
長岡大学
公開講座

令和３年度

学校法人中越学園

幅広い職業人としての人づくりと実学実践教育の推進
地域社会に貢献し得る人材の育成

長岡大学の建学の精神



全1回

新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済・社会環境が大きく変わったように、
現代は、「先行き不透明で、将来の予測が困難な時代」と言われています。
このように、事業環境の変化スピードが格段に速くなっている時代で企業が生き残る
には、「変化する力」が重要です。
そこで、企業内外の様々な経営資源の組み合わせとともに、その組み合わせを変え
続ける「変化対応力」を養う考え方を学びます。
企業経営者のみならず、社会人必見の講座です！

金融機関・金融機関系シンクタンク勤務、日本経済研究センター出向等を経て、
2016年長岡大学准教授に就任。2020年４月より現職。専門は、経営戦略論、中
小企業論、事業承継。中小企業診断士の資格も有する。長岡技術科学大・長岡
造形大大学院等の非常勤講師も務める。ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会NAZE・
長岡商工会議所等、講演実績多数。直感的・視覚的に分かりやすい講義・講演
により、学生・参加者より高い評価を得ている。

教授　栗井 英大

講師プロフィール

●時　間　19：00～20：30
●会　場　まちなかキャンパス長岡 3F 301会議室
●受講料　無料
●定　員　30名（会場での受講）　※オンラインでも視聴ができます。

開催日（予定） テーマ

7月21日㈬ •ポストコロナの企業経営
•令和3年度 講座紹介

教授　栗井 英大

令和３年度長岡大学公開講座
スタートセミナー

受講料 無料!
オンラインでも
視聴可能!
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各1回

「Excelでデータ入力等の業務をするが、もう少し使いこなせるようになりたい」という
程度の技能レベルの方を対象として、業務を効率化するExcel機能や関数の使い方を
演習形式で学びます。
初級：ショートカットやExcelの簡単な機能の使い方
中級：初歩～中級までの関数を中心とした機能について
※初級と中級は独立した内容です。片方だけでも受講できます。
※�本講座はExcel利用方法の基本的内容が主体であり、ワークシートの設計、マクロ、
VBAなどの高度な利用方法は対象としていません。

2010年までシステムエンジニア勤務。2014年に博士（工学）を取得し、2017年ま
で千葉工業大学附属研究所の共同研究員を勤める。その後、専門学校の情報系
演習・教育担当教員を経て、2020年に長岡大学にて専任講師に着任。コンピュー
タ上で人工経済システムを構築し、特定の経済現象の発生条件解析やシナリオ分
析をするシミュレーション研究が専門。現在の研究テーマはベーシックインカムの
実現可能性分析、及びMMT（現代貨幣理論）に基づく政策の実現可能性分析。

専任講師　高島 幸成

講師プロフィール

●時　間　16：00～17：30
●会　場　まちなかキャンパス長岡 5F 交流ルーム
●受講料　各1,000円 ●定　員　各15名
●その他　 PC（Excel 2016以降のバージョンをインストールしている）をご持参

ください。

開催日（予定） テーマ

8月18日㈬ 仕事を高速化するエクセル技術（初級）

開催日（予定） テーマ

9月  1日㈬ 仕事を高速化するエクセル技術（中級）

専任講師　高島 幸成

仕事を高速化するExcel利用法
若手の研修代わりにも!!
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全1回

コロナウィルス感染症拡大防止に伴い、リモートワークやリモート会議が急速に増加しました。
Zoom、Skype、Microsoft�Teamsなどたくさんの種類がありますが、現在最も用いら
れているZoomの使い方の基本を学びます。
まずはミーティングに参加することから初めて、必要に応じてミーディングを主催した
際に、必要な各種設定の基本を学びたいと思います。
Zoomは会議や出張等の代替だけではなく、オンライン飲み会などにも利用可能です
のでご気軽にご参加ください。
（Zoom等は、今後より利用の幅が拡大していくと想定されます。ネットは難しいと敬遠
されている皆さんのご参加をお待ちしております。）

長岡高専�電子制御工学科卒業、新潟大学�理学部�数学科卒業、新潟大学�大学院�
情報理工学専攻�修了（博士（理学）取得）と長年に渡り理系分野を研究。
前任校では着任当初から15年間学内のネットワーク管理者を担当し、教育分野と
情報分野の融合であるEdTechにも取り組む。
現在は、EdTech等によって収集されたデータに基づいた教育改善方法や、大学
組織の意思決定にもつながるIR（Institutional�Research：機関研究）が主な研究
分野。

准教授　坂井 一貴

講師プロフィール

●時　間　13：00～16：00　
●会　場　まちなかキャンパス長岡 5F 交流ルーム
●受講料　1,000円 ●定　員　15名

開催日（予定） テーマ

8月21日㈯ •Zoomの導入と、参加者としての利用方法
•Zoomでミーティングを主催（ホスト）する

准教授　坂井 一貴

初心者向け！
リモート会議サービスZoomを使ってみよう！
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全10 回

お金が関わる所に簿記あり！日本近代資本主義の父とも呼ばれ、今年のNHK大河
ドラマ「青天を衝け」の主人公でもある渋沢栄一は、外山脩造らと共に近代複式簿記
を日本に取り入れた重要人物です。みなさんも渋沢が重要性を説いた複式簿記を学び、
今後のビジネスに活かしてみませんか。
なお、本講座の内容は日商簿記初級～３級の範囲にも対応していますが、問題演習等
の時間は含んでいません。

●時　間　18：30～20：30
●会　場　まちなかキャンパス長岡 5F 交流ルーム
●受講料　10,000円 ●定　員　15名

准教授　中村 大輔

会社の取引はどのように
記録・報告されるのか（複式簿記入門）

2008年長岡大学専任講師として着任。2012年より准教授。長岡大学では簿記・
会計を中心に教育研究を行っている。また、毎年の公開講座や社会人向けの講座
にて簿記や会計、財務などについて講義を行っている。
近年は、地域企業の管理会計、地域のイベント、子育て中の母親のキャリアアッ
プに関することなど、簿記会計だけにとどまらず地域課題に広く関心を持ち、研究
に取り組んでいる。

准教授　中村 大輔

開催日（予定） テーマ 開催日（予定） テーマ

❶   8月26日㈭ 簿記と決算書の基礎 ❻ 10月  7日㈭ 帳簿・試算表・伝票

❷   9月  2日㈭ 日常取引の仕訳① ❼ 10月14日㈭ 決算整理①

❸   9月  9日㈭ 日常取引の仕訳② ❽ 10月21日㈭ 決算整理②

❹   9月16日㈭ 日常取引の仕訳③ ❾ 11月  4日㈭ 精算表と
財務諸表の作成

❺   9月28日㈫ 日常取引の仕訳④ 10 11月11日㈭ まとめ

講師プロフィール
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全 4 回

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従来以上にメンタルヘルスの重要性を痛感
する機会が増えました。ストレスチェック制度の導入、ワークライフバランスの浸透、
働きかた改革と、健康的にはたらくためにはどうすれば？本講座は、大阪商工会議所
「メンタルヘルス・マネジメント検定」Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種の基本事項を踏まえ、自身のメン
タルヘルスを振り返り、しんどくならない働きかたを一緒に考えるためのものです。

●時　間　19：00～20：30
●会　場　まちなかキャンパス長岡 5F 交流ルーム
●受講料　4,000円 ●定　員　15名

教授　山川 智子

健康経営とメンタルヘルス・マネジメント
～しんどくならない働きかたを目指して～

新潟大学歯学部卒業。歯科医師。歯学博士。新潟大学大学院・脳研究所・大学
附属病院にて、医療情報システムと画像診断等の研究に取り組む。2008年の着
任以来、長岡大学では心理学・医療に関連した科目を担当。学習心理学や産業心
理学、行動経済学をもとに、近年はおとなの学びなおしやメンタルヘルス講座を
開講。メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅰ種合格。ポリテクセンターや、まちな
かキャンパス長岡などでの講座多数。

教授　山川 智子

開催日（予定） テーマ

❶   9月24日㈮ 起：セルフケアとメンタルヘルスの意義を考える
　　「自分の心は他の誰も守ってくれません」

❷ 10月  8日㈮ 承：組織の中での働きかたと健康経営を目指す
　　「職場というのはそもそも面倒くさいもの」

❸ 10月15日㈮ 転：事例から読み取るメンタルヘルスの危機管理
　　「自分の心の黄信号と赤信号をチェック！」

❹ 10月22日㈮ 結：自分の働きかた改革のための人生プラン検討
　　「しんどくなりすぎないためのワークスタイル」

講師プロフィール
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全2回

どのエリアにどの程度の枚数を配布するかという基本的計画を、「勘」やこれまでの踏
襲ではなく、国勢調査や住民基本台帳など240以上のデータをもとに立案することが
可能です。店舗を中心に最適な商圏に絞っての配布や、見込み顧客がいるエリアを洗
い出しての実施など、丁寧に計画を立てることが折込広告の効果を最大化するうえで
は非常に大切です。
加えて、極めて重要となってくるのが「デザイン」です。一番目に留めて欲しい商品を紙
面の上下左右どこに配置するのが良いのか。色・イラスト(人)・文字の大きさなどデザ
インの構成要素を「何となく」ではなく、人間の深層心理を突き制作することがポイン
トです。

1996年�京都府立大学卒業。2014年名古屋商科大学大学院修了。MBA取得。広
告代理店にて二十余年間、大手電機メーカーや化粧品メーカーなどにおけるマー
ケティングの戦略立案と戦術実践に従事。2020年4月より長岡大学経済経営学部
准教授。日本マーケティング学会、生活経済学会、経営行動科学学会。専門はマー
ケティング・消費者行動・ジェンダーダイバーシティ。社会の多様性についてマー
ケティング視点から研究。

准教授　武本 隆行

講師プロフィール

●時　間　16：00～17：30
●会　場　まちなかキャンパス長岡 5F 交流ルーム
●受講料　2,000円 ●定　員　15名

准教授　武本 隆行

折込広告の実践術～科学的な戦略設計

開催日（予定） テーマ

❶ 10月  6日㈬ データの活用について～科学的なプランニング

❷ 10月20日㈬ デザイン制作と運用方法について
～心理学とデジタルの活用
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長岡大学
公開講座

令和３年度

学校法人中越学園

幅広い職業人としての人づくりと実学実践教育の推進
地域社会に貢献し得る人材の育成

長岡大学の建学の精神

全5回

ビジネスの現場で発生する様々な問題を解決手段として、ロジカル・シンキングを活用
して、問題を整理し解決方法をロジックツリーで組み立てる方法があります。本講座
ではこの方法を利用して、ワークショップ形式で解決の導き方を学びます。

受講のご希望に応じて実施する
講座です。
日程や時間、会場等、ご要望に
応じて調整いたします。
個人でのお申し込みはもちろん、
団体でのお申込みも可能です。
ご興味がございましたら、まず
はご相談ください。

大学卒業後、関東大手鉄道会社入社し、情報システム部門にて鉄道システムの
開発に従事。その後、百貨店創業スタッフとして、百貨店事業のロジスティクス
部門・情報システム部門を担当。環境マネジメントシステム（ISO14001）監査責
任者として環境経営活動に取り組む。博士（工学）を取得し、2019年4月より長
岡大学にて経営学を担当。専門は、ロジスティクス、サプライチェーンマネジメ
ント、流通（小売業）、経営戦略論、環境経営。

准教授　生島 義英

講師プロフィール

オンデマンド型

●時　間　1回 90分（目安）　●受講料　5,000円　●定　員　4名～

准教授　生島 義英

ロジカル・シンキングを用いた問題解決

オンデマンド講座とは?テーマ

❶ ロジカル・シンキングとは／イシューを分解する

❷ 問題を見極める、初期仮説を立てる

❸ 情報集める

❹ 仮説進化させる・結論を導き・ロジックを複数回まわす

❺ ロジックツリーで報告書を作成する

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止する場合がございます。詳細はホームページをご覧ください。

各講座初回日の１週間前までにホームページ、E-mail、TELにてお申込みください。
E-mailによるお申込みの場合は以下の必要事項を記入いただき、送信ください。

お申込み・お問合せ ※お申込みは原則として先着順となりますのでお早目にお申込みください。

① 氏名 ② 住所 ③ 電話番号 ④ メールアドレス
※スタートセミナーにお申込みの方のみ�⑤ 受講方法（会場受講 もしくは オンライン受講） 　必要事項

・受講の案内を送付する都合上、お申込みは、お一人様ごとにお願いします。
・�受講 料は、初回講座時に現金にてお支払いいただきます。一旦お支払いいただいた

受講 料は、原則として返還いたしかねます。

注意事項

申 込 先 長岡大学 地域連携研究センター　TEL 0258-39-1600㈹
E-mail：chiken@nagaokauniv.ac.jp　URL：https://www.nagaokauniv.ac.jp/
〒940-0828  新潟県長岡市御山町80-8　 担当：小田原


