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食品会社の商品開発部で新しくて
おいしいお菓子を作りたい（E.S）

両親を旅行に連れていくこと

結婚して幸せな家庭を築くこと

　新潟の好きなところで多く挙げられたのは、「お米がおいしい」
でした。やはり新潟といえば越後平野を有する米どころ。そして海
と山に囲まれた新潟の豊かな自然についての回答も多くありまし
た。上越新幹線や新潟空港など国内外へのアクセスもよく、都会
と田舎のいいとこどり、という感じでしょうか。新潟の魅力を再発見
できました！

新大広報 200号記念企画

新大生200人

突撃アンケート！
新大広報は今号でついに200号を迎えました！そこで200号を

記念した特別企画「新大生200人突撃アンケート！」を行いまし

た。新大生はどんなことを考え、どんなことに興味があるので

しょう!?気になる新大生の生の声を聞いてきました！200人い

れば回答もさまざまです。さぁ新大生の実態を探りましょう！

※（　）内はペンネームです。

将来の夢は何ですか？Q.2

３3人
新潟の好きなところは？Q.1

助産師

お米がおいしい
（まっすー、Y、りっこ、R）

電車が約20分に
1本はくる（やすひろ）

緑が多い

食べ物がおいしい（りんご、ほっち）

優しい人が多い

川が大きい（どや）

自動改札

都会と比べて空気がきれい（のせ、エツコ）

ラーメンがおいしい（I.M）

可愛い子が多い
(A.K、こさんた)

海・雪・山　自然が全部ある
（ぷーさん、キフシルバ）

お酒がおいしい（アキタ）

ヒスイがある

スキーができる

トキがいる レルヒさん

万代シティが楽しい

交通が不便じゃない

適度に田舎、適度に都会

海から見える夕日がきれい

平和に暮らして人と争わない きれいな奥さん捕まえる

英語が話せる放射線技師（ゆか）

BIGな歌手になる！

未定

弁護士幸せになる

看護師

小説家（ふーみん）

教師

お金持ち（１９）

医療器メーカーに就職して老後は
元気なおじいちゃんになること

いろんな人に挑戦する勇気を
与えられるような存在になりたい（あい）

パイロット

温かい家庭をもちたい

のんびり暮らしたい

自分でお金を稼ぎたい！

本屋

公務員

日本の文化を海外に発信する

いつかあなたの小説を読めるのを
楽しみにしています！

越後美人！？

家族って大事な存在ですもんね！

にいがた
総おどりが
好き！

今までお世話になった親に感謝…
とても親孝行だと思います！

新潟は色彩豊か！

頑張ってください！

日本元祖スキー漢（おとこ）！

新しいものを作るのって
楽しそうですよね！

新潟には美人がいっぱいいますよ！

外国人の方も安心ですね！

　具体的な職業名で答える人もいれば、どのような生
活を送りたいかを答えてくれる人もいました。大学は
社会に出る前の準備期間ともいえます。大学で何を学
ぶかは人それぞれです。勉強はもちろんのことです
が、それ以外にサークル活動や友人とのコミュニケー
ション、アルバイトでの社会経験など数えきれないほ
どあると思います。将来の自分のために積極的に様々
な経験をして１日１日を充実させたいですね！

３3人

6人

他4人

他1人

5人

2人

にいがた総おどり連　新舞のみなさん

0201



新大生200人突撃アンケート！

キャベンディッシュ

　両親、高校のときの先生や部活の先輩といった身近な人から、
偉大な功績を遺した科学者、有名人やスポーツ選手といった憧れ
の人までいろいろ挙げられました。（犬やアニメキャラもいました
ね！）また、Google、Pixiv、ニコニコ動画などネット社会を象徴する
ような回答もありました。いずれにしても尊敬する人がいると、目標
が明確になって頑張れますよね！尊敬する人に一歩でも近づける
よう新潟大学で充実した日 を々送りましょう！

あなたの尊敬する人物は誰ですか？Q.3
３4人

マイブームは何ですか？Q.4
３5人

高校のときの政治経済の先生

ジョブズ

部活の先輩

Pixiv

出川哲朗

ニコニコ動画

手越祐也

お兄ちゃん

両親

弓道部キャプテン

ラグビー部キャプテン

ラグビーのフォワードリーダー

卑弥呼
かわいいから

飼い犬（ちぇ） ドラえもん

高３のときの担任

谷崎潤一郎
変態的な内容と

美麗な文体の絶妙な調和

杉原千畝

お母さん（のん、しーちゃん）ONE OK ROCK Taka

ジョコビッチ

木村沙織

Google

錦織圭

すしざんまいの社長 アルキメデス ニュートン

スティーヴン・ホーキング

大学生のファッションを
観察すること

究極のうどん作り

読書

大原櫻子

カラオケ

落語を聞くこと

つばめ観察 映画

ドラマ
音楽

バドミントン

卓球 自炊

食事

キウイ

早起きして散歩する

料理の作り置き

チキンチーズカツ

料理

タコ焼きパーティー

アイスクリームを食べること

編み物

春のパン祭り

意味もなく歩くこと

ドラマを見ること

お寿司

ヴァセリン

テトリス

モンスター

ラクロス

マッサージ

献血金属と強酸の反応によって
水素が発生することを見つけた
イギリスの化学者です。

部長いじり（意味浅）

肌荒れや乾燥に効きます。

時間の使い方が上手ですね。

どんな内容なのでしょうか？
気になります！

お皿はもらえましたか？

ラジオでも聞けるので、
落語は身近ですよね。

どんな味なのか気になります。

「ひみつ道具」を出せるように
なりたいですね！

　スポーツに読書、料理などが多く挙がりました。タコ
焼きパーティーやカラオケなど友達と一緒に楽しむも
のもあれば、編み物や自炊などひとりで出来るものま
で幅広いマイブームを聞けました。みなさん、大学生
活を楽しんでいますね！

つばめの動きって軽やかですよね。

健康的な生活ですね。
見習います。

2人

2人

3人

他3人

小谷佑一先生と徳田雅也先生！

合気道部のみなさん

馬術部のみなさん
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新大生200人突撃アンケート！

しっかり単位を取る

卒業する（かつ）

日中友好（チョウ）

24時間オフトゥン（お布団）を
温める（アルパカ）

　学業のことから、将来のこと、私生活のこと……みんなそれぞれ
に、様 な々目標を持っているようです。まだこれといって目標の見当
たらない人も、色 な々ことをして、自分の目標が何かを考えてみると
良いかもしれません。長いようで短い大学生活、今を楽しみなが
ら、自分のゴールに向かって突き進みましょう！

あなたの目標は？Q.5
３3人

今挑戦したいことは何ですか？Q.6
３2人

健康な生活を送る！
（CONAMI）

夏までに８kg痩せる
（キヨ）

ロシア語をマスター
してペラペラに

みんなに安心感を与える
ことのできる人になる

卒業までの計画を
実行する（K.H）

大学生活を
Enjoyする（あくせる）

できる限り単位を
落とさない！（KIRIRIN）

物語を書ける人に
なりたい（カノウ）

自分にしかできない
作風を見つける（メガネ）

将来しっかり就職できるように
そのための力をつけたいです

世界旅行ができるくらいのお金を
貯めるのと語学力アップ（ゆうこ）

色彩心理学を勉強して生活を
より豊かに楽しくする方法を提案すること

教師になって子供たちと
たくさん楽しい思い出を作ること

バイト先の商品の
値段を覚える（ののあ）

好きなことを
より学びたい

インカレ出場

車の免許をとること

日本一周

自分の健康を考えた自炊

勉強を頑張ること

交流の輪を広げること

自転車で山形まで旅に出てみる

いろいろなバイトに挑戦したい
司馬遼太郎全集制覇（柄）

毎週２冊本を読む（あいえ）

フランス語の授業（莉奈）

自宅警備員（OC）

アルバイト（OM）

体重50kgになる

スマホを変えたい

英語が話せるようになりたい（NS）

今年中に韓国、台湾、京都に行く

サークル活動を一生懸命頑張る

５kg痩せる

海外旅行

横浜に行く

料理

友達のおすすめ『燃えよ剣』を
読む（志希SSRほしい）

外国語学習のため巻き舌が
できるようになりたい

テレビでよく見るバンジー
ジャンプに挑戦したいです

一人暮らしを始めたので
いろいろな料理を作ってみたい

この春から新たに野球部のマネージャーに
挑戦します。スコアを書くのを頑張りたいです

まともな料理
目指せ！　食べられる料理！

パラグライダーか
スカイダイビング（I have no TV）

部員集め
クラシックギター部へ、ぜひ！

バイト戦士になる

部員をたくさん入れる

てっぺんとる（ふみ）

彼氏を作る（A子）

彼女作る（やっしー）

可愛い彼女が欲しい（A.M）

子供に好かれるようになる（りんご）

法曹界に入る（N） 看護師になる（空港）

教育実習頑張りたい

日本語能力試験合格

夢は大きく！
そして世界平和へ！

おおお！！

外の世界も守ってみません？

目標に向かって、自分磨き、
頑張りましょう！

Rの発音がきれいな人に
憧れますよね

先のビジョンが詳細に描かれています…！
教師になるだけがゴールではない、
ということですね！

具体的な数字まで出て、気合は十分ですね！
痩せすぎても夏バテしちゃいますから、
夏野菜カレーでも食べて、元気を出していきましょう！
作り方は「ひとりdeli」のページを見てね！…P14へ

バイトも種類によって、覚えることが
たくさんありますね！

夏になったら出てきてね│д・）

今回は新大広報200号記念ということで新大生200人にアンケートをするという挑戦をしまし
た。新潟の好きなところ、夢、尊敬する人、マイブーム、目標、挑戦したいことの6つの項目につ
いて聞いてきましたが、新大生の回答にそれぞれ個性があってとても楽しかったです。これから
の大学生活、たくさんのことに挑戦して、自分の可能性を広げましょう！

　挑戦したいことについて聞いてきましたが、日常的
なことからなかなか普段はできないことまでたくさん
の回答がありましたね！　皆さんはどんなことに挑戦
したいですか？

新大広報も
スタッフ募集中です！

3人

他2人

定期・東京公演　目指せ満員!!

共に頑張りましょう……

【取材・記事】五十嵐・石戸・川名・桑原・嶋田・藤田・古井・丸山・光安・横山・渡邊

勉強とサークルを両立させたい。
特にTOEICで600点以上とれるようにしたい

落語研究部のみなさん

管弦楽団のみなさん

美術部のみなさん
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※ネウボラとは

総合大学である新潟大学にはさまざまなゼミ・研究室があります。
このコーナーでは数あるゼミ・研究室の中から２つにスポットを当て、先生、学生から魅力を聞き出しちゃいます！
第１回目は経済学部経営学科有元ゼミと医学部保健学科地域看護ゼミにお話を伺いました。

経済学部  経営学科  有元ゼミ

医学部  保健学科  地域看護ゼミ

こんなことを学んでいます！

　企業を学生の立場から見ていくということに重きを置いています。会社の決
算書といったものを含む会計情報は外部の人間がその会社の企業状況を知る
ための情報の１つです。有元ゼミでは、簿記のような会計ルールに従い企業状
況を読みとることはもちろん、企業のホームページや専門書などいろいろな
ツールを使った企業研究を行っています。２・３年合同で５人程度のチームを作
り、与えられた課題についてプレゼンをします。司会も学生らで行い活発な議論
を繰り広げています。また、年に２回ほど企業訪問や工場見学も行っています。

こんなことを学んでいます！

　この地域看護ゼミは、保健学科の中でも5つ
の研究室が合同で集まる特殊なゼミになってい
ます。このゼミでは地域での生活において身体
的、精神的な健康課題を考え、科学的に捉えて解
決していくことをテーマにしています。PDCAサ
イクルと呼ばれる計画(Plan)→実行(Do)→評価
(Check)→改善(Action)というやり方を取り込
んでいて、取材時は地域における問題解決に向
けての計画について3人のゼミ生が発表してい
ました。

　新大生は言われたことはしっかりやる真面目な学生が多いのですが、もっと主体性を
持って行動できる人になってほしいです。授業でも積極的に意見や質問など発言してくれ
たら、それに対して正しい方法や近道をいくらでも教えることができるからです。「これを
やりたい！」という種が心の中にあったら、それをactionに移してください！

　有元ゼミはとにかく仲が良い！取材中もわきあいあいと
していました。先生と学生の距離が近く、先生も学生に歩み
寄っているし学生も先生をとても尊敬している印象でし
た。プレゼンは大変そうですがこのチームワークだからこ
そ乗り越えられそうです！

・２・３年合同のゼミだからこそモチベーションが上
がる！

２年生は先輩を見て学ぶし、３年生はプレッシャーを感
じて

頑張れる。（安里さん）

・しっかり授業を行うときと少し息抜きできるときも
あって

オンオフが切り換えられて社会に出てからも役にた
ちそ

う！（石田さん）
・有元先生が魅力的！学生と積極的にコミュニケーシ

ョンを

とってくれる！ゼミ生限定のTwitterも面白い！（島田さ
ん）

・学生同士仲が良い！だからこそ難しい課題も頑張
る気が

起きる！縦も横もつながりができるから楽しいです。（
大澤

さん）

・ゼミはやっぱり学生と密に話せるので特別な環境
。若者

から学ぶことも多いんですよ！（有元先生）

有元先生が求める学生像
　院生や留学生もいるこの地域看護ゼミですが、感性豊かで斬新なアイディアを持つこ
とは身近な生活を看護の視点で見る上で重要なことです。そして集中して論文をたくさ
ん読むことや思考が狭くならないように自分の視野を広げる努力をしてほしいです。

地域看護ゼミを代表して
小林先生が求める学生像

有元ゼミのここが魅力！
地域看護ゼミの雰囲気は？
回を重ねるごとに、より自分たちを高め合う雰囲気

です！同じ研究室内では目につかない点も地域看護

ゼミでは別の研究室の先生や学生から質問を受け

ることがあって、そこがいいなあって。

ゼミの魅力は？
研究を始めたばかりの学生たちが悩んだときに、ゼ

ミ生12人全員でその壁を乗り越えていく感じが魅

力です！

特徴は？
自分の研究のために施設見学等のフィールドワー

クを行い、自分の目で確認すること、そして意見を

発表する中でより考えを深めていけることが特徴

ですね。

ゼミ生インタビュー！
ネウボラ※について研究する久慈彩佳さんにお話を伺いました。

スタッフ
の

感想

　今回はゼミに参加させて
いただき、恐れ多くも計画
発表を拝聴してきました！
内容は難しく一部しか理解
できませんでしたが……、
地域ゼミでは、自分の独自
の観点からどうすればより
よい地域になるのかを全員
が考え、互いに計画を深め
合っていこうという雰囲気
がひしひしと伝わってきま
した！

スタッフ
の

感想

ネウボラはアドバイスの場という意味で、フィンラン
ド

の子育て支援のことです。日本では主に出産してか
ら

子育てに関した支援を考えていきますが、フィンラン
ド

では妊娠したときから支援をはじめ、その家族全体の
サ

ポートも目標としています。現在日本でも、児童虐待
の

減少や少子化対策のため、ネウボラを取り入れようと
各

地で講演会が行われているそうです。

【取材・記事】石戸・伊藤・古井・丸山

有元知史准教授

小林恵子教授
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お宝募集！

　研究所は五十嵐キャンパス理学部棟
隣に所在。新潟での様々な自然災害を
受け、1978年に積雪地域災害研究セン
ターが設立され、2006年に災害復興科
学センターへ改組。その後、同センター
が改組され、2011年に災害・復興科学
研究所が設立された。日本全国で起こる
様々な災害の研究や調査を基に、防災、
復興などの重要な役割を果たしている。

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！

　1964年に新潟で地震があったことを知っている人はど
れだけいるのだろうか。この図は新潟地震で実際に液状
化被害があった場所に赤色をつけていったものである。
新潟駅周辺は真っ赤になっており、当時の被害の大きさ
を物語っている。新潟では100年に1度大きな地震が起き
ていることが古い文献から分かっているそうだ。もしかし
たら私たちが生きている間にも起こるかもしれない。 

　液状化を見やすくするため、白
と青で色分けしている。付箋があ
る白い砂を地面としている。

　ハンマーで「地震」を起こすと、青い砂が噴
出している。

　 地 面 が 基 準より下 がっている様 子 がわ
かる。

　卜部先生が持っているのは東日本大震災で津波被害があった場所で採った津波標本である。津波が押し寄せると砂が堆積するため、その様子
から津波発生時の映像ではわからなかった津波の高さや水量が調べられる。また、地層の断面図をはぎ取っているため、過去の堆積物から地震
がどれくらいの周期で起きているかということも知ることができ、今後の地震対策にもつながるそうだ。

津波標本

新潟地震地盤災害図

　これは左頁の標本と同じように地層から作成された標本で、液状化現象が二度起きた
様子が見てとれる。液状化現象は地盤が揺れた証拠になるため、過去の地震（たとえば古
文書でも調べられないような年代に起きた地震など）を調べることができる。液状化現象
はもともと川の流れていた地域や地下水が多い土地で起きやすいが、地震が発生したか
らといって、必ずしも液状化するわけではない。また、一度液状化の被害にあった場所で
あっても、その土地の地盤が完全に固まるとは限らず、地震によって再び液状化する可能
性もある。これらの標本は学術的以外にもいろいろな人に災害について関心をもってもら
う点で重要となり、後世につなげるための貴重な資料である。今一度、自分たちの住む「地
面」を調べてみよう。

液状化標本
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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。
今回は災害・復興科学研究所で発掘してきました。

卜部　厚志  准教授
　災害・復興科学研究所所属で、災害科学、
地質学を専門とする卜部厚志先生。地震時の
平野での地盤災害や、伏在断層の活動履歴、
津波堆積物などの研究を行っている。また、防
災に関する公開講座やイベントなど、防災教
育の普及にも取り組んでいる。

紹介してくれた人

萬代橋西詰の浸水▶
（礎町）　

▼

昭和大橋の落橋（信濃川）

大学に眠るお宝を探れ！！

こ こ で 発 掘 し ま し た

▲ 災害・復興科学研究所

災害・復興科学研究所

これらの縦筋が
液状化現象の証拠
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液状化現象を理解するために簡単な実験をしてみよう。上写真の標本にある縦筋は、地震によって
地下水が地表に噴出したことを示している。この実験装置を使って実際に地下水が噴出する様子
を見てみよう！

液 状 化
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―にいがた観光親善大使のお仕事内容につ
いて、教えてください。
県外で開催される物産展へ行き、テレビの生
中継に出演して新潟のPRを行います。その
ためのメディア各社への挨拶回りにも伺いま
す。開港5都市（函館・横浜・神戸・長崎・新潟）
の親善大使が集まる記念パレードでは、オー
プンカーに乗って手を振りました。県内では、
新潟まつりやにいがた食の陣、酒の陣にも参
加したり、市内で開催される様々な学会での
スピーチを頼まれることもあります。

―観光親善大使を目指したきっかけは何で
すか？ 
私は福島県出身なのですが、新潟に来る前は
お米とお酒のイメージしか無くて。地元の友
達にも「新潟寒いよね」とか「雪だよね」とし
か言われないんです。でも来てみたらすっご
く良いところで、もっと新潟の魅力を自分で
発信したいなと考えていたら、駅でにいがた
観光親善大使のポスターを見かけました。
元々、大学生のうちに何かを人に伝える活動
がしたいなとは思っていて。私、ちょうど震災
があったときに中学校の卒業式だったんで
す。そのときに、地元のテレビ局のアナウン
サーさんが、ヘルメットを被りながら一生懸
命県内のニュースを報道してくれて、すごく
安心しました。その時から、地方局で活躍する
アナウンサーになりたいなと思い始めまし
た。伝えることで、地域を元気にしたくて。観
光大使は、その土地の魅力を自分で見つけて
いろいろな人に伝える、よい機会だと思いま

した。「なれなくてもいいから挑戦してみよ
う」そう思って応募したんです。

―地元ではない土地の観光大使になるには、
何かとハンデもあったのでは。
応募を決めてからは、新潟のことをたくさん
勉強しましたね。親善大使になってからも地
域のニュースを見たり、新潟の観光雑誌を毎
月買って読んだり、自分自身でも色々なとこ
ろに行きました。地元ではないからこそ、客観
的に新潟を見ることが出来るので、そこは良
い部分じゃないかなと思います。

―では、観光大使の活動をしていて、嬉し
かったことを教えてください。
県外開催の物産展で、地元のテレビ局のアナ
ウンサーの方と生中継に出てPRをする機会
があって、その放送の翌日、「あなたに会いに
来たよ」「昨日の良かったよ」と声をかけてく
れる方が凄くたくさんいらっしゃったのがうれ
しかったですね。それから、学会などで県外か
ら来た方に観光スポットを聞かれることも
あったのですが、「教えてくれたところすごく
良かったよ」と言って下さったとき、観光大使
になってよかったな、と思いました。

―反対に、活動の中で大変だったことはあり
ますか。
平日の仕事がすごく多いんです。だから出ら
れない授業もあって、苦労しました。それか
ら、競技ダンス部に所属しているのですが、大
会に出たときも練習時間が少なく、自然と結
果も……。ペアで組んで踊るので、「私のせ
いで負けたのかな」と申し訳なかったです。
勉強もどっちつかずで、部活も充分に練習が
出来なくて、疲れちゃうこともたまにありまし
たね。でもやっぱり、好きなんです。ダンスも、
人に伝えることも、すごく好きなんですよ。だ
から、ちょっと疲れていても踊れば楽しいし、
ちょっと気が乗らない時も、観光大使のお仕
事に行けば色々な人が声をかけて下さって！
来てよかったな、と思います。

―活動を通して、何か得たものがあれば教え
てください。
スピーチや生中継はいつもすごく緊張して。
だけどその度に、大丈夫！と思ってなんとか
やってきたら、すごく自信がつきました。あと、
急に「30秒PRして」と言われたり、前もって
聞かされていなかったことをしなければなら

ない時もあったので、物事に臨機応変に対応
する力が高くなったと思います。なかなか出
来ない経験をして、視野も広がりました。いろ
いろな職種の方々と接する機会があり、間近
で仕事をしている姿を見ることが出来たのも
すごく勉強になりましたね。

―将来の目標であるアナウンサーの仕事を
間近に見ることも多かったのでは。
そうですね、だけど理想と現実ってちょっと違
うじゃないですか。すごく皆大変そうで、仕
事ってこんなに自分を犠牲にするものなの
か、と感じました。自分には向いてないかな、
と思ったこともあるのですが、今は、アナウン
サーとして自分で人に何かを伝えられるな
ら、大変でもいいと思うようになりました。目
標は変わらず、地域に根差したアナウンサー
です。

―6月30日に観光大使としての活動は終
わったということですが、これからの目標は
何でしょう？ 
活動を終えて、自分がどう成長してどんなこ
とを学んだのか、観光大使をやった事実だけ
ではなくて、それで自分がどう変わったのか
をもう一度整理したいと思っています。これ
から就職活動も始まるので、アナウンサーに
なるというしっかりとした目標を持って、その
他にも自分に出来ることを探していきたいで
す。競技ダンスも、もっと出来る限りやってい
きたいし、あとは、ドラックストアやスーパー
で普通のアルバイトもしてみたいですね。

―最後に、新大生にメッセージをお願いし
ます。
大学生で、将来何をしたいかまだ考えていな
い人も多いと思います。けれど、目標を持っ
て、それに向かって自分はどんなことをした
らいいのか、少しずつでも考えていければ有
意義な大学生活が送れるのではないかと思
います。私もアナウンサーになれるか分かり
ませんが、出来ることはやろうと思っていま
す。もし、目標が達成できないとしても、こう
した経験は無駄にはならないので、自分の目
標に対して出来ること、プラスになりそうなこ
とは積極的にチャレンジしていきたいんで
す。その方が、素敵な大学生活になるんじゃ
ないかな。
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人文学部人文学科3年

叶多　栞（カノウダ　シオリ）さん
福島県出身。2015年7月から2016
年6月まで、第6代にいがた観光親善
大使の1人として活躍しました。

積極的でありながら常に余裕を持ち、インタビューの間も微笑みを絶やさなかった叶多さん。目標に向けて着実に歩を進
めながらも、結果に固執しすぎないその姿勢は「しなやかな強さ」と呼べるのかもしれません。みなさんも、貴重な大学生
活のうちに「好きなことだから、少しくらい大変でも大丈夫」と自信をもって言える何かを見つけられるといいですね。

インタビューを
終えて
スタッフの感想

● 新大の中で好きな場所…第二体育館 学内でいつもダンスの練習している、
馴染みのある場所です。
練習したいな、とわくわくした気分になります。

Q U E S T I O N

大学生活を送る上で、やりがいや目標を持って活動している、輝く大学生を
紹介するこのコーナー。
今回は、１年間、新潟の「顔」として活躍した、第6代にいがた観光親善大使
の叶多栞さんにお話を伺いました。

国際観光コンベンション都市「にいがた」のPR、新潟のイメージアップのために1年間活動を行う。第6代にいがた観光親善大使の選出人数は3人。
（公財）新潟観光コンベンション協会で毎年4月ごろから募集を行っている。
にいがた観光親善大使（Facebookページ）https://www.facebook.com/niigata.taishi

挑戦することに意味がある。
その過程で得た経験は、一生の宝物。

■1

■2 ■3

■4

■1物産展にて新潟をPR　
■2開港５都市のお祭りのパレード　
■3新潟シティマラソンの時
■4競技ダンス部も頑張っています
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にいがた観光親善大使とは？
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1

夏バテ気味の
古井さん

※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。
今回は夏野菜を使った、夏バテに打ち勝つためのカレーを紹介しちゃいます！
コラムで紹介の「カレーライスの上手な食べ方」も必見です！

暑くて食
欲

ないな～

監修：教育学部　山口智子先生

夏野菜カレー

●❶ナスは1cm幅の半月切り、玉ねぎ
はあらみじん切り、にんじん、パ
プリカ、トマトは大きめの一口大
に切る。オクラは1cm幅の輪切り
にする。

●❷厚手の鍋にサラダ油を熱し、玉ね
ぎ、にんじんと豚ひき肉を炒める。

●❸野菜がしんなりしたら、パプリカ、
ナスを加えてさっと炒める。

●❹水を加えて、沸騰したらあくを取
り、弱火～中火で約15分煮込む。

●❺ルウを割り入れて溶かし、弱火で時々かき混ぜながらとろみがつ
くまで約10分煮込む。

●❻最後にトマト、オクラを加えてひと煮立ちさせたら完成。

材料（1人分）（157円）

市販のカレールウ········· 18.5g （27円）
豚ひき肉································· 40g（28円）

サラダ油 ····大さじ1 /2（2円）
水 ···················· 100ml  1カップ

野菜から水分が出るので、パッケー
ジの水の量より100ml少なくても大丈夫です
Point！

　みなさん、夏野菜を食べていますか？今回は今が旬の夏野菜とし
てカレーに使用したナス、パプリカ、トマト、オクラのうち2つを紹介
します！1つ目はナスです！ナスの皮に含まれるアントシアニンには
がんや高血圧を予防する効果があります。2つ目はオクラです！オク
ラは胃粘膜の保護、たんぱく質の消化促進など免疫力をアップさせ
てくれます。さらにその粘りが食欲を増進させてくれます。今回は2
つしか紹介できませんでしたが、まだまだたくさんある夏野菜。気に
なった方は調べてみてはいかがでしょうか？

夏野菜の効能1

　暑くなってくると食欲が低下したり疲れやすかったりと夏バテに
なる人が多くいます。そのときそうめんなどのあっさりした物を食べ
がちですが、そうすると炭水化物をエネルギーに変えるために必要
なビタミンB1が不足してしまうので、ビタミンB1が豊富な豚肉を食
べることをおすすめします。また、食欲がないときは食欲を刺激する
香辛料を料理につけ加えるといいですよ。そういう意味でも夏野菜
カレーはバランスのとれた料理です！

夏バテを打破するためには2

　カレーを食べ終わったときにお皿がき
れいだと一目置かれます。ぜひ実践して
みましょう！まずカレーとライスの境目か
ら両者を絡ませて食べ進めていきます。
境目を食べ終わったらライスを外側から
スプーンで押し、また境目から食べます。
そうすると食べ終わったときにお皿がき
れいです。新大広報のスタッフも実践して
みました！！上手に食べられました！

カレーライスの上手な食べ方3

実際に挑戦！

きれいに食べられた！

【調理・取材・記事】古井・丸山【取材・記事】五十嵐・桑原・嶋田・横山

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DJ・DTMサークル カテドラルへと突撃！！
DJ初体験の新大広報学生編集スタッフよ、リズムに乗れ!!

R e p o r t ▲ 　

▲

I n t e r v i e w
DJ・DTMサークル カテドラル
今回のチャレポではDJ・DTMサークル カテドラルさんを
取材し、曲作りやDJ体験をしてきました。

DTMとは、パソコン上で音楽専用のソフトウェア
を用いて作曲や演奏をすることです。楽器を持っ
ていなくてもいろいろな音を出すことが出来ま
す。また、無料のソフトウェアもあるのでDTMを始
める入り口は広いと言えます。
基本はドラム、コード、メロディから成りそれぞれ
のパターンを組み合わせることによって曲が出
来上がります。

実際にDTMとDJを体験してきまし
た。DTMは一から様々な楽器を使って音色を作り、それ
を何層も重ねていました。その緻密さに驚き、曲が出来上
がったときは感動しました。DJは、流れている曲から次の
曲へつなぐことが難しかったです。しかし、二つの曲を聴く
につれ、体がリズムを刻み、音楽を聴くだけでなく体感で
きたと思います。部室から聞こえる音楽は止むことはなく、
カテドラルさんの音楽への熱さが伝わってきました。

スタッフ感想

●3年
小澤 晴行さん

●2年
佐々木 大さん

Q活動日時と部員数を教えてください。
小澤●毎週月曜日に大学会館か、総合教育研究
棟F棟で18：00から活動しています。部員数は女
子3名、男子27名で活動しています。

Qなぜこのサークルに入ったのですか？
小澤●何か新しいことを始めたいと思ったのが
きっかけです。もともとテクノ音楽やDJに興味が
あったので入りました。
佐々木●自分が作った曲を聴いてもらえる、好き
な音楽を語れる場所だったので入りました。

Q主にどんな活動をしているのですか？
小澤●普段は部室でDTMやDJなどをしています。

Qイベントなどはしていますか？
小澤●はい。6月と2月の年2回、大学会館でDJの
イベントをしています。OBの方もゲストとして参
加されています。

Qどんな時に楽しいと感じますか？
小澤●ミスなくDJをできたときです。
佐々木●毎週好きな音楽の話ができるので、そう
いう時に楽しいと感じます。みんなの仲が良いの
もこのサークルの取り柄です。

Qこれからの目標を聞かせてください。
小澤●新大祭や外部でのイベントの運営を成功
させることです。
佐々木●このサークルの目標は、DJとは何かを
みなさんに知ってもらうことです。私の目標は、DJ
やDTMの実力をつけることです。

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

音楽への愛

21 3 4

4

5

21 3

21 3

21 3

5以上

【DJ・DTMサークル カテドラル公式サイト】

http://Noisycathedral.jimdo.com
Soundcloudというアプリで作った
曲を公開しています。
※掲載情報は平成28年4月現在のもの

DTM(Desk Top Music)（デスクトップミュージック）

DJ(Disk Jockey)（デスクジョッキー）

みんなが知っている曲や自分が好きな曲を機材で
操作し、アレンジして音楽を楽しみます。
流す音楽は、その場にいる人達の気分を読み取って
選ぶそうです。アップテンポな曲とバラードを交互
に組み合わせることが多いそうです。

難しい…

どんな曲
かな？

●ナス
　中1本 30g
　（19円）

●玉ねぎ
　中1/5個 40g
　（5円）

●にんじん 
　中1/4本 20g（17円）

●パプリカ（黄）
　1/5個 30g
　（19円）

●トマト
　中1/5個 30g（19円）

●オクラ
　2本 16g
　（21円）
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個人情報の取り扱いについて ■新大広報では皆様からお預かりした個人情報につきまして、責任をもって管理することをお約束いたします。 ■アンケートや誌面へのご意見、掲載希望他、お預かりした個人情報は新大
広報の企画の参考にさせていただきます。この目的以外に使用したり、第三者に提供したりいたしません。 ■ご記入いただいた個人情報に変更が生じた場合は速やかに上記アドレスまでご連絡ください。また、同アドレ
スにご連絡いただくことによって、ご本人に限り個人情報の開示・削除・訂正をもとめることができます。

応 募 方 法

新大広報では現在、学生編集スタッフを募集しています。
企画から、取材、記事の作成、編集まで学生が主体となって活動しています。

私たちと一緒に新大広報を作っていきませんか！？

新大広報編集室 ： nu-press@adm.niigata-u.ac.jp

下記のメールアドレス宛てに①学部・学年・学籍番号・氏名、
②「学生スタッフ希望」と書いて送信してください。

　200号という記念の号で初めての編集後記を書くことになってちょっと緊張しています。新大広報をお手に取ってくだ
さり誠にありがとうございます！今回は、新しいコンテンツに新しいスタッフに新しい表紙に……と新しいことが続いた号
でした。新コンテンツでは旭町キャンパスまで行ってゼミに参加させていただいたり、200人にアンケートをとるために

キャッチのコツが載っているサイトを見て昼の第一食堂前に繰り出し、アンケートを書いてもらったりとインドア派の多い新大広報スタッフが珍しく外に出ていまし
た。新しいことに挑戦するには体力がいるんだなとしみじみ思いましたね。夏も始まった今、遊び、勉強、バイト、旅行……とやりたいことがあるなら、体力があるう
ちにやってみた方がいいかもしれないですね！
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裏話新大広報

旭町キャンパスで活動している団体を取材
しに行ったところ迷子になりました！地図を
見ることは大事です！（特集）

実は調理する日に
油を持参するのを忘
れてしまいました…
ですので少し焦げて
しまいました。皆さ
んが調理する際に
はお忘れなく！
（ひとりdeli）

春に新スタッフ勧誘のビラ配りや、説明会を開きま
した。ビラ配りをしているスタッフに間違って配ると
いうハプニングもありましたが、無事に新スタッフが
加わりました！紹介は次号で行うのでお楽しみに！
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平成29年4月 新潟大学は変わります
創生学部＊仮称 が誕生しますBE BORN

理学部 工学部 農学部 が変わりますBE REBORN

■  詳しくは、各学部の紹介パンフレット・ホームページをご覧ください  ■

http://www.niigata-u.ac.jp/academics/education/new-reborn/
※平成29年4月設置・改組申請中のため、本内容は平成28年5月現在の予定であり、
　変更となる場合があります。


