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オープンキャンパス 2019 開催 !!
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長岡大学では今年もオープンキャンパスを開催します。長岡大学での学びや入試、奨学金制度、就職率の高さの秘密について詳しくご説明
します。キャンパスツアーやランチ体験では教員や在学生からもキャンパスライフについて聞くことができます。もちろん、個別相談もOK!

オープンキャンパス

10:30〜15:30

第1回：7月28日
（日）第2回：8月10日
（土）
第3回：8月24日
（土）

ミニオープンキャンパス

まちキャン通信編集部 まちなかキャンパス長岡運営協議会 広報分科会 〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト4F
TEL.0258-39-3300 FAX.0258-39-3301 E-mail.machicam@city.nagaoka.lg.jp

10:30〜13:30

学 生 に よ る 学 校 自 慢

第1回：6月22日
（土）第2回：7月13日
（土）
第3回：9月 8日
（日）第4回：9月21日
（土）

「プラレールによる地域貢献活動」

※第1回は終了しました。

米山ゼミナールでは、
「 子育て親子の支援」、
「 パパ友ママ友の交流」、
「 多世代交流の推進」
を図るため、玩具を活用した地域貢献活動

オープンキャンパスの内容

である
「プラレールで遊ぼう」
を行っています。親子関係の背景には、親のワークライフバランスの不均衡、家族形態の変化、親子の会話
の減少、
スマホやゲームの普及が考えられます。
そこから想定される課題としては、児童虐待やDV、子育ての孤独化・孤立化、
ワンオペ育

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

児、子どもの一人遊びが発生しています。

プラレール活用の有効性
・60年ほどの歴史がある玩具である
・創造性を養うことができる知恵玩具である
・年代を問わず遊ぶことができる
・動きがあり、身近な乗り物の玩具である

●「資格取得支援センター」
を設置し、

資格試験のサポートが充実!

●学生一人ひとりをしっかりサポート

就職率 8 年連続 95%以上
●「米百俵奨学金」
で 国立大学並みの学費を実現

3名様以上（高校生及び受験生）の参加で無料送迎も
行います。
（※新潟県外・離島は除く）。お友達も誘ってぜひお気軽に長岡大学へ
お越しください。皆様のご参加をお待ちしています!

これまでの活動実績（2018）
・子育ての駅とのコラボ

オープンキャンパスに関するお問い合わせは 長岡大学 入学課まで!
TEL.0120-248-556
E-mail:nyushi@nagaokauniv.ac.jp

長岡大学文化講演会 2019「2020年教育改革で求められる能力とは」
【基調講演】

学入学共通テスト」のスタートにより、大学入試も大きく変わります。

2020年からの教育改革に伴う
「変わる教育変わる受験」

・失敗を繰り返しながらも、
じっくりと物事に取り組む集中力が

ー新時代をたくましく生き抜くための
「失敗力」
の育て方ー

・父親や祖父母も積極的に子育てに参加できる

人材の育成を目指しており、数十年ぶりの大改革であるとも言
われます。そこでは、具体的にどのような能力を持った人材が
求められているのでしょうか。また、その能力をはぐくむ教育と
はいかなるものなのでしょうか。

マザークエスト 代表／教育ジャーナリスト

中曽根 陽子

新しい令 和の時 代を迎え、本講 演会が、21世紀の社会を生き
抜く人材になるために必 要なことは何かを考える機 会となれ

培われる
・親世代もすぐに童心に戻って遊ぶことができる
・親子で一緒に
「作って遊ぶ」楽しさを分かち合える
・ママ友・パパ友を作ることができる

氏

活動における学生の意見・感想

ば幸いです。皆様のご参加をお待ちしています。
日

時

令和元年7月19日
（金）
16:30 開演（開場 16:00／終了 19:30）

会

場 ホテルニューオータニ長岡NCホール

参 加費
定

【パネルディスカッション】

・子どもが作っているものを「すごいね!」
「 かっこいいね!」と話しかけると、
「 こっちも見て!」と嬉しそうに話してもらえ、会話の

2020年教育改革で求められる能力とは

きっかけになることに気づけました。
・赤ちゃんのお世話をしたり、子どもとお母さんと話しながらプラレールで遊ぶことで、自然と言葉のキャッチボールができ、

パネリスト／土佐 幸子氏（新潟大学教育学部教授/附属学校部統括長）

コミュケーション力の向上に繋がりました。

中曽根 陽子氏（マザークエスト 代表/教育ジャーナリスト）
村山 光博（長岡大学学長）

無料

員 350名
（定員になり次第締め切ります。）

・プラレールは私が子どもの頃からある昔からの玩具なので、今の子どもたちには興味がないと思っていましたが、実際はその
逆で今の子どもたちも元気に遊んでいることが分かりました。

コーディネーター／ 石川 英樹（長岡大学教授）

・プラレールを通して、子どもたちと一緒に遊ぶということは子どもたちの行動力を向上させることが出来ると分かりました。

申込締切日：令和元年7月15日（月）

・子どもに「遊んでくれてありがとう」と言われて、またイベントに参加したいと思いました。

【お問い合せ・お申込み】長岡大学事務局 文化講演会係 TEL.0258-39-1600
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1回

活動による効果

2020年教育改革では、新しい学習指導要領の施行や新たな
「大
今回の 教育改革は、変化の激しいこれからの社会を生き抜く

5回 ・保育園とのコラボ

5回 ・長岡雪しか祭り等への協力 1回
・特別養護老人ホームとのコラボ 4回 ・長岡大学内でのイベント 1回
・コミセンとのコラボ

今後も長岡市内の施設を利用して「プラレールで遊ぼう」
を行います。順次、長岡大学のホームページに掲載しますのでご覧ください。
https://www.nagaokauniv.ac.jp/
最終ページへ
続く
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※敬称略

申込
受付

学びのきっかけ探しにぴったりの
気軽に受講できる講座です。

・
7/10（水）〜 ※電話
HPで

飛行機の歴史と未来予想図

8/19（月）

19：00〜20：30

青空に浮かぶ飛行機雲を眺めながら、飛行機はどうして飛ぶのだろう？とぼんやり思った
ことはありませんか。ライト兄弟に始まった飛行機の歴史から、未来の飛行機までを紹介
します。
定員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会場

長岡技術科学大学
准教授 山崎渉

4F 交流広場

ボランティアってどうやるの？

8/27（火）

19：00〜20：30

これからボランティアをしてみたいという方、注目！初心者向けの基礎講座を開催します。
ボランティアをするうえでの心構えや準備ってどんなもの？注意することは？など、その道
のプロがざっくばらんにお話しします。一歩踏み出すチャンスですよ！
定員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会場

長岡技術科学大学
教授 上村靖司

4F 交流広場

申込
受付

関心のある分野をじっくり
学べる連続講座です。

・
7/10（水）〜 ※電話
HPで

まちなかカフェ

日程

7/1
7/3 （水）
7/4 （木）
7/6 （土）
7/7 （日）
7/8 （月）
7/9 （火）
7/10（水）
7/12（金）
7/13（土）
7/14（日）
7/20（土）

定 員

3 0名（先着） 受 講 料 5回で3,0 0 0円

会 場

3F 301会議室 【 3回目のみ、市内企業へアオーレ駐車場前からバスで移動 】

7/23（火）
7/26（金）
7/27（土）

5 回 連続 講 座

新潟大学では、2018年4月から「日本酒学」を開講しています。
「日本酒学」のコンセプトを始め、日本

ねらい

7/28（日）

酒の造り方、文化、経済、健康や新潟の地域性との関係など、日本酒に関連する幅広い分野について
学びます。まちキャンでしか学べない、長岡地域にまつわるお話も飛び出すかもしれませんよ。

定 員

3 0名（先着） 受 講 料 5回で3,0 0 0円

会 場

3F 301会議室

『新潟清酒ものしりブック
（新潟清酒達人検定公式テキストブック）
』
新潟日報事業社
（2010年）
推奨図書 新潟清酒達人検定協会

休 館 日

講師（敬称略）
長岡市立科学博物館
学芸員 星野光之介
新潟県立近代美術館
学芸員 松矢国憲
長岡造形大学
助教 福本塁

みんなで防災トランプ
知って楽しい長岡 ー越路の魅力の迫るー
②越路地域を巡る ー現地学習ー

まちキャンボランティアスタッフ

10:00〜11:30

こどもだってできるもん！ヨガにチャレンジ

kyoko

（移動時間含む）

ヨガインストラクター

「4つのなぜ」
から見る生物学のおもしろさ
⑤発達要因 ーシロアリが複雑な社会を手にいれた理由ー

19:00〜20:30
19:00〜20:30

ハチをバッチンする仕事

19:00〜20:30
13:30〜17:00

県立近代美術館を新しい角度から眺めてみる
⑤鑑賞ってムズカシイ？ー美術館の教育普及ー

（移動時間含む）

10:00〜12:00

一般社団法人新潟県ペストコントロール協会
会長 柄澤清二 ほか

長岡市緑花センター
センター長 小林平仁

昆虫採集に夢中！
①昆虫を探してみよう！
おぐに森林公園を満喫！
「きのこハイキング＆キャンプごはん」
昆虫採集に夢中！
②いろいろな虫の捕まえ方を知ろう！
ちいさないきもの、微生物を観察してみよう
①微生物って何?

10:00〜12:00
9:00〜14:00

富山大学
准教授 前川清人

新潟県立近代美術館
学芸課長代理 宮下東子

世界が称賛！長岡の錦鯉と
「日本農業遺産」

（移動時間含む）

7/21

め、理 解を深めましょう。高度な技 術や優れた製品はもちろん、
「 過程」にもスポットを当てます。

こども大学

19:00〜20:30
9:00〜16:00

昆虫はかせネットワーク

鈴木 誠治

長岡市おぐに森林公園
昆虫はかせネットワーク

鈴木 誠治

長岡技術科学大学
名誉教授 森川康

ほか

LEDを使ったテクノ手芸に挑戦してみよう！

長岡工業高等専門学校
准教授 竹内麻希子

14:00〜16:00

日本のまごころ ー日本茶を学ぼうー

有限会社カクタ田中清助商店
専務取締役 田中洋介

10:00〜12:00

ヒップホップダンス ーまちキャンクラスー

10:00〜11:30

川のおもしろさを体験しよう！

株式会社エコロジーサイエンス
環境調査室主任 安永佳生

18:30〜20:30

花火の色づくりに挑戦！

10:00〜12:00
13:30〜15:00

昆虫採集に夢中！
③標本をつくってみよう！
ちいさないきもの、微生物を観察してみよう
②顕微鏡で微生物を見てみよう！

長岡工業高等専門学校
教授 鈴木秋弘

10:00〜12:00

プラレールでPDCAサイクルを学ぼう！

13:30〜15:30

ロウケツ染めとスライムづくりに挑戦だ！

（日） 10:00〜11:30

縁の下の力持ちとして長岡の産 業を支えている、市内 企業を紹 介します。地 元 産 業への関 心を高

日本酒学出張講座inまちキャン

19:00〜20:30

13:30〜15:00

これも「長岡のものづくり」 5 回 連続 講座

こどもカフェ

内容

「4つのなぜ」
から見る生物学のおもしろさ
④系統要因 ー伸縮自在？クワガタムシの大アゴ進化ー
県立近代美術館を新しい角度から眺めてみる
④近代美術館の改修の秘密

（月） 19:00〜20:30

詳細は講座一覧か
「まちなかキャンパス長岡」
ホームページをご覧ください。 https://www.machicam.jp/course/index-college.html

ねらい

時間

まちなか大学

7/2（火）、16（火）
羽 賀学長の

vol.96

まちキャン徒 然日 記

学校以外でも学びたい、学校を飛び出して交流したいというお子さんにおススメの講座です。
体験を通して、学校では学べないことを学べる講座をラインナップしています。
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。https://www.machicam.jp/info01.html

P Rコーナー

振付師

ISSEY

昆虫はかせネットワーク

鈴木 誠治

長岡技術科学大学
名誉教授 森川康
長岡大学
教授 米山宗久

ほか

元長岡工業高等専門学校
教授 丸山一典 ほか

長岡工業高等専門学校

QRコード
QRコードが、25年前に日本で生み出されたことをご存知でしょうか。
日本の中小企業の部品メーカーが碁
盤上の碁石の配置からヒントを得て発明し、特許を取りましたが、無料開放したことにより世界中に普及
しました。
イノベーションは、一人の天才が発明するものと、古い技術を積み重ねる積み上げ型の二つが
あり、QRコードはまさに積み上げ型の最たるものです。小さな四角に七千字分もの情報が盛り込まれてい
ます。現在ではセキュリティ確認にも使われるなど、使い方次第で新たなイノベーションが生み出されます。

ちょこっと体験。
な講座です。

光のふしぎを知ってキラキラかがやく光万華鏡をつくろう!

8/4（日） ペットボトルで雲をつくろう!

8/17（土）

夜空にきらめく星座を見よう!

8/7（水） あなたの夢はなんですか? ーヒーローインタビューから学ぶコミュニケーションー 8/24（土）

コマはどうして倒れないの ーコマの不思議ー

8/10（土） 不思議な盃「十分盃」のナゾを解こう

電磁石とコイルで動く電車をつくろう

8/10（土）

8/24（土）

深海魚ってなんだろう!?

8/12（月）

長岡の伝統技術「鋳物」に触れてみよう!

8/17（土） 模型を組み立てて建築を学ぼう!

気分は大学生!? な連続講座です。
3回連続講座

8/11（日）、18（日）、25（日）

のホームページまたは、
「まちなかキャンパス長岡」4Fサービスカウンターに設置
抽選申込方法 「まちなかキャンパス長岡」
する申込書でお申し込みください。
（電話不可）
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7/10（水）23：59

Tel. 0258-39-3300

まちキャン

検 索

（ht t ps://www.machicam.jp）

◎無料保育サービス
（6か月〜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。

8/12（月）

8月の 講座

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。

◎
「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。

地面すれすれを飛ぶおもしろ飛行体をつくろう!

抽選申込締切（必着）

お 申し 込 み

抽選日

7/11（木）

追加申込開始（先着順）

7/19（金）8：30〜

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、
FMながおか、
JA越後ながおか、
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、
有限会社パーマーク、
北越コーポレーション株式会社、
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、
株式会社カンコー、
RINX株式会社
まちキャンTwitter

まちキャン YouTube
（PRムービー）

8月号に
つづく
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