
横
よこやま

山　秀
ひでき

樹
（前新潟市新津美術館長）

美術評論家連盟会員、新潟県博物館協議会
顧問、にいがた文化の記憶館学芸顧問。

講 師

開講日 10/16・30、11/6、12/4・18
（土曜日　全5回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20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

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　これまで「歌舞伎もの知り学」として開講してきましたが、今回から文楽
も加えました。文楽と歌舞伎は兄弟関係のようにして発展してきました。現
在上演される歌舞伎の演目にも、文楽（人形浄瑠璃）として初演されたもの
が数多くあります。歌舞伎は役者（人間）が演じるもので、文楽は太夫が語り、
三味線は単なる伴奏ではなく、太棹の音で情景や登場人物の心情をも表現
します。それに三人遣いの人形が合わさって一つの舞台を作りあげます。
　歌舞伎と文楽の面白さを初心者の方にも分かりやすくお話しします。

第 1回：歌舞伎・文楽入門
文楽の舞台で使っている道具にも触ってみましょう。

第 2回：歌舞伎と文楽との関係
車の両輪のような関係です。

第 3回：近松門左衛門はどちらの作者？
実は、近松門左衛門＝心中物ではありません。

第 4回：鶴屋南北と河竹黙阿弥
世話物（江戸時代の現代劇）の魅力。

第 5回：三大名作
三大名作（忠臣蔵・千本桜・菅原）は落語にも移入される
ほど親しまれています。

講座内容

講座
番号 A21515 歌舞伎・文楽もの知り学 申込締切日 10月1日

開講日 1/8・29、2/5・19、3/5
（土曜日　全5回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20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

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　歌舞伎・文楽もの知り学よりも、少しだけ先に進みます。歌舞伎・文楽と
もに、知っているとより楽しめるポイントがあります。「歌舞伎と文楽では幕
の開閉の向きが逆！？」「ロミオとジュリエットにそっくりな作品が江戸時代の
日本にあった！？」「隈取り（くまどり）にも色の違いが！？」目から鱗がというこ
ともきっとあります。

第 1回：推理作家のような近松半二
これは「ロミオとジュリエット」の翻案では？

第 2回：歌舞伎の役柄
男の役を「立ち役」女の役を「女方」と言いますが、その
ほかにも。

第 3回：文楽の首（かしら）
女の首は役の年代によって 3種類ですが、「悪婆」（わるば
ば）という首もあります。

第 4回：歌舞伎の約束事
上手（かみて）下手（しもて）という呼び方は、雛人形の
並べ方とも関係があります。

第 5回：文楽の劇場構造
船底（ふなぞこ）盆（ぼん）というものもあります。

講座内容

講座
番号 A21516 続  歌舞伎・文楽もの知り学 申込締切日12月22日

開講日 10/23・30、11/6・13
（土曜日　全4回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20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

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　奈良や京都をはじめとして日本の国内には、古くに建立された特色ある
お寺が数多くあります。講座では、入門編としてその中から毎週いくつかの
お寺を取りあげ、建物と安置されている仏像についてお話しします。取りあ
げるお寺は「薬師寺」、「教王護国寺」、「園城寺」、「西大寺」などのお寺です。
歴史のある古都奈良や京都を中心にお寺や仏像などについて、画像を通じ
てご紹介します。

第 1回：「薬師寺」の堂宇と仏像
薬師如来三尊像、聖観音菩薩立像、弥勒菩薩坐像など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第 2回：「教王護国寺」と高野山の仏像　
五大明王像、五大菩薩像、兜跋毘沙門天立像など

第 3回：「園城寺」と比叡山の仏像
十一面観音像、不動明王立像、訶梨帝母像など

第 4回：「西大寺」と一門寺院の仏像
愛染明王坐像、釈迦如来立像、文殊菩薩坐像など

講座内容

講座
番号 A21514 奈良・京都のお寺と仏像 申込締切日 10月8日

開講日 10/13・20、11/10・17、12/1・15
（水曜日　全6回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20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

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員　 5,600円

　江戸時代の越後・佐渡には5,000を超える村落が存在し、その村ごとに
当時作成された記録（古文書）がありました。この記録は、その時代の生活
の実態を描き、社会の仕組みを記している貴重な文化財です。
　今日、公文書の重要性が指摘されていますが、この貴重な文化財である
古文書は今後ともきちんと保存し後世に遺していくことが大切です。保存
がなければ、活用もありません。
　古文書はくずし字で書かれています。その文字を読み解き、言いまわし
や慣用句についても学び、内容の理解に努めることで、当時の環境や時代
背景、生活意識に迫ります。

　魚沼郡山谷村（十日町市）の村役人を務めた柳家所蔵の「御用留」を
教材とします。
　一般的には村方文書の「御用留」は、村に下付された達書、村からの
上申書、村々への廻状、村内に起こった出来事の記録、隣村との争いや
訴状など、いわば公のことを記録した公文書を指しますが、この「御用
留」はそれとは異なるようです。
　最終頁に「萬延二（1861）年酉正月写之」と書き入れがあり、幕末
に筆写されたものと分かります。内容は延享元（1744）年から文政 4
（1821）年までの範囲で、魚沼郡川治村、六箇村、八箇村、上野村、割
野新田村、寺石村など十日町組（妻有組）、現在の十日町市から津南町
にかけた地域で起こった山林資源をめぐる山出入り、年貢の金納、市建
て、青苧入手と縮布稼ぎ、地域の支配関係などに関する出来事や係争を
まとめたものであると思います。この記録は、魚沼でも特に中魚沼地域
に起こった諸問題が対象となっています。
　2021年度前期の「古文書に親しむ「解読編」Ⅱ」の教材を継続して
使用しますが、後期からの受講でも構いません。
　この講座は受講生の皆さんの所蔵する古文書も教材として使用したい
と考えています。

講座内容

講座
番号 A21517 古文書に親しむ「解読編」Ⅰ 申込締切日 9月29日

田
たまき

巻　明
あきひさ

恒
（演劇研究家）

1954年生まれ。日本大学大学院芸術学研究
科文芸学専攻修士課程修了。小・中・高校生
を対象とした学習塾を経営する傍ら、演劇研究
家として歌舞伎、文楽、落語などの伝統芸能に
ついての講座を担当。「古典藝能に親しむ会」
主宰。

講 師

田
たまき

巻　明
あきひさ

恒
（演劇研究家）

1954年生まれ。日本大学大学院芸術学研究
科文芸学専攻修士課程修了。小・中・高校生
を対象とした学習塾を経営する傍ら、演劇研究
家として歌舞伎、文楽、落語などの伝統芸能に
ついての講座を担当。「古典藝能に親しむ会」
主宰。

講 師

菅
すがせ

瀬　亮
りょうじ

司
（元新潟県立文書館副館長）

新潟大学人文学部史学科卒業。1969年公
立高等学校教諭、この間に県史編さん室副
参事、県立文書館副館長、新潟市立明鏡高
等学校長などを歴任、2006年退職。現在、県
立文書館文書調査員･新潟郷土史研究会副
会長。

講 師

日本を知る

13 14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。



開講日 10/8・22、11/12・26、12/10
（金曜日　全5回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 40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

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員　 5,600円

　『奥の細道』は芭蕉の紀行文の最高峰でした。芭蕉にはここに至るまで、『野
ざらし紀行』『鹿島紀行』『笈の小文』『更科紀行』四つの紀行があり、これら
は蕉風の深化の過程を知る上で欠かせない作品です。
　この講座では、ここまで『奥の細道』『野ざらし紀行』『鹿島紀行』を精読し
てきました。
　今回は『奥の細道』の前々年と前年の紀行文『笈の小文』『更科紀行』を
精読し、芭蕉紀行文の仕上げをしたいと思います。「百骸九竅の中に物有。
かりに名付けて風羅坊といふ。」ではじまる『笈の小文』は貞享4（1687）年
10月から翌年4月にかけての紀行文です。この紀行文は、郷里の伊賀上野
を訪れて越年、伊勢神宮から吉野、高野山、奈良、須磨、明石と巡りました。
芭蕉の芸術観やその達成を示す紀行文です。『更科紀行』は『笈の小文』の
旅の帰途、弟子の越人を伴い、「さらしなの里、をばすての山の月見んこと」
を目的として木曽路をたどった紀行文です。芭蕉が肉体と精神を日常の停
滞から解き放ち、『奥の細道』の高みへと飛躍していく過程がよりいっそう
読みとれると思います。この講座を通して、芭蕉の紀行の全体に迫ってみま
せんか。

第 1回：『笈の小文』1　序・門出・道の日記・鳴海など
第 2回：『笈の小文』2　伊良湖崎・伊賀・伊勢など
第 3回：『笈の小文』3　奈良など
第 4回：『笈の小文』4　須磨・明石など
第 5回：『更科紀行』　　木曽路・姥捨・善光寺など

講座内容

講座
番号 A21519 続 『々芭蕉紀行文』［笈の小文・更科紀行］ 申込締切日 9月24日

開講日 10/9、11/27、12/11、1/22、2/26
（土曜日　全5回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20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

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　「顔を合わせるコミュニケーション」の機会が、めっきり少なくなったと言
われる昨今、「落語が好きな人」が集まって、21世紀に生きる我々が忘れて
しまいがちな「人の情」を思い出してみましょう。

第 1回：長屋の噺
長屋の暮らしには「知恵」があふれていました。

第 2回：廓の噺
廓（くるわ）は、今は当然ありませんが、落語の中には生
きています。

第 3回：動物の噺
狐・狸・犬・猫などいろいろな動物が人間と交流します。

第 4回：東西の噺
「時そば」と「時うどん」など、同じ噺でも東京と関西で
は違いがあります。

第 5回：落語と歌舞伎
「（階段のてっぺんから落ちたか）」「いいえ、七段目」（忠臣蔵）

講座内容

講座
番号 A21520 落語に学ぶ人の情 申込締切日 9月24日

開講日 1/5・19、2/9・16、3/2・16
（水曜日　全6回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20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

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員　 5,600円

　江戸時代の越後・佐渡には5,000を超える村落が存在し、その村ごとに
当時作成された記録（古文書）がありました。この記録は、その時代の生活
の実態を描き、社会の仕組みを記している貴重な文化財です。
　今日、公文書の重要性が指摘されていますが、この貴重な文化財である
古文書は今後ともきちんと保存し後世に遺していくことが大切です。保存
がなければ、活用もありません。
　古文書はくずし字で書かれています。その文字を読み解き、言いまわし
や慣用句についても学び、内容の理解に努めることで、当時の環境や時代
背景、生活意識に迫ります。

　江戸時代の五十嵐濱村（新潟市西区）の庄屋であった若杉家文書を読
んでみましょう。　
　若杉家と伊藤家が五十嵐濱村を分けて庄屋務めをしていました。若杉
家文書は元来同家の家伝文書でしたが、現在は新潟県立文書館に寄贈さ
れています。
　今回の内容は、北国街道の宿場赤塚町と四ツ郷屋村・五十嵐濱村との
宿継ぎをめぐる問題、五十嵐濱村や海岸部村々の様相を示した明細帳、
五十嵐濱村庄屋若杉家と水原村庄屋家との金銭出入りなど。また慶応 3
（1867）年の五十嵐濱村の御上知一件は、幕末の押し詰まった時点での
慌ただしい支配替えの状況などが描かれています。
　18C末の寛政年間から幕末の慶応年間、この地に展開された様々な
場面をみせる村の状況の解読に挑戦してみましょう。
　この講座は受講生の皆さんの所蔵する古文書も教材として使用したい
と考えています。　

講座内容

講座
番号 A21518 古文書に親しむ「解読編」Ⅱ 申込締切日12月22日

菅
すがせ

瀬　亮
りょうじ

司
（元新潟県立文書館副館長）

新潟大学人文学部史学科卒業。1969年公
立高等学校教諭、この間に県史編さん室副
参事、県立文書館副館長、新潟市立明鏡高
等学校長などを歴任、2006年退職。現在、県
立文書館文書調査員･新潟郷土史研究会副
会長。

講 師

岡
おかむら

村　卓
たくじ

二
（元高等学校教諭）

1944年生まれ。新潟南高校、新潟高校など県
内の高校教諭を務め退職したのち、2008年よ
り本学オープンカレッジで、源氏物語講座、平
家物語講座、方丈記講座などを担当。

講 師

田
たまき

巻　明
あきひさ

恒
（演劇研究家）

1954年生まれ。日本大学大学院芸術学研究
科文芸学専攻修士課程修了。小・中・高校生
を対象とした学習塾を経営する傍ら、演劇研究
家として歌舞伎、文楽、落語などの伝統芸能に
ついての講座を担当。「古典藝能に親しむ会」
主宰。

講 師

15 16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。



開講日 12/4・18、1/8・22
（土曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 20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

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　イタリアの歴史は長いのですが、イタリア共和国として統一したのは
1861年です。そのため、どの都市もとっても個性的です。プロジェクター
で一緒にイタリアを旅しましょう！

第 1回：ローマ　～古代ローマからバロック美術へ～
第 2回：ラヴェンナ　～初期キリスト美術～
第 3回：シエーナ・アレッツォ　～中世の街～
第 4回：フィレンツェ　～ルネッサンス発祥の地～

講座内容

講座
番号 A21523 イタリア美術と文化を旅するⅠ 申込締切日11月19日

開講日 10/16・30、11/13・27
（土曜日　全4回）

開講時間 10：00～11：30
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

受講料

一般 5,500円
在学生 3,800円
卒業生・父母・法人会員　 4,400円

　いつでも、どこでも、ひとりでも手軽にできるウオーキングは、健康、環境、
交流、観光などの面からその必要性が注目されています。しかし、新潟県民
の歩数は直近の調査によると全国平均を下回ります。買い物、通勤で車を
利用する人が多いからだと思います。
　この講座は、日頃運動不足の方、あまり外出しない方、車社会の生活が
中心の方々に「歩くこと」の大切さや楽しさをお伝えする講座です。某新聞
にかつて「楽しく歩けば風の色が見えてくる」と謳われたように、歩き始め
たら今まで見えなかった世界が見えてくることにきっと気づくはずです。決
して難しいお話ではなく、笑いのある講座を考えております。
　また、第4回は実際に外に出て、ウオーキングを実践します。

第 1回：歩くことと健康との関わり  
第 2回：楽しく歩くには
第 3回：目的型ウオーク
第 4回：ウオーキングエクササイズ ～実践編～

講座内容

講座
番号 A21524 「歩く」を学ぶ　～ウオーキングを楽しもう～ 申込締切日 10月1日

開講日 1/12・19・26、2/9・16
（水曜日　全5回）

開講時間 18：00～19：30
定　員 20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

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　中国の台頭が東アジアのみならず、世界に大きな影響を与えていること
はもはや否めない事実です。米中間、日米間ないし日中間の貿易・投資・為
替を含めた経済交渉の行方も注目を集めています。
　この中国経済・外交シリーズは、断片的な出来事を体系化し、2008年以
来大きな変化を成し遂げる中国を知るための視点を供します。

第 1回：中国の政治制度と第 14回 5か年計画
第 2回：「中国製造 2025」と 5G時代
第 3回：「一帯一路」の構想及び現実
第 4回：2008年以降の中国経済外交
第 5回：2008年以降の米中関係と貿易・投資

講座内容

講座
番号 A21521 中国経済・外交シリーズⅢ 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日12月23日

開講日 10/16、11/6、12/4、1/22、2/12
（土曜日　全5回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20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

受講料

一般 6,000円
在学生 4,200円
卒業生・父母・法人会員　 4,800円

　旅というのは視点を変えるとガイドブックの紹介とは全く違うものになる
ことがあります。フランスの町や村を旅した時、思いがけずに芸術家の足跡
をその土地に見つけたことがありました。彼らとその土地の関わり合いを
通じて、土地の理解を深めていくと同時に歴史や食、周辺の世界遺産につ
いても触れていきたいと思っています。

第 1回：ナント
SF作家ジュール・ベルヌや映画監督ジャック・ドゥミを
輩出した町。新潟市とは姉妹都市。

第 2回：ベル・イル
世紀末の女優サラ・ベルナールが愛したブルターニュの島。

第 3回：ディーニュ・レ・バン
女性探検家アレキサンドラ・ダビッド・ネール終焉の町。

第 4回：サン・ブノア・シュル・ロワール
詩人、小説家マックス・ジャコブゆかりの地。

第 5回：オーバーニュ
劇作家、映画作家マルセル・パニョル生誕の町。

講座内容

講座
番号 A21522 まだ見ぬフランスを訪ねる旅 申込締切日 10月1日

孫
そん

　犁
りびん

冰
（新潟青陵大学短期大学部人間総合学科准教授）

中国ハルビン市生まれ。2006年3月、新潟大学
大学院現代社会文化研究科博士課程修了（経
済学博士）。専門分野は国際経済学と比較言
語学。新潟県労働金庫理事。
著書に、『楽学中国語』（単著、新潟日報事業
社、2021年）、『経済学入門』（共著、みらい出
版、2018年）など。翻訳書に、『历史与现实　松
冈正刚的思辨课（东方卷）（西方卷）』（単訳、北
方文藝出版社、2019年）、『呉敬璉、中国経済
改革への道』（共訳、NTT出版、2015年）など。

講 師

浅
あさの

野　光
みつよ

代
（写真家　新潟フランス協会会員）

モンペリエ第3大学付属語学校在学中に写真
を始め、帰国後、日本写真芸術専門学校で学
ぶ。フリーランスのカメラマンとして新聞、雑誌
などで活動後1993年に渡仏。パリの移民、西
アフリカを撮影の傍らフランスの郷土料理、エ
スニック料理を取材。2006年帰国。写真集に

「étrangers de paris」（冬青社）単行本に「パ
リで出会ったエスニック料理」（木楽舎、にむら
じゅんこ著、浅野光代撮影）。

講 師

松
まつざわ

澤　周
しゅうこ

子
（美術家　美術工房アトリエ ニンフェア主宰）

多摩美術大学卒業。フィレンツェ国立美術ア
カデミー卒業。国立修復研究所レオナルド・
パッセリ教授の下で古典技法、絵画修復技術
を修得。アシスタントとして美術品の修復に携
わり、その後アトリエアルピアをフィレンツェに設
立。２０１６年帰国し、アトリエ ニンフェア主宰。
絵画活動と絵画教室。古典技法研究会のメン
バー。

講 師

笹
ささがわ

川　孝
たかゆき

行
（新潟県ウオーキング協会理事）

1949年新潟市生まれ。2008年日本ウオーキ
ング協会の要請を受け、新潟県ウオーキング協
会誕生に尽力し、初代事務局長を務める。県
内の大会立ち上げやウオーキングの啓蒙に奔
走。現在、新潟市と長岡市で大会を実施し、全
国から多くのウォーカーを招へい。趣味は旅行。

講 師

くらし

世界を知る

17 18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。



開講日 11/6・13、12/4
（土曜日　全3回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20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

受講料

一般 4,500円
在学生 3,100円
卒業生・父母・法人会員　 3,600円

　あなたも、なりたい自分になれます。と言っても、魔法の話ではありません。
最新心理学の話です。あなたも、あなたの子供や部下や生徒も、本当はもっ
と素敵な人なのに、自分を誤解している人たちがたくさんいます。歪んだ
セルフイメージを持ち、自信を失ったり、威張ってみたり、無気力になったり。
とっても、もったいないですね。あなたは、あなたの性格にも能力にも環境
にも支配されません。柔軟なマインドセットを持つことが、あなたの人生を
変えていきます。

第 1回：性格の心理学。あなたの誤解と真実
第 2回：能力の心理学。あなたの誤解と真実
第 3回：もっと素敵な人になる方法

講座内容

講座
番号 A21527 なりたい自分になる方法

～人生が変わる性格と能力アップの心理学～ 
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日10月22日

開講日 12/7・14・21
（火曜日　全3回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20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

受講料

一般 4,500円
在学生 3,100円
卒業生・父母・法人会員　 3,600円

　人はなぜ操られるのでしょうか。心を支配され、我が子の命さえ失う親も
います。財産を奪われ、人生を奪われる人もいます。世の中には、私たちを
不当にコントロールする数多くの悪質団体があり、個人がいるのです。あな
たもあなたの家族も狙われています。カルト宗教、悪徳セミナー、悪徳商法、
詐欺、ブラック企業、自称霊能者、悪質占い師、悪質ホスト、そして悪質な隣
人たち。大組織から小集団、個人まで、人を操る名人たちがいるのです。彼
らの手法を暴き、ワナにハマらず、そして被害者を救い出す方法をお伝えし
ます。

第 1回：洗脳とマインドコントロールの理論とテクニック
第 2回：洗脳とマインドコントロールの実際例
第 3回：被害者を救い出す方法

講座内容

講座
番号 A21528 洗脳とマインドコントロールの心理学 

～愛する人の守り方～ 
新潟青陵大学
企画講座 申込締切日11月24日

開講日 11/6・13
（土曜日　全2回）

開講時間 10：00～11：30
定　員 20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

受講料

一般 3,500円
在学生 2,500円
卒業生・父母・法人会員　 2,800円

　夏の冷房や食事で蓄えてしまった冷えを、冬本番前に調整しませんか？単
純な運動では基礎代謝は向上せず、運動して汗をかいても体温が上がらな
い経験をしている方は意外と多いです。
　この講座では、根本から冷えを取るための生活と運動が学べます。体温
を向上させておくことは、免疫力を高めたり、痩せやすい身体を作ったりと、
健康を維持するために必要な要素となります。ご自身の健康管理を最適化
し、1年を通して健康な身体を手にしてみませんか？この機会にぜひ受講く
ださい。

第 1回：冷えを取るために冷えを知る
冷えの知識を深め、知ることによって対応することを目的
とします。

第 2回：冷えとり実践
運動を通して冷えとりを実践していきます。

講座内容

講座
番号 A21525 セルフ冷えとり実践法 申込締切日10月22日

開講日 11/6・13・27、12/4
（土曜日　全4回）

開講時間 14：00～15：30
定　員 20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

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　近年、健康機能が注目されている発酵食品は、人間と微生物の関わりの
長い歴史の中で作られてきました。発酵食品に対する科学的な関心が微生
物を知るための学問「微生物学」を生むこととなり、その後のバイオテクノ
ロジーの発展へとつながっていきました。
　この講座では、発酵食品の誕生と発展とそれを支えてきた微生物学の歴
史を学びます。そして、発酵食品の健康機能の科学的な根拠について、明
らかになっているところと未解明なところを解説します。さらに、発酵食品
の健康機能解明に向けての取り組みや、発酵技術のさらなる発展を目指し
た研究事例についても紹介します。

第 1回：発酵食品と微生物学のルーツと発展
発酵食品を中心に微生物を利用してきた技術の歴史と微生
物を知る学問「微生物学」のルーツを解説します。その後
の微生物利用技術のバイオテクノロジーへの発展について
もお話しします。

第 2回：麹菌を用いた発酵食品の健康機能
お酒、お味噌、お醤油など麹菌を利用した発酵食品は数多
く作られています。麹菌を用いた発酵食品に注目し、健康
機能の科学について解説します。

第 3回：乳酸菌を用いた発酵食品の健康機能
近年、ヨーグルト、チーズなど乳酸菌を利用した発酵食品
についても注目が集まっています。乳酸菌を用いた発酵食
品に注目し、健康機能の科学について解説します。

第 4回：微生物学の課題と新しい発酵食品
現在の微生物学がもつ課題について解説するとともに、現
在私たちが取り組んでいる新しい醸造技術を用いた発酵食
品の製造技術開発についても紹介します。

講座内容

講座
番号 A21526 発酵食品の微生物学と健康機能 新潟薬科大学

企画講座 申込締切日10月22日

星
ほしの

野　遼
りょう

（exPerimenT 代表 理学療法士 
スポーツトレーナー）

病院でリハビリスタッフとして勤務しながら、競
技専属トレーナーや国体帯同スタッフとしてス
ポーツ現場でも活躍。現在はexPerimenT代
表として邁進。治療従事者に手技セミナーも開
催している。（保有資格：理学療法士、日米公
認ストレングス&コンディショニングスペシャリス
ト）。

講 師

重
しげまつ

松　亨
とおる

（新潟薬科大学教授、応用生命科学部長
大学院応用生命科学研究科長）

1967年生まれ。東京大学農学部農芸化学科
卒業後、同大学大学院農学生命科学研究科
博士課程修了。博士（農学）。2005年に新潟
薬科大学応用生命科学部に着任。2012年
より同大学教授に就任し、2018年4月に同大
学応用生命科学部長に就任する。
専門分野は微生物学、発酵学、食品工学。発
酵に関わる微生物の機能と高圧食品加工技
術に興味を持って、教育・研究を行っている。

講 師

碓
うすい

井　真
まふみ

史
（新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授
新潟市スクールカウンセラー）

1959年生まれ。博士（心理学）。専門は社会
心理学。著書：「よくわかる人間関係の心理学」

「誰でもいいから殺したかった：追いつめられた
青少年の心理」など。出演歴：NHK「あさイチ」、

「チコちゃんに叱られる！」、フジテレビ「とくダ
ネ！」、TBS「サンデーモーニング」など。

講 師

碓
うすい

井　真
まふみ

史
（新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授
新潟市スクールカウンセラー）

1959年生まれ。博士（心理学）。専門は社会
心理学。著書：「よくわかる人間関係の心理学」

「誰でもいいから殺したかった：追いつめられた
青少年の心理」など。出演歴：NHK「あさイチ」、

「チコちゃんに叱られる！」、フジテレビ「とくダ
ネ！」、TBS「サンデーモーニング」など。

講 師

19 20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。



開講日 2/1
（火曜日　全1回）

開講時間 18：30～20：30
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

受講料

一般 4,000円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員　 3,200円

　皆さんは読書会に参加したことがありますか。本は一人で読むものだと
いう考え方もあれば、仲間と一緒に読むのも楽しいという読書ゲームもあり
ます。「何が楽しいの？」と少しでもご興味がありましたら、ぜひ、この共読ワー
クショップに遊びに来てください。
注） 松岡正剛曰く、「共読とは、本を薦め合い、読み合い、評し合う読書形態
のことで、一般的なリーディング・スタイルを自己完結型とするなら、共
読は発展的循環型の読書である。共読によって情報は共有され、交換
される。情報を交換し合うことで、本と人が元々持っているインタラクティ
ブな共読感覚を呼び覚ます」。

『多読術』で共読を楽しもう

講座内容

講座
番号 A21531 共読を楽しもう 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日 1月18日

開講日 10/9、11/6・27
（土曜日　全3回）

開講時間 10：30～12：00
定　員 15名
教材費 2,500円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 3,000円
在学生 2,100円
卒業生・父母・法人会員　 2,400円

　芳香植物療法は世界で最も古い健康法と言われます。精油は人々の健
康維持に役立つ成分を含む自然界からの贈り物。生命にやさしく働きかけ、
生命と共存するものです。植物精油を使うアロマテラピーには、薬のように
鋭角的な作用はありませんが、セルフケアに毎日使用すると、心と体のこわ
ばりがゆるみ自然治癒力が高まることが期待できます。アロマテラピーの
魅力と可能性を身近に感じてみませんか。
　この講座は、毎回、アロマテラピー初心者の方も受講しています。精神
疲労、不安感の緩和、エイジングスキンケアが期待できる精油を学んだうえで、
適切な精油濃度により、安全に家庭で使えるアロマクラフトを一緒に作りま
しょう。

第 1回： 天然の香りで心穏やかに｜アロマクラフト：調香しましょ
う！プレゼントにもできるオーデコロン作成

第 2回： 天然植物油でお肌健やかに｜アロマクラフト：手指乾燥防
止対策に使えるサラリとした美容液

第 3回： ストレスケアのシアバターバーム｜アロマクラフト：くち
びるを保護するリップクリーム作ろう

※毎回アロマクラフトを作成してお持ち帰りいただきます。
　20mlのビーカー、ガラス棒のセットをお持ちください。
　初回時に購入もできます（別途 800円）。

講座内容

講座
番号 A21532 香りを学ぶ 申込締切日 9月24日

開講日 11/6、12/4・18、1/8
（土曜日　全4回）

開講時間 13：30～15：30
定　員 20名
教材費 2,000円程度
会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　無駄にイライラしたり、カッとなったりしてつい言ってしまう衝動的な言葉
や行動をうまくコントロールする技術。アンガーマネジメントを習得すると、
職場や家庭、地域、友人間の人間関係でストレスを感じることが少なくなり、
客観的なものの見方ができるようになります。「タラレバ」で後悔しない豊
かな毎日にしていきませんか！？

第 1回：怒りの仕組みを理解する
第 2回：怒りの対処術を身につける
第 3回：自分と相手の怒りの取説を手に入れる
第 4回：ものの見方と捉え方の癖を知る

講座内容

講座
番号 A21529 感情のコントロール術

～アンガーマネジメントの視点から～
申込締切日10月22日

開講日 10/13、11/10、12/8、1/5、2/9、3/2
（水曜日　全6回）

開講時間 10：00～11：30
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

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員　 5,600円

　「声を出して文章を読むこと」の大切さが、最近注目されています。マス
クが離せなくなってしまった生活の中で、できるだけ「鼻で呼吸をすること」
の必要性も指摘されています。一般的には腹式呼吸と呼ばれている呼吸法
「丹田呼吸法」を体得して、音読を楽しみましょう。

第 1回：オリエンテーション
声を出すための呼吸法、母音を明確にする発音など。

第 2回：音読実践①
日本の古典文学を音読しましょう。

第 3回：音読実践②
絵本『スイミー　ちいさなかしこいさかなのはなし』の読
み聞かせに挑戦。

第 4回：音読実践③
小説も音読すると味わいが変わります。

第 5回：音読実践④
エッセイ（随筆）を音読しましょう。

第 6回：音読実践⑤
歌舞伎のセリフに挑戦！

講座内容

講座
番号 A21530 音読を楽しむ 申込締切日 9月29日

小
こまつ

松　弘
ひろみ

美
（株式会社こじま事務所 代表取締役）

仕事・家事・介護の両立の困難に直面し、自身
のあり方が大切と気づき、コミュニケーション、
コーチング、整理収納術、感情コントロールなど
を学び始める。2005年より、各種研修において
「楽に行動を起こせるトレーニング法」を紹介し
ている。

講 師

田
たまき

巻　明
あきひさ

恒
（演劇研究家）

1954年生まれ。日本大学大学院芸術学研究
科文芸学専攻修士課程修了。小・中・高校生
を対象とした学習塾を経営する傍ら、演劇研究
家として歌舞伎、文楽、落語などの伝統芸能に
ついての講座を担当。「古典藝能に親しむ会」
主宰。

講 師

孫
そん

　犁
りびん

冰
（新潟青陵大学短期大学部人間総合学科准教授）

中国ハルビン市生まれ。2006年3月、新潟大学
大学院現代社会文化研究科博士課程修了（経
済学博士）。専門分野は国際経済学と比較言
語学。新潟県労働金庫理事。
著書に、『楽学中国語』（単著、新潟日報事業
社、2021年）、『経済学入門』（共著、みらい出
版、2018年）など。翻訳書に、『历史与现实　松
冈正刚的思辨课（东方卷）（西方卷）』（単訳、北
方文藝出版社、2019年）、『呉敬璉、中国経済
改革への道』（共訳、NTT出版、2015年）など。

講 師

真
まき

木　美
みちよ

智代
（ナード・アロマテラピー協会認定 
アロマセラピスト・トレーナー）

大学卒業後、テレビ新潟放送網報道制作局
アナウンサーとして勤務。国際交流、福祉を中
心にニュースキャスターとして活躍。現在もフ
リーアナウンサーとして活動する傍ら、Aroma 
Reineアロマテラピースクール＆サロン オー
ナーセラピストとしてアロマテラピーの普及やプ
ロの養成に力を注ぐ。

講 師

21 22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。



開講日 10/20・27、11/10・17
（水曜日　全4回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20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

受講料

一般 8,000円
在学生 5,600円
卒業生・父母・法人会員　 6,400円

　管理会計は、企業の目標を達成するために会計情報を認識、測定、集計、
分析、解釈する一連のプロセスです。財務会計が企業外部への報告を目的
とするのに対して、管理会計では内部報告目的が重視されます。そして、企
業の目標とは、究極的には利益を獲得することなので、管理会計は「利益獲
得のために会計情報を活用すること」であるといえます。自社の内部分析や、
業績改善のヒントの発見に最適な講座です。

第 1回：将来の予測―予算管理と短期利益計画
第 2回：固定費と変動費の関係―CVP分析（損益分岐点分析）
第 3回：代替案の選択―個別計画意思決定
第 4回：貨幣の時間価値―設備投資意思決定

講座内容

講座
番号 B21501 管理会計入門　～業績改善のヒント発見～ 申込締切日 10月6日

開講日 10/14・21・28、11/11・18
（木曜日　全5回）

開講時間 18：30～20：00
定　員 20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

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

　企業活動や社会活動（各種団体活動、ボランティア活動、自治会活動、
NPO活動など）では、いろいろな局面で様々な課題（問題）に直面し、これ
を1つ1つ解決して前に進みます。抱えている課題に対する解決法を複数の
人で考える技法にブレーンストーミング（BS）とパルス討論（PD）があります。
BSもPDも考え得る複数の解決法（あるいは新しい発想）案を探り出す手
段ですが、それらがどのように結びついているのか、どのように組み合わせ
るとよいのかを示してくれません。探り出された複数の解決法案は、別の
手段で絞り込んでいく必要があります。
　複数の解決法案あるいは解決法に結びついていると思われるものを整理し、
それらが何を示しているのかを探り出す手法がKJ法（川喜田二郎さんが発
想した手法）です。
　この講座では、演習を通してBS、PD、及びKJ法を学び、受講生の皆さ
んが自分の関係する活動の中で実践できるようにします。

第 1回：講座の説明。ブレーンストーミングとパルス討論
第 2回：KJ法の説明。課題 1による KJ法の実践
第 3回：課題 2による KJ法の実践
第 4回：ブレーンストーミングによる課題設定と KJ法の実践
第 5回：KJ法の実践（続き）、まとめ

講座内容

講座
番号 B21503 発想法＆課題解決法：ブレーンストーミングとKJ法 新規 申込締切日 9月30日

西
にしやま

山　茂
しげる

（元新潟国際情報大学経営情報学部教授）

1950年新潟市生まれ。電気通信大学大学院
を卒業し、NTTの研究所、事業部門、子会社
に31年在籍。その後、新潟市役所でIT政策官
として4年、新潟国際情報大学に11年在籍。
専門分野は、ソフトウェア開発方法論、プロジェ
クト管理法、インターネット構成技術、情報セ
キュリティなど。NTT研究所時代米国への出
張、赴任などで米国企業の社員と一緒にソフト
ウェア開発を経験した。専門以外では日本語、
英語をはじめとする外国語など言語一般に興
味を持つ。

講 師

開講日 11/24、12/1・8・15・22
（水曜日　全5回）

開講時間 18：30～20：30
定　員 20名

教材費
一般財団法人総合福祉研究会監修『六訂版「会
計基準省令」準拠　社会福祉法人会計簿記テ
キスト　入門編・初級編』実務出版、2,546円

会　場 新潟中央キャンパス

受講料

一般 10,000円
在学生 7,000円
卒業生・父母・法人会員　 8,000円

　2000年に制定された社会福祉法人会計基準は、2011年に社会福祉法
人が運営主体である障害者福祉施設や保育所、介護老人保健施設などに
対する会計基準適用の一元化、時価会計の導入など、大幅な改正がなされ
ました。さらに2016年の社会福祉法人制度改革に伴い、社会福祉法人は「事
業運営の透明性の向上」や「財務規律の強化」がよりいっそう求められるよ
うになりました。この講座は、複雑化した社会福祉法人会計について、日常
の会計処理から決算処理における基本的な論点を解説します。また、問題
演習も適宜実施しますので、全国経理教育協会実施の社会福祉会計簿記
認定試験（初級）対策としても最適な講座です。

第 1回：社会福祉法人会計の概要
第 2回：勘定科目、仕訳と転記
第 3回：支払資金の取引と精算表の作成
第 4回：減価償却、基本金・国庫補助金などの会計処理
第 5回：決算処理の留意点

講座内容

講座
番号 B21504 社会福祉法人会計基礎講座 新潟青陵大学

企画講座  新規 申込締切日11月10日

西
にしもり

森　亮
りょうた

太
（新潟青陵大学短期大学部人間総合学科准教授）

愛媛県松山市生まれ。中央大学法学部法律
学科卒業。一橋大学大学院修了後、税理士
法人にて、社会福祉法人やNPO法人などの
税務・会計業務、経営指導、セミナー講師に携
わる。2020年10月より新潟青陵大学短期大
学部人間総合学科准教授。専門は会計学。日
本会計研究学会会員、会計理論学会会員。

講 師

山
やました

下　功
いさお

（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

1972年生まれ。横浜国立大学大学院国際
社会科学研究科博士課程後期単位取得満
期退学。ミツミ電機勤務を経て、2007年より
本学専任講師、2013年より現職。研究分野
は管理会計、原価計算、会計情報システム、
公共交通経営。

講 師

開講日 1/5・12・19・26
（水曜日　全4回）

開講時間 19：00～20：30
定　員 20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

受講料

一般 8,000円
在学生 5,600円
卒業生・父母・法人会員　 6,400円

　財務諸表は1期間（通常は1年）における企業の経営成績と財政状態を示
す決算書類です。この書類はいわば企業の健康診断ともいえるもので、そ
こに示された項目と金額からは企業の状態がある程度理解できます。この
講座では、財務諸表の構造を概観し、実在する企業の財務諸表から利益性
（効率的に儲けているか）、収益性（効率的に売り上げているか）、安全性（倒
産しないか）、財務諸表と株価の関係などを解説します。自社の経営管理や
取引先の与信管理に最適な講座です。

第 1回：会計と財務諸表
第 2回：利益と収益の効率性
第 3回：安全性分析
第 4回：株価分析と生産性分析

講座内容

講座
番号 B21502 財務諸表の仕組みと見方 申込締切日12月22日

山
やました

下　功
いさお

（新潟国際情報大学経営情報学部准教授）

1972年生まれ。横浜国立大学大学院国際
社会科学研究科博士課程後期単位取得満
期退学。ミツミ電機勤務を経て、2007年より
本学専任講師、2013年より現職。研究分野
は管理会計、原価計算、会計情報システム、
公共交通経営。

講 師

ビジネス講座B

23 24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。



開講日
10/16、11/13、12/11、
1/8、2/12、3/12
（土曜日　全6回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 20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

受講料

一般 18,000円
在学生 12,600円
卒業生・父母・法人会員　 14,400円

　この講座では、リーダーや後輩を指導する立場の方に向け、チームで仕
事をする場面で活用できるチームシップコーチング手法を学びます。「モチ
ベーションがあがらない」「やるべき事を先延ばしにする」「できない言い訳
を並べる」「何でも『はい』と言うがやらない」「ホウレンソウが少ない」…あ
なたの関わり方をほんの少し変えるだけで、あなたやチームメンバーの行
動に変化がおきます。チーム内コミュニケーションの基礎を学ぶ講座です。

第 1回：信頼関係を築くインターフェイス（接点）の作り方
第 2回：信頼関係を築く 3つのポイント
第 3回：信頼関係を強固にする 2つの視点
第 4回：効果的なコミュニケーション
第 5回：戦略的コミュニケーション
第 6回：相手の成長を支援する

講座内容

講座
番号 B21506 職場で活かすコーチング 申込締切日 10月1日

開講日
10/30、11/27、12/18、1/29、
2/26、3/19
（土曜日　全6回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 10名
教材費 教材費は、受講料に含まれています。

受講料

一般 18,000円
在学生 12,600円
卒業生・父母・法人会員　 14,400円

　「今日はこれをやろう」「いつまでにやりきろう」と決めても、やり抜くこと
ができなかった、という経験はありませんか。これまでの仕事の中でも「や
らなければいけないことは分かっていたのだけど、出来なかった」ことがあ
るのではないでしょうか。やり抜く力は、後天的に伸ばすことができます。
　この講座では、各回、講義とワークを組み合わせて学習を進め、次の講義
までの間のフィールドワークを実践しながら楽しんで「やりたい！」を叶えて
いただけるようグループコーチングの手法でサポートします。

第 1回：やり抜く力とは　～自分の「やり抜く力」を測定しよう～
第 2回：目的地を定める　～シンプルな達成の方程式～
第 3回：タイプ別に観る「やり抜く力」の磨き方
第 4回：やり抜く力を阻害するもの
第 5回：やり抜く力をサポートするもの
第 6回：自分の壁を壊しチャレンジ度を高める方法

講座内容

講座
番号 B21505 「やり抜く力」養成講座 オンライン講座 申込締切日10月15日

開講日 2/5
（土曜日　全1回）

開講時間 10：00～15：00（12：00～13：00休憩）
定　員 20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

受講料

一般 7,000円
在学生 4,900円
卒業生・父母・法人会員　 5,600円

　情報を収集することは簡単になったのに、その情報を基に新たなビジネ
スモデルを構築することは容易なことではありません。この講座は、ビジネ
スモデル＝「市場が求めているのに競合が提供していない分野を発掘し、
小資本で実現可能なビジネスモデルとして設計すること」の発想法を学ぶ
講座です。小資本で競合ゼロのビジネスモデルを創出するために、7種類
22分類のビジネスモデルパターンを使ってキャッシュポイントを見いだします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ 7種類22分類とは：一般社団法人シェア・ブレイン・ビジネス・スクールが16
年間で6,000社以上のビジネス支援の中で「小資本で成功しているビジ
ネス1,061事例」を徹底的に分析した結果「7種類22分類のモデル」に分
かれていることから体系化された「小資本・競合ゼロのビジネスモデル
構築法」です。

●起業とは何か？ビジネスモデルとは何か？
●なぜ、起業アイデアが出ないのか？
●なぜ、自分の強みを見つけることから開始してはいけないのか？
●  ビジネスモデルは何をどこからどういう順番で設計していくもの
なのか？

●  アイデアが出ない人の中に存在してしまっているメカニズムとは？
●小資本で起業するアイデア活用法とは？

講座内容

講座
番号 B21507 ビジネスモデル発想基礎講座 申込締切日 1月21日

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ 代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書を経
て、2005年に県内初の組織遂行力を高める
ビジネスコーチ専門会社を設立。「異なる価値
観を持った人たちとチームを創るコツ」を500
社以上の中小企業に、１万人以上のビジネス
パーソンに「コーチ型コミュニケーション」を伝え
ている。

講 師

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ 代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書を経
て、2005年に県内初の組織遂行力を高める
ビジネスコーチ専門会社を設立。「異なる価値
観を持った人たちとチームを創るコツ」を500
社以上の中小企業に、１万人以上のビジネス
パーソンに「コーチ型コミュニケーション」を伝え
ている。

講 師

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（株式会社コーチエンタープライズ 代表取締役）

証券会社・新聞社・小売業の経営者秘書を経
て、2005年に県内初の組織遂行力を高める
ビジネスコーチ専門会社を設立。「異なる価値
観を持った人たちとチームを創るコツ」を500
社以上の中小企業に、１万人以上のビジネス
パーソンに「コーチ型コミュニケーション」を伝え
ている。

講 師

開講日 10/9、11/6、12/4
（土曜日　全3回）

開講時間 10：00～12：00
定　員 20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

受講料

一般 7,500円
在学生 5,200円
卒業生・父母・法人会員　 6,000円

　あなたのカラダにこんなことが起きていませんか？
◆物覚えが悪くなった
◆集中力が途切れがち
◆疲れが取れない
◆イライラが増えた
◆太った！

　私たちのカラダは「食べ物」でできています。
　日々最高の体調で仕事をするためには、フードコンディショニングが不可
欠です。自分の体調に意識をむけ、“どんな食材”を“どんな風”に“いつ食
べれば良いのか”など、現代を生き抜くのに必要な「健康というスキル」を
磨くための基礎知識を得ていただく講座です。

※ 新潟国際情報大学 名誉教授 高木義和先生の開発した栄養計算ソフトを
使います。パソコンまたはスマートフォンをご持参ください。

第 1回：気づかない脅威！見えないリスクの正体とは？
● 日常に潜む環境毒素
●カビ、寄生虫、生物毒素への対応策
●腸内環境チェックとフードチェック

第 2回：自分の体調を左右する意外な「力」とは？
●  微量栄養素の働きが美、病気予防、ハイパフォーマンス
のトリガー

●モチベーションを高める栄養素とは
第 3回：セルフ・フード・コンディショニング　

● フードコンディショニングベーシックプラン
●自分専用のフードコンディショニング設定法

講座内容

講座
番号 B21508 フードコンディショニング実践講座 申込締切日 9月24日

諸
もろはし

橋　奈
なな

々
（ラビータ株式会社 代表取締役 栄養士 排吸力療法士）

大学にて栄養学を学び、2018年に分子栄養
医学と出会い、「腸・元気！プロジェクト」をスター
ト。予防医学＋予防栄養学でパフォーマンス
向上＆健康寿命を延ばす「排吸力療法」を考案
し提供している。

講 師

25 26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。



【開講講座レベル選択の目安】

簡単な単語を使い、ゆっくりであれば会話ができる方 

日常会話で、相手の話している主旨を理解し、会話を続けることができる方

多少込み入った話題であっても相手の考えを理解し、自分の意見を伝えられる方

自然な速度で会話ができ、ディスカッションに参加することができる方

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

英　語

受講対象者レベル値

英 語 検 定3級程度

英語検定準2級程度

英 語 検 定2級程度

英語検定準1級程度

英 語 検 定1級程度

初めて習う、または基礎から学び直したい方 

中国語の基礎を学習し、日常生活の基本単語が聞いてわかる方

基礎文法を一通り学習し、ゆっくりであれば会話ができる方

平易な中国語の読み書きができ、簡単な表現で意思を伝えられる方

基本的な文章の読み書きができ、簡単な日常会話ができる方

入 門

初 級

中 級

上 級Ⅰ

上 級Ⅱ

中国語

受講対象者レベル値

中国語検定準 4級程度

中国語検定4級程度

中国語検定3級程度

初めて習う、または基礎から学び直したい方 

文字、発音、基礎文法を少し学んでいて、簡単な自己紹介ができる方 

読み書きができ、基礎文法を一通り学習している方 

日常会話に最低限必要な語彙と文法の知識があり、ゆっくりであれば会話ができる方

基礎学習を一通り終了し、簡単な日常会話ができる方

日常会話をマスターし、ディスカッションに参加することができる方

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 7

レベル 8

韓国語

受講対象者レベル値

ハングル能力検定5級程度

ハングル能力検定4級程度

ハングル能力検定準 2級程度

ハングル能力検定2級程度

語学講座は見学が可能です。事務室までお問い合わせください。（一部講座を除く）

● Asking about Travel Information
● Getting help with PC problems
● Ordering take out food
● Asking for Directions
● Talking about Travel experiences
● At the Airport
※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　11課～ 20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 ［PASSPORT 2
（Oxford）］　2,893円

会　場 新潟中央キャンパス

講　師 ティモシー・カーキ

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 D21501 英会話4（レベル4） 申込締切日 9月29日

　英字新聞などの記事（100字程度）を読み、
ディスカッションを行い、会話力を養います。
文化、生活などの身近な話題からニュースま
で、幅広いテーマを取りあげます。
※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
10/14・21、11/4・11・25、 
12/2・9・23、1/6・13・27、
2/3・17・24、3/3
（木曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

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 スティーブン・クラタバック

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 D21502 英会話5（レベル5） 申込締切日 9月30日

　英字新聞などの短文を教材として使用し、
時事語彙力を高め、ディスカッションを行い、
さらなる会話力アップを目指します。
※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。

講座内容

開講日
10/12・19、11/2・9・16・30、 
12/7・21、1/4・11・25、
2/1・8・22、3/1
（火曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

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 スティーブン・クラタバック

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 D21503 英会話6（レベル6） 申込締切日 9月28日

このたび、2022年度前期にむけて、語学講座の見直しを図ることにいたしました。それに伴い、2021年度後期は、
「英会話1～3（レベル1～3）」、「シニアのための英会話1～4（レベル1～4）」、「韓国語6（レベル6）」を休講とさ
せていただきます。受講生の皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し
上げます。

語学講座D

27 28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。



　英字新聞などの中・長文を教材として使用
し、時事語彙力を高め、ディスカッションを行い、
さらなる会話力アップを目指します。
※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。

講座内容

開講日
10/9・16・30、11/6・13・27、 
12/4・18、1/8・22・29、
2/5・19・26、3/5
（土曜日　全15回）

開講時間 13：00～14：30 　

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 スティーブン・クラタバック

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 D21504 英会話7（レベル7） 申込締切日 9月24日

　講師・受講生が用意するプリント教材を使
用して、さまざまなテーマでディスカッション
を行います。また、英語力を高めるためにディ
スカッショントピックについて数分程度のプレ
ゼンを行う場合もあります（プレゼンは、受講
人数によって回数が変わります）。
※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

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

開講時間 19：00～20：30 　

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 イーエン・メギール
（新潟青陵大学　准教授）

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 D21505 英会話8（レベル8） 申込締切日 9月29日

　英字新聞などの記事（100字程度）を読み、
ディスカッションを行い、会話力を養います。
文化、生活などの身近な話題からニュースま
で、幅広いテーマを取りあげます。
※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
10/11・18・25、
11/8・15・22、12/6・13・20、 
1/17・24・31、2/14・21、3/7
（月曜日　全15回）

開講時間 13：00～14：30 　

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 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 27,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D21506 シニアのための英会話5（レベル5） 申込締切日 9月27日

　英字新聞などの短文を教材として使用し、
時事語彙力を高め、ディスカッションを行い、
さらなる会話力アップを目指します。
※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。

講座内容

開講日
10/12・19、11/2・9・16・30、 
12/7・21、1/4・11・25、
2/1・8・22、3/1
（火曜日　全15回）

開講時間 10：00～11：30 　

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 スティーブン・クラタバック

受講料
一般 27,000円
卒業生・父母・
法人会員　  21,600円

講座
番号 D21507 シニアのための英会話6（レベル6） 申込締切日 9月28日

● 発音
●ピンイン
●名前の聞き方と答え方
●疑問文
●曜日の言い方
●数詞の言い方
※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、お気軽にお問合せください。

※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～ 9課

講座内容

開講日
10/15・22・29、
11/12・19・26、12/10・17、 
1/7・14・21・28、2/4・18・25
（金曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費 ［気楽に話そう中国語
（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 D21508 はじめての中国語 申込締切日 10月1日

● 疑問詞
●連動文
●二重目的語をとる動詞
●前置詞
●可能表現
※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、お気軽にお問合せください。

※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　10～ 20課

講座内容

開講日
10/11・18・25、
11/8・15・22、12/6・13・20、 
1/17・24・31、2/7・14・21
（月曜日　全15回）

開講時間 19：00～20：30 　

定　員 10名　

教材費 ［気楽に話そう中国語
（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 D21509 中国語初級 申込締切日 9月27日

29 30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。


