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SKY
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このたび、2021年度後期講座を企画させていただきました。下記の「新型コロ
ナウイルス感染防止対策」を継続し、公開講座を運営していきます。受講生の皆様

にも、引き続きご理解賜りたくお願い申し上げます。

「新型コロナウイルス感染防止対策」
1. お申し込みは窓口での密をさけるため、Web、電話、郵送、FAXにてお願いいた
します。また、受講料も銀行振込でのご入金にご協力ください。

2. 自宅で検温し、37.5度以上の発熱（または平熱より1度以上高い）、味覚・嗅覚障
害、息苦しさ、強いだるさ、咳、のどの痛みなどの体調不良がある場合は受講を
お控えください。
※入館できず欠席になった場合でも、受講料の返金はいたしません。

3. 各階に消毒液を設置しております。講座の開始前、終了後に手指の消毒をお願
いいたします。

4. マスク未着用の方は入館をお断りさせていただきます。咳エチケットをお守りく
ださいますようお願いいたします。

5. フィジカルディスタンス（身体的距離）を意識し、机・椅子の移動はお控えください。

6. 換気のため窓を開けることがあります。温度変化の可能性がございますので、
脱ぎ着しやすい服装で受講ください。

7. 講座毎に各教室・エレベーターなどを除菌いたします。

8. 飛沫感染が懸念される講座（語学講座など）は、机にアクリルガードを設置いたし
ます。

9. 講師はマスク、フェイスシールド、アクリルガードのいずれか、またはいくつかを
使用し、講座を行います。

※「新型コロナウイルス感染防止対策」は、状況によって変更させていただく場合
があります。また、今後の感染状況によっては、講座の開講を見合わせる場合が
ございます。おそれいりますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

は じ め に

「オンライン講座」を受講される場合は、いくつか注意点がございますので、下記
の「オンライン講座受講に際しての注意点」を必ずご確認ください。

「オンライン講座受講に際しての注意点」
·Web会議ツール「Cisco Webex Meetings」を利用して、ネット会議方式にて
行います。

·インターネットに接続されているパソコン、スマートフォン、タブレットから受講で
きますが、パソコンでの受講をおすすめいたします。

※パソコンはカメラ・マイク内蔵のものをご用意ください。内蔵していない場合は、
外付のカメラ・マイクが必要となります。

※スマートフォン、タブレットは「Cisco Webex Meetings」アプリのダウンロー
ドが必須となります。

·「Cisco Webex Meetings」のアプリインストール、アカウントの作成、推奨環境
についてはCisco Webexの公式ホームページをご参照ください。

https：//www.webex.com/ja/index_html

·メールアドレスが必須となります。

·お申し込みされた受講生のみが参加できます。他者との共有は禁止といたします。

·原則として講座の録音・録画・写真撮影は禁止といたします。

·ご利用のインターネット環境によっては、画質・音声に乱れが生じる場合がござい
ます。その場合、返金はいたしかねます。

·不適切と思われる接続があった場合は、切断させていただくことがございます。

·テキストを使用する講座に関しては、ご自身で購入をお願いいたします。本センター
で購入を希望される場合はお問い合わせください。郵送はいたしません。

※詳しいお申し込み方法は、下記の本学ホームページ「オンライン講座 受講チャート」
をご確認ください。

　https://www.nuis.ac.jp/nuis_opencollege/

オンライン講座に関して
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井
いのうえ

上　和
かずみ

美
（株式会社三菱ケミカルリサーチ客員研究員）

1974年日本輸出入銀行（現国際協力銀行）
入行。Clifford-Chance法律事務所（ロンド
ン）、国際復興開発銀行（世界銀行）日本政府
代表理事室（ワシントンD.C.）などへの在籍出
向を経て、同行法規室長。同行退職後、株式
会社JALキャピタル（現日本航空株式会社）常
務取締役、株式会社三菱ケミカルホールディン
グス内部統制アドバイザー、三井海洋開発株
式会社社外監査役などを歴任。現株式会社
三菱ケミカルリサーチ客員研究員（非常勤）。

講 師

講座
番号 H21501 “新潟から世界へ”　～企業を取り巻く近年の国際環境の動向～ 申込締切日11月26日

開講日 12/11・18、1/8・22・29、2/5
（土曜日　全6回）

開講時間 13：30～15：00
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 10,000円
在学生 7,000円
卒業生・父母・法人会員 8,000円

　東京オリンピック・パラリンピックが1年延期の後に1964年の前回開催か
ら57年ぶりに開催されましたが1964年という年は、日本の国際化という視
点から格別の意味のある年と言えるかと思います。日本人の海外渡航が自
由化されたのが1964年で、この年に12万7,749人だった日本人の海外渡
航者数は、2019年には過去最高水準の2,000万人を超えました（出入国在
留管理庁統計）。また、2019年の外国人の日本への正規入国者は3,000万
人を超え、在留外国人も299万3,000人余となり（同統計）、人的交流面か
ら海外との距離は益々縮小しています。
　経済面では、1964年は日本が国際通貨基金（IMF）協定の8条国に移行し
た年です。8条国への移行によって日本は経常収支を理由に為替管理を行
なわない国となり、資本取引の自由化と国際収支の黒字化が進みました。
ニクソンショックの後、1970年代の円高の進行を背景に、日本企業は輸出
志向型から海外直接投資へと展開、その後のプラザ合意、リーマンショック、
アジア通貨危機等々の様々な困難を乗り越えて今日を迎えています。
　近年、貿易・投資を通じて新潟の元気な企業をはじめとする日本企業の
活躍は著しいところですが、海外への事業展開はビジネス機会の拡大と同
時に国際情勢の変化や諸外国の法制、社会、文化などの影響を受ける可能
性を伴います。
　市場のグローバル化は畢竟ステークホールダーの多様化、国際化を意味
します。この講座では、各回のテーマの柱の中で近年の欧米先進国の不正
防止への域外適用の厳格化のほか、多国籍企業の租税回避、知財権保護、
安全保障の視点からの輸出管理強化や投資規制強化の傾向や IPCC（気候
変動に関する国際間パネル）の報告などをフォローしながら、グローバル社
会の一員としての日本企業のあり方、進むべき途を探ることを目指します。

第 1回：日本と国際社会（世界の中の日本）
第 2回：本邦企業の海外事業展開の動向、海外子会社の管理
第 3回：コンプライアンス：企業不祥事の背景
第 4回： 海外不正を巡る外国法制動向（国内外企業の違反事例、

CPI/Transparency International、FPCA、UK Bribery 
Act、Dod-Frank法 ほか）

第 5回：今、何故コーポレートガバナンスなのか？
第 6回：企業活動を取り巻く国際環境の変化（ESG、SDGsほか）

講座内容

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、会場内でオンライン中継
になる場合がございます。

特別講座

澤
さわぐち

口　晋
しんいち

一
（新潟国際情報大学国際学部教授）

1959年岩手県生まれ。明治大学大学院文学研
究科博士後期課程単位取得。博士（地理学）。
専門は自然地理学（地形学）。これまで、スバル
バール諸島、エルズミア島、カムチャッカ半島、
アラスカなどの北極圏で調査・研究を行ってき
た。最近は新潟砂丘や潟について研究を進めて
いる。

第1回
講 師

池
いけだ

田　敦
あつし

（筑波大学生命環境系准教授）

1976年秋田県生まれ。筑波大学大学院地球
科学研究科博士課程修了。博士（理学）。専
門は地形学・雪氷学。アラスカ、スバルバール
諸島（以上、北極圏）、スイスアルプス、チベット

（黄河源流）の調査歴がある。最近は富士山
の凍土研究のほか、学生指導の一環で東日本
の様々な山域に赴いている。

第2回
講 師

長
はせがわ

谷川　裕
ひろひこ

彦
（明星大学教育学部准教授）

1961年千葉県生まれ。明治大学大学院文学
研究科博士後期課程修了。博士（地理学）。
専門は自然地理学（地形学・地生態学）。第
32次日本南極地域観測隊夏隊（1990年11
月〜1991年3月）に参加し、あすか基地南方
のセールロンダーネ山地を調査。「極地と高山
の自然史の解明」をテーマに、日本アルプス、
越後山脈、大雪山、ヒマラヤ山脈、アンデス山
脈、北極地域で調査・研究を行ってきた。

第3回
講 師

桑
くわばら

原　新
しんじ

二
（株式会社大原鉄工所車両サービス課長）

1967年長岡市生まれ。1986年より㈱大原
鉄工所で雪上車関連業務に従事し、第34次・
45次・51次日本南極地域観測隊に越冬隊員
として参加。現在は南極観測審議委員会設営
専門部会機械分科会の委員も務める。

第4回
講 師

講座
番号 F21501 北極と南極　～知られざる自然環境～ 申込締切日 10月8日

開講日 10/23、11/6、12/4・11
（土曜日　全4回）

開講時間 13：30～15：00
定　員 70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
高校生以下 2,500円

　今回の異文化塾は、これまでとは趣向を変えて「北極と南極」を取りあげ
ます。ご存知のように、北極は海洋、南極は厚い氷床を載せる大陸（日本の
約38倍）であり、その性格は大きく異なります。両極地域の自然がテレビな
どで取りあげられることは珍しいことではなくなっていますが、多くは生物に
関わることで、氷河や寒冷地域に特有な地形といった両地域の基盤をなす
自然環境がどのようなものであるのかについて扱われることはほとんどあり
ません。講座では、実際に調査・研究に携わってきた研究者が、地学分野を
主眼において両極地域の知られざる自然環境とその魅力について解説します。
　また、講座の最終回には、南極観測の設営（雪上車）部門の隊員として３
度の越冬を経験された大原鉄工所の桑原講師に、研究とは別な視点から南
極について語っていただきます。

第 1回：北極・南極とはどのようなところか 講師：澤口　晋一
第 1回は、北極と南極について包括的な視点から眺めてみ
ます。内容的には、北極・南極の範囲、自然環境の特性、
白夜と極夜、オーロラ、オゾンホール、探検史、先住民族
などの話題を予定しています。

第 2回：激変する北極地域の自然環境 講師：池田　敦
北極は気候が非常に大きく変動する地域です。近年の激し
い温暖化と、約 10万年周期で繰り返されてきた氷期・間
氷期のそれぞれを例に、北極地域がいかに環境の激変に見
舞われるのか紹介します。
また、この回の後半では、近年の温暖化によって北極海を
囲む陸地で生じている現象をいくつか例示します。キー
ワードは凍土です。温暖化によって目に見えて融解してい
く氷河に比べ、地下に広がる凍土の変動は捉え難いのです
が、21世紀に永久凍土表層が融けたことを示す地形学的
な証拠について解説します。

第 3回：南極氷床とその知られざる自然 講師：長谷川裕彦
「南極」あるいは「南極大陸」という言葉から、皆さんはど
んな景観を想像するでしょうか？どこまでも続く真っ白な
氷の大地、というイメージは共通して持っておられると思
います。南極大陸の 98％は平均の厚さ 2,500mに及ぶ南極
氷床（ひょうしょう：大陸を覆う規模の氷河）に覆われて
います。しかし、わずかな面積ではありますが、南極にも
立派な山地・山脈が存在します。この回は、南極の山岳地
域の景観や自然特性を概観し、地球温暖化の中で南極の気
候や氷床がどのように変化しているかについて解説します。

第 4回：普通の会社員が体験した南極観測隊 講師：桑原　新二
南極観測は国家事業として行われていながら、意外に一般
の人には知られていません。普段は普通に一般企業に勤め
るサラリーマンが参加した、国家事業として組織されてい
る南極観測隊についてお伝えしたいと思います。サラリー
マンが南極観測隊員の候補者となって訓練に参加し、南極
観測隊員に正式決定してから出発までに行う各種事前準
備、そして現地南極での生活や、研究観測以外の分野での
仕事にスポットを当てて説明します。

講座内容

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、会場内でオンライン中継に
なる場合がございます。

異文化塾

3 4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 10/27、11/10・24、12/8
（水曜日　全4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 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

これが私の経済についての最終レクチャーとなりますが、歴史的に見て
も大きな課題が沢山残ったままです。人口爆発、米中対立という新たな冷戦、
成長力鈍化という資本主義の限界論などのほか、今回のコロナ騒動の真の
原因とも言われる気候変動。これら問題を分析するとともに将来図を概括
したいと思います。
これらはいずれも恐らく私は見届けられないものばかりです。それだけ
に余計気になる宿題でもありますので、最後に取りあげて参ります。

第 1回：わが国の巨大財政赤字は解消できるのか？
財政再建の出発点であるプライマリーバランスの回復を
10年以上引き延ばしている政府。逆にコロナ対応もあっ
て大きく膨らんだ今年の借金。これでインフレなど本当に
問題は生じないのか。政府の多額の借金は問題ないとする
最近話題の新たなMMT理論とは何か。それは正しいのか。

第 2回：気候変動（地球温暖化）は乗り越えられるか？
産業革命以来の人類の成長主義が齎したといってもよい気
候変動。パリ協定が掲げるように 2050年までに 1.5度の
上昇にとどめられるのか、そもそも、それで十分なのか、
達成できないとどうなるのか、近年発表された長期的人口
増加予測は、どう影響するのか？急速に浸透し始めている
SDGsの運動に何処まで期待出来るのか？

第 3回：AIは人類の宝ものか凶器か？
AIによる第 4次産業革命は、人類に何をもたらすのか、
それが本格化するとされる 2030年には何が変わるのか、
さらにシンギュラリティでは何が予想されるのか、その
2050年までに人類は何をすべきなのだろうか。鉄腕アト
ムは果して人類の敵なのか味方なのか。AI戦争は？

第 4回：資本主義を継続するのは適当か？
アフリカを中心とする人口増加、食料・エネルギー・水の
限界が叫ばれる中で、資本の増殖によって資源消費型の成
長を追い求める資本主義を継続することは最早無理という
指摘が増加。資源多消費型、温暖化促進型でない成長は可
能なのか。「成長から発達へ」とは？資本主義に代わるべ
き新たな社会システムはあるのか…。

講座内容

講座
番号 A21501 最後の経済教室　～見届けられない宿題～ 申込締切日10月13日

平
ひらやま

山　征
いくお

夫
（新潟国際情報大学顧問）

1944年生まれ。横浜国立大学経済学部経済
学科卒業。日本銀行新潟支店長、仙台支店
長を経て、1992年新潟県知事に就任する。そ
の後3期勤め、2004年に退任。2005年から
2008年まで長岡技術科学大学特任教授を
勤め、同年4月、新潟国際情報大学学長に就
任する。その後2回の再任を経て、2018年3月
退任。ロシア科学アカデミー極東支部経済研
究所名誉博士。2014年に旭日重光章を受章
する。

講 師

平
ひらやま

山　征
いくお

夫
（新潟国際情報大学顧問）

1944年生まれ。横浜国立大学経済学部経済
学科卒業。日本銀行新潟支店長、仙台支店
長を経て、1992年新潟県知事に就任する。そ
の後3期勤め、2004年に退任。2005年から
2008年まで長岡技術科学大学特任教授を
勤め、同年4月、新潟国際情報大学学長に就
任する。その後2回の再任を経て、2018年3月
退任。ロシア科学アカデミー極東支部経済研
究所名誉博士。2014年に旭日重光章を受章
する。

講 師

開講日 1/12・26、2/9、3/2
（水曜日　全4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 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

喜寿を迎え人生を振り返ってみたとき、私の人生を豊かにしてくれた宝物
がいくつかあったことに気がつきます。
最終レッスンではその私の宝物の話をしようと思います。人それぞれで

はありますが、何か大切にするものを持って生きた方が人生は豊かになる
と思います。
手前ミソですが、私の生き方とその人生を少し豊かにしてくれた私の宝
物について言い残したいと思います。そろそろお後が宜しいようですので…。

第 1回：戦争をしない覚悟とそのために大事にした歌
戦後とともに歩んできた私の人生で一番良かったのは、戦
争に巻き込まれることがなかったこと。「戦争をしてはい
けない」それを守り続ける覚悟をし、そのため私が大切に
してきた歌とは？
併せて人類は何故戦争を辞められないのか、核の放棄につ
いても考えます。それは私たち世代の宿命なのだから…。

第 2回：私が愛した童謡はニーバの祈りではどちらだろう？
文部省唱歌、大正の童謡運動などを経て伝わってきた童謡・
唱歌も今や絶滅寸前です。そのことは、時代の変遷と受け
入れるべきなのか、守るべく勇気を奮い起こすべきなの
か、ニーバの祈りは「神よ、それを見分ける叡智を…」と
言っていますが、どちらなのだろうか？童謡にまつわるエ
ピソードなどとともに、それが私の心に与えてくれた “ 懐
かしさと優しさ ”を振り返ります。

第 3回：心を静謐にしたい時見入ったワイエスの絵
ファン・エイクやハンス・メムリンクなど北方ルネッサン
ス絵画の画家、ゴッホ、モネなど印象派画家、フリードリッ
ヒやマックス・クリンガーなどのロマン派、象徴派の画家、
そして北欧の静寂を伝えるハーマンスホイなど、多くの画
家の中でその誰よりも静謐を私にくれたアンドリューワイ
エスの存在を考えるとともに、ヨーロッパなどの旅でめぐ
り逢った絵画との対話も振り返ります。

第 4回： 鴎外研究で得たもの＝最後に史伝ものに辿りついたのは何
故だろう、そして遺言の謎とは？
陸軍で軍医総監にまで上り詰めた森鴎外が、晩年歴史小説
を経て渋江抽斎などの史伝ものに辿りついたのは何故か。
それと死の間際友人に言い残した「墓には森林太郎とのみ
記せ」という遺言の意味は何だったのだろう。軍医と文学
者の 2つの人生を歩んだ文豪鴎外が最後に辿りついたその
心を探ります。

講座内容

講座
番号 A21502 私の宝物の話　～人生を豊かにしてくれたもの～ 申込締切日 1月4日

新規講座

文化・教養講座A

5 6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 11/13・27
（土曜日　全2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 3,500円
在学生 2,500円
卒業生・父母・法人会員　 2,800円

　2030年を達成目標とする「持続可能な開発目標（SDGs）」への関心が
高まっています。メディアを通じて見聞きしたことはあるがよくわからな
い、何から取り組めばよいかわからない、という人も少なくないのではない
でしょうか。この講座では、初学者向けにSDGsの背景や全体像を学びま
す。具体的には、地球規模の開発の歴史的背景と諸問題を理解したうえで、
SDGsの取り組み事例やワークショップを通じて今後取り組むべき課題に
ついて理解を深め、受講生がそれぞれの立場でSDGs達成に向けて行動
できるようになることを目指します。

第 1回：SDGsとは何か？ 講師：山田　裕史
SDGsはどのような経緯で成立し、なぜいま注目されてい
るのでしょうか。「私たちの世界を変革する」ことを掲げ
る SDGsとはどのようなものなのか、成立の歴史的背景、
特徴、意義など、その全体像を理解します。

第 2回：日常生活のなかで実践できる SDGs 講師：関　愛
ファッションや食といった私たちにとって身近な消費活
動を題材に、地球規模の課題と私たちの生活とのつなが
りについて学びます。参加型のワークショップを通じて、
SDGs達成に向けて消費者としてできることを考えます。

※ この講座は、2021年度前期に開講した「基礎から学ぶ SDGs（持
続可能な開発目標）」（全 4回）の内容を全 2回に凝縮したものです。

講座内容

講座
番号 A21503 基礎から学ぶSDGs（持続可能な開発目標） 申込締切日10月29日

開講日 11/13・27、12/11
（土曜日　全3回）

開講時間 14：00～15：30
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 5,000円
在学生 3,500円
卒業生・父母・法人会員　 4,000円

　この講座は、「持続可能な開発目標（SDGs）」に関連する文献を事前に
読み、講師によるショート・レクチャーを受けた後、受講生が各テーマについ
て意見交換を行うゼミナール形式の授業です。
　扱う文献は、「持続可能な開発」を構成する3要素（環境・経済・社会）に
関する雑誌記事や論考などです。また、この講座には、SDGsを学び、実践
している大学生にも参加してもらい、受講生とともに持続可能な社会づくり
について議論します。

第 1回：環境：SDGsのゴール 6, 7, 13～ 15 講師：関　愛
地球温暖化の進展、水問題の深刻化、自然災害の増加、エ
ネルギー問題の深刻化、生物多様性の喪失、気候変動の激
化など、環境（＝地球）に関するテーマを取りあげます。

第 2回：経済：SDGsのゴール 8, 9, 10, 12 講師：山田　裕史
経済危機の頻発、経済格差の拡大、社会福祉財源の不足、
雇用なき都市化の進行、若年失業率の高さなど、経済（＝
カネ）に関するテーマを取りあげます。

第 3回：社会：SDGsのゴール 1～ 5, 11, 16 講師：関　愛
貧困、感染症の流行、教育機会の不平など、さまざまな差
別とハラスメント、少子高齢化・人口爆発、紛争の長期化・
複雑化など、社会（＝ヒト）に関するテーマを取りあげます。

講座内容

講座
番号 A21504 SDGsゼミ：大学生と語る持続可能な社会 申込締切日10月29日

山
やまだ

田　裕
ひろし

史
（新潟国際情報大学国際学部准教授）

上智大学大学院修了。博士（地域研究）。（財）松下
国際財団「アジア・スカラシップ」奨学生としてカンボ
ジアへ留学（2002年〜2004年）。これまで10回、国
際選挙監視員としてカンボジアで選挙監視活動に従
事。国際協力機構（JICA）によるカンボジア選挙改革
支援プロジェクトに参加（2014年〜2018年）。秋野
豊ユーラシア基金「第７回秋野豊賞」受賞。

第1回
講 師

山
やまだ

田　裕
ひろし

史
（新潟国際情報大学国際学部准教授）

上智大学大学院修了。博士（地域研究）。（財）松下
国際財団「アジア・スカラシップ」奨学生としてカンボ
ジアへ留学（2002年〜2004年）。これまで10回、国
際選挙監視員としてカンボジアで選挙監視活動に従
事。国際協力機構（JICA）によるカンボジア選挙改革
支援プロジェクトに参加（2014年〜2018年）。秋野
豊ユーラシア基金「第７回秋野豊賞」受賞。

第2回
講 師

関
せき

　愛
めぐむ

（にいがたNGOネットワーク国際教育研究会）
北海道教育大学教育学部国際理解教育課程卒。英
語科教員として11年間高校に勤務。2010年に国際
協力機構（JICA）による教師海外研修に参加しブータ
ン王国へ。その後、国際理解教育/開発教育指導者
研修（JICA主催）に参加するなど実践力向上を図る。
現在は教職を離れ、キャリア教育連携促進事業（新
潟県立教育センター）への協力をはじめ、ESDや総合
的・探究的な学習に関わる活動を展開。

第2回
講 師

関
せき

　愛
めぐむ

（にいがたNGOネットワーク国際教育研究会）
北海道教育大学教育学部国際理解教育課程卒。英
語科教員として11年間高校に勤務。2010年に国際
協力機構（JICA）による教師海外研修に参加しブータ
ン王国へ。その後、国際理解教育/開発教育指導者
研修（JICA主催）に参加するなど実践力向上を図る。
現在は教職を離れ、キャリア教育連携促進事業（新
潟県立教育センター）への協力をはじめ、ESDや総合
的・探究的な学習に関わる活動を展開。

第1・3回
講 師

開講日 10/9・16
（土曜日　全2回）

開講時間 13：30～15：30
定　員 15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

　コロナ禍により直接会って話をする機会が制限され、電話やオンラインな
どを通じてのコミュニケーションが増えました。うまく伝えられず、もどかし
い思いをしたこともあるのではないでしょうか。一方で、人と関わることの
大切さにも気づかされました。
　改めて、職場で、地域で、そして家庭で、自分の考えや気持ちをうまく伝
えるコツを一緒に学びませんか。

第 1回：伝わる話し方
● わかりやすく伝えるために大切なこと
●話の組み立て方のコツ
●＜ワーク＞スピーチ実習

第 2回：表現力を磨く
● 言葉を届けるための発音練習
●話しやすい雰囲気づくり（言葉遣い、表情や態度など）
●＜ワーク＞「プラスの表現を使って伝えてみよう」

講座内容

講座
番号 A21505 伝わる話し方　～職場でも 家庭でも上手にコミュニケーション～ 申込締切日 9月24日

開講日 10/21・28、11/4
（木曜日　全3回）

開講時間 15：00～16：30
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 4,000円
在学生 2,800円
卒業生・父母・法人会員　 3,200円

　薬による治療は、病気を治して健康を快復するためには大変重要な治療
手段です。しかし、使用方法を誤ると重大な副作用が起こることがあります。
特に高齢の方が何種類もの薬を一緒に服用すると転倒や骨折の危険性が
増したり、予測ができない障害が起こる可能性もあります。
　この講座では、薬を正しく利用することの重要性と病気になる手前の「未病」
の状態を改善することによって健康維持をはかること、薬の種類を減らす努
力も重要であること、新型コロナウイルスに感染しないための体の抵抗力
の維持を目指す規則正しい生活の重要性についても紹介いたします。

第 1回：薬の正しい服用法
第 2回：薬はいつ服用すれば良いか
第 3回：薬に頼りすぎずにウイルス感染もなく健康で過ごすために

講座内容

講座
番号 A21506 ウイルス感染もなく健康に過ごすための薬の上手な利用法 新潟薬科大学

企画講座 申込締切日 10月7日

菊
きくの

野　麻
あさこ

子
（フリーアナウンサー）

㈱NST新潟総合テレビを経てフリーに。その後
もニュースキャスターなど数々の経験を積み、
現在、新潟薬科大学薬学部非常勤講師、新
潟経営大学客員教授のほか、司会や話し方セ
ミナー、社員研修講師もつとめる。

講 師

若
わかばやし

林　広
ひろゆき

行
（新潟薬科大学 学長特別補佐  
薬学部臨床薬物治療学研究室教授）

東京薬科大学大学院薬学研究科博士前期
課程修了。1983年に新潟薬科大学薬学部
薬学科に着任し、2004年に同大学薬学部薬
学科の教授に就任する。研究分野は薬の骨へ
の影響について、副作用の少ない効果的な薬
の服用時刻について、などを研究している。

講 師

7 8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。



藤
ふじい

井　哲
てつろう

郎
（庭屋一如研究会主宰）

新潟日報カルチャースクール、大人の休日倶楽
部趣味の会講師。にいがた庭園街道、上越名
家一斉公開発起人。日本庭園・和風建築の愛
好者をふやし、施設を後世にのこす活動を県
内外で展開している。旧齋藤家別邸での講座
の受講者アンケートでは、満足度5段階評価で
4.8以上と極めて高い評価を受けている。

講 師

開講日 10/14・21・28、11/11・18・25
（木曜日　全6回）

開講時間 14：00～15：30
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

　イザベラバード（Isabella L. Bird）のUnbeaten Tracks in Japan（以下、
UBTiJ）のPreface、Letter I、Letter XIVからXVIIまでのおよそ原書で31
ページを英語で読んで、1878年当時の外国人から見た新潟をたどります。
当時の新潟（日本）の様子が甘口、辛口で評されており、興味深い一冊です。
イザベラバードは横浜から北上し、途中新潟に寄り、北海道まで行きますが、
この講座では、新潟に関連した部分のみ取りあげます。興味がある方は、
UBTiJの他の部分も読んでみるとよいでしょう。このとき、講座の内容が大
いに役立つと思います。
　講座は、テキスト（バードの文章）とバードのたどった道を具体的に見るた
めGoogle Mapを使い、原則、講義形式で行いますが、受講生の方と一緒
に考えながら進めていきます。
　原書はAmazonなどで購入できますが、講座で用意したテキストをベー
スに進めます。

第 1回：講座の説明。Preface（旅の動機など）、Letter I（旅の初め）
第 2回：Letter I、Letter XIV（（会津）～津川～）
第 3回：Letter XIV、Letter XV（～新潟）
第 4回：Letter XV、XVI（新潟）
第 5回：Letter XVII（新潟～新発田～（山形へ））
第 6回：Letter XVII、まとめ

講座内容

講座
番号 A21507 イザベラバードと英語で旅する新潟 申込締切日 9月30日

開講日 10/14・21、11/11・25
（木曜日　全4回）

開講時間 10：30～12：00（第1回～3回）
10：30～12：30（第4回）

定　員 10名
教材費 教材費、拝観料は受講料に含まれています。
会　場 新潟中央キャンパス（第1回、第2回）

受講料

一般 6,500円
在学生 4,500円
卒業生・父母・法人会員　 5,200円

　伝統様式をふまえた日本庭園と和風建築には、ここから見ると美しい、あ
るいは意味のある景色が見える、というビューポイントがあります。また賓
客をもてなすための仕掛けがちりばめられています。
　ただ眺めているだけでも、心が落ち着き、癒される日本庭園と和風建築。
それに加えて、施主、大工、庭師が見せたかった景色を楽しみ、その景色に
込められた思いを読み解くことができるようになれば、どれほど味わい深く
なることでしょう。
　この講座では、全国の日本庭園と和風建築ですぐに使える「みかた」をお
伝えします。
 ※第3回及び第4回は、現地集合・現地解散となります。

第 1回：庭屋一如とは
庭園と建物が一体となった状態をあらわす「庭屋一如」に
ついて、わかりやすく解説します。

第 2回：日本庭園と和風建築の鑑賞のツボ
伝統様式をふまえた庭園と建築のビューポイントと、賓客
をもてなすための仕掛け、施主の思いを読み解くツボを解
説します。

第 3回：旧齋藤家別邸を読み解く
前回までに学んだ「みかた」を使って、国指定名勝「旧齋
藤家別邸」を鑑賞します。

第 4回：北方文化博物館新潟分館、安吾風の館を読み解く
前回までに学んだ「みかた」を使って、「北方文化博物館
新潟分館」、「安吾風の館」を鑑賞します。

講座内容

講座
番号 A21509 日本庭園と和風建築の「みかた」を学ぶ 申込締切日 9月30日

藤
ふじい

井　哲
てつろう

郎
（庭屋一如研究会主宰）

新潟日報カルチャースクール、大人の休日倶楽
部趣味の会講師。にいがた庭園街道、上越名
家一斉公開発起人。日本庭園・和風建築の愛
好者をふやし、施設を後世にのこす活動を県
内外で展開している。旧齋藤家別邸での講座
の受講者アンケートでは、満足度5段階評価で
4.8以上と極めて高い評価を受けている。

講 師

開講日 10/14・21
（木曜日　全2回）

開講時間 15：00～16：30
定　員 10名
教材費 教材費、拝観料などは受講料に含まれています。

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

　港町新潟ゆかりの建築、庭園を楽しむ2回シリーズの講座です。最盛期に
年間3,500隻といわれる船でにぎわった新潟湊。その繁栄をいまにつたえ
る2つのお屋敷を訪ねます。
　まず、伝統様式をふまえた庭園と建築のビューポイントと、賓客をもてな
すための仕掛け、施主の思いを読み解くツボなど、全国のお庭・お屋敷で使
える「みかた」を解説。その「みかた」を使って2邸を読み解きます。
　片桐寅吉はワンドリンク付き、燕喜館は全室貸し切りでの講座となります。
 
 ※各回、現地集合・現地解散となります。

第 1回：片桐寅吉
明治 18年に初代片桐寅吉が始めた鮮魚問屋と北洋漁業で
財を成した片桐家。明治 35年建築と伝わる町家を活かし
たお食事処・カフェ「片桐寅吉」を読み解きます。

第 2回：燕喜館
江戸後期に清酒の卸問屋から始まり北前船交易などで新潟
3大財閥に数えられた豪商齋藤家。明治末期建築と推定さ
れる本宅の客間棟を白山公園に移築した「燕喜館」を読み
解きます。

講座内容

講座
番号 A21510 「みかた」を学んで深く味わう 

　～港町新潟ゆかりの「片桐寅吉」「燕喜館」～
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 11/27、12/11
（土曜日　全2回）

開講時間 13：00～16：10（14：30～14：40休憩）
定　員 20名

教材費

『コミュニティビジネスで拓く地域と福祉』
ナカニシヤ出版， 2018年（2,420円）
『デザインから考える障害者福祉』
ラグーナ出版， 2020年（1,980円）

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

　社会福祉領域で研究や教育に携わる私は、大学生に対して社会福祉業界
への就職を勧めたいと思う一方で、社会的弱者を支える人びとの低待遇に
ついても看過することができません。そのような立場にある私が日常的に
考えていることを一言で表現すると、「これからの地域や福祉はいかにして
持続可能なのか」ということです。
　そこでこの講座では、近年注目を集めているソーシャルビジネスやコミュ
ニティビジネスからその経営・運営手法を学び、「地域や福祉の持続可能な
在り方」を考察します。

第 1回： ソーシャルビジネス／コミュニティビジネスはどのように
区分されてきたか？
ソーシャルビジネスとコミュニティビジネスの異同とは何
か。こうした区分が実践において何を可能にするのかを考
察する。

第 2回：ソーシャルビジネス／コミュニティビジネスの事例
ソーシャルビジネス／コミュニティビジネスの事例を検討
し、そこから応用可能な要素とデザインを抽出する。

講座内容

講座
番号 A21508 ソーシャルビジネス／コミュニティビジネスとデザイン 新潟青陵大学

企画講座 申込締切日11月12日

海
えびた

老田　大
だいごろう

五朗
（新潟青陵大学福祉心理学部社会福祉学科准教授）

宮城県仙台市生まれ。成城大学大学院文
学研究科博士課程後期単位取得退学。博士

（文学）。主な著書に『デザインから考える障
害者福祉』（単著）、『柔道整復の社会学的記
述』（単著）、『コミュニティビジネスで拓く地域と
福祉』（共編著）など。

9 10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。



後
ごとう

藤　一
かずお

雄
（現新潟大学教職支援センター客員教授）

1956年生まれ。新潟大学教育学部卒業。新
潟大学付属新潟小学校教諭、新潟県教育
庁義務教育課参事、新潟市立浜浦小学校長
などを歴任。2018年4月より、新潟大学全学
教職支援センター特任教授に就任する。『新
潟県史』、『新潟市史』近世編を分担執筆。
2015年『古文書で読む越佐女性の江戸時
代』を出版。

開講日 10/15・29、11/12・26
（金曜日　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

　いま私たちの身近に見聞きしている地名・町名は、千年前から受け継が
れてきたものも、数年前に発生したものも無数に混在している状態です。でも、
どれも命名された時の人々の意識が反映しているはず。具体例を見ながら、
それらを探求する楽しみを味わってみませんか。

第 1回： 「ニーガタ（新潟）」と「ヌッタリ（沼垂）」、同列には論じ
られない難しさ

第 2回：「ガッコーチョー（学校町）」、新しい時代の意識
第 3回：「ドッペリザカ（ドッペリ坂）」、市街は坂を上り下りする
第 4回：「バンダイ（万代）」・「ヤチヨ（八千代）」、地域に託す夢

講座内容

講座
番号 A21511 地名・町名から郷土新潟の歴史を探る 申込締切日 10月1日

開講日 1/29、2/12・26、3/12
（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

　過去の講座では、古文書史料を中心にお話をさせていただきましたが、
今回はできるだけ、江戸時代の刊本や絵巻物、絵画など図説資料を読み解
きながら、江戸時代の越佐女性の生業などについて、一緒に考えてみたい
と思います。

第 1回：村明細帳・風俗帳と女性（「佐渡金山図会」を読み解く）
第 2回：災害と女性（「懲震毖鑑」を読み解く）
第 3回： 板本資料と女性（十返舎一九「金草鞋」「滑稽旅烏」を読

み解く）
第 4回： 絵巻資料と女性（「近世職人尽絵詞」・「雪之図」などを読

み解く）

講座内容

講座
番号 A21512 図説資料から江戸時代の越佐女性の姿を読み解く 申込締切日 1月14日

本
もとい

井　晴
はるのぶ

信
（元新潟県立文書館副館長）

1951年生まれ。国学院大学文学部史学科卒
業。県美術博物館学芸員、県立文書館専門
研究員を経て、同副館長で退職。これまで歴史
資料原本の保存と取り扱いの啓発に取り組ん
できた。また、高校生のころ柳田國男の論文に
啓発を受けて以来地名に関心を持ち、その史
料的価値の追究を続けている。

講 師

開講日 1/29、2/12・26、3/12
（土曜日　全4回）

開講時間 15：00～16：30
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

　長い海岸線と佐渡などの島々を持つ新潟県の日本海沿岸では、陶磁器や
石造物などといった海揚がり品の存在が知られており、その数は少なくはあ
りません。そのうちのいく例かは、公的あるいは私的に報告されていますが、
その全容が明らかにされているわけではなく、海揚がりするという状況は現
在も続いています。
　それらの海揚がり品について、研究の歴史、悉皆調査における地域ごと
の実態、実態から見えてきたことなどについてお話しします。

第 1回： 海揚がり品の種類、発見のいきさつ、研究の歴史などにつ
いて話します。

第 2回： 村上地域、新潟地域、長岡・出雲崎地域の悉皆調査の実態
について話します。

第 3回： 柏崎地域、上越・糸魚川地域、佐渡地域の悉皆調査の実態
について話します。

第 4回： 県内各地の実態から見えてきたこと、および悉皆調査以降
の海揚がり品について話します。

講座内容

講座
番号 A21513 日本海からの「海揚がり」 申込締切日 1月14日

寺
てらさき

﨑　裕
ゆうすけ

助
（新潟県考古学会員）

1951年生まれ。明治大学文学部史学地理学
科考古学専攻卒業。長岡市教育委員会、新
潟県教育庁文化行政課、財団法人新潟県埋
文事業団、新潟県立歴史博物館を経て、同館
学芸課長で退職。埋蔵文化財行政に携わり、
現在でもいろいろなかたちで県内の埋蔵文化
財に関わっている。縄文土器を介して縄文社会
を探ることを研究テーマとしている。

新潟を学ぶ

11 12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。


