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五十嵐キャンパスＭＡＰ

特集

私たちと一緒に新大広報を
作っていきませんか！？

新大広報に興味のある学生の方は、
学務部学生支援課まで
お問い合わせください。

チャレポ!!（Challenge&Report） 

新大発掘
学生Interview!!
ひとりdeli
旭町キャンパスマップ

総合教育研究棟
［建物の開錠時間］ 
月～金曜日（祝日を除く）8：00～18：00
［窓口時間］
■学生窓口／月～金曜日8：30～17：15
■キャリアセンター／月～金曜日9：30～17：15
■留学交流推進課／月～金曜日8：30～17：15
中央図書館　
■月～金曜日／8：30～22：00　
■土・日・祝・休日／10：00～22：00　
　（休業期間等、図書館が指定した日は、10：00～17：00）
　＊詳しくは図書館HPを参照。
情報基盤センター　
■月～金曜日／8：30～19：00

［窓口時間］

＊詳しくは生協ＨＰを参照。

　 大学生活を設計しよう！
　　「YOUは何しに新大へ？」

2016年
入学記念号

No.199

スタッフ募集！！

生協・食堂 ［月～金営業、土・日・祝・休日休み］
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（あさてい 7：45～10：00）
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（土曜日のみ11：30～14：00）
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10：00～15：00

「新潟大学カード」入会受付中
新大生の誇り「新潟大学カード」（シルバーカード）
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Y O U は何しに新 大へ？大学生活を
設計しよう！
新入生の方も、在学生の方も、これから新しい１年がスタートしますね！
今回の特集は、大学４年間の流れと学年別のポイントや先輩からのアドバイ
ス、トラブルシューティングなどなど、新生活に役立つ情報が盛りだくさん！
まずは、新大生、特に1年生はほぼ毎日使うことになる、総合教育研究棟
(通称：教養棟)のマップから見ていきましょう！

学生玄関から入ると左手にあります。講
義の後はここで休憩などいかがでしょう
か？自動販売機が3台あり、飲み物には
困りませんよ♪また、ここには新潟大学
学生ボランティア本部「ボラんち。」のカ
ウンターがあります。ボランティア活動
の紹介や受付を行っています。

D棟2階●学生談話室

大 学 生 活 で 悩 み や
困ったことがあった
ら、ここへ相談に行き
ましょう。
TEL：025-262-5477

A棟1階●学生談話室

A棟1階●学生支援相談ルーム

大学生活を送るうえで必要な各種手続きから忘れ物・落とし物まで対応しています。入り口には「学生なん
でも相談窓口」があり、どこに相談に行くのかわからないときやその他悩みごとはここで相談しましょう。
レポート提出BOXもここにあります。用件ごとに窓口が分かれているので、要注意！ 

A棟1階●学生窓口

教育用PC、プリンタが利
用できます。昼休みや講
義前は混雑するので要
注意！
●利用時間
8時00分～
17時15分

B棟2階●IT自習室

第1食堂の脇道を
進むと見える駐輪
場の近くにありま
す。少し見つけにく
いですが、F棟の講
義室に行く時はか
なり便利ですよ！

西門から教育学部棟に
行く道の途中にありま
す。写真手前の池が目
印！G410講義室やG415
講 義 室 に 行くときは 、
入って右手にある階段か
ら行きましょう。

F棟2、3階の廊下にある学生用
ロッカー。新入生を対象に、1年
間貸し出しています。借りたい
場合は期限までに忘れずに学
生窓口へ申し込みを！

F棟3階●学生用ロッカー

B452・B454講義室はダブルホーム
の 活 動 が 行わ れています。ダブル
ホームとは学部・学年を越えた学生
が教職員と地域活動を行うもので新
潟大学独自の取り組みです。また、初
修外国語の授業でも4Fの教室を使う
場合があるので覚えておきましょう！

入口は8時から18時まで開
いています。土日は資格試
験等で建物が使われてい
ない限り、中には入れない
ので注意が必要です。

B棟4階●ダブルホームミーティングルーム

使用頻度が高いにも関わ
らず、辿り着くのに苦労す
るのがプレゼンルームと
スタジオです。プレゼン
ルームは講演会で、スタ
ジオは演習等の授業で使
われています！

B棟5階●プレゼンルーム・スタジオ

E260講義室はとても広い講義室
で、人数の多い講義や説明会、講
演会などによく使われます。入り
口付近には休憩スペースがある
ので勉強したり昼食を食べたり
するのに利用してみては？

E棟3階●260前休憩スペース

ここ、実は2階。
この階段を上が
ると3階なので、
気をつけて！

D棟●大階段

就職活動の支援だけ
でなく、インターンシッ
プなど将来を考えるた
めの様々なサポートを
行っています。
詳しくは、P5へGO！

D棟2階
●キャリアセンター

海外留学の相談なら、
まずは留学交流推進課へ！
詳しくは、P4へGO！

D棟3階●留学交流推進課

学生なんでも相談窓口

学生
玄関

G棟
入口

正面
玄関

月曜日～金曜日（祝日、休日及び12月29日～1月3日を除く）
8時30分～17時15分

１番窓口　●奨学金  ●授業料免除等  ●学研災  ●健康診断
２番窓口　●部活、サークル関係  ●学生寮  ●忘れ物  ●落とし物
３番窓口　●Gコード科目履修・試験・成績  ●副専攻  ●ロッカー貸出
レポート提出BOX ▼３番、４番窓口向かい
各 種 証 明 書 ▼２番、３番窓口にて自動発行機

窓口営業時間

F棟2階●学生用ロッカー

F棟
入口

総合教育
研究棟
総合教育
研究棟

障がいがあることで学習面や大学生活で
困難を感じたときはここに相談（診断の
有無に関わらず）。TEL：025-262-6300
E-mail：support-r@ge.niigata-u.ac.jp

A棟2階●特別修学サポートルーム

※掲載情報は平成28年4月現在のもの

レポート
BOX

これで総合教育研究棟はバッチリ！
次は大学4年間の流れを
見ていきましょう！

特集

0201



平成28年度新潟大学
「海外留学プログラム」
パンフレットダウンロードはこちら
http://www.niigata-u.ac.jp/intl/kaigai/tankibrochure.html

４月から５月は履修ガイダンスや副専攻ガイダンスなど
重要なものばかりです。自分に関係のあるものは必ず参
加しましょう。掲示板にも大事な連絡が貼り出されている
ので頻繁に確認するようにしましょう。

1年生 2年生
春は生協オリエンテーションやガイダン
スなどで多くの人と出会います。まずは隣
の席になった人に話しかけてみましょう。
そこで出会った人が大学生活でかけがい

の な い 友 達 に
なることもあり
ますよ！緊張し
て い る の は み
んな同じです。
勇気を出してみ
てください！

試験勉強はもちろん、普段の努力も怠ら
ずしっかり勉強しましょう。レポートの場
合は、提出先と提出期限をちゃんと確認
しましょう。試験が終われば、ようやく待ち
に待った夏休みです。

毎年10月下旬ごろに五十嵐キャンパスで開催し
ています。多くの団体が飲食物を販売したり、作
品を展示したり、ライブを行ったりして大変盛り
上がります。また、プロのアーティストや芸人さ
んが来てライブを行うことも…。そして何といっ
ても見逃せないのはプリンセスコンテスト。新大
No.1のプリンセスが決まります！ 友達、家族を
誘って訪れてみては？ また、旭町キャンパスで
は医歯学祭が開催されます。こちらも要チェッ
ク！！（P14参照）

黎明祭は毎年４月に開催されるイベント
で、部活やサークルを詳しく知ることがで
きます。音楽サークルやダンスサークル
の発表を見たり、各団体の紹介ブースで
は先輩と話しながら活動内容を知ったり
することができ
ます。とても盛
り上 が る の で
ぜひ新しくでき
た お 友 達と一
緒 に 行って み
ましょう！

― 大 学 生 活 始 ま る よ！― ―積極性が試される学年―

■春は出会いの季節！

この時期は新入生向けに各団体がお花
見やご飯会などのイベントを開いていま
す。図書館ゲート付近に各団体のイベン
ト日程が貼り出されているので、気になる
団体があったら参加してみてください。
せっかくの大学生活なので何か新しいこ
とを始めてみるのも良いでしょう！

■部活・サークルを見学しよう

■前期期末試験

旅行なり部活なり、思い切って夏休みを楽
しみましょう。9月の上旬から成績確認期
間、中旬から聴講申請期間が始まります。
夏休みの最中ですが、授業登録のラッシュ
を避けるためにも、進級や卒業のために
も、早めに成績の確認や授業登録に取り
掛かりましょう。

■夏休み

試験が終われば春休みです。新大に入学してから1年
間どうでしたか？あっという間だったのではないでしょ
うか。ここでひと息ついたら、来年度への準備を始めま
しょう！各種ガイダンスもあるので忘れずに！！

■春休み

新大祭 10月22日（土）～23日（日）

黎明祭 4月9日（土）

2年生になってもガイダンスは必ず行きま
しょう！学部によってはゼミやコース分け
の話があります。

長い夏休みを利用して旅行に行ったり、
資格の勉強を頑張ったりしてみましょう！
4年間で1番自由な夏休みかも。

いよいよ大学生活も折り返し地点。
この2年間を振り返って
自分に何が足りないか見直してみましょう。

【取材・記事】古井、丸山、鄭

新潟大学のプログラムは大きく3つに分かれます。

夏休みの
ショートプログラム

春休みの
ショートプログラム

5月の連休明け前後

10月～12月中事前説明会

募集締切

4月中旬～下旬

11月～12月中

夏休み・春休み中に行われるショートプログラム

専門分野プログラム

1学期間又は2学期間の交換留学プログラム

●
●
●

情報をチェックする習慣をつけよう

1

2

3

●❶は

▲

総合教育研究棟  学生玄関　 　 ▲

総合教育研究棟  正面玄関
●❷は

▲

総合教育研究棟  IT自習室

●❶教室の場所や手続窓口がわからない（>_<）
●❷Webでの授業登録の方法がわからない（>_<）

そんな新入生のために、先輩たちが
サポーターとしてお助けします！

新入生サポート

新潟大学は海外留学制度も充実しています！
留学交流推進課の情報は必見！

留学を希望する人はまず、事前説明会や留学ガイダンスの案内が学務
情報システムで通知されるのでぜひ参加してください。留学情報は
ホームページにも掲載しています。また留学交流推進課では留学カウ
ンセラー資格を有する職員が留学相談を受け付けています。窓口（平日
8：30～17：15）かメールで予約してください。

■公務員学内講座入門講座（12月～）
将来公務員を目指している人で3年生になってか
ら公務員講座を受講しようと考えている人は2年生
のうちに入門講座を受講してみては？ 学習面のサ
ポートはもちろん、グループワーク、先輩講座受講
生との交流ができるのも学内講座だからこその特
徴です。受講料は57,000円（平成27年度）と少し高
い気はしますが勉強は早く始めることに越したこ
とはありません。

4月 7月 9月 3月 4月 8月 3月

Check！

留学してみよう！

留学交流推進課は
総合教育研究棟
D棟3階にあります。

留学交流推進課メールアドレス
studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp 

国際交流・留学情報HP
http://www.niigata-u.ac.jp/intl/

●慣れない1人暮らしで、朝が苦手…。そん
な人には第1食堂の「あさてい」がおススメ
です！栄養バランスのとれた、おいしい朝食
が食べられます。朝食をきちんととって忙し
い1日を乗り切りましょう！

●学内はとても広いです。慣れない講義室
の移動で迷ってしまうこともあるかもしれま
せん。場所を確認して、早めの行動を心がけ
ましょう。

●大学には高校と違って講義室に時計があ
りません。腕時計をつけることをおすすめし
ます。

●新潟大学には副専
攻プログラムという制
度があります。豊富な
分野から選ぶことがで
きます。初修外国語を
さらに深めたい人や自分の専門以外の分野
を学んでみたい人におすすめです。

●毎年新学期の始まりに、新潟大学のボラ
ンティア団体「ボラんち。」が新入生向けのフ
リーマーケットを開催しています。まだ持っ
ていない家電や家具があれば、そこで買い
揃えましょう。

先輩からの

ひとこと
アドバイス

　

大学に入学しフランス語を習い始め、せっかく勉強しているのなら
ちゃんと話せるようになりたい、そして将来はフランス語を使った
仕事につけるようになりたいと考え留学を決意しました。こちらの
大学では授業も全てフランス語で受けるため日本にいたときより
もフランス語を話す機会が格段に増えました。語学の勉強以外に
も周囲の人たちから学ぶことが多く、刺激的な毎日で留学前よりも
充実した日々を送れていると感じます。

人文学部2年 Mさん

留学中の
先輩からの

メッセージ

就活の準備をしよう！

海外留学を通して視野を広げ、
外国語スキルを向上させるに
は、大学在学中の今こそがチャ
ンスです！ 新潟大学は、グローバ
ルに活躍することをめざし、積極
的にチャレンジする皆さんを応
援します。

留学を考えている人へ

0403



企業就職のエントリー開始
（注）日本経済団体連合会の指針に賛同している企業のみに

適用されます。

仕事理解（業界・職種・企業・官公庁など）

自己理解・筆記試験対策など。将来を見据えて大学生活を振り返ってみよう!

9月末／全学就職総合ガイダンス

一言アドバイス
新幹線代や就活先での滞
在費など、就職活動は意外と
お金がかかります。多い人は
10万円くらいかかるので、
就活が始まる前にしっか
り貯金しておこう。

国が定めているインターンシップの定義は、「学生が、
在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業
体験を行うこと」とされています。つまり、インターン
シップに参加することによって、自分のどの部分を伸ば
す必要があるのか、また、どんな業界に向いているのか
など、学生と社会人の意識の違いを発見するきっかけ
になるそうです。みんなが参加するから自分も行くとい
う態度ではなく、目的意識を持つことでインターンシッ
プに参加する意義が生まれます。
さあ次は、インターンシップの種類について見てみま
しょう！ 右の表のように、大学が主体となって行われる
ものと、企業・団体等の受入先が主体のものがあります。

大学生活はあっという間です。新入生の皆さんは4年間の流れをつかんで、
今何をすべきかを考えて毎日を過ごしてみてください！

先輩たちが頭を抱えている卒業論文（卒論）、卒業研究（卒
研）って何？いつから始めたらいいの？具体的には何をす
るの？これらは、ほとんどの人にとって、大学生活の学びを
締めくくるものです。最初に、学部ごとに卒論、卒研の要項
が届きます。注意してほしいのは、同じ学部でも所属するゼ
ミや研究室によってテーマが異なるということです。つま
り、ゼミ及び研究室を選ぶことが卒論、卒研の一歩目なので
す。テーマを決めたら、文献やヒアリング、アンケートに実験
とそれぞれのテーマに沿った情報収集を行い、それらをま
とめていきます。卒論、卒研は提出後に発表会がありますの
で、終わっても気を抜かないようにしてください。提出方法
や締め切りも学部ごとに異なります。この点にも注意してく
ださいね。

卒業論文、卒業研究準備スタート
4月上旬～／公務員試験の出願開始
5月末～／公務員試験の筆記試験・
面接試験開始

企業就職の採用選考開始
（注）日本経済団体連合会の指針に賛同
している企業のみに適用されます。
大学院入試（1次）スタート

内定 卒業式
卒論・卒研発表会、卒論提出

（学部ごとに異なります）
大学院入試（2次）スタート

インターンシップとは

企業が実施するものの多くは、ほとんどの学生が想像す
ると思いますが、就職用のインターンシップです。学生
に、もっと企業のことを知ってほしくて1日体験という形
で開催されることも多く、首都圏ではインターンシップ
の参加によって若干内定が有利になることもあるとか!?

キャリアセンターが実施しているプログラムで、約8か月
にわたり、企業での実習（一部は有償）と大学での学習を
並行して行います。前半の企業実習は3週間程度で、社員
の方と事業課題に即したミッションに取り組み、後半の企
業実習は約3か月間で、週2回程度、実際に企業の一員と
なって業務に携わります。参加者は長期間、職業体験を行
うことで、社会に出た時に必要な力が何かを直接肌で感
じられ、大学での学ぶ意義を実感できるそうですよ。

長期・有償型インターンシップとは

こちらは、キャリアセンター等が主催するものと、単位が
取得できる学部主催のものがあります。大学が実施す
るインターンシップの特徴は、5日間や2週間、長期・有
償型など比較的長い実習期間を設けていることです。

経済学部4年
笠井さん

大学生と名乗れる最後の日です。女子
は着物や袴、男子はスーツを着て出

席することがほとんどです。一度だけの卒業式、
とっておきの服でキメていきましょう。

【取材・記事】石戸・山口※掲載情報は平成28年1月現在のもの

※１学部・研究科によっては、学生による「自由応募」のインターンシップであっても、所定の条件を満たすことで単位が認
定されるところもあります。詳しくは、所属学部・研究科の学務係へお問い合わせ下さい。

※２それぞれの都道府県で、その地域の企業・団体に特化したインターンシップ情報を紹介している機関などもあります。
（「○○県インターンシップ推進協議会」「ジョブカフェ○○」「○○県経営者協会」など）

■卒業論文（卒論）　卒業研究（卒研）

3年生 4年生―インターンシップに参加してみよう！― ― 卒 業 へ 向 け て ―

9月 3月 4月 8月 3月10月 1月末～2月

■企業によって行われるインターンシップ

■大学が実施するインターンシップ

大学

企業･団体

実施主体 単位 申込方法 備考 インターンシップ
実習届

学部・研究科の
授業科目

各学部で
対象学年等の条件あり各学部で履修登録

適用されます 不要

実習前に
キャリアセンターへ

提出する

そのままでは
適用されません

キャリアセンター等
実施部局に申込み

受入先の企業・団体等に
直接申込み

就職支援会社等を
通じて申込み※2

新潟県中小企業団体
中央会を通じて申込み

大学を通じて申込み

「自由応募」の
インターンシップ

一部、官公庁

例）企業課題探求型 長期・
有償型インターンシップ

広報しえん・リクルート・
マイナビ・各業界団体  等
新潟県内の中小企業対象
希望企業のマッチングまで

行ってくれる

正課外
（キャリアセンター等）

保険
（学研災・学研賠）

適用可否

※1

〇
×

×
よって

卒業式

参考：新潟大学  教育・学生支援機構キャリアセンター「教育的効果の高い長期・有償型インターンシップ　大学での実践報告」2015年

●学生はすぐに必要としないことを一気に
詰め込むためなかなか定着しづらいの
ですが、社会人はその都度必要に応じて
勉強するため効果的な勉強ができると
感じました。（工学部3年《参加時》）

●日常業務は緊張感を持つことと効果的な
やり方を探すことが重要です。（理学部3
年《参加時》）

私が就職活動をして感じたのは、準備不足ですね。就活が始まってみると、あの企業もこ
の企業もと目移りしてしまい、企業説明会の日にちがごちゃごちゃになって、抜けたところ
もあったりしました。しかも、そういった企業に限って説明会がすごく重要だったりするん
ですよね。だから、前もって自分のやりたいことを明確にして、軸を
しっかりと定めておいた方が自己分析や就活がはかどると思います。

キャリアセンターでは、履歴書やエントリーシートの書き方の相談にのってもらえた
り、面接の練習もできるんですけど、面接試験の直前に申し込んだら予約がいっぱい
で、見てもらえたのは申し込んでから一週間後となりました。就活では、早め早めの
行動が必要だと感じました。また、就活中は嫌でも周りの情報が入ってくるので、
一から十まで全部自分で抱え込むと気分が沈んでしまいます。就活の合間に
立ち寄ったお店でおいしいものを食べたり、友だちと話したり、自分なりの息
抜きの方法を持っておくといいですよ。

先輩の
就活
「実」体験

長期・有償型に参加した
先輩コメント

新潟大学キャリアセンターのホームページをアクセス！ 知りたい情報が載っていますよ！
http://www.career-center.niigata-u.ac.jp/internship/

インターンシップの様子

●インターンシップってどうやって探せばいいんだろう？●インターンシップがやっぱりわからない…。とお悩みの方は、 
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1年生は、主にGコードと呼ばれる教養科目の履修
がメインになります。しかし、定員オーバーになった
際は抽選によって聴講できるかが決まります。抽選
に落ちてしまった場合は、Gコード科目の空き状況
を学務情報システムで確認して他の講義を受ける
こともできます。

履修登録をはじめ、休講通知の受け取りや課題提
出をすることがあります。パスワードを忘れたときは、初期化が必要になります。学
生証を持って、情報基盤センターに行きましょう。（表紙：キャンパスマップ参照）

4年間の大学生活にも、何かと困ったタイミングが訪れるかもしれま

せん。こんな時、どうしよう…?!と、悩んだ時には、ぜひ参考にしてみ

て下さい。また、「キャンパスライフスタートガイド」では、安心した大

学生活を送るための基本的

な生活マナーから、様々なトラ

ブルや危険に直面した場合の

対処まで網羅されています。

困ったことが起こる前に、まず読

んでおきましょう。

※掲載情報は平成28年1月現在のもの

今回のフィールドホッケーでは、な

んと初心者の私までミニゲームに混ぜてもらえました！

スティックがいうことをきかない、ドリブルで足がもつれ

るというダメダメっぷりでしたが、部員の皆さんはあきら

めることなく付きっきりで教えてくれました。 部員全員、

とても仲が良く、フィールドホッケーを心から楽しんでいて

素敵でした！

スタッフ感想

このコーナーは新大広報学生編集スタッフが新大の部活・サークル活動を
体験し作成した、チャレンジ魂あふれるレポートである！！
今回はフィールドホッケー部へと突撃！！運動不足の学生編集スタッフよ、
存分にしごかれよ！！

R e p o r t ▲ 　

▲

I n t e r v i e w
フィールドホッケー部
基礎練習（パス、ドリブル）に参加させていただきました。

●2年
津守 哲矢さん

●2年
渡辺 万祐子さん

スタッフ評価

１…まったく  ２…少し  ３…ふつう  ４…かなり  ５…はげしく

仲良し

青春

アクティブ

知的

ボールの速度

21 3 4

4

5

21 3

21 3

21 3

Q.活動日時と部員数を教えてください。
津守●部員数が男子は10人で月火木はグラウン
ドで16：30~19：30に行っています。土曜日は城
山運動公園で9：00~13：00まで活動しています。
渡辺●女子部員は6人で男子と共通でマネー
ジャーが4人います。活動日時は男子と同じです。

Q.フィールドホッケー部に入ったきっかけはなん
　ですか？
津守●花見につられて…（笑）元々サッカーを
やっていたのですが、体験してみたらサッカーに
似ていたんです。大学で何か新しく始めたい気持
ちも合わさって入部しました。
渡辺●中学生のときにフィールドホッケー部に
所属していたのですが、大学に入り久しぶりに
やってみたくなったことと、部員同士の仲が良さ
そうだったことが理由ですね。

Q.活動していて嬉しいことや楽しいことは？
津守●初めての競技だったので、スティックさば
きなどの上達が実感できたときは嬉しかったで
すね。
渡辺●人数が少ないからこそ、部員同士のつな
がりが密接で、居場所ができました。動くことでス
トレス発散にもなります（笑）。

Q.フィールドホッケー部の良い所は？
津守●部員同士のつながりが強いことです。左右
だけじゃなくて、上下のつながりも強いです。
渡辺●一言でいうとユルイことです。ホッケーを
楽しもう！というスタンスで活動しています。

Q.フィールドホッケーの魅力はなんですか？
津守●スピード感だと思います。試合展開がとて
も早くて、すぐ攻守が切り替わるんですよ。
渡辺●テクニックが難しいところです。だからこ
そ練習が必要で、その分上達するのが魅力です。

Q.逆に大変なことはなんですか？
津守●魅力でもあるスピードに慣れるまでが大
変です。それにスティックとボールが硬いので、
当たったときに怪我することが多いですね。
渡辺●部員が少ないことですね。ホッケーの試合
は11人で行うのですが、女子は6人しかいないの
で、中々試合に出られないんです。

Q.これからの目標は？
津守●インカレ出場と関東リーグの上位校と互
角に戦えるようにすることです。
渡辺●部員を集めて11人制の公式試合に出場
することです。

抽選に落ちた！

5以上

プッシュ
上体を半身にし、スティック
でボールを押し出すように
パスします。近くの味方にパ
スを出すときや、弱めのパス
を出す時に使おう。

スイープ
上体を落とし、少し踏み込んだ
位置のボールを強打するパス。
遠くの味方にパスするときや、
強く早いパスを出したい
ときはこれ。

ヒット
足元にあるボールをゴル
フのスイングのように強
打する打ち方。シュートを
打つときや、スペースの
ない場所で強いパスを出
したいときは思いっきり
振ろう。

ドリブル
ドリブルもあります。
ホッケーの基本姿勢
は、腰を曲げた前傾
姿勢ではなく、膝を曲
げて重心を落とした
姿勢です。3

授業や生活のトラブルで
困ったら、所属学部の学務
係か、学務部学生支援課「な
んでも相談窓口」で相談し
ましょう。

大学生活で、
悩みが出てきた…8

総合教育研究棟では1年生を対象に、ロッカーの貸
し出しを行っています。学務部教務課で手続きをす
ることで、一年間、総合教育研究棟内のロッカーを
借りることができます。４桁のダイヤル式ロッカーに
なっているので、番号忘れには注意です！

教科書がたくさんあって
荷物が重い…！2

そんな時は、保健管理センターに行きましょう。平
日のみ14：00から16：00まで予約不要で診療で
きます。保健管理センターは、正門から大学構内へ
入った右手側にあります。詳しい場所は表紙のキャ
ンパスマップを確認しましょう。

なんだか気分がすぐれない…
7

そんな時は、遅延証明書を駅からもらいましょう。授
業前にその旨のメールを送れば大丈夫という先生
もいらっしゃいます。電車の場合は駅の窓口で、バス
の場合は乗務員さんに申し出て発行してもらいま
しょう。

電車が遅れて、
授業に遅れそう！1

生協の1階や第1食堂、大学構内のローソンには
ATMが設置されています。西門近くにはゆうちょ銀
行も。財布を忘れた場合も、大学生協、学食、ローソ
ンではSuicaでの支払いもできます。

あれ？お財布にお金がない…！6

そんな時は、授業が休講の場合があります。休講か
どうか確かめるためには学務情報システムのメール
を確認するのが一番の近道です。万が一に備えて、
転送設定をして自分の携帯電話に情報がくるように
しておきましょう。

教室に行ったら、人がいない…
4

お昼休みの学食は慌ただしく、人でごった返してい
ます！ゆっくりご飯が食べたい時は生協、教養棟や学
部棟でのお弁当販売を利用しましょう。時間をずら
して3限に学食へ行くのも一つの手です。

学食が混んでいる
5

スティックは片面しか使用できないため、
切り返すときはスティックを持ち変えなければ
なりません。大変ですね。

こんな時、どうす
れば？

学務情報システムとは

生活にはハプニングがつきもの。
いざとなった時も落ち着いて対処できるように、
トラブル対策を予習しておきましょう。

【フィールドホッケー部公式サイト】

http://niigatauivefieldhockey.
jimdo.com/

※掲載情報は平成28年1月現在のもの

0807 【取材・記事】五十嵐・石戸・山口【取材・記事】五十嵐・横山・渡邊



お宝募集！

放散虫とは、SiO₂（ガラス）でできた0.3ミリほどの骨格を持つ、単細胞
生物である。地球上には約5億年前に出現し、長い進化の歴史を経
て、現在もなお日本海などに生息している。頑丈なガラスの骨格を持
つため、化石記録が豊富であり、時代ごとの環境を解き明かすカギと
して、世界中で研究が進められている。サイエンスミュージアムでは、
顕微鏡で放散虫の化石を観察することができる。骨格に対して数倍
の長さの細い足を四方八方に延ばし、微生物を捕食する。浮沈は可
能だが、泳ぐための器官を持たず、世代交代のしくみにも謎が多い。
新潟大学は、世界で唯一放散虫の飼育実験を行っている、いわば放
散虫研究のメッカである。

この新大発掘では、皆さんの知っている実は貴重なモノや、実験には欠かせないモノを随時募集しています。「これ
ちょっとすごいんだよ！」「これがすごく大事なんだよ！」と思うものがあったら是非、以下のアドレスにご一報くださ
い。新大広報に載せて広めちゃいましょう！

ヘリウム液化システム放散虫の化石
ほ う  さ ん  ち ゅ う

主に兵庫県淡路島から発見される幻の化石。一般的な螺旋状の殻を
持つアンモナイトとは違い、殻がS字型をしている。
アンモナイトはイカやタコの仲間であり、多くの種が存在するが、一
般には殻と軟体部でできている。殻の内部には隔壁（かくへき）とい
う歪んだ仕切りが存在しており、その仕切りの中の気体を調整するこ
とで中性浮力を発生させ、水の中での自由な上下移動を可能にして
いる。
このアンモナイトには、殻の平行面を挟んで対称に並んだ、二列のイ
ボがついている。S字型のアンモナイトは、そのイボの付き方から、生
成中に殻がねじれることで、フック状の形が出来上がったということ
が判明している。白亜紀の終わりごろに進化したが、この形状がつく
られた理由は明らかになっていない。

縫合線
殻が溶け、縫合線（菊の葉の跡
のような線。隔壁と殻の接合跡
のこと）が露わになったアンモ
ナイトの化石。

液体ヘリウムとは
ヘリウム（希ガス）を－270℃まで温度を下げて液体化さ
せたもの。理学部、工学部、農学部で様々な研究に使われ
ている。根本研究室では、物質中の熱振動を、液体ヘリウ
ムで冷やすことで極限まで仰え、物質の示す量子効果を観
測することで、新たな性質を発見する研究を行っている。

ヘリウム液化システムは、より安価に液体ヘリウムを生成するためのもの
である。液体窒素よりも低い温度にすることができる液体ヘリウムは低温
実験の中で大変重宝される。しかし、1リットルあたり60円ほどで買うこ
とが可能な液体窒素と違い、液体ヘリウムは1リットルあたり2,600円と
高額である。実験では、1日に100リットルを使うこともあるそうだ。そこ
で、ヘリウムを再利用するシステムを導入した。実験で使用されたヘリウ
ムが回収管を通って液化室へ送り戻され、再び液化される仕組みだ。こ
のリサイクルシステムによって高額なヘリウムが1リットルあたり400円ま
でコスト削減に成功した。県内では新大にしかなく、ヘリウム液化システ
ムを目的に新大に訪れる研究者や学生がいる。

S字型アンモナイト

nu-press@adm.niigata-u.ac.jp

あまり知られていないけれど誇れるモノや、研究に必要なモノなど、新大で眠っているお宝を紹介するコーナー。
今回は理学部サイエンスミュージアムとヘリウム液化室で発掘してきました。

理学部サイエンスミュージアム
貝や植物、化石、新潟県産の鉱物などを展示しており、直接触れ
たり顕微鏡で観察できるコーナーもある。
■所在地：新潟大学理学部1階
■開館日：火・水・木曜日　午前11時～午後3時
■入館料：無料

松岡　篤  教授
サイエンスミュージアム館長
理学部 地質科学科　理学博士

子どもの頃から化石に興味を持ち、高校
生時代には自身でいくつものアンモナイ
トの化石を採取した。放散虫の研究で知
られている。

紹介してくれた人

▼

放散虫化石の骨格を題材にした銀細工

生きた放散虫 ▼

ヘリウムガス
回収用圧縮機

長尺
マニホールド

中圧ガス
ドライヤー

ガスバック 液化用
圧縮機

ヘリウム純ガス
カードル

回収端末 各種
実験装置

ヘリウム
ベッセル

液化ヘリウム
貯槽 液化機

内部精製器 中圧タンク

ヘリウム液化リサイクルの概要

新大発掘大学に眠るお宝を探れ！！

※通常見学することはできません　

こ こ で 発 掘 し ま し た

▲ サイエンスミュージアム こ こ で 発 掘 し ま し た

▲ ヘリウム液化室

根本研究室
（http://www.sc.niigata-u.ac.jp/

nemoto/index.html）

世界でも特徴的な超音波
実験により、物質の硬さを
精密に計測し、磁性、超伝
導、半導体などの先端的
研究を行っている。

紹介してくれた人

根本　祐一  准教授
大学院自然科学研究科
博士（理学）

▼

根本先生の
指さしている
青い機械が液
化機である。
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―漫画家を目指すようになったきっかけを
教えてください。
小学２年生の時、母が月刊誌『りぼん』を
買ってくれて、漫画っておもしろいなと
思ったのがきっかけです。それから、絵を
描く趣味ができました。漫画家になりたい
とずっと思ってはいたのですが、当時はま
だ漫画を描いたことはありませんでした。
本格的に漫画を描くようになったのは大学
1年生の夏。友達が「めっちゃうまい！『りぼ
ん』に投稿せんが？」と背中を押してくれた
からです。

―賞を獲り、漫画家への一歩を踏み出した
気持ちを教えてください。
本当にうれしかったです。バイト中に知ら
ない番号から電話がかかってきて、調べて
みたら東京からでした。かけ直してみたら

「第2回りぼん新人まんがグランプリの優
秀賞を受賞しました」って言われて、大泣き
してしまいました。投稿した作品は、『りぼ

ん』2015年2月号に受賞の発表記事が載
り、審査員の先生のコメントと扉絵が掲載
されました。担当編集者の方もついてくだ
さったので、頑張りたいです。

―あなたにとって描くこととはなんですか？
自分にとって描くことは癒しや息抜きとい
う感じです。うまく描けるとやっぱりうれし
くて。だからといって、漫画の締切につい
ては考えたくありませんが……。誰かが
言った言葉や友達から聞いたエピソードで

「こういうのいいな」と思ったことを、絵で
描き表し、それを周りの人に共感してもら
えるところに魅力を感じています。

―漫画を描くうえで活きた経験はありま
すか。
そうですね、幼い頃に経験したことを、メイ
ンエピソードではなく、話のどこかに使うこ
とはあります。例えば、道路の白線の上か
ら出ないように歩くゲームや、サルビアの

花の蜜を吸ったことなど。あとは、登場人
物の感情を描くために、友達の表情をよく
観察するようになりました。また、新大の周
りの風景がすごくきれいなので、風景とし
て今後描いていきたいと思っています。

―漫画家になることで悩んだことはありま
すか。
両親に漫画家という自分の夢を打ち明け
ることに躊躇していました。漫画家になり
たいことをほのめかしていたのですが、ど
うしてもはっきりとは言えず。やっぱり漫画
家というのは安定しているわけではないの
で、反対もあるだろうと思っていました。で
も、大学に入って漫画を描こうと決めたと
きに、思い切って話してみたら「とりあえず
賞に応募してみたら？」と言ってくれたんで
すよね。入賞してからは、漫画家の夢を応
援してくれています。

―あなたが新大に来た理由はなんですか。
自分の将来の可能性を拡げるためです
ね。それこそ、専門学校に行けばよかった
のですが、漫画家になれなかったときのこ
とを考えると、いろいろ選択肢を増やした
方がいいと思いました。また、専攻の講義
で得た知識を漫画に生かせることもでき
るし、なによりたくさんの友人と出会えた
ので新大に来てよかったと思っています。

―では、最後に新大生に向けてメッセージ
をお願いします。
新大生はやりたいことを持っている人がた
くさんいると思います。サークルやバイト、
勉強などいろいろなことで忙しいかもしれ
ませんが、自分のやりたいことができる時
間がたくさんあるのはきっと大学生の間だ
けです。だから、やりたいことを今のうちに
頑張りましょう！
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人文学部人文学科2年

金子　詩歩（カネコ シホ）
ペンネームは青咲詩歩。
青色が好きだからペンネームに
も取り入れたそうです。

たくさんの人に支えられながら追いかけている、漫画家という夢について語ってくれた金子さん。忙しくても大学生のう
ちにやりたいことはやった方がいいという言葉は今まで努力をしてきた金子さんが言うからこそとても心に響きました。
金子さんの次回作を楽しみにしています。

インタビューを
終えて
スタッフの感想

● 新大の好きな場所…図書館 漫画を描くときに、静かで集中できるから好きなんです。Q U E S T I O N

大学生活を送る上でやりがいや目的を持って活動している、輝く新大生を紹
介するこのコーナー。
今回は「第2回りぼん新人まんがグランプリ」に投稿、見事優秀賞を受賞！　
漫画家を目指す金子詩歩さんにインタビューしました！
金子さんの持つ夢に迫ります！

やりたいこと、今しかできないことをあきらめない。
大学生にはそのための時間がある。

■1

■2 ■3

■4 ■5

■1漫画を描くときに必要な道具たち　■2金子さんが書いたカラーイラスト　
■3入賞した時にもらった賞状　■4■5「第2回りぼん新人まんがグランプリ」に投稿した原稿

©青咲詩歩／集英社

※表示学年は平成28年1月現在のもの
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医学部

市販の
パスタソースに

飽きた
丸山さん

※delikatesse（独）=美味しいもの

ひとりdeliのコーナーでは、多忙な毎日を送る新大生へお手軽レシピを紹介
し、食に関するお悩みを解決しちゃいます。
今回は簡単だけれども市販のパスタソースとは少し違う味を楽しめるパスタ
を紹介します。ひとり暮らしを始めたばかりの人も自炊がご無沙汰な人でも
きっと上手に作れますよ！

いつも
と一味

違う

パスタ
を作り

たい！

監修：教育学部　山口智子先生

ベーコンと青菜の　　  ミルクパスタ

みなさん、普段スパゲッティをゆでるとき、普通にゆ
でていませんか？実は少し工夫するだけでアルデン
テのおいしいスパゲッティに仕上がります！まずは、
たっぷりのお湯を沸騰させ、ひとつまみの塩を加えま
す。そのお湯にスパゲッティを放射状に広げて入れ、
鍋からはみ出した部分は箸で抑えてお湯につけま
しょう。再び沸騰したら、スパゲッティ同士がくっつか
ないように鍋の中を箸でかき混ぜます。次に、パッ
ケージのゆで表示時間から1~2分前に1本取り出し
て、ツメで押して、かたさを確かめます。中心に針の
細さの芯が残っているのが目安。ゆで上がったスパ
ゲッティをトングで持ち上げザルに移します。スパ
ゲッティを鍋から直接持ち上げザルで受けることで、
しっかり湯が切れます。ぜひ、おいしいスパゲッティ
料理に挑戦してみてください！

●❶スパゲッティを半分に折る。ベーコンは幅2cmに、ホウレ
ンソウは長さ5cmに切る。
●❷フライパンにⒶを入れ、ふたをして中火で煮立てる。
●❸煮立ったらスパゲッティを加えてよく混ぜる。再び沸騰し
たらふたをし、さらに5分煮る。
●❹ふたをとって手早くスパゲッティをほぐし、ベーコンとⒷ
を加える。よく混ぜながら、水分がなくなるまで3～4分煮る。
●❺バターとホウレンソウを加えてひと混ぜして、なじんだら
完成。

おいしいスパゲッティのゆで方
どのように食器を洗っていますか？ 食器を洗うのは意外に面倒
ですよね。ここでは無駄の無い食器の洗い方を教えちゃいま
す！ まずは、水を張った洗い桶をシンクに置いておきましょう。
汚れた食器をその中に入れておくと、汚れがこびりつかないの
で洗いやすくなります。ひどい油汚れは、洗い桶に入れる前に
新聞紙やキッチンペーパーでふき取っておきましょう。スパ
ゲッティを茹でた湯を使って油汚れを流すことも良い方法で

す。そして、汚れが軽いものから順番に洗
剤をつけたスポンジで洗い、すべて泡

をつけたらすすぎます。熱いお湯です
すぐと乾きやすくなります。衛生面を
考えるとフキンで拭くより、自然乾燥
のほうが良いそうです。使った食器は
できるだけ早めに洗うことを心がけ
ましょう！

食器の洗い方

材料（1人分）（218円）
　

テニス
コート

グラウンドグラウンド

立体駐車場

入口

入口

入口 入口

新潟市役所
JR白山駅

スパゲッティ（1.6㎜）……90g（36円）
ベーコン…………………2枚（50円）
ホウレンソウ……………2房（58円）
バター……………………5g（10円）

塩……………小さじ1/4（1円）
サラダ油………大さじ1/2（2円）
牛乳………………50ml（30円）
水…………………………150ml
牛乳………………50ml(30円)
塩………………小さじ1/4(1円)

Ⓐ

Ⓑ
加熱しすぎると麺同士がくっついてしまうので注意！Point！

おいでませ!! 旭町キャンパス
五十嵐キャンパスの学生には未知の世界ともいえる旭町キャンパス。
今回はその全体像をマップで紹介しちゃいます！
繁華街・古町の近くに位置し、
秋には「医歯学祭」も開催される旭町キャンパスに一度訪れてみては！？ 医歯学祭では、グラウンド

と棟の間の庭や、立体駐
車場の辺りに出店が並び
ます。新大祭とはまた違っ
た雰囲気が楽しめるので
おすすめです。

医歯学祭

医学部医学科学務係があります。医
学科学務係に用がある方は、通用口
から入ってください。正面玄関から
学務係へは通り抜けできませんよ。
歯学部および医学部保健学科は、そ
れぞれの棟に学務係が入っている
ので注意してください。

総合研究棟

正面入口

通用口

図書館

歯学部

医学部保健学科

病院外観

旭町地区福利施設（池原会館）

入口

生協

外観

保健管理センター

赤門

医学部

総合研究棟

歯学部

医学部保健学科

医歯学総合病院

課外活動施設
（H28.4完成）
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中門西門

附属図書館

LAWSON,
NIIGATA UNIVERSITY

第1学生食堂

大学会館・
第3学生食堂

第2体育館・
第3体育館

武道場

第1体育館

トレーニング施設

嵐丘庭

情報基盤センター

事務局棟

第2学生食堂

六花寮
五十嵐寮

厚生センター（生協）

総合教育
研究棟

テニス
コート

プール

テニス
コート

陸上競技場

教育学部

農学部

法学部・
経済学部

理学部

工学部

人文学部

保健管理
センター

北門

正門 新潟大学前駅 ▼▼

内野駅

＊学生窓口
＊キャリアセンター
＊留学交流推進課

●新潟大学カードのお問合わせ先
新潟大学全学同窓会事務局
TEL：025-262-7891（受付時間平日10：00～15：00）
E-mail：n-doso@adm.niigata-u.ac.jp

2016年入学記念号 ［No.199］

【新大広報 Back Number】http://www.niigata-u.ac.jp/profile1/100_pamph/shindai_kouhou.html
新大広報のバックナンバーは上記のURLから閲覧することができます。また、学務部学生支援課で受け取ることもできます。

編集・発行／『新大広報』学生編集スタッフ　新潟大学学務部・新潟大学広報室　印刷／㈱第一印刷所
MAPを手に、キャンパスを探索してみよう！http://www.niigata-u.ac.jp/新潟大学

ホームページ

五十嵐キャンパスＭＡＰ

特集

私たちと一緒に新大広報を
作っていきませんか！？

新大広報に興味のある学生の方は、
学務部学生支援課まで
お問い合わせください。

チャレポ!!（Challenge&Report） 

新大発掘
学生Interview!!
ひとりdeli
旭町キャンパスマップ

総合教育研究棟
［建物の開錠時間］ 
月～金曜日（祝日を除く）8：00～18：00
［窓口時間］
■学生窓口／月～金曜日8：30～17：15
■キャリアセンター／月～金曜日9：30～17：15
■留学交流推進課／月～金曜日8：30～17：15
中央図書館　
■月～金曜日／8：30～22：00　
■土・日・祝・休日／10：00～22：00　
　（休業期間等、図書館が指定した日は、10：00～17：00）
　＊詳しくは図書館HPを参照。
情報基盤センター　
■月～金曜日／8：30～19：00

［窓口時間］

＊詳しくは生協ＨＰを参照。

　 大学生活を設計しよう！
　　「YOUは何しに新大へ？」

2016年
入学記念号

No.199

スタッフ募集！！

生協・食堂 ［月～金営業、土・日・祝・休日休み］

購買部

書籍部

サービスセンター

第1学生食堂

第2学生食堂

第3学生食堂

ベーカリーショップ（喫茶）

9：30～18：30

10：00～18：00

10：00～18：00

10：00～15：00
（あさてい 7：45～10：00）

11：00～20：00
（土曜日のみ11：30～14：00）

11：00～14：00

10：00～15：00

「新潟大学カード」入会受付中
新大生の誇り「新潟大学カード」（シルバーカード）

0 100 200m

：出入口

：バス停




