学期／Semester

2020年度／Academic Year
／Second Semester

後期

開講期間／Course duration

2020/09/28〜2021/03/31

必修選択／Required / Elective

選択／elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
2.0/2.0/2.0
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code

20200586027901

科目番号／Course code

科目ナンバリングコード／Numbering code

GEMA 15111̲005

授業科目名／Course title

●A12グローバル人材へのリテラシー〜グローバル人材2.0〜／Global Literacy ‑ Passage to the
Global Innovator (Global HRD 2.0)

曜日・校時／Day・Period

他／Others 0

05860279

編集担当教員／Instructor in charge of the
松島 大輔／Matsushima Daisuke
course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

松島

大輔／Matsushima

Daisuke

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

松島

大輔／Matsushima

Daisuke

科目分類／Course Category

全学モジュールⅠ科目

対象年次／Intended year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

教養教育B棟44／RoomB‑44

対象学生（クラス等）
(class)

/Intended year

matsushima●otagai.asia
●には「＠」

担当教員研究室/Office

NA

担当教員TEL/Tel

NA

担当教員オフィスアワー/Office hours

事前に教員にアポをとること。

授業到達目標/Course goals

講義／Lecture

グローバルアントレプレナーを志す学生。特に起業に限らず、世界を1ミリでも変えたい学生は歓迎
。集中講義の形式をとる。
多・教・経・薬・水

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

授業の概要及び位置づけ/Course overview

講義形態／Course style

本授業は、アントレプレナーの基礎となる「課題発見・問題設定能力」の涵養について、集中的に
学ぶ。具体的には、グループ別に身近な大学などの足元の課題を見つけ、その解決に向けた問題設
定の能力構築を進めていく（「足元ベンチャー」）。そのための課題発見の方法やグループ内及び
グループ間相互のピアレビューを通じた課題や問題の「抉り方」について各種手法を交えながら深
堀する。さらに、日本の伝統芸能やLocal Wisdomから示唆を得乍ら、「伝える力」の涵養を通じて
、今後のアントレプレナーとしての全人的成長を目指す。
アントレプレナー（企業者）とは、ビジネスシーンの起業家だけを意味しない。すべての領域にお
いて、世界を1ミリでも変えようとする変革者である。本授業は、アントレプレナー教育の一環とし
て、実践を通じて学ぶための基礎編である。本授業ではアントレプレナーとしての「課題発見・問
題設定能力」と「伝える力」の涵養をテーマに授業を行う。

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）/Abilities
／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 the course ( pick 1 to 3 )

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

成績評価の方法・基準等/Method of
evaluation

■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
問題設定能力を涵養する
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers
プレゼンテーション（サブスタンス（内容）とロジスティクス（伝える力）） 30％
テスト若しくはレポート：提言報告の評価（課題発見・問題設定能力、実現可能性、社会変革度等
） 40％
授業・チームへの貢献 30％

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
）/Course contents of each lesson
事前、事後学習の内容/Preparation & Review 教科書に指定した『新アジアビジネス』を熟読玩味すること。

キーワード/Keywords

グローバル人材2.0、課題発見型・問題設定型学習、グローバルアントレプレナー、イノベーション
、企業者、支援2.0、越境型イノベーション、ジョブ理論、クリステンセン、シュムペーター、破壊
的イノベーションと持続的イノベーション、イノベーターのジレンマ、新天地戦略、新結合・新機
軸、国際的企業家精神、新興アジア、段取学、リスタートアップス、軒先ベンチャー、システムメ
ーキング、オープンイノベーション、脱日本化、方法としての新興アジア、いきなり海外展開（ボ
ーングローバル企業論）、産業地政学、タイ王国公益法人お互いフォーラム

教科書・教材・参考書/Materials

教科書（必携・授業で持参すること）
松島大輔（2019）『新アジアビジネス〜グローバルアントレプレナーの教科書』日経BP
ISBN‑10: 4296103989
【参考】
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200216‑00010001‑wedge‑bus̲all.view‑001

受講要件（履修条件）/Prerequisites

グローバル・アントレプレナーを目指す学生、危機感をもつ学生。

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

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)

https://researchmap.jp/matsushimad

学生へのメッセージ/Message for students
実務経験のある教員による授業科目であるか
（Y／N)/Instructor(s) with practical
experience (Y / N )

危機の時代に真のグローバルアントレプレナーとして活躍したいと庶幾する学生を歓迎します。
実務経験のある教員
松島大輔

松島大輔／通商産業省に17年間勤務（この間2006−2010年インド・デリー駐在、2011 2015年タイ・
バンコクに駐在し、特にタイではタイ政府政策顧問を歴任。
実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づ 「筆者はそんな時代をインドやタイで過ごしてきた。通商産業省(現・経済産業省)に勤めていた時
く教育内容（実務経験のある教員による授業科 代、
目のみ使用）/Name / Details of practical デリーやバンコクに10年間駐在し、タイ政府国家経済社会開発委員会政策顧問などを歴任。現地産
官学との交流を通じ、 1000社以上の企業の新興アジアビジネスを支援してきた。今のアジアビジネ
experience / Contents of course
スを最もよく知る人物の1人と言えよう。 」（『新アジアビジネス』書評より）

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

第１部前半集中講義日

第１部前半集中講義日
第１部前半集中講義日
第１部前半集中講義日
第１部後半集中講義日
第１部後半集中講義日
第１部後半集中講義日
第１部後半集中講義日
第２部前半集中講義日
第２部前半集中講義日
第２部前半集中講義日
第２部前半集中講義日
第２部後半集中講義日

授業内容／Contents
第１回：ガイダンス 自分とは何者か〜エレベーターピッチを通じた伝える力
グローバルアントレプレナーとは
グローバル人財のキャリアディザイン
グローバルアントレプレナーになる方法
グローバルアントレプレナーの5条件

等

第２回：課題発見・問題設定能力とは〜課題解決型学習（PBLとの違い）
課題を見つける
ジョブ理論の実践
ジョブ理論による顧客開発法
第３回：課題とは〜SDGs（Sustainable Development Goals）を活用した課題分類学
第４回：「グローバル足元ベンチャー」【テーマ：等身大の課題・問題設定】
第５回：「課題発句」（いわゆるブレインストーミング・マインドマップについて）
第６回：チームごとのピアレビュー「課題大喜利」
第７回：課題発表に向けたWorkshop（WS）I
第８回：プレゼン道解説I（世阿弥にみる「伝える力」）〜Offense
第９回：課題発表に向けたWS

II

第10回：プレゼン道解説II（ディスカッション、質問力、どう深めるか）〜Defense
第11回：課題発表に向けたWS

IIIとプレゼン道解説III（ストーリー化・ネタ作り）

第12回：グループ別課題発表I
第13回：グループ別課題発表II

第２部後半集中講義日

第14回：グループ別課題発表III

第２部後半集中講義日

第15回：まとめ・補論「グローバルリスク学」

学期／Semester

2020年度／Academic Year
ーター／Fourth Quarter

4クォ

開講期間／Course duration

2020/11/25〜2021/02/02

必修選択／Required / Elective

選択／elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
2.0//2.0
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code

20200586028301

科目番号／Course code

科目ナンバリングコード／Numbering code

GEMA 15151̲005

授業科目名／Course title

●A12グローバル化時代の社会問題／Social Problems in the Age of Globalization

曜日・校時／Day・Period

火／Tue 1, 火／Tue 2

05860283

編集担当教員／Instructor in charge of the
松村 真樹／MATSUMURA Masaki
course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

松村

真樹／MATSUMURA

Masaki

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

松村

真樹／MATSUMURA

Masaki

科目分類／Course Category

全学モジュールⅠ科目, 教養モジュールⅠ

対象年次／Intended year

1, 2, 3, 4

教室／Class room
対象学生（クラス等） /Intended year
(class)
担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育A棟31／RoomA‑31

担当教員研究室/Office

Office for Global Relations (one floor above the room B‑15)

担当教員TEL/Tel

095‑819‑2253

担当教員オフィスアワー/Office hours

By appointment via e‑mail.

授業の概要及び位置づけ/Course overview

授業到達目標/Course goals

講義形態／Course style

講義／Lecture

Ed, Ec, Ph, Fi, SGHSS
masaki▲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）

This course introduces students to the major sociological perspectives on various social
issues arising from globalization. Topics include the globalizing economy, social
inequalities, poverty, international migration, ethnic and religious conflicts, women and
children, global health, and the environment. Students will examine global issues in
depth through examples.
At the end of this course, you should be able to:
(1) name some global issues.
(2) discuss global issues using historical and theoretical perspectives.

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）/Abilities
／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 the course ( pick 1 to 3 )

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

成績評価の方法・基準等/Method of
evaluation
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Course contents of each lesson
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Keywords
教科書・教材・参考書/Materials

■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
Short report (30%)
Final exam (70%)
詳細は授業計画詳細を参照
Preparation: Watch TV news about world affairs regularly (2h).
Review: Search further information on the keywords that you have learned in class (2h).
global division of labor, international migration, refugees, social inequality,
ethnicity, gender, child labor, global health, global warming
handouts, students' notes

受講要件（履修条件）/Prerequisites

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
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
実務経験のある教員による授業科目であるか
N
（Y／N)/Instructor(s) with practical
experience (Y / N )
実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づ
く教育内容（実務経験のある教員による授業科
目のみ使用）/Name / Details of practical
experience / Contents of course
授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

Dec. 1

The Making of Global Society

Dec. 8

Global Economy and International Division of Labor

Dec. 15

Poverty and Inequality in the Age of Globalization

Jan. 5

Globalization and International Migration

Jan. 12

Globalization and Ethnicity

Jan. 19

Globalization and the Vulnerable: Women and Children

Jan. 26

Global Health and the Environment

Feb. 2

Summary and Final Exam

学期／Semester

2020年度／Academic Year
ーター／Fourth Quarter

4クォ

開講期間／Course duration

2020/11/25〜2021/02/02

必修選択／Required / Elective

選択／elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
2.0//2.0
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code

20200586028301

科目番号／Course code

科目ナンバリングコード／Numbering code

GEMA 15151̲005

授業科目名／Course title

●A12グローバル化時代の社会問題／Social Problems in the Age of Globalization

曜日・校時／Day・Period

火／Tue 1, 火／Tue 2

05860283

編集担当教員／Instructor in charge of the
松村 真樹／MATSUMURA Masaki
course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

松村

真樹／MATSUMURA

Masaki

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

松村

真樹／MATSUMURA

Masaki

科目分類／Course Category

全学モジュールⅠ科目, 教養モジュールⅠ

対象年次／Intended year

1, 2, 3, 4

教室／Class room
対象学生（クラス等） /Intended year
(class)
担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育A棟31／RoomA‑31

担当教員研究室/Office

グローバル連携機構教員室（B‑15教室の真上）

担当教員TEL/Tel

095‑819‑2253

担当教員オフィスアワー/Office hours

メールでアポイントメントを取ってください。

授業の概要及び位置づけ/Course overview
授業到達目標/Course goals

講義形態／Course style

講義／Lecture

教育，経済，薬学，水産，多文化社会
masaki▲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）

グローバル社会をとりまく諸課題について深く理解するために必要な基礎知識の習得を目指す。経
済のグローバル化、国際人口移動、格差と貧困、社会的不平等、民族や宗教の違いから生じる摩擦
、健康および環境に関する問題などについて、具体的事例を概観し、その背景を学ぶ。
・グローバル化時代の課題には何があるか、いくつかの例を挙げることができるようになる
・グローバル化時代の課題について歴史および理論的観点から説明できるようになる

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）/Abilities
／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 the course ( pick 1 to 3 )

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

成績評価の方法・基準等/Method of
evaluation
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Course contents of each lesson

■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
レポ−ト課題 (３０点) +

定期試験 (７０点) ＝ 合計１００点のうち６０点以上を合格とする。

詳細は授業計画詳細を参照
事前学習： 普段から国際的な問題を取り上げるニュースに接して関心を高めておく (2h)

事前、事後学習の内容/Preparation & Review 事後学習： 授業で紹介した用語やキーワードを復習し、必要であれば自分でさらに詳しく調べる
キーワード/Keywords
教科書・教材・参考書/Materials

(2h)
国際分業、国際人口移動、難民、格差、不平等、エスニシティ、ジェンダー、児童労働、感染症、
地球温暖化
毎回配布する講義資料と学生自身が筆記するノート

受講要件（履修条件）/Prerequisites

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

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

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

実務経験のある教員による授業科目であるか
N
（Y／N)/Instructor(s) with practical
experience (Y / N )
実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づ
く教育内容（実務経験のある教員による授業科
目のみ使用）/Name / Details of practical
experience / Contents of course
授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

１２月１日

グローバル化とはどのような現象か

１２月８日

グローバル化と国際分業

１２月１５日

グローバル社会の格差と貧困

１月５日

グローバル化と国際人口移動

１月１２日

グローバル化とエスニシティ

１月１９日

グローバル化の中の女性と子ども

１月２６日

グローバル化時代の健康と環境

２月２日

まとめと定期試験

学期／Semester

2020年度／Academic Year
ーター／Fourth Quarter

4クォ

開講期間／Course duration

2020/11/25〜2021/02/10

必修選択／Required / Elective

選択／elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
2.0//2.0
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code

20200586033901

科目番号／Course code

曜日・校時／Day・Period

月／Mon 1, 月／Mon 2

05860339

科目ナンバリングコード／Numbering code
授業科目名／Course title

●A12世界を読む〜国際社会を理解するための基礎的視点／Global Outlook:Basics to Understand
the Global Society

編集担当教員／Instructor in charge of the
松村 真樹／MATSUMURA Masaki
course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

松村

真樹／MATSUMURA

Masaki

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

松村

真樹／MATSUMURA

Masaki

科目分類／Course Category

全学モジュールⅠ科目

対象年次／Intended year

1, 2, 3, 4

教室／Class room
対象学生（クラス等） /Intended year
(class)
担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育B棟44／RoomB‑44

担当教員研究室/Office

Office for Global Relations (one floor above the room B‑15)

担当教員TEL/Tel

095‑819‑2253

担当教員オフィスアワー/Office hours

By appointment via e‑mail.

授業の概要及び位置づけ/Course overview
授業到達目標/Course goals

講義形態／Course style

講義／Lecture

Ed, Ec, Ph, Fi, SGHSS
masaki▲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）

In the age of globalization, you cannot be ignorant in foreign affairs and global
issues, no matter whether or not you will engage in international businesses in the
future. In this course, you will learn in a short period how to understand what is going
on in the global society as a well‑educated global citizen.
・To be able to explain what is going on in the global society and why.
・To be able to read English writings for general readers on major global issues.

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）/Abilities
／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 the course ( pick 1 to 3 )

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

成績評価の方法・基準等/Method of
evaluation
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Course contents of each lesson
事前、事後学習の内容/Preparation & Review
キーワード/Keywords
教科書・教材・参考書/Materials

■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
Review Quizzes (30%)
Report (50%)
Final Exam (20%)
詳細は授業計画詳細を参照
Preparation: Watch TV news about world affairs regularly (2h).
Review: Search further information on the keywords that you have learned in class (2h).
international relations, nation states, international organizations, world system,
hegemony, world economy, national security, conflicts
lecture notes and material for report writing (uploaded on LACS)

受講要件（履修条件）/Prerequisites

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

備考（URL）/Remarks (URL)

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

学生へのメッセージ/Message for students
実務経験のある教員による授業科目であるか
N
（Y／N)/Instructor(s) with practical
experience (Y / N )
実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づ
く教育内容（実務経験のある教員による授業科
目のみ使用）/Name / Details of practical
experience / Contents of course
授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

Nov. 30

Emergence of the World System

Dec. 7

Modern Global History

Dec. 14

Nation States and Ethnic Groups

Dec. 21

International Organizations

Jan. 4

Conflicts and National Security

Jan. 18

Regional Integration

Jan. 25

Trade and International Economy

Feb. 1

Summary and Final Exam

学期／Semester

2020年度／Academic Year
ーター／Fourth Quarter

4クォ

開講期間／Course duration

2020/11/25〜2021/02/10

必修選択／Required / Elective

選択／elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
2.0//2.0
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code

20200586033901

科目番号／Course code

曜日・校時／Day・Period

月／Mon 1, 月／Mon 2

05860339

科目ナンバリングコード／Numbering code
授業科目名／Course title

●A12世界を読む〜国際社会を理解するための基礎的視点／Global Outlook:Basics to Understand
the Global Society

編集担当教員／Instructor in charge of the
松村 真樹／MATSUMURA Masaki
course syllabus
授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

松村

真樹／MATSUMURA

Masaki

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

松村

真樹／MATSUMURA

Masaki

科目分類／Course Category

全学モジュールⅠ科目

対象年次／Intended year

1, 2, 3, 4

教室／Class room
対象学生（クラス等） /Intended year
(class)
担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育B棟44／RoomB‑44

担当教員研究室/Office

グローバル連携機構教員室（B‑15教室の真上）

担当教員TEL/Tel

095‑819‑2253

担当教員オフィスアワー/Office hours

メールでアポイントメントを取ってください。

授業の概要及び位置づけ/Course overview
授業到達目標/Course goals

講義形態／Course style

講義／Lecture

教育，経済，薬学，水産，多文化社会
masaki▲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）

グローバル化が進む現在、将来国際的な業務に携わるか否かに関わらず、世界情勢に無関心なまま
ではいられなくなっています。短期間で現状を理解し、広く浅く国際社会の状況を把握するために
必要な基礎知識や歴史的背景を学び、地球市民の一人としてグローバル社会への関心を高めること
を目的とします。
・いま世界で何が起こっているのか、それは何故か説明できるようになる。
・地球規模の課題について書かれた一般向け英語文献を読解できるようになる。

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）/Abilities
／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 the course ( pick 1 to 3 )

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

成績評価の方法・基準等/Method of
evaluation
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法
）/Course contents of each lesson

■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
講義内容の確認クイズ（３０％）
課題レポ−ト (５０％)
オンライン定期試験 (２０％)
詳細は授業計画詳細を参照
事前学習： 普段から国際的な問題を取り上げるニュースに接して関心を高めておく (2h)

事前、事後学習の内容/Preparation & Review 事後学習： 授業で紹介した用語やキーワードを復習し、必要であれば自分でさらに詳しく調べる
(2h)

キーワード/Keywords

国際関係、国家、国際機構、世界システム、覇権、国際経済、安全保障、紛争

教科書・教材・参考書/Materials

LACS「授業資料」にある講義ノートと課題レポート用文献のコピー

受講要件（履修条件）/Prerequisites

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

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

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

実務経験のある教員による授業科目であるか
N
（Y／N)/Instructor(s) with practical
experience (Y / N )
実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づ
く教育内容（実務経験のある教員による授業科
目のみ使用）/Name / Details of practical
experience / Contents of course
授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

１１月３０日

世界システムの形成

１２月７日

近代国際関係史

１２月１４日

国家と民族

１２月２１日

国際機構

１月４日

紛争と安全保障

１月１８日

地域統合

１月２５日

貿易と国際経済

２月１日

まとめと定期試験

