヤンで２月2 8日に第５回国際スキー大会が開催され
ました。
「えっ!?」
と思う人が多いと思いますが、
スイスの支援により実行されています。
ここには5,300m

4/10（金）

19：00〜20：30

国際スキー大会

注意事項

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. j p
◎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）

アクシアル リテイリング株式会社、
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、
北越紀州製紙株式会社、
株式会社北越銀行

皆さんの温かいご協力のおかげで、今年度もまちキャンは盛況でした。
「石の上にも三年」
と言うように、
ようやくまちキャンも存
在感が出てきたのではないかな…と思います。来年度もたくさんの新しいことに挑戦しながら、皆さんの知的好奇心や探究心
を満たすような運営をしていきたいと思います。
お楽しみに！

4月号に
つづく

