開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/31

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

20180584001001

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(G1〜G3̲P1・P2)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21
School of global humanities and social science
Schoold dentist
ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

火／Tue 4

05840010

講義／Lecture

担当教員研究室/Instructor office
担当教員TEL/Tel

takakazu ishimatsu / 095‑819‑2107

monday 12:59 to 14:20
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 overview and Outline of Nagasaki history, especially about international culture, atomic bumb,
catholic culture and Dejima culture. Also recent trend of Nagasaki as a rocal area.
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

Students are requested to know the outline of Nagasaki history about international trade
and catholic history in Nagasaki.

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy □汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics ■多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
■F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
Reports after every class are evaluated as 80%.
Activity during class are evaluated as 20%
You can replace the class by attending pre‑specifed events.

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

Dejima, Edo, International trade, catholic, hidden christuan, atomic bumb,

In order to ensure equal educational opportunities for all students, Nagasaki University
strives to remove societal barriers that 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 Office contact 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

Nagasaki is your memorial area in your school day. Your memory in Nagasaki will make your
future fruitful.

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

授業内容／Contents

1

Introduction of Class

2

Edo culture via paintings

3

Voluntary activity in Hill sida area

4

Christian and Samurai in Edo period

5

Atomic Bumb and Nagasaki

6

Nagasaki news by Journalist

7

Nagasaki culture and fesitival

8

Diversity management in Nagasaki

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/31

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

20180584001001

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(G1〜G3̲P1・P2)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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
ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

学生会館１Ｆ 地域創生推進本部

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

火／Tue 4

05840010

講義／Lecture

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 overview 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。
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

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。

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy ■汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics □多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
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。
ただし、講義期間中に指定するイベント活動（平和祈念式典への参加や歴史文化博物館での講演等
）で授業を代替可能である。

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし
なし
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
授業計画詳細／Course Schedule

知らない長崎を発見しましょう。

回(日時)／Time(date and time)
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回

授業内容／Contents
「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
江戸時代の長崎を絵画を通して学ぶ
長崎の古民家再生の取り組みを先輩から学ぶ
長崎のキリスト教について学ぶ
世界の核軍縮についての取り組みについて学ぶ
報道関係者を通じて長崎を学ぶ
特別講師：志久 弘樹
長崎のまつりを通して歴史を学ぶ
長崎の若手経営者からこれからの長崎のあり方を学ぶ
特別講師：船橋 修一

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/25

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

20180584001002

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

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

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21
School of MEDICINE
School of Health Sciences

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

水／Wed 3

05840010

講義／Lecture

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

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 overview and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy □汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics ■多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
■F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
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.
You can replace the the class by attending the events.

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

Nagasaki, culture, history, development, activation

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
授業計画詳細／Course Schedule

Discover new Nagasaki

回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

1

Introduction of class

2

Edo culture and paintings

3

Christion and Samurai in Edo period

4

Atimic bumb and disaster in Nagasaki

5

Dayly life in Edo period

6

Midwife and commuinity medicine

7

Community midicine in Goto island

8

Dental servie in community

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/25

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

20180584001002

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

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

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21
医学部医学科
医学部保健学科

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

水／Wed 3

05840010

講義／Lecture

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

学生会館１Ｆ 地域創生推進本部

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

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 overview 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。
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

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。

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy ■汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics □多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
毎回の授業終了後にレポート提出を課す（80％）、
授業への積極的な参加・貢献度（?％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した回数が3分の2に達しない場合は、失格とする。
ただし、講義期間中に指定するイベント活動（平和祈念式典への参加や歴史文化博物館での講演等
）で授業を代替可能である。

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし
なし
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
授業計画詳細／Course Schedule

知らない長崎を発見しましょう。

回(日時)／Time(date and time)
第1回

授業内容／Contents
「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
特別講師：安徳 勝憲
「長崎の幕末・文化」長崎歴史文化博物館の講師が担当

第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回

長崎とキリスト教との関わりについて
長崎の平和について被爆者から学ぶ
特別講師：城臺 美弥子
江戸時代の長崎の生活について絵画から学ぶ
先輩の助産師から学ぶ地域医療
先輩から離島医療での活躍を学ぶ
先輩から地域の歯科診療について学ぶ

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/25

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

20180584001003

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(F1〜F3̲K1〜K3)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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 environmental science
Faculty of Fisheries
ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

Center Of Community Development

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

水／Wed 4

05840010

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 overview and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy □汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics ■多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
■F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
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.
Attendance of the class can be replaced by attendance of the pre‑specified events.

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

Nagasaki, culture, history, development, activation

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
授業計画詳細／Course Schedule

Discover new Nagasaki

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

「長崎の平和」平和活動を行う方々が中心となって実施

第4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

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。

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/25

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

20180584001003

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(F1〜F3̲K1〜K3)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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
水産学部
環境科学部
ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

学生会館１Ｆ 地域創生推進本部

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

水／Wed 4

05840010

講義／Lecture

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 overview 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。
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

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。

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy □汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics ■多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
毎回の授業終了後にレポート提出を課す（80％）、
授業への積極的な参加・貢献度（?％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した回数が3分の2に達しない場合は、失格とする。
ただし、講義期間中に指定するイベント活動（平和祈念式典への参加や歴史文化博物館での講演等
）で授業を代替可能である。

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし
なし
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
授業計画詳細／Course Schedule

知らない長崎を発見しましょう。

回(日時)／Time(date and time)
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回

授業内容／Contents
「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
特別講師：安徳 勝憲
幕末時代の長崎の歴史について絵画を通して学ぶ
長崎の古民家活用を通して地域活性化を考える
長崎とキリスト教について学ぶ
被爆者から学ぶ平和の大切さ
特別講師：山川 剛
報道関係者から学ぶ長崎の生活
特別講師：山田 貴巳
長崎の歴史についてまつりから学ぶ
長崎の産業について先輩から学ぶ

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/26

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

20180584001004

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(T1〜T6)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21
School of Engineering( Mechanics course )

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

木／Thu 1

05840010

講義／Lecture

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

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 overview and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy ■汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics □多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
■F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
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.
Attendance to the class can be replaced by attending pre‑specified local events.

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

Nagasaki, culture, history, development, activation

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
授業計画詳細／Course Schedule

Discover new Nagasaki

回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

1

Introduction of Class

2

Culture in Edo period via paintings

3

Culture in Edo period via books

4

Christian and Samurai in Edo period

5

Peace and Atomic Bumb in Nagasaki

6

News from Nagasaki by Journalist

7

How young president works in Nagasaki

8

Activity of Nagasaki industry

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/26

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

20180584001004

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(T1〜T6)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

木／Thu 1

05840010

講義／Lecture

工学部（T1からT5)

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

学生会館１Ｆ 地域創生推進本部

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

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 overview 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。
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

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。

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy ■汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics □多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
毎回の授業終了後にレポート提出を課す（80％）、
授業への積極的な参加・貢献度（?％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した回数が3分の2に達しない場合は、失格とする。
ただし、講義期間中に指定するイベント活動（平和祈念式典への参加や歴史文化博物館での講演等
）で授業を代替可能である。

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし
なし
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

第7回

長崎の江戸時代の文化について絵画を通して学ぶ
「長崎の幕末」長崎文献社からの講師が担当
特別講師：堀 憲昭
「長崎と宗教」長崎とキリスト教についての歴史
長崎の平和について被爆者から学ぶ
特別講師：山川 剛
報道関係者が長崎の取材を通して長崎を語る
特別講師：塚田 恵子
県内の若手経営者が長崎について語る

第8回

長崎について先輩赤ら学ぶ

第3回
第4回
第5回
第6回

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/26

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

20180584001005

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(T7〜T10)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

木／Thu 4

05840010

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（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

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 overview and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy □汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics ■多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
■F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
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.
Attendance to the class can be replaced by attendance to pre‑specifeid local events.

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

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.
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
授業計画詳細／Course Schedule

Discover new Nagasaki

回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

1

Introduction of class

2

Culture and lives in Edo peirod

3

Cultue and lives in Nagasaki

4

Christian and Samurai in Edo period

5

Activity of company in Nagasaki

6

Peace adn atomic Bumb in Nagasaki

7

Voluntary activity in Nagasaki hill seide area

8

Activity of industry in Nagasaki

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/26

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

20180584001005

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(T7〜T10)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

木／Thu 4

05840010

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（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

学生会館１Ｆ 地域創生推進本部

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

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 overview 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。
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

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。

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy □汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics ■多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
毎回の授業終了後にレポート提出を課す（80％）、
授業への積極的な参加・貢献度（?％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した回数が3分の2に達しない場合は、失格とする。
ただし、講義期間中に指定するイベント活動（平和祈念式典への参加や歴史文化博物館での講演等
）で授業を代替可能である。

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし
なし
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」
歴史資料を通して幕末時代における長崎の歴史について学ぶ

第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回

文献を通して、幕末時代における長崎の生活文化について学ぶ
特別講師：堀 憲昭
「長崎と宗教」長崎とキリスト教についての学ぶ
先輩から学ぶ長崎と産業
特別講師：金光 俊明
長崎の平和について被爆者から学ぶ
特別講師：城臺 美弥子
長崎の空き住宅活用を通じて地域再生を学ぶ
企業経営者が長崎の産業について語る
特別講師：平家 達史

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/30

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

20180584001006

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(L1〜L6)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

月／Mon 1

05840010

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（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

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 overview and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy □汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics ■多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
■F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
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.

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

Nagasaki, culture, history, development, activation

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

1

Introduction of class

2

History of Nagasaki Culture

3

Voluntary activity to activate Hill side area

4

Christian culture in Edo period

5

Peace and war in Nagasaki

6

Nagasaki news by journalist

7

Nagasaki culture and fest

8

Diversity culture in Nagasaki

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/30

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

20180584001006

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(L1〜L6)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

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

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

月／Mon 1

05840010

講義／Lecture

教育学部
ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）
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 overview 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。
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

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。

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy ■汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics □多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
毎回の授業終了後にレポート提出を課す（80％）、
授業への積極的な参加・貢献度（?％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
なお、授業に出席した回数が3分の2に達しない場合は、失格とする。
ただし、講義期間中に指定するイベント活動（平和祈念式典への参加や歴史文化博物館での講演等
）で授業を代替可能である。

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし
なし
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
授業計画詳細／Course Schedule

知らない長崎を発見しましょう。

回(日時)／Time(date and time)
第1回
第2回
第3回
第4回

授業内容／Contents
「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
被爆者から平和について学ぶ
特別講師：城臺 美弥子
報道関係者より長崎で起こったことを学ぶ
特別講師：慎改 彰子
「長崎と宗教」長崎とキリスト教についての歴史

第5回

江戸時代における長崎の生活について学ぶ

第6回

長崎の自然について対馬ヤマネコを通して学ぶ
長崎で活躍する女性経営者から学ぶ
特別講師：柿田 紀子
教育分野の先輩の活躍を学ぶ

第7回
第8回

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/30

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

20180584001007

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(E1〜E6)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

月／Mon 2

05840010

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（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

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 overview and Studying the industry, technology, history and the background, students gains wide and
multiple ideas to solve rocal problems.
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

Students obtains the idea about industry, technology, history and cultures from Nagasaki.

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy □汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics ■多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
■F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
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.

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

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）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

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
授業計画詳細／Course Schedule

Discover new Nagasaki

回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

1st

Introduction of class

2nd

Peace and Atomic bumb

3rd

Marine industry in Nagasaki area

4th

Christian in Edo period

5th

Dailylife in Edo period

6th

Financial activity in Nagasaki area

7th

Chanllenge of local comany in Nagasaki

8th

Chanllenge of Haustenbosch

開講期間／Class period

2018年度／Academic Year
ーター／Second Quarter
2018/06/05〜2018/07/30

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

20180584001007

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GELO 15041̲001

授業科目名／Subject

●長崎地域学(E1〜E6)／Activity of Nagasaki

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

石松

隆和／Ishimatsu Takakazu

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

教養教育A棟21／RoomA‑21

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Target students

2クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

月／Mon 2

05840010

講義／Lecture

経済学部

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

ishi▲nagasaki‑u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）

担当教員研究室/Instructor office

学生会館１Ｆ 地域創生推進本部

担当教員TEL/Tel

０９５−８１９−２１０７

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 overview 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。
relationship to other subjects

授業到達目標/Course goals

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。

知識・技能以外に、この授業を通して身につけ
■主体性／Autonomy □汎用的能力／Generic Competence □倫理観／Ethics ■多様性の理解
て欲しい力（１つ以上３つまで）/Ability
／Understanding Diversity □協働性／Cooperativeness □考えをやり取りする力／Ability to
other than knowledge and skills acquired exchange ideas ■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society
mainly through lessons（1 to 3）

学生の思考を活性化させるための授業手法
/Lesson method to stimulate students'
thinking

成績評価の方法・基準等/Grading

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
□B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
□D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
毎回の授業終了後にレポート提出を課す（80％）、
授業への積極的な参加・貢献度（?％）を
総合的に判断して成績評価を行う。
ただし、講義期間中に指定するイベント活動（平和祈念式典への参加や歴史文化博物館での講演等
）で授業を代替可能である。

各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
詳細は授業計画詳細を参照
）/Class content and format
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
受講要件（履修条件）/Prerequisites, etc.

アクセシビリティ/Accessibility (for
students with disabilities)

長崎、地域、歴史、文化、産業、地域活性化
なし
なし
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
第2回
第3回
第4回

「本授業科目の目指すもの」 コーディネータが実施
長崎の平和について被爆者から学ぶ
特別講師：山川 剛
長崎の活性化の取り組みについて先輩から学ぶ
特別講師：冨岡 勉
「長崎と宗教」長崎とキリスト教についての歴史

第5回

江戸時代の生活について絵画を通して学ぶ

第6回

先輩の活動をついて地域経済について学ぶ
「先達から学ぶ」先輩たちの地域の活躍を学ぶ

第7回
第8回

「先達から学ぶ」ハウステンボスの活動を学ぶ
特別講師：柚木 達矢

