
● 程度補語　
●比較文　
●助詞“了”　
● 結果補語　
●存現文　
●兼語文
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

テキスト学習範囲　1課～ 9課

講座内容

開講日
10/16・23・30、11/13・27、 
12/4・11・18、1/8・22・29、 
2/5・12・19・26
（土曜日　全15回）

開講時間 13：00～14：30 　

定　員 10名　

教材費
［これでパーフェクト！
新・中国語の旅
（朝日出版社）］　2,420円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21510 中国語中級 申込締切日 10月1日

　これまでに学習した基本的な文型をさらに
しっかりと定着させ、使える中国語を目指し
ます。
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

テキスト学習範囲　1課～ 6課

講座内容

開講日

10/13・20・27、
11/10・17・24、
12/8・15・22、1/12・19・26、 
2/9・16、3/2
（水曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費
［リアルスコープ 
現代中国事情
（朝日出版社）］  2,310円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 齋藤　明子
（寺沢中国語研究所講師）

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21511 中国語上級Ⅰ 申込締切日 9月29日

―訳す中国語から考える中国語へー
　スピーディーなコミュニケーション能力を
身につけることを目標に学習をします。中国
語を聞いて日本語に訳してから意味を理解し
たり、中国語で話す時に日本語で考えてから
中国語に訳すのでは実用的とは言えません。
この講座では中国語で理解し、中国語で考え
て話す方法について学びます。
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

テキスト学習範囲　1課～ 6課

講座内容

開講日
10/16・23・30、11/13・27、
12/4・11・18、1/8・22・29、 
2/5・12・19・26
（土曜日　全15回）

開講時間 10：30～12：00 　

定　員 10名　

教材費
［そうだったんだ！中国
～慧眼看中国～
（金星堂）］　2,420円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 寺沢　一俊
（寺沢中国語研究所主宰）

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21512 中国語上級Ⅱ 申込締切日 10月1日

　韓国語の文字（ハングル）の読み方と発音
ルールを学んだ後、韓国語で自己紹介、簡単
な質問に受け答えができることを目指します。
韓国の文化にも触れながら楽しく学びましょう！
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

テキスト学習範囲　1課～7課

講座内容

開講日

10/14・21・28、
11/11・18・25、
12/9・16・23、1/6・13・27、 
2/10・17・24
（木曜日　全15回）

開講時間 18：30～20：00 　

定　員 10名　

教材費 ［最新チャレンジ!韓国語
（白水社）］　2,530円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 川上　洋子
（新潟国際情報大学非常勤講師）

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21513 はじめての韓国語 申込締切日 9月30日

● 日曜日に何をしますか？
●何が好きですか？
●週末に何をしましたか？
●明日は何をするつもりですか？
●スープが冷たくておいしいです。
●一度遊びに来てください。
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

テキスト学習範囲　8課～13課

講座内容

開講日

10/13・20・27、
11/10・17・24、
12/8・15・22、1/12・19・26、 
2/9・16、3/2
（水曜日　全15回）

開講時間 18：45～20：15 　

定　員 10名　

教材費 ［最新チャレンジ!韓国語
（白水社）］　2,530円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 李
い

　垠
うんじょん

姃

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21514 韓国語2（レベル2） 申込締切日 9月29日

　会話の基本となる文型を集中的に学習し
ます。
●お名前はなんとおっしゃいますか？
●朝子といいますが、日本から来ました。
●魚は焼かないでください。
●ファンの集いに行くことにしました。
●道を渡って左にずっと行ってください。
●ファンの集いへ行ってみたんですけど…
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

テキスト学習範囲　1課～ 6課

講座内容

開講日

10/11・18・25、
11/8・15・22・29、
12/13・20、1/17・24・31、
2/14・21・28
（月曜日　全15回）

開講時間 18：30～20：00 　

定　員 10名　

教材費

［ちょこっとチャレンジ！
韓国語《改訂版》
（白水社）］
2,640円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭
ちょん

　賢
ひょんすく

淑

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21515 韓国語3（レベル3） 申込締切日 9月27日

31 32申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　会話の基本となる文型を集中的に学習し
ます。
●少し安くしてください。
●私の気持ちですから受け取ってください。
●咳がひどくて眠れませんでした。
●字幕を見ながら勉強します。
●今日は来られないそうです。
●久しぶりに来てみて、どうですか？
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

テキスト学習範囲　7課～12課

講座内容

開講日
10/16・23・30、11/13・27、
12/4・11・18、1/8・22・29、
2/5・12・19・26
（土曜日　全15回）

開講時間 14：15～15：45

定　員 10名　

教材費

［ちょこっとチャレンジ！
韓国語《改訂版》
（白水社）］　
2,640円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭
ちょん

　賢
ひょんすく

淑

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21516 韓国語4（レベル4） 申込締切日 10月1日

　今まで習った文型を活用して、スムーズに
会話ができるようさまざまな表現方法を学び
ます。
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。

講座内容

開講日
10/16・23・30、11/13・27、
12/4・11・18、1/8・22・29、
2/5・12・19・26
（土曜日　全15回）

開講時間 10：30～12：00　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭
ちょん

　賢
ひょんすく

淑

受講料

一般 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D21517 韓国語5（レベル5） 申込締切日 10月1日

　教科書の他に、さまざまな資料を使って多
様な実践練習を行います。練習を通じ、表現
力、聴く能力、文章の理解力を高めることを
目指します。
※授業は韓国語で行います。
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。

講座内容

開講日

10/12・19・26、
11/2・9・16・30、
12/7・14・21、1/4・11・18、
2/1・8
（火曜日　全15回）

開講時間 18：45～20：15 　

定　員 10名　

教材費
［できる韓国語　
中級Ⅱ（DEKIRU出版）］　
2,750円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 朴
ぱく

　貞
じょんみ

美
（新潟国際情報大学非常勤講師）

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21518 韓国語7（レベル7） 申込締切日 9月28日

　さまざまな資料を使って多様な実践練習
を行います。練習を通じ、表現力、聴く能力、
文章の理解力を高めることを目指します。
※授業は韓国語で行います。
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

講座内容

開講日
10/16・23・30、11/13・27、
12/4・11・18、1/8・22・29、
2/5・12・19・26
（土曜日　全15回）

開講時間 12：30～14：00 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 鄭
ちょん

　賢
ひょんすく

淑

受講料

一般 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D21519 韓国語8（レベル8） 申込締切日 10月1日

　会話の基本となる文型を集中的に学習し
ます。基本練習を踏まえたうえで応用ができ
るように、段階を追って練習します。
●紹介
●道案内
●旅行
●ショッピング
●趣味　　　　他
※レベルで迷った場合は、27ページの【開講講座レベ
ル選択の目安】をご覧ください。また、見学も可能です
ので、お気軽にお問い合わせください。

※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

テキスト学習範囲　5課～ 8課

講座内容

開講日
10/12・19・26、
11/9・16・30、12/7・14・21、
1/11・18・25、2/8・15・22
（火曜日　全15回）

開講時間 10：00～11：30 　

定　員 10名　

教材費
［改訂版 できる韓国語 
中級I（DEKIRU出版）］　
2,750円　

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 黄
ふぁん

　仁
いんじょ

祚

受講料
一般 26,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21520 シニアのための韓国語（レベル4） 申込締切日 9月28日

　フランス語の基礎を学習した方（フランス
語検定4級程度）を対象とした講座です。会
話練習をしながらフランスの文化を学ぶこと
ができます。代名詞、関係代名詞、半過去な
どを中心に学習します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
※お申し込み人数3名以上で開講します。
 

講座内容

開講日

10/14・21・28、
11/11・18・25、
12/2・9・16、1/13・20・27、
2/10・17・24
（木曜日　全15回）

開講時間 18：30～20：00 　

定　員 10名　

教材費
［《プティ》シェリーと
フランス語（三修社）］　
2,640円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21521 フランス語初級 申込締切日 9月30日

33 34申込締切日後に受講を希望される方、キャンセル待ちを希望される方はお問い合わせください。



　日常会話をマスターした方（フランス語検
定2級以上）を対象とした講座です。さまざま
なテーマについてディスカッションを行います。
※授業はフランス語で行います。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
※お申し込み人数3名以上で開講します。

講座内容

開講日
10/16・23・30、11/13・27、
12/4・11・18、1/8・22・29、
2/5・12・19・26
（土曜日　全15回）

開講時間 11：30～13：00 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料

一般 27,000円
在学生 19,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D21522 フランス語上級 申込締切日 10月1日

　フランス語の基礎を学習し、ゆっくりであ
れば日常会話ができる方（フランス語検定3
級程度）を対象とした講座です。会話練習を
しながらフランスの文化を学ぶことができ
ます。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
※お申し込み人数3名以上で開講します。

講座内容

開講日

10/14・21・28、
11/11・18・25、
12/2・9・16、1/13・20・27、
2/10・17・24
（木曜日　全15回）

開講時間 13：30～15：00 　

定　員 10名　

教材費 教材費は、受講料に含まれ
ています。

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 マキシム・カルトロン

受講料
一般 27,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D21523 ゆっくり楽しむフランス語（初級） 申込締切日 9月30日

　この講座では、今年度のロシア語基礎に引
き続きロシア語について、文化や歴史も交え
ながら楽しく学習します。具体的にはロシア
語で　①未来について言える　②「～を」の
表現が言える　③ロシア語で数字（個数詞・
順序数詞）が言える ようになることを目標と
します。
※見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
※お申し込み人数3名以上で開講します。

講座内容

開講日

10/13・20・27、
11/10・17・24、
12/8・15・22、1/12・19・26、
2/9・16、3/2
（水曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費 ［初級ロシア語20課
（白水社）］　2,090円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 中谷　昌弘

受講料

一般 26,500円
在学生 18,500円
卒業生・父母・
法人会員　  21,000円

講座
番号 D21524 ロシア語初級1 申込締切日 9月29日

中
なかたに

谷　昌
まさひろ

弘

金沢大学経済学部卒業。1996年新潟大学大学院経済学
研究科修士課程を修了。2000年新潟大学大学院現代社
会文化研究科博士課程を修了後、国立ハバロフスク教育
大学に留学。研究分野は近現代ロシア史。現在は、新潟大
学などで非常勤講師を務める。

朴
ぱく

　貞
じょんみ

美
（新潟国際情報大学非常勤講師）

韓国・釜山出身。釜山大学卒業。2001年来日。韓国教育
院や専門学校などに韓国語講師として勤務。現在は、高等
学校や大学で講師を務める。

寺
てらさわ

沢　一
かずとし

俊
（寺沢中国語研究所主宰）

新潟大学大学院博士課程前期修了・中国語専攻・文学修
士。北京語言学院本科留学。中国専業旅行社にて通訳業
務。新潟市秘書課嘱託通訳・新潟県－黒龍江省および秋田
県―甘粛省の友好省県締結に関わる公式通訳。新潟国際
情報大学他2校で中国語非常勤講師を20数年間担当。

川
かわかみ

上　洋
ようこ

子
（新潟国際情報大学非常勤講師）

韓国の慶煕大学教育大学院修士（教育学）。韓国の特許
法人で2年間日本語翻訳チームに勤める。2017年慶煕大
学一般大学院国語国文学科博士課程単位取得退学。韓
国政府奨学金生として修士、博士課程で学んだ。専門は韓
国語教育。

李
い

　垠
うんじょん

姃

韓国、ソウル出身。2006年来日、新潟大学大学院教育研
究科卒。各種語学教室で講師として務めた経験あり。現在
は、専門学校で講師を務めている。

齋
さいとう

藤　明
あきこ

子
（寺沢中国語研究所講師）

中国大連外語学院漢語培訓中心高級班修了。新潟大学
人文学部卒業。1994年から5年間、新潟県庁の語学嘱託
員として通訳翻訳に従事。現在は寺沢中国語研究所にて
個人レッスンや企業研修などを担当。

スティーブン・クラタバック

ニュージーランド・ウェリントン出身。ヴィクトリア大学卒業。
2000年来日。各種語学スクール及び企業研修などで講師
を務める。新潟大学での非常勤講師を経て、現在は新潟国
際情報大学国際学部に非常勤講師として勤務。

ティモシー・カーキ

イギリス出身。ノース・ロンドン大学卒業。2000年来日。大
学・カルチャーセンターなどで子供から大人まで幅広く教えて
いる。

語学講座 講師

黄
ふぁん

　仁
いんじょ

祚

韓国・ソウル出身。慶熙ホテル大学卒業。2000年4月来
日。新潟大学人文学部卒業。新潟大学大学院修士課程
修了。現在は、専門学校や大学、カルチャースクールなどで
講師を務める。

マキシム・カルトロン

フランス・ノルマンディー出身。ボルドー大学でフランス語指
導法を専攻。2003年新潟大学へ留学。現在は、新潟大学
などで非常勤講師を務める。

鄭
ちょん

　賢
ひょんすく

淑

韓国・京畿道出身。京畿大学卒業。1996年来日。韓国教
育院や各種語学スクールなどに韓国語講師として勤務。
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〈Windows、Officeソフトのバージョンについて〉
各講座で使用するWindows、Officeソフトのバージョンを記載してありますので、詳しくは講座説明をご覧ください。
異なるバージョンについての説明は行いませんので、あらかじめご了承ください。

岩
いわの

野　弥
みさこ

佐子
（パソコンインストラクター）

大学卒業後、銀行のソフトウェア部門に入社。その後、建
築、教育サービスなどの経歴を積み、2012年から職業訓練
校において、パソコン、就職支援の講師を務める。現在、新
潟国際情報大学非常勤講師のほか、キャリアコンサルタント
として求職者の再就職をサポートしている。

開講日 10/9・16・23・30
（土曜日　全4回）

開講時間 10：00～12：00

定　員 10名

教材費
よくわかる　初心者のための
Microsoft Excel 2016
（FOM出版）　1,320円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 8,800円
在学生 6,100円
卒業生・父母・
法人会員　  7,000円

　マウス操作、文字入力といったパソコンの
基本操作はできるがExcelの使い方はよく
わからないという方を対象にした講座です。
表計算やグラフ作成など基本的な機能と操
作方法をわかりやすく解説します。あわせて
Windows10の基礎知識もご紹介します。「す
ぐに役立つExcel基礎」を受講される前の基
礎作りや基本操作の復習にもおすすめです。
 

Windows10 / Excel2016

講座
番号 E21501 はじめてのExcel入門（シニア/初心者向け）　 申込締切日 9月27日

開講日 11/6・13・27、12/4・11
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft Excel 
2016ドリル（FOM出版）
1,100円
（Excel【基礎】と【応用】で同じテキストを使います）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　Excelの基本的な操作を学習し終えた方
を対象に、実務にシフトした活用法を身につ
けることを目指します。グラフの作成やデー
タの並べ替え・抽出などExcelの便利な機
能を習得し、すぐに活用できる使い方を学び
ます。
 

Windows10 / Excel2016

1.Excelの基礎知識
2.データの入力
3.表の作成
4.数式の入力
5.複数シートの操作
6.表の印刷
7.グラフの作成
8.データベースの利用

講座内容

講座
番号 E21502 すぐに役立つExcel基礎 申込締切日10月22日

開講日 1/8・22・29、2/5・12
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft Excel 
2016ドリル（FOM出版）
1,100円
（Excel【基礎】と【応用】で同じテキストを使います）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　基礎で学んだ活用法を実際に実務で活か
すために、さらなる実践力を身につける講座
です。さまざまな応用問題を繰り返し練習す
るなどして実務で使えるExcelの技術を磨き
あげて行きます。
 

Windows10 / Excel2016

1.関数の利用
2.表作成の活用
3.グラフの活用
4.グラフィックの利用
5.データベースの活用
6. ピボットテーブルとピボットグラフの作成
7.マクロの作成

講座内容

講座
番号 E21503 【実践力UP】Excel応用 申込締切日12月20日

開講日 2/19・26、3/5・12・19
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00

定　員 10名

教材費

よくわかるMicrosoft Excel
2019/2016/2013　
関数テクニック（FOM出版）
2,530円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　Excelの基本機能をマスターされている方
を対象に、実務の効率UPにつながるExcel
関数を分かりやすく解説していきます。実際
の業務で使用されるような事例を題材にし、
とっつきにくいと思われているExcel関数の
習得を目指します。
 

Windows10 / Excel2016

1.請求書の作成
2.売上データの集計
3.顧客住所録の作成
4.社員情報の統計
5.賃金計算書の作成
6.出張旅費伝票の作成

講座内容

講座
番号 E21504 【仕事効率UP！】Excel関数テクニック 申込締切日 2月4日

開講日 10/9・16・23・30
（土曜日　全4回）

開講時間 13：00～15：00

定　員 10名

教材費
よくわかる　初心者のための
Microsoft Word 2016
（FOM出版）　1,320円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 8,800円
在学生 6,100円
卒業生・父母・
法人会員　  7,000円

　マウス操作、文字入力といったパソコンの
基本操作はできるがWordの使い方はよく
わからないという方を対象にした講座です。
文書の作成や画像の挿入など基本的な機能
と操作方法をわかりやすく解説します。あわ
せてWindows10の基礎知識もご紹介します。
「すぐに役立つWord基礎」を受講される前
の基礎作りや基本操作の復習にもおすすめ
です。
 

Windows10 / Word2016

講座
番号 E21505 はじめてのWord入門（シニア/初心者向け） 申込締切日 9月27日

パソコン講座E
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開講日 11/6・13・27、12/4・11
（土曜日　全5回）

開講時間 13：00～15：00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft Word
2016ドリル（FOM出版）　
1,100円
（Word【基礎】と【応用】で同じテキストを使います）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　Wordの基本操作を習得されている方を
対象にした、実務にシフトした文書作成を身
につけることができる講座です。
 

Windows10 / Word2016

1. Wordの基礎知識
2.文字の入力
3.文書の作成
4.表の作成
5.文書の編集
6.表現力をアップする機能

講座内容

講座
番号 E21506 すぐに役立つWord基礎 申込締切日10月22日

開講日 1/8・22・29、2/5・12
（土曜日　全5回）

開講時間 13：00～15：00

定　員 10名

教材費
よくわかるMicrosoft Word
2016ドリル（FOM出版）　
1,100円
（Word【基礎】と【応用】で同じテキストを使います）

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子 
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　基礎で学んだ活用法を実際に実務で活か
すために、さらなる実践力を身につける講座
です。さまざまな応用問題を繰り返し練習す
るなどして実務で使えるWordの技術を磨き
あげて行きます。
 

Windows10 / Word2016

1.図形や図表を使った文書の作成
2.写真を使った文書の作成
3.差し込み印刷
4.長文の作成
5.文書の校閲
6. Excelデータを利用した文書の作成

講座内容

講座
番号 E21507 【実践力UP】Word応用 申込締切日12月20日

開講日 2/19・26、3/5・12・19
（土曜日　全5回）

開講時間 13：00～15：00

定　員 10名

教材費
PowerPoint
ビジネス活用ドリル
（日経BP）　1,518円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 岩野　弥佐子  
（パソコンインストラクター）

受講料

一般 11,000円
在学生 7,700円
卒業生・父母・
法人会員　  8,800円

　文字・書式の設定や、グラフの挿入、アニメー
ションの設定など、プレゼンテーションソフト
PowerPointを基本から学習したい方におす
すめの講座です。ソフトの操作方法だけでなく、
見やすくわかりやすいプレゼン資料作成テク
ニックもご紹介します。
 

Windows10 / PowerPoint2016

講座
番号 E21508 【プレゼン資料作成に役立つ】PowerPoint2016 申込締切日 2月4日

プライベートレッスン（パソコン）
初心者向けのマンツーマンレッスンで、自分に合った
内容を無理なく学習できます。
Windowsのノートパソコンであれば、ご自身のパソ
コンを持ち込んで学習することも可能です。

『パソコンの基本操作』
『Word/Excelの入門』

『インターネット&メール』
『写真データの保存方法』

※プライベートレッスンの詳細については
　電話でお問い合わせください。

●レッスンは予約制です。希望日の1週間前までに電話か窓口
で予約してください。
●レッスンの回数は、自由に決めることができます。
●キャンセル、変更は、予定日の前々日（閉館日除く）の18時まで
にご連絡ください。
●受講料は事前にお支払いください。
●テキストを使用する場合は、別途テキスト代が必要です。

5,000円／1回（60分）受講料

プライベートレッスン

プライベートレッスン（語学）

※プライベートレッスンの詳細については
　電話でお問い合わせください。

●レッスンは予約制です。希望日の1週間前までに電話か窓口
で予約してください。
●レッスンの回数は、自由に決めることができます。
●キャンセル、変更は、予定日の前々日（閉館日除く）の18時まで
にご連絡ください。
●受講料は事前にお支払いください。
●テキストを使用する場合は、別途テキスト代が必要です。

5,000円／1回（60分）

初心者から上級者まで、一人一人のレベルや
目的に応じたレッスンを受けることができます。

英語 韓国語フランス語

ロシア語 カンボジア語

受講料
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講座をお申し込みになる前に必ずお読みください。

新潟国際情報大学 社会連携センター  ［新潟中央キャンパス内］
TEL.025-227-7111　FAX.025-227-7117
https://www.nuis.ac.jp/nuis_opencollege/
開館時間／月～金 9：00～20：30　土 9：00～17：00　休業日／日曜、祝日、年末年始 他

受講のご案内

申し込みから受講までの流れ

受講申込書
の提出

▲ ▲

Webからの
申し込み

受講通知書が
郵便で届く

受講通知書を
マイページから
ダウンロード

▲ ▲

▲

電話、郵送、FAX

https://www.nuis.ac.jp/
nuis_opencollege/
よりアクセス

受講料の
振込

講座に出席

受講証のお渡し

● 原則として講座の録音・録画・写真撮影はお断りします。
● センターの敷地及び建物内は禁煙です。
● 教室内での飲食はご遠慮ください。
● 所持品には充分ご注意ください。盗難などがおきても本学及びセンターは賠償責任を負いません。
● 講師や他の受講生に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
  その際、受講料は返金いたしません。
● 車でお越しの方は近隣の有料パーキングをご利用ください。

 受講上の
お願い

● 受講生が一定数に満たない場合、講座を中止または延期することがあります。
● 講師の緊急の都合により、休講または別の講師による代講を行うことがあります。
● 休講の場合は原則として振替え講座を行います。
● 教材は原則、第1回目の講座で販売します。ただし、申込締切日後のお申し込みの場合は初回にお渡しできないことが
  ありますので予めご了承ください。
● 洋書は為替レートにより価格が変動することがあります。

 講　座

● 講座回数の7割以上の出席者に修了証書を授与します。
● 資格講座は発行しません。 修了証書

● 受講は先着順です。定員になり次第、受付を終了します。
● 受付後、センターより「受講通知書」をお送りします。
   お申し込み後、2週間を過ぎても「受講通知書」が届かない場合は、お手数ですがセンターにご連絡ください。
● Webサイトからお申し込みの方は、Webサイトのマイページよりログインのうえ、「受講通知書」をご確認ください。

 申し込み

キャンセル

● 受講確定後、やむを得ずキャンセルされる場合はできるだけ早くセンターにご連絡ください。
● 開講前日までにご連絡がない場合は受講料を返金いたしませんので、予めご了承ください。
  （開講前日（休業日を除く）の開館時間内にご連絡ください。）
● キャンセルの場合でも受講料は全額返金します。ただし、返金のための手数料として1,000円をご負担いただきます。

 受講料

● 受講料には消費税が含まれます。
● 「受講通知書」に記載してある納入期限までにお振込ください。振込手数料はご本人様の負担となります。
● 講座が中止となった場合、受講料は全額、銀行振込にて返金します。
  なお、受講料振込の際にかかった手数料などは返金いたしません。
● 新潟国際情報大学在学生及び卒業生又はそのご父母、法人会員企業従業員の方は受講料の割引があります。

● 電話、郵送、FAX、Webサイトでお申し込みください。
● 郵送・FAXでお申し込みの方は、受講申込書をご利用ください。

お申し込み
お問い合わせ

講座申込について

Q　受講の条件はありますか？
 A　ありません。どなたでも受講できます。
Q　語学講座を申し込む際に、自分のレベルがよくわかりません。
 A　パンフレット（P. ）またはWebサイトに掲載されているレベル表をご覧ください。また、講座開講中であ

ればご見学のうえ、決めていただくことができます。

Q　受講料はいつまでに支払えばいいですか？
 A　お申込みから2週間以内にお支払いください。開講日まで2週間を切っている場合は、開講日の前日が支払

期限となります。

Q　受講料の支払い方法を教えてください。
 A　銀行振込でお支払いください。

講座受講について

Q　講座開講後、途中から受講できますか？
 A　定員に空きがある場合は受講できます。ただし、受講料は全額お支払いいただきます。
Q　欠席や遅刻の連絡は必要ですか？
 A　特に必要ありません。ただし、受講生が少数の場合はご連絡をお願いいたします。
Q　欠席した回の資料をもらうことはできますか？
 A　次回、講師からお渡しします。
Q　出席できない回に代理の人が出席してもいいですか？
 A　代理出席は認めていません。
Q　語学講座でクラス変更はできますか？
 A　レベルが合わない場合は、同一言語内で1回にかぎり変更できます。開講後3回目までに事務室にお申し出

ください。ただし、変更先クラスの状況により変更できないことがあります。

Q　教材（テキスト）の返品はできますか？
 A　返品はできません。

その他

Q　講師や受講生の連絡先などを教えてください。
 A　個人のプライバシー保護のため、お教えできません。
Q　駐車場はありますか？
 A　近隣の有料駐車場をご利用ください。なお、事務室で提携駐車場の駐車サービス券を販売しています。詳細

はお問い合わせください。

Q　駐輪場はどこにありますか？
 A　本町通側有料駐車場の右奥にあります。
Q　パンフレットはいつ頃できますか？
 A　前期は3月上旬、後期は9月上旬にできあがります。

Q ＆ A よくある質問
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新潟国際情報大学 社会連携センター
提携駐車場のご案内
　センターの提携駐車場を下図の通りご案内いたします。
受講生の方にパーキングスペース「駐車サービス券」を割引価格にて販売いたします。ご希望の方は２階事務室
で購入いただけます。
　なお、センター周辺には多くのコインパーキングがございますが、「駐車サービス券」は下図の駐車場および提
携先である『パーキングスペース』の駐車場でのみご利用になれます。
ご利用の際は、各駐車場の案内看板に以下のロゴやマークがあることをご確認ください。 

×
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※各駐車場にて料金体系は変更されている場合もございます。
　詳しくは現地での確認をお願いします。 
※上記駐車場に関するお問い合わせ先：
　株式会社スペースアイ　TEL：025-379-6820

SPACE
P パーキングスペース

新潟国際情報大学新潟中央キャンパス駐車場

30分　100円
最大料金 800円
60分　100円
最大料金 500円

新潟市中央区本町通7番町1095番
　　　　　　　13台

8：00～20：00

20：00～8：00

住 所
駐車台数

料金体系

SPACE
P パーキングスペース

上大川前通6番町駐車場

20分　100円
60分　100円
最大料金 900円
最大料金 500円

新潟市中央区上大川前通6番町1183
24台（内1台は軽自動車専用）

7：00～22：00
22：00～7：00
8：00～19：00
19：00～8：00

住 所
駐車台数

料金体系

ロ　ゴ マーク

SPACE
P パーキングスペース

上大川前通8番町駐車場

30分　100円

最大料金 600円

新潟市中央区本町通8番町1251-1

　　  39台（内、月極 14台）

0：00～24：00

駐車後１２時間

住 所

駐車台数

料金体系

SPACE
P

※敷地内の工事に伴い、
12月上旬（予定）まで
閉鎖しております。

新潟国際情報大学 社会連携センター

入力

●「受講のご案内」をよくお読みになり、下記に送付ください。

キ
リ
ト
リ
セ
ン

講座テキスト※

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

社会連携センターで

□購入する　□購入しない

□ パンフレット □ 本学HP □ 講師 □ 知人 
□ 大学掲示 □ 大学広報誌 □ 新聞（　　　　　　　　） 
□ 市報にいがた □ Facebook □ Twitter □ にいがた通信（ガタ子） 
□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●今後、センターからのご案内を希望されない方は□に　を付けてください。

●オープンカレッジ（公開講座）を受講したことがありますか？

ご記入いただいた個人情報はセンターで適切に管理し、講座およびご案内以外の目的では使用いたしません。
※教材費にテキストの記載がある講座については、□に　を付けてください。

オンライン講座をご希望の場合、「E-mail」は必須になります。
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入会年度  年度 申込日 年　　　　月　　　　日

ふりがな

企業（法人）名 　従業員数 名

住　所

〒

TEL FAX

ふりがな 役　職　名

代表者名  ㊞

ふりがな 部　署 役　職　名

担当者名

ご連絡先

〒

TEL FAX E-mail

法 人 会 員 申 込 書

キ
リ
ト
リ
セ
ン

キ
リ
ト
リ
セ
ン

　新潟国際情報大学 社会連携センターでは、企業単位でセンターのオープンカレッジをご利用いただく際の便宜を図るために、法人会員
制度を設けております。年度会費11,000円（当該年度有効）で、受講料（一般）より最大約20％割引で受講いただくことができます。
　年々講座なども充実していますので、幅広く御社の研修、セミナーとして講座をご活用ください。

（１）法人会員制度について
１．年度会費 11,000円（税込）　※納入後の会費の返金はいたしません。　
２．受 講 料 受講料（一般）より最大約20％割引。（異文化塾・プライベートレッスンは対象外となります）
３．受講対象 お申し込み企業（団体）に勤務されている方。
４．受講人数 人数の制限はありません。（ただし、各講座定員［先着順］になり次第 締め切り）
５．申込方法 下記の申込書にご記入の上、郵送願います。
６．お支払い お申し込み後、「請求書」をご担当者様宛にお送りいたします。
７．継　　続 入会の次年度からは、会費の納入をもって継続といたします。
８．法人会員割引についてのご注意

◆受講料の法人会員割引は、次の場合には適用されませんので、予めご了承ください。
　● 受講する講座の開講日までに法人会員のお申し込みがないとき。
　  ※法人会員のお申し込み後に開講される講座から、受講料の割引が適用されます。
　● 講座の開講日までに、法人会員のお申出がないとき。
　  ※開講日後（当日を含む）は、差額のご返金には応じられません。

９．お申し込み（お問い合わせ） 新潟国際情報大学 社会連携センター（新潟中央キャンパス内）
  〒951-8068　新潟市中央区上大川前通七番町1169番
  TEL　025-227-7111　FAX　025-227-7117　 E-mail　chuo@nuis.ac.jp

（２）講座の受講については「受講のご案内」（P.41）をご覧ください。
※ご記入いただいた個人情報はセンターで適切に管理し、講座およびご案内以外の目的では使用いたしません。

社会連携センター オープンカレッジ
『法人会員制度』のご案内




