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あらゆるモノがインターネットにつながる IoT時代が到来しつつあります。 

あらゆる機器がネットワークで接続され、膨大なデータをやり取りするようになるこの時代。 

膨大なデータをスマート化された機器で処理するためには、 

「最先端技術かたまり」である積層セラミックコンデンサが不可欠です。 

2007年の設立以来、太陽誘電グループの一員として、 

「世界トップレベルの技術力で、積層セラミックコンデンサをこの上越という地から生み出していく」 

それこそが新潟太陽誘電の役割です｡ 

新潟太陽誘電はこれからもお客様、地域社会の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様と、 

お互いに発展しあえる関係を築きたいと強く願っております。 

「技術は、人から。上越から、世界へ。」を合言葉に、 

世界最高水準のモノ作りで、世界のお客様へ品質・価格・サービスをお届けしてまいります。 

  

技術は、 

人から。 

上越から、 

世界へ。 
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新大祭ＭＡＰ新大祭ＭＡＰ

教育学部

法経学部

図書館

正門広場

第一食堂

第二食堂

農学部

総合教育研究棟

西大通
（旧Ｒ

116）
→

←内野
駅

大学会館

第一体育館

物質・生産棟

理学部

工学部

第三体育館

ダンスやその他の
企画が行われます。

初雪祭をやっています。

こちらの特設ステージで
各種ライブのほか新大祭の
メインイベントが行われます。

ゴミステーション

皆さんの就活にお役立ち！
企業ブースを開設しています。

たくさんの展示・飲食関係の
お店が並んでいます。
総合案内所
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ジ

〇正門TIME TABLE @第三体育館

正門企画は本年度、第三体育館で、学生団体のパフォーマンス

発表を行います！ダンスをはじめ、幅広いジャンルの学生団体

が出場します！ぜひお越しください！また、タイムテーブルは

変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

15日(土) 10:50～17:20
10:50～11:30 PINCE
11:40～12:20 競技ダンス部
12:30～13:10 リズム体操
13:20～14:00 MIMA
14:10～14:50 新潟大学落語研究部
15:00～15:40 
            DJ・DTMサークル カテドラル
15:50～16:30 L!KES
16:40～17:20 にいがた総おどり連 新舞

ゴミの出し⽅について
•新⼤祭のごみはゴミステーションでの処分をお願いします。

•ゴミステーションでは割り箸を燃やすごみではなく個別に回収
します。

•古紙の回収をゴミステーションで⾏い、再資源化しています。
汚れている紙は燃やすごみとして扱い、再資源化できませんの
で、ビラなどの紙類はなるべく汚れないようにお持ちください。

    YouTubeリンクは
        p.44から！
生配信をやっています！

   ぜひご覧ください！

〇第一・第三体育館

総合教育研究棟、図書館

多くの団体、企業が出展！

54



Information
日時　10月16日（日）
会場　総合教育研究棟 E260
開場　15:30～　開演　16:00～
チケット　500円
（数に限りがあります）

ネルソンズ

    毎年恒例お笑いライブ︕︕
今年も新⼤祭を笑いの渦に巻き込みます︕︕
      必⾒です︕︕︕

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。
 予めご了承下さい。

GO︕皆川
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 Niigata Shiny Collection 2022
            ～Sparkle～
          日時:10月15日(土)  15:00～
      16日(日)  16:00～
開催場所 新潟大学 五十嵐キャンパス
           第一体育館 

新大で最も輝いている学生を決める企画です！

計５名が出場し自分の個性や魅力をアピールしてもらいます！

No.1 齋藤涼成さん No.2 高井皓遥さん

No.3 翠

No.4 松永大輝 No.5 刈谷唯斗

Niigata Shiny Collection 2022
Twitter Instagram 
フォローお願いします！
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新大生

ベストパートナー

決定戦

新潟大学で一番輝くパートナーはいったい誰だ⁉

その座に就かんとするチャレンジャーたちが一堂に集結！

パートナーならではの数々の試練に挑戦します！！

片時も目が離せないこの企画、結末を見逃すな！！！

日時：10月15日 (土) 11:00

場所：総合教育研究棟E260
(開場10:30) ふかたみ

遠藤勇貴七海大輝

高橋志

前野翔紀
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Brighture concert
～明るい未来へ続く音色～

開催日：10月16日
開催場所：新潟大学第一体育館

開場：12:30　開演：13:00
閉演：14:00

0

今年のコンサート企画は新潟大

学の学生限定の対面ライブとな

ります！

今年はなんとウソツキさんに来

て頂けることになりました！

竹田昌和さんのソロ活動として

再始動したウソツキさんのライ

ブをお楽しみに！！
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第 63 回新大祭によせて
新潟大学長 牛木 辰男

第63回新大祭が開催されることを、心からお祝い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック（世界
大流行）も、すでに二年半が過ぎさりました。この間、新潟大学の

新大祭は、新大祭常任委員会の皆さんが創意工夫により、一昨年、

昨年とオンラインによる開催を成功させてきました。今年もまだコ

ロナ禍の中での新大祭となることから、どのような開催形式にする

かを常任委員会の皆さんと何度も話し合いの機会を持ちました。そ

の結果、これまでのコロナ禍におけるオンライン新大祭の経験を活

かしながら、感染予防対策を十分に講じることで、今年はなんとか

対面型とオンラインの良さを交えたハイブリッド型として開催する

ことになりました。

今年の第63回新大祭のテーマは、『祭燃 –the moment-』との
ことです。常任委員会の皆さんからは、「コロナ禍が続く中で新た

な可能性を示し、希望を湛える灯となるような新大祭を作り上げた

い。そして苦しいことの多い現代だからこそ『今』を噛みしめなが

ら有意義一瞬一瞬を重ねたい、という思いを込めました。」 との

想いを伺っています。まだ止まぬコロナ禍という状況を踏まえた上

で、新大祭の原点に立ち返り、さらに新たな可能性を探求してコロ

ナ禍を力に変えようとする常任委員会の皆さんの情熱を大変うれし

く受け止めています。それは、新潟大学の理念「自律と創生」の精

神でもあり、皆さんがやがて社会に出たときにきっと役立つものと

思います。その成功を祈るとともに、ご参加いただける皆さまにお

かれましては、「コロナ禍を力に変えた新大祭」となったかをご評

価いただきたいと思います。

最後になりますが、第 63 回新大祭の成功を再度祈念し、新大祭
に参加・協力してくださるすべての皆さまに心よりお礼を申し述べ、

私の挨拶とさせていただきます。

 

　はじめに、今日このように無事に新大祭を迎えられたことを心から

嬉しく思います。開催にあたり深いご理解とご協力を賜りました地域

の皆様、各企業の皆様、大学関係者の方々、新大生の皆さんに深く

御礼申し上げます。
 

　気が付けばコロナ禍での生活も2年半を過ぎました。そして、依然と
して衰えないウイルス感染症の脅威の中、ウイルスとの関わり方は変

わってきました。その状況を踏まえ、今年度の新大祭は3年ぶりの対面
開催を取り入れます。また同時に過去2年のオンライン開催の良さも
生かし、ライブ配信も並行して行うハイブリッド型の開催となります。

コロナ以前とも過去2年間とも大きく違う、まったく新しい新大祭を
楽しんでいただくために試行錯誤してまいりました。
 

　第63回新大祭のテーマは「祭燃 -the moment-」です。長く終わり
の見えないコロナ禍で、世間や生活に対する妥協や諦めにも慣れてし

まいました。そんな現状から再び以前の活力を取り戻したいという思い。

また、しっかりと「今」を噛みしめ一瞬一瞬を重ねようという思いを込

めました。
 

 今年度の新大祭では数多くの団体による出展やお笑い芸人さんや
タレントさんによるライブ、コンサート企画、Niigata Shiny Collection
企画、軟派企画等、各企画全力を注いで準備しております。

新大祭の魅力満点の見ごたえあるステージをどうぞお楽しみください。
 

　今年の新大祭が、皆様の心の中で強く残る思い出になること

を願っております。
 

第63回新大祭常任委員会　委員長

              二ノ宮舞子

ようこそ新大祭へ！

はじめまして。新大祭常任委員会委員長の

二ノ宮舞子です。

委員長挨拶
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　　　〇総合案内所
図書館前の総合案内所では、

新大祭に関する情報提供やパンフレット
を配布しています！
また、スタンプラリーの開催もしています！
スタンプラリーの景品交換等は、

総合案内所 で行っております。
わからないことやお困りのことが
ございましたらお気軽にお越しください。

　　〇スタンプラリー
①案内所でスタンプラリー用紙をもらおう！
②展示見学や商品購入をして用紙にスタンプ
 を押してもらおう！
③スタンプが集まったら総合案内所へ‼
④スタンプ３個につき 1 回ゲームに挑戦！
⑤景品ゲット！

いろいろ企画を回って
                   スタンプを集めよう！ 

　団体索引
 ROOKIES                                            P.20
 L!KES
 音楽俱楽部                              P.21
 考古学研究部                            P.22
 PINCE
 ピアノ愛好会                            P.23
 home
 WILDSTYLE                                         P.24
 天文部
 初雪祭地質化学                          P.25
 初雪祭実行委員
 ひまわり                                P.26
 リズム体操部
 にいがた総おどり連                      P.27
 新潟大学落語研究部
 新大書道同好会                          P.28
 新大劇研OBOGの集い
 DJ・DTMサークル　カテドラル           P.29
 新潟大学コンピュータクラブ　EDP
 新潟大学ポケモン同好会                  P.30
 映画倶楽部
 駄菓子屋houkiboshi                              P.31
 にいがたカレッジキャット
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広告索引
[ア]
アクアパーク新潟                  32
アット新潟                          28
アパマンショップ新潟大学前店 36
居酒屋 Shima                      36
エアプラック株式会社            30
N CLINIC                           33
[カ]
株式会社アステック               35
株式会社ウィザップ               32
株式会社ウオロク                  29
株式会社加賀田組                  29
株式会社三星住発                  35
株式会社広報しえん               32
株式会社コスモツーリスト       33
株式会社コロナ                     27
（株）ヒウラ                        36
株式会社日野屋玩具店      裏表紙裏
株式会社ファイブ                  35
株式会社ブルボン                  22
kiitos                                 35
ゲストハウスORIORI            37
KOREAN KITCHEN cotteji     36
[サ]
自衛隊                                34
塩川酒造株式会社                  37                  
シマト工業                          34
セコム上信越株式会社            24

[タ]
ダイニチ工業株式会社             21
竹田総合病院                        31
東洋水産株式会社                  34        
DoMo メガネ　新潟大学前店    36
どんぶりブッチャー           37
[ナ]
新潟県土地改良事業団体連合会  32
にいがたKomachi                  35
新潟信用銀行                        37
新潟関屋自動車学校                36
新潟太陽誘電                    表紙裏
新潟第一ホテル                      34
新潟大学法学ゼミナール協会     26
新潟中央自動車学校                25
新潟西歯科クリニック             35
[ハ]
東新潟自動車学校                   32
樋木酒造株式会社                   23
北陸ガス株式会社                   20
[マ]
巻中央自動車学校                   38
松岡不動産株式会社                35
[ヤ]
焼肉エイト                           33
有限会社内野商会                   35
有限会社光タクシー           36
有限会社めぐみ工房                30
有限会社やしち酒店                36
[ラ]
レッドバロン新潟本店         裏表紙

ページ ページ
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新潟市中央区東大通1-2-23営業部（URL）http://www.hokurikugas.co.jp/
TEL（025）245-2217

暮らしに、あったかい ひらめき。

■北陸ガス様　H80×W120mm モノクロ
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バニラホ
ワイト

ビターストロベリー
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B-Class
Mercedes-Benz

B-Class
Mercedes-Benz

新潟中央自動車学校

無料送迎バス 運行中！

新 潟 大 学

自動車学校

⇔

約２５分
〒９５０-０９１３　 新潟市中央区鐙２-１-２７

0120-35-8891

Niigata Chuo Driving School
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法学ゼミナール協会 
 

新潟大学法学ゼミナール協会 
新規会員募集中！ 

新潟大学法学ゼミナール協議会 通称「法ゼミ」は「非営利・非宗教・非政治の原則に基
づき、法学及びその隣接科学の研究を通して、大学及び地域社会の学問の発展に貢献する
こと」を目的とした法学部生による自治組織です。お問い合わせは以下まで 

法学ゼミナール協会 hougaku.seminar@gmail.com  

つぎの快適暖房。
コロナの本気 
 ノイルヒート。C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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夜12時
お客様の新鮮な生活を提案し、地域の皆さまに愛される店を目指します。
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株式会社

Air-conditioning & Plumbing Contractors

空調・衛生設備設計施工　新潟市指定給水・排水工事店

Air-Pluc
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土
地
改
良
は

新
潟
の
命
綱

新新潟潟県県土土地地改改良良事事業業団団体体連連合合会会
〒950-8718 新潟市中央区長潟138 TEL 025-286-1111
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 車検･整備･鈑金･塗装･廃車 新大工学部門近 
創業 45 年の実績とホスピタリティサービス 

（（有有））内内野野商商会会  
tel: 262-4882 西区五十嵐二の町 8230-12 
 
 
 
 

本　　　　　店　TEL 025-260-5661
（中門前）営業所　TEL 025-263-0003

HP http://www.getroom.co.jp/   E-mail sansei@getroom.co.jp

新潟大学アパート物件沢山そろっています
条件にあった物件を御紹介致します
駐車場もご紹介しております

（13）

＆Komachi_新大祭パンフ_枠広_42-60_out.indd   1＆Komachi_新大祭パンフ_枠広_42-60_out.indd   1 2022/08/23   12:55:382022/08/23   12:55:38

 

 
 ももののづづくくりり分分野野ののソソリリュューーシショョンンでで地地域域をを支支ええるる  

～～心心はは燕燕三三条条株株式式会会社社～～  
〒955-0002 新潟県三条市柳川新田 978 Tel0256(38)7511 

http;//www.shimato.co.jp 
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https://www.niigata-shinkin.co.jp
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企業ブース
  第 60 回新大祭で行われた企業ブース
     がパワーアップして帰ってくる！
  今年は就活支援に加え、袋麺の配布や
  自衛隊の装備品展示なども行われます。
      　これは…行くしかない！！

                   両日出店
・自衛隊新潟地方協力本部

（図書館 1F ラウンジ・図書館前テント）
・新潟県警察

（総合教育研究棟 B255 教室）
・福田組

（第一食堂前広場テント）

                  15 日のみ
・新潟市役所（総合教育研究棟 B350 教室）
・セコム上信越（図書館 1F ラウンジ）
・東洋水産（第一食堂前広場テント）

                  16 日のみ
・第一印刷所（図書館 1F ラウンジ）
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第63回新大祭 寄付御芳名（敬称略・五十音順）

ありがとうございました。　

新潟大学学友会

新潟大学全学同窓会

SPECIAL THANKS

参加団体一覧

アピタ新潟西店

株式会社ウィザップ

近野茂公認会計事務所

高井商店

竹田綜合病院

新潟県土地改良事業団体連合会

新潟信用金庫

新潟大学生活協同組合

新潟西歯科クリニック

新潟Komati
東新潟自動車学校

北越工業

ホワイトバーチコーヒー

めぐみ工房

ゆうふく弁当

DoMo メガネ 新潟大学前店
Kiitos
KOREAN KITCHEN cotteji
N CLINIC
株式会社遠山熔接

生活雑貨unJour（株式会社佐藤商会）
株式会社モザイクワーク

株式会社エフエムラジオ新潟

                  
                    新大祭公式飲料「ZONe」
                          無料配布中！！

      ～飲む者を無敵のゾーンへと導く

                                    エナジードリンク～

   新大祭公式飲料であるエナジードリンク「ZONe」を
               来場者全員に無料配布します！！
   場所は各会場の入場口付近です。無くなり次第終了！
                   ぜひお早めにどうぞ！！

        ※より多くの皆様にお楽しみいただくため、
        お一人様一本の配布とさせていただきます。
                 あらかじめご了承ください。
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おわりに
第63回新大祭
楽しんでいただけたでしょうか？

爆笑!お笑いライブ 2022
Niigata Shiny Collection 2022 〜Sparkle〜
Brighture concert 〜明るい未来へ続く音色〜
新大生 ベストパートナー決定戦
はご覧になりましたか？

今年度は新大生限定の対面になり、今までと

違った形となりましたが、多くの部活動・サークル

等の団体の方々がご協力くださり、よい文化祭を

つくることができました。この新大祭が皆様の秋

の思い出の一つになれば幸いです。

また来年お会いできることを心より

お待ちしております。

2022/10/15.16 第63回新大祭　fin.
発行日 2022年10月15日
発行責任者　　　

第63回新大祭常任委員会　編集部　　　
部長　安川日花里

第63回新大祭常任委員会 ALL STAFF
委員長 二ノ宮舞子　副委員長 山田裕貴　池乗伶奈

総務 早崎 凌太   

渉外・財務 滝澤光陽・渡邊比奈太

衛生 白山遥基

企促 金澤妃奈音

情宣 三上真輝

編集 安川日花里

ADVISER STAFF
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HP
http://www.shindaisai.net

Twitter
 @sds_jonin

Instagram
 sds_jonin

YouTube
YouTube

新潟でスマホのことなら

来店予約不要

「中
小
企
業
か
ら
ニ
ッ
ポ
ン
を
元
気
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

公
式
ア
ン
バ
サ
ダ
ー

ロ
ン
ド
ン
ブ
ー
ツ
1
号
2
号

田
村
淳

新大祭ご来場者プレゼント!
特別割引クーポン!
COMG!全店で利用可能！
面倒な予約は不要でOK！
データ移行も受付けています！

成長率600%の企業が教える
マーケティング
1dayプログラム

株式会社 日野屋玩具店

店舗一覧はこちら

新大祭特別クーポン! インターン募集!

開催日程
10月25日／11月15日

参加方法
マイナビ2024からエントリー後、
希望参加日にご予約をお願いします。

参加応募は
こちら

お近くのCOMG!で
クーポンをご利用ください!

15:00～17:00
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                       訂正と追加 

p.4 

〇ステージ TIME TABLE 

日時：15日（土）10：00～12：50 

〇正門企画 

15日(土) 10:50～17:20 

10:50～11:30 PINCE 

11:40～12:20 競技ダンス部 

12:30～13:10 リズム体操 

13:20～14:00 MIMA 

14:10～14:50 新潟大学落語研究部 

15:00～15:40 DJ・DTMサークル カテドラル 

15:50～16:30 L!KES 

16:40～17:20 にいがた総おどり連 新舞 

 

正門企画は今年度、第三体育館で学生団体のパフォーマンス発表を行います！ダンスをはじめ、

幅広いジャンルの学生団体が出場します！ぜひお越しください！また、タイムテーブルは変更

する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

p.18 

にいがた Komachi→新潟 Komachi 

 

p.41 

新潟 Komati→新潟 Komachi 

 

 

大変申し訳ございませんでした。 
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