開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001001

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

火／Tue 3

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject
編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

●長崎地域学(E1〜E6)／Activity of Nagasaki
石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 林 美和／Hayashi Miwa, 矢田 純
子／Yada Junko, 股張 一男／Matahari Kazuo, 西村 宣彦／Nobuhiko Nishimura, 矢野 香
／Yano Kaori
石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

科目分類／Class type

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 林 美和／Hayashi Miwa, 矢田 純
子／Yada Junko, 股張 一男／Matahari Kazuo, 西村 宣彦／Nobuhiko Nishimura, 矢野 香
／Yano Kaori
地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

教養教育A棟21／RoomA‑21

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

対象学生（クラス等）

/Object Student

講義形態／Class Form

講義／Lecture

school of economics

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

Center Of Community Development

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

Monday afternoon 3rd session
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
成績評価の方法・基準等/Evaluation

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.
Omnibus class by professors and lectures from Nagasaki areas to have historical and
stimulus idea.
1st
Purpose of the class
2nd
History of Religions in Nagasaki
3rd
Peace and War in Nagasaki
4st
Cultures of Edo Era in Nagasaki
5st
Cultures of Dejima Era in Nagasaki
6st
Jounalists proposal to Nagasaki
7st
Introduction of active professional
8st
Introduction of active professional
Nagasaki, culture, history, development, activation
Students must receive eight times tests after every class. Score, will be evaluated by
this tests and a mini reports. You will need to more than two‑thirds of the attendance of
the class.
Students must receive eight times tests after every class. Score, will be evaluated by
this tests and a mini reports. You will need to more than two‑thirds of the attendance of
the class.

受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

In order to ensure equal educational opportunities for all students, Nagasaki University
strivesto remove societal barriersthat may interfere with academic activities, and to
provide reasonable accommodations as necessary and appropriate. If you have any questions
or concerns regarding reasonable accommodations or other support in this class, please
feel free to talk to the instructor (contact information above), or contact the Student
Accessibility Office.
Student Accessibility Officecontact information
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

Discover new Nagasaki

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001001

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

火／Tue 3

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject
編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

●長崎地域学(E1〜E6)／Activity of Nagasaki
石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 林 美和／Hayashi Miwa, 矢田 純
子／Yada Junko, 股張 一男／Matahari Kazuo, 西村 宣彦／Nobuhiko Nishimura, 矢野 香
／Yano Kaori
石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

科目分類／Class type

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 林 美和／Hayashi Miwa, 矢田 純
子／Yada Junko, 股張 一男／Matahari Kazuo, 西村 宣彦／Nobuhiko Nishimura, 矢野 香
／Yano Kaori
地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

教養教育A棟21／RoomA‑21

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

対象学生（クラス等）

/Object Student

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address
担当教員研究室/Laboratory
担当教員TEL/Tel

講義形態／Class Form

講義／Lecture

経済学部
ishi@nagasaki‑u.ac.jp
学生会館１Ｆ 地域創生推進本部
石松隆和

月曜日の３校時。必要に応じて事前連絡により別途対応可。
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and 長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴等を学び、多面的に長崎地域を知り、
幅広い視点で地域が直面する諸問題に気づくきっかけを作る。
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴を学び、
長崎の特徴や良さを説明できるようにする。
長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴に詳しい長崎大学内外の有識者による
オムニバス方式の講義
１回目「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
２回目「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施
３回目「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施
４回目「長崎と幕末・産業」 当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師
が実施
５回目「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が
実施
６回目「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる。
７回目「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
８回目「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし

成績評価の方法・基準等/Evaluation

毎回の授業時に行う小テスト（60％）、
ミニリポートの提出を含む授業への積極的な参加・貢献度（40％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した時数が3分の2に達しない場合は、失格とする。

受講要件（履修条件）/Requirements

なし

アクセシビリティ/Accessibility

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

知らない長崎を発見しましょう。

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

第1回

「本授業科目の目指すもの」

第2回

「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施

第3回

「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施（ゲストスピーカー 城臺美弥子）

第4回

「長崎と幕末・産業」

第5回

「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施

コーディネータが実施

当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施

第7回

「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる（ゲストスピ
ーカー 樋口 徹）
「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第8回

「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ（ゲストスピーカー 未定）

第6回

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001002

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

火／Tue 4

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject

●長崎地域学(P1・P2̲F1〜F3̲G1〜G3)／Activity of Nagasaki

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 武田 重信／Takeda Shigenobu, Hull Simon／Hull Simon, 林
美和／Hayashi Miwa, 荒木 正平／Araki Shohei, 山下 珠希／Yamashita Maki, 松尾 重巳
／Matsuo Shigemi, 渡邉 秀悟／Watanabe Shugo, 小松 悟／Satoru Komatsu, 田中 隆
／Tanaka Takashi, 矢野 香／Yano Kaori

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

石松

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 武田 重信／Takeda Shigenobu, Hull Simon／Hull Simon, 林
美和／Hayashi Miwa, 荒木 正平／Araki Shohei, 山下 珠希／Yamashita Maki, 松尾 重巳
／Matsuo Shigemi, 渡邉 秀悟／Watanabe Shugo, 小松 悟／Satoru Komatsu, 田中 隆
／Tanaka Takashi, 矢野 香／Yano Kaori

科目分類／Class type

地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育A棟21／RoomA‑21
School of global humanities and social sciences
School of Pharmaceutical Sciences
Faculty of Fisheries
ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

Center Of Community Development

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

対象学生（クラス等）

/Object Student

隆和／Ishimatsu Takakazu

講義形態／Class Form

講義／Lecture

Monday afternoon 3rd session
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
成績評価の方法・基準等/Evaluation

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.
Omnibus class by professors and lectures from Nagasaki areas to have historical and
stimulus idea.
1st
Purpose of the class
2nd
History of Religions in Nagasaki
3rd
Peace and War in Nagasaki
4st
Cultures of Edo Era in Nagasaki
5st
Cultures of Dejima Era inNagasaki
6st
Jounalists proposal to Nagasaki
7st
Introduction of active professional
8st
Introduction of active professional
Nagasaki, culture, history, development, activation

Students must receive eight times tests after every class. Score, will be evaluated by
this tests and a mini reports. You will need to more than two‑thirds of the attendance of
the class.

受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

In order to ensure equal educational opportunities for all students, Nagasaki University
strivesto remove societal barriersthat may interfere with academic activities, and to
provide reasonable accommodations as necessary and appropriate. If you have any questions
or concerns regarding reasonable accommodations or other support in this class, please
feel free to talk to the instructor (contact information above), or contact the Student
Accessibility Office.
Student Accessibility Officecontact information
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

Discover new Nagasaki

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

第1回

「本授業科目の目指すもの」

第2回

「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施

第3回

「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施

コーディネータが実施

第4回

「長崎と幕末・産業」

第5回

「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施

第6回

「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる。

第7回

「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。

第8回

「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。

当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001002

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

火／Tue 4

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject

●長崎地域学(P1・P2̲F1〜F3̲G1〜G3)／Activity of Nagasaki

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 武田 重信／Takeda Shigenobu, Hull Simon／Hull Simon, 林
美和／Hayashi Miwa, 荒木 正平／Araki Shohei, 山下 珠希／Yamashita Maki, 松尾 重巳
／Matsuo Shigemi, 渡邉 秀悟／Watanabe Shugo, 小松 悟／Satoru Komatsu, 田中 隆
／Tanaka Takashi, 矢野 香／Yano Kaori

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

石松

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 武田 重信／Takeda Shigenobu, Hull Simon／Hull Simon, 林
美和／Hayashi Miwa, 荒木 正平／Araki Shohei, 山下 珠希／Yamashita Maki, 松尾 重巳
／Matsuo Shigemi, 渡邉 秀悟／Watanabe Shugo, 小松 悟／Satoru Komatsu, 田中 隆
／Tanaka Takashi, 矢野 香／Yano Kaori

科目分類／Class type

地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育A棟21／RoomA‑21
多文化社会学部
薬学部
水産学部
ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

学生会館１Ｆ

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

対象学生（クラス等）

/Object Student

隆和／Ishimatsu Takakazu

講義形態／Class Form

講義／Lecture

地域創生推進本部

月曜日の３校時。必要に応じて事前連絡により別途対応可。
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and 長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴等を学び、多面的に長崎地域を知り、
幅広い視点で地域が直面する諸問題に気づくきっかけを作る。
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴を学び、
長崎の特徴や良さを説明できるようにする。
長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴に詳しい長崎大学内外の有識者による
オムニバス方式の講義
１回目「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
２回目「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施
３回目「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施
４回目「長崎と幕末・産業」 当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師
が実施
５回目「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が
実施
６回目「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる。
７回目「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
８回目「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし

成績評価の方法・基準等/Evaluation

毎回の授業時に行う小テスト（60％）、
ミニリポートの提出を含む授業への積極的な参加・貢献度（40％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した時数が3分の2に達しない場合は、失格とする。

受講要件（履修条件）/Requirements

なし

アクセシビリティ/Accessibility

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

知らない長崎を発見しましょう。

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

第1回

「本授業科目の目指すもの」

第2回

「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施

コーディネータが実施

第3回

「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施（ゲストスピーカー 山川

第4回

第7回

「長崎と幕末・産業」 当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施
「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施（
ゲストスピーカー 堀 憲昭）
「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる（ゲストスピ
ーカー 佐藤肖嗣）
「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第8回

「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第5回
第6回

剛）

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001003

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

水／Wed 1

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject
編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

●長崎地域学(T1・T2̲K1〜K3)／Activity of Nagasaki
石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 赤瀬 浩／Akase Hiroshi, 土肥原
弘久／Dohihara Hirohisa, 竹山 敦幸／Takeyama Atsuyuki, 村山 友美／Murayama Tomomi,
才本 明秀／Saimoto Akihide, 菊池 英弘／Kikuchi Hidehiro, 矢野 香／Yano Kaori
石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

科目分類／Class type

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 赤瀬 浩／Akase Hiroshi, 土肥原
弘久／Dohihara Hirohisa, 竹山 敦幸／Takeyama Atsuyuki, 村山 友美／Murayama Tomomi,
才本 明秀／Saimoto Akihide, 菊池 英弘／Kikuchi Hidehiro, 矢野 香／Yano Kaori
地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育A棟21／RoomA‑21
School of Engineering( Mechanics course )
Faculty of Environmental Sciences
ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

Center Of Community Development

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

対象学生（クラス等）

/Object Student

講義形態／Class Form

講義／Lecture

Monday afternoon 3rd session
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
成績評価の方法・基準等/Evaluation

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.
Omnibus class by professors and lectures from Nagasaki areas to have historical and
stimulus idea.
1st
Purpose of the class
2nd History of Religions in Nagasaki
3rd
Peace and War in Nagasaki
4st
Cultures of Edo Era in Nagasaki
5st
Cultures of Dejima Era inNagasaki
6st
Jounalists proposal to Nagasaki
7st
Introduction of active professional
8st
Introduction of active professional
Nagasaki, culture, history, development, activation

Students must receive eight times tests after every class. Score, will be evaluated by
this tests and a mini reports. You will need to more than two‑thirds of the attendance of
the class.

受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

In order to ensure equal educational opportunities for all students, Nagasaki University
strivesto remove societal barriersthat may interfere with academic activities, and to
provide reasonable accommodations as necessary and appropriate. If you have any questions
or concerns regarding reasonable accommodations or other support in this class, please
feel free to talk to the instructor (contact information above), or contact the Student
Accessibility Office.
Student Accessibility Officecontact information
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

Discover new Nagasaki

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001003

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

水／Wed 1

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject
編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

●長崎地域学(T1・T2̲K1〜K3)／Activity of Nagasaki
石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 赤瀬 浩／Akase Hiroshi, 土肥原
弘久／Dohihara Hirohisa, 竹山 敦幸／Takeyama Atsuyuki, 村山 友美／Murayama Tomomi,
才本 明秀／Saimoto Akihide, 菊池 英弘／Kikuchi Hidehiro, 矢野 香／Yano Kaori
石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

科目分類／Class type

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 赤瀬 浩／Akase Hiroshi, 土肥原
弘久／Dohihara Hirohisa, 竹山 敦幸／Takeyama Atsuyuki, 村山 友美／Murayama Tomomi,
才本 明秀／Saimoto Akihide, 菊池 英弘／Kikuchi Hidehiro, 矢野 香／Yano Kaori
地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育A棟21／RoomA‑21
工学部（機械）
環境科学部
ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

学生会館１Ｆ

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

対象学生（クラス等）

/Object Student

講義形態／Class Form

講義／Lecture

地域創生推進本部

月曜日の３校時。必要に応じて事前連絡により別途対応可。
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and 長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴等を学び、多面的に長崎地域を知り、
幅広い視点で地域が直面する諸問題に気づくきっかけを作る。
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴を学び、
長崎の特徴や良さを説明できるようにする。
長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴に詳しい長崎大学内外の有識者による
オムニバス方式の講義
１回目「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
２回目「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施
３回目「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施
４回目「長崎と幕末・産業」 当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師
が実施
５回目「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が
実施
６回目「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる。
７回目「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
８回目「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし

成績評価の方法・基準等/Evaluation

毎回の授業時に行う小テスト（60％）、
ミニリポートの提出を含む授業への積極的な参加・貢献度（40％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した時数が3分の2に達しない場合は、失格とする。

受講要件（履修条件）/Requirements

なし

アクセシビリティ/Accessibility

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

知らない長崎を発見しましょう。

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

第1回

「本授業科目の目指すもの」

第2回

「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施

第3回

「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施（ゲストスピーカー 城臺美弥子）

第4回

「長崎と幕末・産業」

第5回

「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施

コーディネータが実施

当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施

第7回

「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる（ゲストスピ
ーカー 原口 司)
「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第8回

「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第6回

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001004

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

水／Wed 2

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject
編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

●長崎地域学(L1〜L6)／Activity of Nagasaki
石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 石部 邦昭／Ishibe Kuniaki, 西田
治／Nishida Osamu, 田山 淳／Tayama Jiyun, 及川 大地／Oikawa Daichi, 矢野 香／Yano
Kaori, 島袋 修／Osamu Shimabukuro
石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

科目分類／Class type

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 石部 邦昭／Ishibe Kuniaki, 西田
治／Nishida Osamu, 田山 淳／Tayama Jiyun, 及川 大地／Oikawa Daichi, 矢野 香／Yano
Kaori, 島袋 修／Osamu Shimabukuro
地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

教養教育A棟21／RoomA‑21

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

対象学生（クラス等）

/Object Student

講義形態／Class Form

講義／Lecture

Faculty of Education

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

Center Of Community Development

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

Monday afternoon 3rd session
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
成績評価の方法・基準等/Evaluation

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.
Omnibus class by professors and lectures from Nagasaki areas to have historical and
stimulus idea.
1st
Purpose of the class
2nd History of Religions in Nagasaki
3rd
Peace and War in Nagasaki
4st
Cultures of Edo Era in Nagasaki
5st
Cultures of Dejima Era inNagasaki
6st
Jounalists proposal to Nagasaki
7st
Introduction of active professional
8st
Introduction of active professional
Nagasaki, culture, history, development, activation

Students must receive eight times tests after every class. Score, will be evaluated by
this tests and a mini reports. You will need to more than two‑thirds of the attendance of
the class.

受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

In order to ensure equal educational opportunities for all students, Nagasaki University
strivesto remove societal barriersthat may interfere with academic activities, and to
provide reasonable accommodations as necessary and appropriate. If you have any questions
or concerns regarding reasonable accommodations or other support in this class, please
feel free to talk to the instructor (contact information above), or contact the Student
Accessibility Office.
Student Accessibility Officecontact information
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

Discover new Nagasaki

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001004

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

水／Wed 2

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject
編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

●長崎地域学(L1〜L6)／Activity of Nagasaki
石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 石部 邦昭／Ishibe Kuniaki, 西田
治／Nishida Osamu, 田山 淳／Tayama Jiyun, 及川 大地／Oikawa Daichi, 矢野 香／Yano
Kaori, 島袋 修／Osamu Shimabukuro
石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

科目分類／Class type

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, Hull Simon／Hull Simon, 石部 邦昭／Ishibe Kuniaki, 西田
治／Nishida Osamu, 田山 淳／Tayama Jiyun, 及川 大地／Oikawa Daichi, 矢野 香／Yano
Kaori, 島袋 修／Osamu Shimabukuro
地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

教養教育A棟21／RoomA‑21

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

対象学生（クラス等）

/Object Student

講義形態／Class Form

講義／Lecture

教育学部

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

学生会館１Ｆ

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

地域創生推進本部

月曜日の３校時。必要に応じて事前連絡により別途対応可。
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and 長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴等を学び、多面的に長崎地域を知り、
幅広い視点で地域が直面する諸問題に気づくきっかけを作る。
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴を学び、
長崎の特徴や良さを説明できるようにする。
長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴に詳しい長崎大学内外の有識者による
オムニバス方式の講義
１回目「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
２回目「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施
３回目「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施
４回目「長崎と幕末・産業」 当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師
が実施
５回目「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が
実施
６回目「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる。
７回目「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
８回目「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし

成績評価の方法・基準等/Evaluation

毎回の授業時に行う小テスト（60％）、
ミニリポートの提出を含む授業への積極的な参加・貢献度（40％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した時数が3分の2に達しない場合は、失格とする。

受講要件（履修条件）/Requirements

なし

アクセシビリティ/Accessibility

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

知らない長崎を発見しましょう。

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

第1回

「本授業科目の目指すもの」

第2回

「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施

第3回

「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施（ゲストスピーカー 山川 剛）
「長崎と幕末・産業」 当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施
（ゲストスピーカー 山本主税）

第4回

コーディネータが実施

第7回

「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施（
ゲストスピーカー 山本主税）
「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる（ゲストスピ
ーカー 真島和博）
「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第8回

「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第5回
第6回

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001005

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

水／Wed 4

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject

●長崎地域学(M1〜M6̲D1・D2)／Activity of Nagasaki

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 楠葉 洋子／Kusuba Youko, Hull Simon／Hull Simon, 矢田
純子／Yada Junko, 村瀬 邦彦／Murase Kunihiko, 中村 康司／Nakamura Yasushi, 野間田 真
紀子／Nomada Makiko, 宮川 由香／Miyagawa Yuka, 藤原 卓／Fujiwara Taku, 桑原 宏永
／Kuwahara Hironaga, 矢野 香／Yano Kaori

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

石松

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 楠葉 洋子／Kusuba Youko, Hull Simon／Hull Simon, 矢田
純子／Yada Junko, 村瀬 邦彦／Murase Kunihiko, 中村 康司／Nakamura Yasushi, 野間田 真
紀子／Nomada Makiko, 宮川 由香／Miyagawa Yuka, 藤原 卓／Fujiwara Taku, 桑原 宏永
／Kuwahara Hironaga, 矢野 香／Yano Kaori

科目分類／Class type

地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育A棟21／RoomA‑21
School of MEDICINE
School of Health Sciences
School of Dentistry
ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

Center Of Community Development

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

対象学生（クラス等）

/Object Student

隆和／Ishimatsu Takakazu

講義形態／Class Form

講義／Lecture

Monday afternoon 3rd session
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
成績評価の方法・基準等/Evaluation

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.
Omnibus class by professors and lectures from Nagasaki areas to have historical and
stimulus idea.
1st
Purpose of the class
2nd History of Religions in Nagasaki
3rd
Peace and War in Nagasaki
4st
Cultures of Edo Era in Nagasaki
5st
Cultures of Dejima Era inNagasaki
6st
Jounalists proposal to Nagasaki
7st
Introduction of active professional
8st
Introduction of active professional
Nagasaki, culture, history, development, activation

Students must receive eight times tests after every class. Score, will be evaluated by
this tests and a mini reports. You will need to more than two‑thirds of the attendance of
the class.

受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

In order to ensure equal educational opportunities for all students, Nagasaki University
strivesto remove societal barriersthat may interfere with academic activities, and to
provide reasonable accommodations as necessary and appropriate. If you have any questions
or concerns regarding reasonable accommodations or other support in this class, please
feel free to talk to the instructor (contact information above), or contact the Student
Accessibility Office.
Student Accessibility Officecontact information
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

Discover new Nagasaki

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001005

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

水／Wed 4

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject

●長崎地域学(M1〜M6̲D1・D2)／Activity of Nagasaki

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 楠葉 洋子／Kusuba Youko, Hull Simon／Hull Simon, 矢田
純子／Yada Junko, 村瀬 邦彦／Murase Kunihiko, 中村 康司／Nakamura Yasushi, 野間田 真
紀子／Nomada Makiko, 宮川 由香／Miyagawa Yuka, 藤原 卓／Fujiwara Taku, 桑原 宏永
／Kuwahara Hironaga, 矢野 香／Yano Kaori

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

石松

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 楠葉 洋子／Kusuba Youko, Hull Simon／Hull Simon, 矢田
純子／Yada Junko, 村瀬 邦彦／Murase Kunihiko, 中村 康司／Nakamura Yasushi, 野間田 真
紀子／Nomada Makiko, 宮川 由香／Miyagawa Yuka, 藤原 卓／Fujiwara Taku, 桑原 宏永
／Kuwahara Hironaga, 矢野 香／Yano Kaori

科目分類／Class type

地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育A棟21／RoomA‑21
医学部医学科
医学部保健学科
歯学部
ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

学生会館１Ｆ

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

対象学生（クラス等）

/Object Student

隆和／Ishimatsu Takakazu

講義形態／Class Form

講義／Lecture

地域創生推進本部

月曜日の３校時。必要に応じて事前連絡により別途対応可。
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and 長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴等を学び、多面的に長崎地域を知り、
幅広い視点で地域が直面する諸問題に気づくきっかけを作る。
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

成績評価の方法・基準等/Evaluation

長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴を学び、
長崎の特徴や良さを説明できるようにする。
長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴に詳しい長崎大学内外の有識者による
オムニバス方式の講義
１回目「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
２回目「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施
３回目「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施
４回目「長崎と幕末・産業」 当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師
が実施
５回目「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が
実施
６回目「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる。
７回目「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
８回目「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし
毎回の授業時に行う小テスト（60％）、
ミニリポートの提出を含む授業への積極的な参加・貢献度（40％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した時数が3分の2に達しない場合は、失格とする。

受講要件（履修条件）/Requirements

なし

アクセシビリティ/Accessibility

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

知らない長崎を発見しましょう。

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

第1回

「本授業科目の目指すもの」

コーディネータが実施

第2回

「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施

第3回

第7回

「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施（ゲストスピーカー 城臺美弥子）
「長崎と幕末・産業」 当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施
（ゲストスピーカー 堀 憲昭）
「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施
「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる（ゲストスピ
ーカー 畠山博幸)
「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第8回

「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第4回
第5回
第6回

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001006

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

木／Thu 4

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject
編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

●長崎地域学(T3〜T10)／Activity of Nagasaki
石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 赤瀬 浩／Akase Hiroshi, 土肥原 弘久／Dohihara
Hirohisa, 竹山 敦幸／Takeyama Atsuyuki, 山口 広助／Yamaguchi Hirosuke, 才本 明秀
／Saimoto Akihide, 矢野 香／Yano Kaori
石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

科目分類／Class type

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 赤瀬 浩／Akase Hiroshi, 土肥原 弘久／Dohihara
Hirohisa, 竹山 敦幸／Takeyama Atsuyuki, 山口 広助／Yamaguchi Hirosuke, 才本 明秀
／Saimoto Akihide, 矢野 香／Yano Kaori
地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

教養教育A棟21／RoomA‑21

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

対象学生（クラス等）

/Object Student

講義形態／Class Form

講義／Lecture

School of Engineering ( Except Mechanical course)

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

Center Of Community Development

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

Monday afternoon 3rd session
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
成績評価の方法・基準等/Evaluation

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.
Omnibus class by professors and lectures from Nagasaki areas to have historical and
stimulus idea.
1st
Purpose of the class
2nd History of Religions in Nagasaki
3rd
Peace and War in Nagasaki
4st
Cultures of Edo Era in Nagasaki
5st
Cultures of Dejima Era inNagasaki
6st
Jounalists proposal to Nagasaki
7st
Introduction of active professional
8st
Introduction of active professional
Nagasaki, culture, history, development, activation
Students are requested to submit report after every class eight times. By the reports the
score is evaluated. Average score of the report should be over sixty.
Students must receive eight times tests after every class. Score, will be evaluated by
this tests and a mini reports. You will need to more than two‑thirds of the attendance of
the class.

受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

In order to ensure equal educational opportunities for all students, Nagasaki University
strivesto remove societal barriersthat may interfere with academic activities, and to
provide reasonable accommodations as necessary and appropriate. If you have any questions
or concerns regarding reasonable accommodations or other support in this class, please
feel free to talk to the instructor (contact information above), or contact the Student
Accessibility Office.
Student Accessibility Officecontact information
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

Discover new Nagasaki

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

必修, 選択／required, elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
1.0/1.0/1.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160584001006

科目番号／Subject code

学期／Semester

3クォ

曜日・校時／Day・Period

木／Thu 4

05840010

科目ナンバリングコード／Numbering Code
授業科目名／Subject
編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

●長崎地域学(T3〜T10)／Activity of Nagasaki
石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 赤瀬 浩／Akase Hiroshi, 土肥原 弘久／Dohihara
Hirohisa, 竹山 敦幸／Takeyama Atsuyuki, 山口 広助／Yamaguchi Hirosuke, 才本 明秀
／Saimoto Akihide, 矢野 香／Yano Kaori
石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

科目分類／Class type

石松 隆和／Ishimatsu Takakazu, 赤瀬 浩／Akase Hiroshi, 土肥原 弘久／Dohihara
Hirohisa, 竹山 敦幸／Takeyama Atsuyuki, 山口 広助／Yamaguchi Hirosuke, 才本 明秀
／Saimoto Akihide, 矢野 香／Yano Kaori
地域科学科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

教養教育A棟21／RoomA‑21

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

対象学生（クラス等）

/Object Student

講義形態／Class Form

講義／Lecture

工学部（機械以外）

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

学生会館１Ｆ

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

地域創生推進本部

月曜日の３校時。必要に応じて事前連絡により別途対応可。
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and 長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴等を学び、多面的に長崎地域を知り、
幅広い視点で地域が直面する諸問題に気づくきっかけを作る。
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method

授業内容/Class outline/Con

キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴を学び、
長崎の特徴や良さを説明できるようにする。
長崎の産業・技術、歴史や文化的な背景、自然地理上の特徴に詳しい長崎大学内外の有識者による
オムニバス方式の講義
１回目「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
２回目「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施
３回目「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施
４回目「長崎と幕末・産業」 当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師
が実施
５回目「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が
実施
６回目「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる。
７回目「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
８回目「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ。
長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし

成績評価の方法・基準等/Evaluation

毎回の授業時に行う小テスト（60％）、
ミニリポートの提出を含む授業への積極的な参加・貢献度（40％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した時数が3分の2に達しない場合は、失格とする。

受講要件（履修条件）/Requirements

なし

アクセシビリティ/Accessibility

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095‑819‑2006（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

知らない長崎を発見しましょう。

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

第1回

「本授業科目の目指すもの」

第2回

「長崎と宗教」純心大学の教員が中心になって実施（ゲストスピーカー 片岡瑠美子）

第3回

「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施（ゲストスピーカー 山川

第4回

「長崎と幕末・産業」

第5回

「長崎と自然・文化」当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施

コーディネータが実施
剛）

当該テーマに詳しい大学、長崎市、佐世保市、平戸市等からの講師が実施

第7回

「報道関係者から学ぶ」県内の報道関係者が長崎の取材を通して伝えたい事を述べる（ゲストスピ
ーカー 豊福健一郎）
「先達から学ぶ（１）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第8回

「先達から学ぶ（２）」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第6回

