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『記紀神話を読む
【前編】』
古事記（712年成立）や日本書紀（720年成立）は日本文学や日本の歴史を理解するための基本的な文献で
す。
どちらも神代の話から書かれており、
それらの神話を総称して「記紀神話」
と呼んでいますが、両書の神話
には違いがあります。本講座では、
どのように違うのか、
また、違うことにどのような意味があるのかを考えながら

キャンパスに来てみ ま せ ん か

読みます。前編では天孫に大国主の神が地上世界を譲る話から読んでいきます。
定員

30名（先着）

受講料 4回で4,000円
（テキスト代別2,376円）

会 場

長岡大学

講

まちなかキャンパス長岡運営協議会には、長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡大学、長岡工業高等専門学校が参画しています。
ど

師 小川幸代
（長岡大学教授）

の学校も個性豊かな特色があります。実際に学校に行って、
それぞれの持つ色に触れてみましょう。今月号では、長岡大学を紹介します。

申込締切

日程

第1回

6/23（ 木） 19:00〜20：30

天照らす大御神と大国主の神 ①

天若日子

6/13（月）

第2回

6/30（ 木） 19:00〜20：30

天照らす大御神と大国主の神 ②

国譲り

※電話・FAXで

に

に

ぎ

あ め の わ か ひ こ

第3回

7/14（ 木） 19:00〜20：30

迩迩芸の命 ①

天降り 猿女の君

第4回

7/21（ 木） 19:00〜20：30

迩迩芸の命 ②

木の花の佐久夜毘売
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長岡大学
公開講座
その他の市 民
講座名

講師

メンタルヘルス・ 山川智子
マネジメント検定
Ⅲ種・Ⅱ種総合
ストレスチェック
初級簿記講座
（日商簿記
3級程度）

中村大輔

講座開催日・時間

会場

受講料・テキスト代 内容

9/9（金）、9/16（金）、9/23（金）、
【全5回】
9/30（金）、10/7（金）

長岡大学

5,000円

19：00〜20：30

9/20（火）〜11/17（木）
【全15回】
19：00〜21：00

近代東アジアの 兒嶋俊郎
日本
-批判的検討

長岡大学

9/22（木）、
10/13（木）
11/3（木）を除く

10/19（水）、10/25（火）
11/2（水）、11/9（水）
11/16（水）、11/23（水）
【全6回】

実際に見て、聞いて、長岡大学の魅力に触れてください。

近代における日中関係を
「旧・満州」に焦点を
当てて考えます。今日の日中関係の歴史的背
景理解の助けになればと思っています。

大学生気分を味わおう！

き き しん わ

記紀神話を
読む
【後編】

松本和明

11/1（火）、11/8（火）、11/15（火）、
11/22（火）11/29（火） 【全5回】
19：00〜20：30

栃尾文化センター 5,000円

栃尾出身の外山脩三没後100年を記念した
特別講座で、外山の生い立ちと足跡をたどる
ことで「地方創生」
について考えます。

小川幸代

11/10（水）、11/17（水）、11/24（水）
【全3回】
19：00〜20：30

長岡大学

MENU
例

ミニオープン
キャンパス

「資格取得支援センター」
を開設し、

資格試験のサポートが充実！
！

●長岡大学の紹介
「目標は全員就職！
！」
（教育・資格取得・入試・
●ランチ体験＆フリートーク
就職・奨学金）
●模擬授業体験
●キャンパスライフ紹介
（ミニオープンキャンパスでは行いません）
●キャンパスツアー
●個別相談

3,000円
記紀（きき）
とは『古事記』
と
『日本書紀』の総
《テキスト代別： 称です。両書を天孫の子どもたちの話から読
2,376円》
み解き、2つの神話の違いについて、
どのよう
【 後編】
※前編で使用 な意味があるのかを考えていきます。
したテキストを
使用します。

高校生３名以上で無料送迎します !
※詳細は

6

国公立大学並みの学費を実現！
！

学生一人ひとりを強力サポート

19：00〜20：30
外山脩三の
足跡と活動

長岡 大学 の

ココが
スゴい！
！

模擬授業や無料のランチ体験で一足先に

個人商店の簿記（日商簿記3級相当）につい
15,000円
《テキスト代別： て学びます。全15回の講義で日常の取引に
教科書972円 関する仕訳から、決算書（財務諸表）の作成
問題集918円》 までを学びます。
6,000円

長岡大学

「米百俵奨学金」
で

メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種ライン
ケアコースとⅢ種セルフケアコースの内容に
沿って、
メンタルヘルスをストレス対策の観点
から学びます。

最終ページへ
続く

0120-248-556

長岡大学入学課
1

7月のこどもカフェ 講座一覧

申込締切

6/6（月）
※電話・HPで

長岡造形大学の工房で、こどもガラス作家になろう！
長岡造形大学の市民工房は、ガラス工芸、陶芸、染織など本格的なものづくりが可
能な設備が充実しています。今回の講座では、カラフルな色ガラスを使って、世界で
一つだけの素敵なお皿を作ります。
受講料 2,500円

定員

小学1〜6年生とその保護者20組

会 場

長岡造形大学 市民工房（現地集合）

学校で話したくなる！みんなでたのしむ芸術写真
ただシャッターを切るだけでは、素敵な写真は撮れません。遠近法やユニークなアイ
デアを駆使して、自分だけの写真を撮りましょう。保護者の皆さんにもちょっとだけ
お手伝いしてもらいます。写真の基礎や日常の写真を面白くするちょっとしたコツも
学びます。
定員

小学1〜6年生とその保護者20組

会 場

4F 創作交流室 ほか

Kawaii理科実験

小学1〜6年生15名

受講料 1,000円
持 物

会 場

14：00〜16：00
長岡造形大学
市民工房講師 丸山淳代

7/16（土）

10：00〜12：30
長岡造形大学
教授 阿部充夫

受講料 500円

分解しまくり隊

電卓やリモコン、プリンター、TVなど、仕組みはよく分からないけど生活を便利に
している機器が、私たちの身の回りにはたくさんあります。これらを分解して、中が
どのようになっているのか見てみましょう。分解して出てきたパーツで、オリジナル
キーホルダーを作ります。
定員

7/9（土）

14：00〜15：30

Kawaii理科実験
プロジェクト

4F 創作交流室

講座では電卓を用意しますが、あれば分解してみたい機器（リモコンや万歩計など）をお持ちください。

実はスウェーデンにも、ジャワにもバーモントにもカレーはありません。ないなら作っ
てみよう！専門的な知識や技術はないけれど、カレーが大好きなゲストと「普通のカ
レー」をちょっとだけアレンジしてオリジナルカレーを作りましょう。
「なぜスウェーデ
ンか？」は、参加してのお楽しみ…。

日程

7/18（月・祝）
14：00〜17：00

6/2（木）
6/3（金）
6/4（土）

小学1〜6年生とその保護者20組

会 場

なじら〜て東店内 市民交流施設e-ne【 現地集合、美沢3-603】

こども市民プロデュース講座

まちなか大学

内容

ボランティア
企画講座

講師
株式会社オーテックジャパン
デザイン部部長 佐々木真治

10:00〜11:30

いろ歯にほへと−歯にまつわるエトセトラ−

明倫短期大学
教授 山田隆文

13:30〜16:00

ノーベル物理学賞・天野浩教授の講演会に潜入せよ！
会場：長岡市立劇場（現地集合）
大人も読みたい児童文学
いわや
さざなみ
①巌谷小波のおとぎばなし −明治の児童文学−
クルマのデザインと文化
⑤クルマ趣味は奥深い？
産後のバランスボールエクササイズとココロを整えるワークショップ
③ワクワクする私をデザインしよう！

名古屋大学
教授 天野浩

10:00〜11:30

6/17（金）
6/18（土）
6/19（日）

市民プロデュース講座

クルマのデザインと文化
④カスタマイズに見る日本のクルマ文化
産後のバランスボールエクササイズとココロを整えるワークショップ
②産後の私をリメイクしよう！

19:00〜20:30

6/5（日）
6/9（木）
6/10（金）
6/11（土）
6/12（日）

14:00〜15:30
19:00〜20:30
10:00〜11:30

NPO法人マドレボニータ認定
産後セルフケアインストラクター

pdc design works
代表 やまざきたかゆき
NPO法人マドレボニータ認定
産後セルフケアインストラクター

内山麻理子

OUTDOOR LIFE STORE WEST 三条店
店長 米山聡範

山の日に山男＆山ガールデビュー！

10:00〜12:00
14:00〜15:30

こども英語ミュージカル
①Hello! Nice to meet you !
大人も読みたい児童文学
②大正期の小説家と童話

19:00〜20:30

田んぼが洪水を防ぐ！
？

新潟大学
准教授 吉川夏樹

13:30〜15:30

知って楽しい長岡 −和島を知る−
①This is 和島
こども英語ミュージカル
②Sing. Dance and Act.
大人も読みたい児童文学
③小川未明童話

NPO法人和島夢来考房
副理事長 久住郁夫

10:00〜12:00

内山麻理子

白百合女子大学
非常勤講師 中川理恵子

14:00〜15:00

14:00〜15:30

J-SHINE 小学校英語指導者 小杉佐智子
サポート講師 姫野理恵子
早稲田大学
教授 千葉俊二

J-SHINE 小学校英語指導者 小杉佐智子
サポート講師 姫野理恵子
上越教育大学
教授 小埜裕二

6/22（水）
6/24（金）
6/25（土）
6/26（日）

19:30〜21:00

め
蛍を愛でナイ
ト in 越路
会場：巴ヶ丘自然公園（現地集合）

19:00〜20:30

ベリーダンス、始めました。

ベリーダンサー

14:00〜15:30

ちょっとアブナイ、大人の科学実験! part 2

長岡技術科学大学
教授 南口誠

14:00〜15:30

大人も読みたい児童文学
④宮沢賢治童話

明星大学
教授 平澤信一

6/28（火）

19:00〜20:30

市立☆ながおか農業学園
①若手農業者と人気シェフがお届け♪

丸山豊（農業士会長岡ブロック会長）
鈴木欽也
こまむら 駒村謙輔
カルネ
イタリアンレストランCarnet シェフ 羽根豊

6/7（火）、21（火）

休館日

長岡造形大学
准教授 池田光宏

羽 賀学長の

vol.58

まちキャン徒 然日 記

受講料 1,000円

定員

まちなかカフェ

時間

7/16（土）

※小学1・2年生は、必ず保護者が同伴してください。

スウェーデンカレーって何だ？

6月の催しもの

（公財）
こしじ水と緑の会
理事 平澤聡

AKI

生徒会長
鈴木農園

不思議の海・日本海
馬高縄文館が所蔵する火焔土器が大英博物館で常設展示されます。
それと同時に、
自然と調和して生き
た縄文文化にも注目が集まっています。
しかし身近な日本海は意外にも、
われわれの注目の外にありました。
日本海は四季の移り変わりの中で雪や氷がじわじわと冷たい水を流し込み、海面の海水が海底3800m

ドキドキ！ワクワク！静電気と放電実験
「なんで？どうして？」という気付きを大切に、五感を刺激する実験を。静電気の発
生から性質まで、いろいろな実験を通して学びます。特に放電の実験では、普段で
は絶対に見ることができないビリビリ・バチバチと光り放つ放電を体感すること
ができますよ。

長岡工業高等専門学校
准教授 床井良徳

お 申し 込 み

受講料 500円

定員

小学1〜6年生とその保護者20組

会 場

長岡工業高等専門学校（現地集合）

まちなかキャンパス長岡まで送付するか、
官製ハガキ、
または子ども向け講座一覧※に附属するハガキに、以下の必要事項を記載し、
４Ｆサービスカウンターにお持ちください。ホームページの電子申請からも申し込みができます。
必要事項

を生み出し、切っても切れない関係となりました。
もう一度、
「日本海」
を学ぶ必要を感じます。

10：00〜11：30

こども講座（抽選）の申込方法
申込方法

まで沈み込むことで酸素が行き渡る豊かな漁業資源を育んでいます。
この海と季節の関係が縄文文化

7/23（土）

住所、氏名（お子さん、保護者）、学年、電話番号、希望講座名

注意事項

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カ月〜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22：00、
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。
◎まちなかキャンパス長岡主催の講座は、
いきいき県民カレッジに登録しています。
協賛企業

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、
株式会社第四銀行、
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
ヨネックス株式会社、
ワタナベグループ

メールかハガキ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
抽選結果 抽選で受講者を決定し、

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、電話または電子申請にて追加申込を先着順で受け付けます。

注意事項
2

兄弟での申込の場合、お一人ずつお申し込みください。

※まちなかキャンパス長岡4Ｆサービスカウンターにも設置します。

６月といえば、梅雨。梅雨といばジメジメ蒸し暑い。雨ばっかり降って外に出かけられない。そんなイメージをお持
ちの方が多いのではないでしょうか？そんな時は、まちキャンにおいでください！空きがあれば、当日でも施設予
約ができますし、ひょっとしたら自由に見学できるまちなかカフェが開催されているかもしれません。日程は、この
まちキャン通信でチェックしてみてください。皆様のご来館お待ちしております。

6月号に
つづく
5

申込締切

7月のこども大学 講座一覧

6/6（月）

スマホでコマ撮りアニメを作ろう

※電話・HPで

【 3 回 連続講座 】

スマホのアプリを使って、
コマ撮りアニメを作ります。出演者はレゴ、
クレイ、手描きの絵など、
もちろん本人出演だって可能です。撮影ボタンを押す瞬間、気分はまるで映画
ねらい アイデア次第。
監督！できあがった作品は、
みんなでシェアして動画サイトに掲載するところまで行います。

定員

小学4〜6年生とその保護者12組

会場

長岡造形大学（現地集合）

受 講 料 3回で2,000円
持 物

スマホまたはiPad

※
『LEGO® Movie Maker』というアプリをダウンロードして使う予定です。

1

2

3

ストーリーを組み立てて、出演者をスカウトしよう！
まずはどんな作品にするか、テーマや登場させるものを決めましょう！本当に映画
を作る時も、この時間がとても大切です。紙に描き出したり、文章で表現してみたり
と、
じっくりと考えてください。生みの苦しみが味わえるはず。

本番5秒前…アクション！！

7/17（日）

10：00〜12：00
長岡造形大学
教授 ヨールグ・ビューラ

7/24（日）

さあ、本番スタートです！スマホをカメラ代わりに、映像を撮影しましょう。
「 この画
を撮っておけばよかった…」なんてことのないよう、思う存分撮影してください。気
が付けば、あっという間の120分なはず。

それでは、まちデミー賞の発表です！

10：00〜12：00
長岡造形大学
教授 ヨールグ・ビューラ

7/31（日）

編集作業を済ませて、作品が完成したら、いよいよ上映会！他の人の力作も気になり
ますね…。自分がこだわったところや、大変だったところなどを話し合ってみましょう。
最後に動画サイトにアップする方法も紹介します。

10：00〜12：00
長岡造形大学
教授 ヨールグ・ビューラ

タイヤなしでスイスイ走るマシンをイチから作ろう
ねらい

1

2

3

【 3 回 連続講座 】

マシンのボディやコントローラを全て手作りします。完成したものを2つのモーターで自分の思い
通りに動かすことができた瞬間は、
とても感動的！さらに白と黒を判別するセンサを取り付けて、黒
線の上を自動で走らせましょう。工具の使い方や電気の流れるしくみなどもしっかり学べますよ。

定員

小学4〜6年生とその保護者20組

会場

4F 創作交流室＆交流広場

受 講 料 3回で3,000円

パーツはOK？コントローラ用意！
マシンの胴体とコントローラになる材料を型紙から切り取って、部品を準備しま
す。アルミホイルと銅線を使って、左右のモータを前後に動かすコントローラを手
作りしましょう。部品を作りながら、工具の使い方も学びます。

コード接続確認、起動！
胴体とコントローラをコードでつないでマシンを組み立てます。これで自分で操
作できるマシンは完成です！左右のモータの位置を調整したら、マシンを動かし
て確認します。さあ、一番スムーズに動くようにチューニングすることができるで
しょうか。

センサ取付完了、遠隔操作ON！！
第2回で作ったマシンをグレードアップ！コントローラを使わずに、手をかざして
動かすマシンに改造します。明るさを見分けるフォトセンサをマシンの胴体に取り
付ければ、手をかざすだけで左右のモータが動くマシンに大変身です！

7/17（日）

14：00〜15：30
長岡工業高等専門学校
准教授 池田富士雄

7/24（日）

14：00〜15：30
長岡工業高等専門学校
准教授 池田富士雄

7/31（日）

14：00〜15：30
長岡工業高等専門学校
准教授 池田富士雄

3

申込締切

7月のまちキャンボランティア企画講座

6/6（月）
※電話・HPで

大学や高専を退職した理系教員が指導します。夏休みの自由研究の相談も受け付けます。
※保護者も同伴できます。会場の都合上、同伴は1名様まででお願いします。

ちいさないきもの、微生物を観察してみよう

【 2 回 連続講座 】

1

2

Topic
1

定員

小学4〜6年生 20名

会場

長岡技術科学大学（現地集合）

受 講 料 1,000円

微生物ってなに？

7/23（土）

微生物とは、目では見えないくらい小さな生き物のことで、私たちのすぐそばにいま
す。地球を掃除してくれたり、食べ物をおいしくしてくれたり、体を健康にしてくれたり
…。見えないところで大活躍している微生物について学びましょう。

顕微鏡で微生物を見てみよう！

13：30〜15：00
長岡技術科学大学
名誉教授 森川康
助教 志田洋介 ほか

7/30（土）

ヨーグルトや納豆などの発酵食品、土、空気、そして私たちの手のひらなどにいる
微生物を、一週間かけて増やします。増えた微生物を、シャーレや顕微鏡で色、形、
数などを観察してみましょう。どんな微生物が見えるかな？

13：30〜15：00
長岡技術科学大学
名誉教授 森川康
助教 志田洋介 ほか

あなたのアイデアでまちが 変わる！
第4期市民研究員を募集します 。

「まちづくり市民研究所」
は、学びで得た知識や経験を活かし、市民の皆さんが地域課題の解決策を創り出す
市民協働プロジェクトです。
平成28年9月からスタートする第4期では、
「 みんなで育てる・みんなが育つ」をテーマに、親や地域、企業と
いった視点から、
長岡の子育てを考えていきます。

まちづくり市民研究所 第4期 概要
研究テーマ

みんなで育てる・みんなが育つ

研究期間

平成28年9月〜平成29年8月

活動時間

平日の日中を中心として、月に1〜2回程度

定

員

10名程度（選考あり）

会

場

まちなかキャンパス長岡 ほか

ディレクター

長 岡 技 術 科 学 大 学 教 授 上村靖司
NPO法人市民協働ネットワーク長 岡 理 事 佐竹直子

事業説明会を開催します！
第4期のまちづくり市民研究所のテーマ、概要と研究員の活動内容などを説明します。
ぜひ気軽にお越しください。
日時

4

7/13（水）19：00〜

会場

まちなかキャンパス長岡 501会議室

申込開始

6/10（金）〜
※電話・HPで

