
番号 講　座　名 講　座　概　要 講師名 所　属 対象者 備　考

1 保険とリスクマネジメント

「リスク」とは、広義には「結果が不確実なこと」とされていますが、日常的には「損失
発生の可能性」ととらえられています。このようなリスクに対処するために保険は有力
な手段とされ広く利用されていますが、それはリスクマネジメントのごく一部であるとい
えます。この講座では、保険とリスクマネジメントの関係を学びます。

鴻上　喜芳
経営学科
教授

高校生以上

2 保険はなぜ「保険」というのか
「保険」は英語のInsuranceの訳語ですが、なぜこのような漢語が使われたのでしょう
か。もし「危険を保つ」などと解釈すれば訳が分からなくなってきます。この講座ではこ
の謎を解き明かします。

鴻上　喜芳
経営学科
教授

高校生以上

3 規制緩和と流通

いま、わが国の流通は歴史的な変革期にあります。そうした流通の変革をもたらす主
要な要因には、情報化（IT 革命）の進展、経済のグローバル化の進展、規制緩和の
進展などが考えられます。これらの要因のうち、この講座では、主として規制緩和の
進展に着目し、それがわが国の流通にもたらした効果や問題点などについて考えて
みたいと思います。

神保　充弘
経営学科
教授

一般

4
日本企業を対象とした経営分析の
基礎

日本企業を対象とした経営分析は、これまで主に財務諸表分析(企業の収益性・安全
性・発展性・生産性を判断すること) を中心に行われることが多かったのですが、最近
においては、財務諸表分析とともに企業の社会的責任(C o r p o rate S o cial R esp
o nsibilit y : 以下、C S R )や内部統制などが企業の経営分析を行ううえで重要視され
るようになってきています。本講座では、財務諸表分析の基礎、C S R の基礎、内部
統制の基礎などを中心として、日本企業を対象とした経営分析の基礎を考えてみた
いと思います。

宮地　晃輔 経営学科
教授

一般

5 マーケティングとは何か

近年、社会全体を通してマーケティングの重要性が広く認識されつつある。その反
面、その考え方をしっかりと把握しないまま、マーケティング関連の用語が使用されて
いる場面を散見するケースも少なくはない。この講座では、改めてマーケティングを学
術的な視点で整理し直し、分かりやすく解説することを目的とします。

大田　謙一郎 経営学科
准教授

高校生以上

6 財務諸表分析を学ぶ

財務諸表は企業がどれだけ財産を持っているのか、企業がどれだけ儲かっているの
か及び企業の現金がどのように流れているのかを金額で映し出す鏡です。自社の経
営課題を発見する際、取引先の倒産可能性を判断する際、投資先を判断する際及び
就職先の企業の経営状態を判断する際に役立つ財務諸表分析の基礎を簡単に解説
します。

坂根　純輝 経営学科
准教授

学生、一般

7 CSRとマーケティング

企業は、スポーツ大会のスポンサーや緑地保全活動を行うなど、私たちの生活する
地域社会への貢献や地球環境との調和などに、積極的に関わっています。企業のこ
うした活動を、CSR（企業の社会的責任）といいますが、近年、CSRの分野に取り入れ
られているマーケティング手法について身近な事例をお話しし、なぜ企業がそのよう
な活動をするのか、皆で考えます。

津久井　稲緒 経営学科
准教授

高校生以上

8
CSR、CSV、SDGsから考える地域
課題

地球環境保全、自然災害からの復旧復興、人口減少社会における地域交通、地域
経済の活性化など、私たちの周りには様々な課題があります。この講座では、身近な
地域の課題を取り上げ、CSR（企業の社会的責任）、CSV（共有価値の創造）、SDGs
（持続可能な開発目標）の観点から解決策を考えてみたいと思います。

津久井　稲緒 経営学科准教授高校生以上

9 ブラック企業について学ぼう

「ブラック企業」という言葉をご存知でしょうか？ 社員に長時間労働をさせたり，パワ
ハラで会社を辞めさせたりする会社のことです。近年，このブラック企業が大きな社会
問題になっています。また最近は「ブラックバイト」というものまで登場してきました。ブ
ラック企業の怖ろしい実態や出現した理由，そして，ブラック企業の見分け方など，解
説していきます。

四本 雅人 経営学科准教授高校生以上

10 日本経済と国際経済について
国内外の経済に関する時事問題や国際関係について、その現状と問題点について
経済学的見地から分かりやすく、様々な角度から説明します。

矢野　生子 国際経営学科
教授

一般

11
資本主義を可能とした精神文化～
古典から学ぼう～

モノの売り買いに関する経済活動である商業は、日本をはじめ世界のさまざまな地域
で古くから存在してきました。しかし、それを近代的な資本主義へと高めていったの
は、古代文明が栄えた中国やインド、中東ではなく、唯一ヨーロッパだったのです。本
講座では、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を
手掛かりに、資本主義を可能とした精神構造をさぐり、あわせて古典を読む楽しさを
紹介します。

山本　裕
国際経営学科
教授

高校生以上

12 ベトナム経済・産業動向
日本企業のベトナムの注目度は年々高まっている。長崎県内企業もベトナム向け輸
出、投資先として関心が高い。ベトナムの経済・産業動向などを解説する。

大久保文博 国際経営学科
講師

ビジネスパーソン

13 地域の構造と革新の計画
グローカル化の進展に伴う地域の構造的な変動に留意し、地域の革新を求める計画
のあり方を考えます。

車　相龍
公共政策学科
教授

一般

14 社会保障と税の一体改革を考える
現在政府が取り組んでいる「社会保障と税の一体改革」について、消費増税、高齢者
および若年者に対する社会保障改革の現状及び必要性、具体的内容、そして改革に
おける課題についてお話ししたいと思います。

綱　辰幸 公共政策学科
教授

一般

15 地方自治体の財政を考える視点

長期にわたる景気低迷、市町村合併そして三位一体の改革など、地方自治体を取り
巻く環境は近年大きく変化しています。その中で、夕張市(北海道) のように借入の返
済が困難になる自治体が出てきました。なぜそのような地方団体が出てきたのかをこ
の講座を通じて考えたいと思います。

綱　辰幸 公共政策学科
教授

一般

16
統計データでみる長崎県の地域経
済～長崎県はどのような地域でしょ
うか？～

私たちが住んでいる長崎県は一つの地域です。私たちが暮らす長崎県はどのような
地域でしょうか？地域経済という視点から、客観的な指標である統計データにもとづ
き、長崎県の現状と特徴についてお話しします。

吉本　諭
公共政策学科
准教授

高校生以上

＜令和４年度　地域公開講座一覧＞
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17 地域の稼ぐ力「地域産業」の再生

日本の地方都市は、人口が減少しています。人口減少の影響を受けて、消費者だけ
でなく生産者も減っています。人口減少下での地域経済活性とは、「地域の稼ぐ力」で
ある、農林漁業、地場産業、観光産業などの「地域の稼ぐ力（地域産業）」を再生や育
成することにあります。地方が生き残っていく手立てである「地域の稼ぐ力」の再生や
育成を考えましょう。

竹田　英司 実践経済学科
准教授

高校生以上

18
新たな移動サービス「MaaS」と地域
社会

「MaaS」は、フィンランドで提唱、実践されてきた新たな移動サービスの構想である。
近年、この構想が、都市部の交通問題のみならず、地域における移動格差の解消に
も寄与しうるものとして世界各国から注目を集めている。この講座では、「MaaS」の生
い立ちを紹介しながら、皆さんと一緒にその実践方法について考えてみます。

魏　蜀楠 実践経済学科
講師

一般

19
配車アプリケーションサービスの意
義と課題

「Uber」「DiDi」を代表とする配車アプリケーションサービスの出現が私たちに新たな移
動体験を与えてくれる一方、利用者の安全確保、利用者情報の管理・情報活用の仕
方、既存交通事業者との関係調整などの課題も同時に課されることになる。この講座
では、配車アプリケーションサービスの意義と課題について皆さんと一緒に議論しま
す。

魏　蜀楠 実践経済学科
講師

一般

20 食料品輸出と韓国農業

日本同様に韓国でも食料品の輸出を積極的に進めています。よく知られているものと
して、キムチや高麗人参、パプリカがありますが、それ以外にも色々なものがありま
す。こうした食料品の輸出はどのように進められているのでしょうか。最近の動向を中
心に、事例を交えて説明します。

田村　善弘 実践経済学科
准教授

一般

21 環境問題について考えよう

気候変動や大気汚染、海洋プラスチック汚染（海ごみ問題）など、環境問題は日本だ
けでなく、全世界的な問題となっています。環境問題はなぜ起こるのでしょうか。ま
た、皆さんの生活とどのような関わりがあるのでしょうか。本講座では、経済学の観点
からみた環境問題について、具体例を交えながらお話するとともに、皆さんと一緒に
考えてみたいと思います。

芳賀　普隆 実践経済学科
講師

高校生以上

22 　商店街と経済学

地方都市の商店街はどこも苦しんでいます。郊外の大規模ショッピングセンターとの
競争にさらされ、昨今はネット通販にも大きくシェアを奪われている現状です。ではど
うすれば商店街は生き残れるのでしょうか？経済学からの回答は店舗間の利害関係
の調整（経済学では外部性の内部化といいます）です。実は大規模ショッピングセン
ターが強いのも、この機能があるからです。また高松の丸亀商店街など成功している
商店街も店舗間の利害関係を調整することで魅力ある商店街になっています。講義
では、なぜ利害関係を調整すると良いのかを説明し、どうすれば利害関係をうまく調
整できるのか、一緒に考えていきたいと思います。

森岡　拓郎 公共政策学科
講師

高校生以上

23
「老後資金2000万円」時代のお金の
貯め方・増やし方

「マイナス金利」「老後資金2000万円」など、近年、新聞・ニュース等でよく耳にする
キーワードはいったい何なのか。さらには、NISA（ニーサ）やiDeCo（イデコ）なども、内
容や仕組みが複雑そうでなかなか無縁になりがちです。このように、世間には知って
いるようで今さら聞けない専門用語があふれているような気がします。私たちは、これ
からの時代にどのようにお金と向き合っていけばよいのか。こうした疑問を少しでも
スッキリさせていくために、分かりやすく解説していきます。

壁谷　順之 実践経済学科准一般

24 生命保険の活用と節税効果

私たちは生命保険というと、一度加入したらそれっきりというイメージがあります。なぜ
なら、生保は保険会社社員や代理店にお任せして、どんな内容・設計なのかすぐにピ
ンとこないからなのかも知れません。実際に、生保の基本的な骨組みとして、定期保
険、終身保険、養老保険・・・といった種類・内容の複雑さに加えて、数え切れないほ
どの特約（オプション）が存在しています。生保の設計方法には正解がないので、人
によって様々な解釈があります。そこで、ごくごく身近な設計の仕方やそれを活かした
資産運用（節税を中心に）など、この機会にぜひ一緒に検討・見直しをしていきましょ
う。

壁谷　順之 実践経済学科准一般

25
九州における電力供給と地球温暖
化対策

これまで、九州電力では、九州全域の電力供給と地球温暖化対策としてのCO2排出
量削減を原子力発電に頼ってきた。しかし、東日本大震災により、これまでの日本の
エネルギー政策と環境政策が原子力発電に依存してきたことを我々に考えさせた。そ
こで、この課題を解決するため、九州電力のデータに基づき原子力発電の利用率を
引き下げつつ九州経済に与える影響を分析する。

坂元　洋一郎 地域創造学部　高校生以上
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26
高校生のためのキャリアデザイン教
室

キャリアデザインとはこれから進んでいく進路(主に仕事)の未来像を描くことです。
キャリアはせっかく描いても描いた通りに行かないほうが普通です。しかし、だからと
いって無駄にはなりません。自分自身を見つめ直すきっかけになりますし、目標も見
つかります。高校生の時期に是非一度キャリアをデザインしてみてはいかがでしょう。

代田　義勝 経営学科
教授

高校生

27
女性が輝く国、スウェーデンの「今」
を学ぶ

「スウェーデンはどんな国？」と問われれば、ほとんどの人が「福祉が充実している
国」、でも「税金が高いよね」と答えます。税金を高くすれば福祉国家が実現する？福
祉国家なら女性が活躍できる？話はそう簡単ではありません。スウェーデンが目指す
国家像から考えてみます。

代田　義勝 経営学科
教授

中学生以上

28 チームをまとめるコミュニケーション

チームやグループをまとめる人に求められるコミュニケーションについて、経営学の
観点から説明し、コミュニケーション体験をしていただく講座です。管理職向けに長年
実施している講座から、地域の皆様向けに必要な部分をピックアップしてお話ししま
す。

津久井　稲緒
経営学科准教
授

一般
話を聞くだけではなく
実際に体験・参加し
ていただく講座です。

29 会社ってなんだろう？
平成18 年5月施行の会社法によって、日本の会社はどう変わったのか？株式会社が
農業や大学の経営も行えるようになっている現在、会社のことを知ることは大切なこと
かもしれません。そんな身近な存在の会社についてお話ししたいと思います。

新川　本
国際経営学科
准教授

中学生以上

【社会】
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30 企業の国籍・モノの国籍
今、私たちの身の回りを見渡すと気が付かないうちに外国製、外国産のモノで溢れて
います。このような中、日本の企業のブランドであっても、日本製とは限らない現実、
外国企業の日本への進出という視点から、私たちの生活を考えてみたいと思います。

新川　本
国際経営学科
准教授

中学生以上

31 失敗の原因を考える
私たちはふだんから失敗することがあります。失敗を全くしない人というのは、ほとん
どいらっしゃらないのではないでしょうか。本講座では、心理学の視点から失敗の背
後にある色々な原因について考えていきます。

橋本　優花里 公共政策学科
教授

高校生以上 DVD使用。

32
地域における国際交流 ～異文化を
知ることの意味～

異文化が混在する長崎県では、異文化理解や国際交流は、「総合的な学習の時間」
で学ぶ一科目的なものと言うよりは、むしろ一般市民の生活の延長上にある切実な
テーマです。実際に行なわれている国際交流活動を紹介しながら、国際交流の在り
方について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

一般、
小中高の先生方

33

SDGs未来都市・熊本県水俣市にお
ける市民協働の地域づくり
－持続可能な地域社会を目指して
－

熊本県水俣市は、市民協働で水俣病からの地域再生に取り組み、2011年、「日本の
環境首都」の称号を得、2020年度にはSDGｓ未来都市に選定されました。そこで、持
続可能な地域社会形成のヒントとして水俣市の取組を紹介します。

黒木　誉之 公共政策学科
教授

一般
DVD使用可能性あ
り。

34
これからの地方自治
－ガバメントからガバナンスへ－

地方自治という言葉を聞いたとき、その主体としてまず思い浮かぶのは市町村や都
道府県の自治体でしょう。しかし、近年ではボランティア、NPO、そして企業などの活
躍が注目され、ガバメントからガバナンスへと変容してきたと言われています。そこ
で、具体的な事例を紹介しながらこれからの地方自治についてお話しします。

黒木　誉之 公共政策学科
教授

一般
DVD使用可能性あ
り。

35
体験しよう！防災シュミレーション
ゲーム「クロスロード」

「防災」は日頃から自分のこととして考えておくことが重要です。しかし実際に災害が
発生した場合、どのように決断し行動すればいいのでしょうか。クロスロードは「岐路・
分かれ道」という意味を持つ防災シュミレーションゲームです。自分の、そして他の人
の決断理由についてもディスカッションしながら防災について理解を深めましょう。

黒木　誉之 公共政策学科
教授（防災士）

一般

対面講座のみ実施。
グループ形式の講
座。※当講座は、カメ
ラ撮影、取材等はお
受けできません。

36
体験しよう！防災シュミレーション
ゲーム「HUG」

「防災」は日頃から自分のこととして考えておくことが重要です。しかし実際に災害が
発生した場合、避難所に避難してもどのように運営すればいいのでしょうか。HUGは、
避難所運営を自分たちで考えるためのシュミレーションゲームです。他の人とディス
カッションしながら、どうすればより良い避難所運営ができるのか考えてみましょう。

黒木　誉之
公共政策学科
教授（防災士）

一般

対面講座のみ実施。
グループ形式の講
座。※当講座は、カメ
ラ撮影、取材等はお
受けできません。

37 市民参加手法の最前線

現代の地域社会が抱える問題は複雑かつ多様であり、その解決に市民の力とICT技
術を活用する動きが国内外で急速に広まっています。本講座では、主に海外事例と
して北米の実践を交えながら、国内外における最近の市民参加手法の動向や課題に
ついてお話しします。

石田　聖 公共政策学科
講師

学生、一般

38 中国経済について
高度成長を続けていた中国の成長率が落ちています。持続的な成長は可能でしょう
か。経済理論と経済統計データを用いてその将来を予測したいと思います。また、経
済学の視点から日中および東アジアの国際関係について展望を行います。

尹　清洙 実践経済学科
准教授

一般

39
再生可能エネルギーの普及、利活
用と地域活性化を考える

気候危機、東日本大震災、パリ協定採択などをきっかけにエネルギー問題への関心
が高まっております。また、2016年4月からは電力小売自由化も開始された上、最近
では脱炭素化に向けた動きが加速化するなど、エネルギーを巡る状況が大きく変化
し、日本においてもこのような動きへの対応が迫られております。本講座では、近年
の動向や事例も踏まえつつ、再生可能エネルギーの利活用と地域活性化について皆
さんと一緒に考えます。

芳賀　普隆 実践経済学科
講師

高校生以上

40
映像ジャーナリズムの可能性と危う
さ

私たちに身近なテレビ。過熱取材などの批判がある一方で、テレビは、権力の監視や
災害時の速報、貴重な文化の記録などさまざまな役割を担ってきました。更に近年で
は、視聴者がSNS を通じて映像を投稿する機会も増えてきました。メディア被害はな
ぜ起きるのか、これからの社会でテレビは何ができるのか。私たちはテレビとどう付き
合っていけばいいのか。実際の放送の現場の状況をお伝えしながら、一緒に考えた
いと思っています。

井上　佳子
国際社会学科
教授

高校生以上

41 民主主義国家における軍隊と平和
主権国家における民主主義の成熟を考えるうえで、シヴィリアン・コントロールは重要
なバロメーターとなります。本講座では、軍隊と社会の価値観の共有が自国のみなら
ず国際社会の平和構築にいかに重要であるか考えます。

荻野　晃 国際社会学科
教授

一般

42 現代中国の政治と社会
時事的なトピックスに関するニュースや新聞記事を糸口として現時点の中国の動きを
把握し、いまの中国を理解します。現代中国の国家権力構造及び基層政治社会、国
内政治と外交政策との連動や中国政治の伝統などを総合的に捉えなおします。

祁　建民 国際社会学科
教授

一般

43 多様化する中国大衆の思想

中国は高度成長を遂げる一方、深刻な貧富の格差や汚職・腐敗を招きました。公平
性や正義の実現を求める声が大衆に広がる中で、既得権益層は現状維持に懸命で
す。こうした利害対立に現政権はどう向き合おうとしているのか。元中国特派員の目
で考察します。

鈴木　暁彦 国際社会学科
教授

高校生以上

44
人生６大支出～おこづかいから始
まる「生きる力」～

住宅購入費、教育費、老後資金は人生３大支出です。これに通信費、自動車、保険
を加えて、講師は人生６大支出と呼んでいます。その合計は、1億円以上になります。
生涯賃金が伸び悩む中、教育費をはじめ出費が増えています。貯蓄ゼロ世帯が30%
を超えています。収入、消費、貯蓄について考える機会を提供します。

小原　篤次
国際社会学科
准教授

中学生以上

45 国際協力と環境保全

いま環境問題が世界的な関心事となっています。世界各国は環境問題を改善してい
くために、どんな取り組みをしているのか、また、ODA を中心とした環境協力の更なる
充実を図るために、日本はどのように取り組みを行っているのか。普段知っていても
考える機会がない「国際協力」と「環境問題」を「自分ごと」として一緒に考えてみましょ
う。

賈　曦
国際社会学科
准教授

一般

46
「風と共に去りぬ」と21世紀のアメリ
カ

映画「風と共に去りぬ」と原作を参照しながら、アメリカ南部の歴史と文化、両作品を
生んだ1930年代のアメリカ、奴隷制度と人種偏見、アフリカ系アメリカ人の現状を解
説し、21世紀のアメリカ社会について考えます。

山田　健太郎 国際社会学科
准教授

一般

47
あなたの記憶力はどのくらい!?
（記憶力テスト）

加齢によって記憶力の衰えを感じられる方は多いと思います。本講座では参加者の
方の記憶力テストを行い、参加者の方がご自身の記憶力がどの程度であるか体感し
ていただくことを目的としています。あわせて加齢に伴う認知機能の低下についての
お話も予定しています。

大塚　一徳 看護学科
教授

65歳以上の高齢者

48 認知心理学から記憶のしくみを探る

記憶は我々の知的活動に必須の機能です。記憶については、医学、生理学、工学
等々様々なアプローチがあります。本講座では、認知心理学という立場からの記憶へ
のアプローチを紹介します。講義では、記憶のしくみから最新の動向までを講義しま
す。

大塚　一徳 看護学科
教授

一般
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49
もしも、災害が起こったら～避難所
生活疑似体験ゲーム～

自然災害が頻発している昨今、避難所で生活する機会が訪れるかもしれません。こ
の講座では災害時の避難所で起こる困難な出来事を5～6人一組でカードを用いて疑
似体験し、被災者の気持ち、被災者同士の助け合いや譲り合い、健康を維持するた
めに必要な行動など大事なポイントを学びます。

片穂野　邦子／
林田　りか

看護学科
講師／准教授

中学生以上

50 税法と基本的人権
税金は、国民の財産を国家の手に移すものです。その一方で、国民には基本的人権
のひとつとして財産権が保障されています。税金はどのような条件のもとで課される
のかを説明し、われわれの財産を守るために税法を学ぶことの意義を説きます。

髙橋　秀至 経営学科
教授

高校生以上

51 所得税確定申告書作成の基礎
所得税確定申告の方法には、パソコンやスマホでおこなう電子申告と手書きの申告
書を税務署に提出する方法があります。本講座では、手書きで確定申告書を作成す
る方法を簡単な事例を用いて説明します。

髙橋　秀至 経営学科
教授

一般

52 高級官僚とは何か

高級官僚とは、中央省庁の課長以上の国家公務員を指します。その地位は、大企業
の部長以上に相当し、権力があると見られる一方、時には国民から厳しい視線にさら
されます。2005年に総務省の課長級に昇格してから2020年に内閣官房の局長級を最
後に退官するまでの経験を踏まえ、国民には見えにくい高級官僚の実像に迫ります。

横山　均 実践経済学科教高校生以上

53 行政のデジタル化

本年2月9日にデジタル改革関連法案が閣議決定されました。本法案の成立後に、行
政のデジタル化は、一気に進むのでしょうか。2001 年に、政府のＩＴ戦略本部は、「５
年以内に世界最先端のIT国家になる」と宣言しました。しかし、紙による手続が多く残
り、2020年の最後の仕事は、行政改革推進本部 事務局長として、紙による手続をデ
ジタル化するため押印を廃止することでした。行政のデジタル化の現状と課題につい
て語ります。

横山　均 実践経済学科教高校生以上

54
街をつなぐコミュニティFMと大学-
FM佐世保の事例から-

近年大学発のFMが重蔵している。大学が出資・運営に関与しているコミュニティFM放
送の現状としては、長崎国際大学、追手門学院大学、流通科学大学、山梨学院大学
等が散見されている。本学においては、FMさせぼ（87.3MHz)にて本学の研究室で企
画、出演されている番組「SASEBOトレイン」が放送中である。学生が取材、地域の商
店街や企業経営者と連携し、地域活性に貢献する学生の取り組みを産官学各方面
から紹介、周知に努めている。近年、FMの経営状況は「ラジオ離れ」の影響から芳し
くはない。今後の地域コミュニティFMの役割を大学とのコラボレーションの事例を中心
に探る。

馬場　晋一 経営学科講師 中学生以上

55
「住みたいまち」になるためには-全
米一住みたいまちポートランドに学
ぶ

オレゴン州ポートランド市は、全米で最も住みたいまちはとされ、「サステイナブルなま
ち」「歩きやすいまち」「おしゃれなまち」などのランキングで上位を占め、近年国際的
に注目されています。そのまちづくりの手法や特徴的な市民参加は、日本でも注目さ
れ応用されつつあります。ポートランドの事例を通して、これからの地域が「住みたい
まち」になるための条件について考えてみたいと思います。

石田　聖 公共政策学科講高校生以上

56
コンテンツツーリズムって何だろう？
-アニメ聖地巡礼と地域活性化

近年、国際的にも人気が高まっている日本のアニメ・マンガ・ゲーム作品等に登場す
る地域に、その作品のファンが訪れ、観光や地域経済の活性化に結び付いた「コンテ
ンツツーリズム」が注目されています。このコンテンツツーリズムでは、観光客が作品
（コンテンツ）に縁のある世界観に思いをはせることで、高い満足を得て、時にはその
地域の新たな魅力や観光資源の発見にも結びついています。本講座では、産官学連
携を通じた観光まちづくりの視点から、長崎県におけるアニメ聖地巡礼をはじめとす
るコンテンツツーリズムの実践について話題提供します。

石田　聖 公共政策学科講中学生以上

57 ファン文化と地域振興
この講座では、テレビドラマやポピュラー音楽、アニメやゲームなどの大衆的なメディ
ア作品のファンたちの活動が、現実の国や地域のイメージや文化・社会や経済活動
に影響を与えてきた状況について、多様な国や地域の事例をもとに考えます。

吉光　正絵 国際社会学部　一般、高校生以上

58
SDGs（持続可能な開発目標）と環
境、まちづくり

2015年9月に国連総会で全加盟国が国連決議「持続可能な開発のための2030年ア
ジェンダ」に合意し、2030年までの達成を目指しているのがSDGsです。本講座では、
SDGsの概要、
経緯について紹介するとともに、SDGsと環境との関連や、まちづくりの実践などの具
体例
を交えながら説明します。

芳賀　普隆 地域創造学部　 　高校生以上

講演などの際は、パ
ソコン・プロジェク
ター・スクリーンの準
備をお願いします。

59
最近の重要判例にみる高年齢者雇
用の課題

2013年４月から施行されている改正高年齢者雇用安定法によって、事業主は、高年
齢労働者のうち、希望する方全員を65歳まで雇用する義務を負うこととなりました。し
かし、全ての高年齢労働者の方が65歳までの安心・安定的な雇用の利益を享受でき
ているわけではありません。特に最近では、60～65歳時点での労働条件の低さに不
満を覚える高年齢労働者の方々が、訴訟の場で当該労働条件の違法性を争うケー
スが増えつつあります。本講座では、こうした最新判例の動向を分かりやすく解説す
る形で、高年齢者雇用の課題に接近したいと思います。

後藤究 地域創造学部　一般 １０月以降の講座

60
日本版「同一労働同一賃金？」：
雇用形態間格差是正ルールの意義
と課題

いわゆる「正社員」と「非典型的雇用」（パート・有期・派遣）で働く人々の間の処遇格
差を是正するために、最近では、「同一労働同一賃金ガイドライン」の策定をはじめと
した法的なルール整備が進められています。確かに、これらは非典型的雇用で働く
人々の権利・利益を守るための重要な取り組みといえますが、他方で、法律家からは
数多くの課題・批判も指摘されているところです。本講座では、雇用形態間の格差是
正を目的とする法的ルールの概要を解説するとともに、その意義と課題、企業実務に
おける留意点等をご紹介したいと思います。

後藤究 地域創造学部公 　一般 １０月以降の講座
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61 いまさら聞けない「アベノミクス」

「アベノミクス」から10年以上が経過。「大胆な金融緩和」、「機動的な財政政策」、「民
間投資を喚起する成長戦略」を３本の矢。さらに「希望を生み出す強い経済」、「夢を
紡ぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」が新３本の矢。経済や社会の重要な
テーマに触れています。日本人一人一人が考えなきゃいけない重要テーマです。わ
かりやすく解説、日本社会の将来を考える機会にしましょう。

小原篤次 国際社会学部　中学生以上

62
地域におけるエネルギー政策と環
境問題

エネルギーは、現代社会において必要不可欠な財である。一方、環境とは、トレード
オフの関係にある。そこで、地域においてエネルギーと環境に関わる問題について考
える。

坂元　洋一郎 地域創造学部　高校生以上

63
長崎県の水産業のようすと今後の
課題

長崎県は、全国有数の水産県として、就業者数は都道府県別で第2位を誇る。しか
し、若年者の減少と高齢化といった問題も抱えている。本講義では、統計と景観写真
等を用いて、長崎県の水産業の概要と、今後の課題を考える。そして、県内漁業の強
みと弱み、また特徴的な取り組みについて明らかにする。

前田竜孝 地域創造学部公 　一般、高校生以上

64 『ベンチャー（Startup）』ってなに !?

若者の将来にとって、起業してベンチャービジネスを目指すことが珍しくない時代に
なってきました。
　　そもそもベンチャー（Startup）とは何か？
　　どんな仕事なのか？
　　なぜ若者はベンチャーを目指すのか？
といった素朴な疑問からベンチャービジネスを解き明かします。

真田高充 地域創造部　教高校生〜大学生対象

番号 講　座　名 講　座　概　要 講師名 所　属 対象者 備　考

65 イギリス女性百年の歩み

エリザベス女王、サッチャー首相、ダイアナ妃と、イギリスは女性が強い国のように見
えますが、実際はどうだったのでしょうか。この講座でヴィクトリア朝から21世紀の現
在にいたるまで、女性がどのように変わっていったのかについて、様々な資料を使い
ながらその変遷を辿ります。

岩清水　由美子 経営学科
教授

高校生以上

66 歴史のなかの商業
歴史が展開していくなかで商業や流通がいかに大きな働きをしたか、ヨーロッパや日
本のさまざまな事例をもとに考えます。

谷澤　毅 国際経営学科
教授

一般

67
長崎と中国との交流の歴史と現状
を考える

地域主義とグローバリズムが進んでいる現代世界にあって、国境を越える地域間の
つながりを再検討する必要があります。本講座は、古代から近代までの長崎と中国と
の交流の歴史を振り返って、現在の長崎と中国及びその特定地域間における経済・
文化などの交流の在り方について考えます。

祁　建民 国際社会学科
教授

一般

番号 講　座　名 講　座　概　要 講師名 所　属 対象者 備　考

68 『ベニスの商人』と保険

『ベニスの商人』はシェイクスピアの戯曲ですが、もし主人公が保険を利用していたら
この物語は成立しなくなってしまいます。この講座では、そもそも『ベニスの商人』とは
どんな話だったのか、保険があるとなぜ物語が成立しなくなるのか、シェイクスピアは
保険を知っていたのか、などを解き明かします。

鴻上　喜芳 経営学科教授 小学生高学年以上

69 学問道楽
知ることは楽しい。学問を趣味・道楽として位置づけながら、豊かに生きるためのヒン
トを探ります。

谷澤　毅 国際経営学科
教授

一般

70
異文化体験から学ぶこと～カル
チャーショックと異文化適応～

真の異文化理解や異文化適応には、カルチャーショックは不可欠です。演者がアメリ
カに在住している間に体験したことを通して、観光バスの窓からは見ることができない
ことをお話しします。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

中学生以上

71
欧米か！異文化間コミュニケーショ
ンにおける非言語メッセージ～日本
人と欧米人の動作や表情の比較～

アメリカの心理学者メラービアンは、人の感情表現の9 3 ％ は言葉以外だと言ってい
ます。英語で上手く会話をしたつもりが、不適切なしぐさでとんでもない誤解を招くこと
もあります。演者の体験をもとに、日本人と欧米人のしぐさの比較をしながら、非言語
メッセージの大切さについてお話しします。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

中学生以上

72
言葉の変化～ジョン万次郎から1万
年後のコミュニケーションまで～

言葉は日々変化しています。3 0 0 年前の日本語の古文の理解に苦しんだり、ほん
の10 年前に流行した言葉でさえ、今ではもう使わなくなってしまっている場合もありま
す。日本語や英語やアフリカの言語などを例に挙げながら、言葉の不思議や変化に
ついてお話しします。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

中学生以上

【歴史】

【文化】



＜令和４年度　地域公開講座一覧＞

番号 講　座　名 講　座　概　要 講師名 所　属 対象者 備　考

73
気功の視点から見る“元気”～東洋
思想から学ぶ健康と幸せの秘訣～

「お元気ですか」は日本人にとっては日常用語である。本講座では、漢字の“元気”の
語源を辿りながら「精神」あるいは「心」という目に見えないものについて科学的接近
を試みます。実際気功による治癒も行いながら、幸せの両輪である「性命双修」につ
いて皆さんと一緒に議論を行います。

尹　清洙 実践経済学科
准教授

一般

74 韓国の地域別の食

「赤い」、「辛い」というイメージは日本人が韓国の食に対して持つ代表的なイメージで
はないでしょうか。確かに、こうしたものは多いのですが、それ以外にも地域ごとに
様々な「食」があります。本講座では、韓国の地域別の有名な料理や特産物を紹介す
るとともに、食にまつわる韓国語についても少し紹介します。

田村　善弘 実践経済学科
准教授

一般

75 「炭坑節」をひも解く

「あんまり煙突が高いので、さぞやお月さん煙たかろ」炭坑節に歌われる「月と煙突」。
高い煙突が近代化にまい進する日本の姿なら、煙に泣く「お月さん」は近代化の陰の
部分を担った人たちではないか。「お月さん」とは誰なのか。
一緒に炭坑節をひも解きましょう。

井上　佳子 国際社会学科
教授

高校生以上

76
言葉と身体～メタ･コミュニケーショ
ンについて～

表情や身振りのことを考えれば、コミュニケーションは言葉だけに還元できないように
思われます。非言語的なものは言語的なメッセージを意味づけますが、矛盾が生じて
相手が戸惑うこともあるでしょう。本講座では、幾つかのモデルを紹介しながらコミュ
ニケーションについて考えます。コミュニケーションがメディアによって媒介される現代
の状況を考慮しつつ、コミュニケーションにおける言葉と言葉ならざるものについて一
緒に議論しましょう。

門部　昌志
国際社会学科
准教授

一般

77
演じて楽しい「紙芝居」（演じ方の易
しいポイント）

紙芝居が持つ魅力は、「演じ手」になったとき、その奥深さをあらためて実感できま
す。紙芝居を演じる体験は、あなたという個性がさまざまな対話をすることです（作品
を創りあげた作家や画家と、観客の皆さんと、そして人生の素晴らしさと）。易しいポイ
ントを学びながら、あなたらしい演じ方を追究してみませんか。

柳田　多聞 国際社会学科
准教授

紙芝居を演じたい方（地
域ボランティア、保育士、
教諭）

78 「紙芝居」の歴史と文化を学ぶ

子どものころ親しんだ「紙芝居」。今や紙芝居は、子どもだけでなくサラリーマンや高
齢者向けへと需要が広がってきました。日本生まれの紙芝居が海外に紹介され、脚
光を浴びつつもあります。しかし、紙芝居には暗い歴史もありました。その反省を踏ま
え、これからの紙芝居がもつ文化としての可能性を考えます。

柳田　多聞 国際社会学科
准教授

高校生以上

79 世界の英語文学から見る長崎

ガリバー旅行記からプッチーニの有名なオペラの原作となったジョン・ロングの『蝶々
夫人』さらには、アメリカ作家パール・バックや長崎出身のイギリス作家カズオ・イシグ
ロなど、長崎はこれまで世界の様々な作品に描かれています。世界の英語文学から
いくつかを紹介しながら、世界の中の長崎のイメージについて考えたいと思います。

山田　健太郎 国際社会学科
准教授

一般

80

英語学習と異文化理解に関する海
外サービスラーニングの展開～体
験を通して学び、地域に還元、発信
する。学内、学外、そして海外へ～

大学生の英語コミュニケーション能力を測るために、英語資格試験の成績だけにその
判断基準を求める傾向にある中、本学学生が国際的な地域貢献活動に定期的に参
加することにより、彼(女)らの英語運用能力を含む異文化間コミュニケーション能力を
身につけようと努力しています。佐世保市における地域貢献を地域から海外へ段階
的に展開した例など、国際的な素養を持ち地域に貢献できる人材の育成の取組や、
本学学生の海外サービスラーニングの実践についてご説明いたします。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

高校・中学の英語の先生
方、一般

81
英語発音の技法と指導実践～英語
教師のための発音クリニック～

発音はコミュニケーションでは一番大切な要素とは言えないかもしれませんが、学習
者は発音が上手くなれば、積極的なコミュニケーションの姿勢やリスニング力の向上
に結びつくという研究データが報告されています。どのようにしたら効果的に発音を指
導できるのかについてお話しします。英語教師の発音やイントネーションは学習者の
モデルとなります。また、外国語の発音の習得は、異質な音を知り、それらを認めるこ
とから始まるという点においては、異文化の認知や容認にも深い関係があります。特
に標準アメリカ英語を基準に、英語の発音について具体例を挙げながら再確認しま
す。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

高校・中学の英語の先生
方

82
異文化理解を視野に入れた英語教
育の意義と実践～英語学習意欲の
向上と動機付け～

英語コミュニケーションでは、英語を使い異文化の人々と相互作用をして自分の目的
を達成し、かつ異文化の様々な状況の中で適切な行動がとれる力が必要です。英語
でのコミュニケーションにおける異文化理解の大切さに関して、英語圏文化と日本文
化を比較しながらお話しします。英語学習において学習者が興味を持てる要素とはど
ういうものなのかを異文化理解に関連づけながら考えます。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

高校・中学の英語の先生
方

83
英語スピーチコンテストのための指
導と評価～審査委員の目から見る
適切性と効果性～

中学生や高校生の英語スピーチコンテストは、出場する生徒にとっては一大イベント
です。学校の勉強を犠牲にしながらも、長い時間を取って練習に励みます。参加する
ことだけでも、今後の英語学習の大きな動機づけになります。それだけに、英語教師
は責任と熱意を持って指導しなければなりません。発音や表現力など、どのように指
導するのか、どうしたら高い評価を得られるのか、そのポイントについて説明いたしま
す。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

高校・中学の英語の先生
方

84
異文化間コミュニケーションのため
の英語学習～異文化理解ってなぜ
大切なの？～

「言葉」は文化の一部であり、大切なコミュニケーション手段です。しかし、英語(外国
語) を学んだだけでは、その国や地域の人々のことを理解したことにはなりませんし、
文化を超えて円滑なコミュニケーションを実現できるわけでもありません。英語( 外国
語) でのコミュニケーションにおいて異文化を理解することの大切さについて、皆さん
と一緒に考えてみたいと思います。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

中学生以上

85

小学校外国語活動の効果的指導法
～子どもたちはどうしたら英語に興
味を持つのか～

小学校外国語活動はスキル向上や知識獲得を重視した「英会話ありき」の姿勢で進
められがちです。しかし、もしその教育の目的が、英語を用いた活動を通して国際理
解教育の充実を図り、子どもたちが外国の生活や文化に興味を持つとともに、諸外国
と協調して生きていこうとする態度を養うことであるならば、外国語学習と異文化理解
は不可分です。言葉の背後にある文化に興味を持って初めて、子どもたちは英語と
いう言葉にも関心を抱き始めることがあります。子どもたちが異文化と自文化との相
違点や共通点を体験を通して認知し、英語を楽しく前向きに学び、希望を持って中学
校の英語学習に繋いでいける取組についてお話しします。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

小学校の先生方

86
英語の中を覗いてみよう！～小学
校外国語活動と異文化理解～

言葉の背景にある文化に興味を持って初めて、子供たちはその言葉にも興味を持つ
ようになります。スキルだけを求める「英会話ありき」の英語活動で英語嫌いを作らな
いような取り組みを一緒に考えてみませんか。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

小学生高学年・小学校の
先生方

87
一緒にやってみましょう！英語の発
音

発音が上手くなると英語はとても楽しくなります。多少訛っていても通じればよいので
すが、音の結合によって簡単な文章も理解できなくなったり、イントネーションの微妙
な違いによって誤解を招いたりすることもあります。英語の発音の練習をしながら、日
本語との比較を通しての英語の発音について皆さんと考えながら、実際に練習してみ
たいと思います。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

中学生以上

88
話せて楽しい！すぐに使える基礎
英会話

英語は音楽や体育や家庭科と同じように、知識だけではその能力を示すことはできま
せん。知識とともに技術も必要ですし、異文化を理解しようとする柔軟な姿勢が必要
です。教室で意識的に学習したことを、フィールドで実際に使ってみましょう。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

高校生以上、小学校の先
生方

【語学】
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89
アメリカの外国語教育の現状と課題
～日本における英語教育への応用
の可能性～

移民、難民、留学生が多いアメリカでは、外国語教育はどのように行われているので
しょうか。学習者に対する動機付けや使用教材などに関しても、ESLとEFLの環境では
大きく異なります。講師のアメリカでのフィールドワークをもとに、ACTFLが策定した教
育基準に準拠した形で進められている教育内容や、コンテントベース(Content-based
Approach) 等の手法を用い展開されているアメリカの外国語教育の実践事例を紹介
しながら、その目的やあり方、課題についてお話しします。また、日本の英語教育との
比較も試みながら、応用の可能性について考えます。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

高校・中学の英語の先生
方

90
英語を活用した大学生の地域貢献
活動～地球規模で考え、地域に根
ざして活動する～

近年、地域社会における大学の役割の重要性が叫ばれるようになってきています。
地域を研究・学習のフィールドとして、大学が地域と連携・協働し、教師と学生が社会
発展のために貢献することは、大学、地域双方にとって有益であることは言うまでもな
いでしょう。本講座では、グローバル人材の育成の一環として取り組んでいる大学生
の英語を活用した地域貢献活動の実践についてご説明いたします。具体的には、米
海軍基地との共存を余儀なくされ、歴史的にアメリカ文化が混在する長崎県佐世保
市における商店街、及びその地域の人々が外国人と円滑にコミュニケーションが実現
するための取組の内容とその成果についてお話しします。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

高校・中学の英語の先生
方、一般

91
「グローバル人材」にはどうやったら
なれる？～「異」を知って、認めて、
行動する～

「グローバル人材」とはどんな人たちのことでしょうか。英語が話せるだけで「グローバ
ル人材」と言えるでしょうか。もちろん、語学力は大切な要素です。でも、私たちは「生
き物」同士です。まずは人間関係。日本で人間関係が上手く行かなければ、海外に
行っても上手くいきません。基本的に人間関係はどこに行っても同じだからです。異
文化圏の人々とコミュニケーションをとるときには、日本人としてのアイデンティティを
しっかり持っておくことが、基本中の基本とされています。ただ積極的であるだけでは
なく、協調性や柔軟性があることも重要です。英語と日本語の要素も比較しながら、
グローバルに活躍できる方法についてお話しします。

山崎　祐一 公共政策学科
教授

一般

92
『千と千尋の神隠し』はなぜSpirited
Away？言葉と翻訳と英語の辞書の
話

英和辞典と英英辞典はどのように違うのでしょうか？日本語を英語に、英語を日本語
におきかえる時にどのようなことを考えたらいいでしょうか。言葉の意味について考え
ることからはじめて、翻訳の基本的な話と辞書の有効な使い方についてお話します。
言葉への気づきが英語力の基本です。

山田　健太郎 国際社会学科
准教授

高校生以上

番号 講　座　名 講　座　概　要 講師名 所　属 対象者 備　考

93 ふしぎなイギリス

産業革命を興し、大英帝国を築き、英語の母国であり、日本より国の規模はずっと小
さいのに現代世界でも大きな影響力を持つイギリス。日本と同じ立憲君主制の島国イ
ギリス。新聞記者として彼の地に８年間滞在した体験から、この国のユニークさにつ
いて話します。

笠原　敏彦 国際社会学科
教授

高校生以上

94 「中国」の読み方

中国は産業の急速な発展によって世界２位の経済大国となり、軍備も増強し、米国に
対抗しているように見えます。一方、経済が地球規模で一体化したことにより、中国と
他の国々は相互依存関係が進み、経済活動から中国だけを切り離すことは困難で
す。中国の今後をどう考えるか。中国特派員経験者の視点から解説します。

鈴木　暁彦 国際社会学科
教授

中学生以上

95 ASEAN（アセアン）を考える

「ASEAN（アセアン）」とよく聞きますが、そもそもどんな地域連合で、どのような国が加
盟しているのでしょうか。「ASEANの多様性」とは何でしょうか。ASEANと国際社会とは
どのような関係なのでしょうか。日本にとってどのような存在なのでしょうか。地域連合
としてのASEAN、各加盟国の動き、日本との関係を見ていきましょう。

三浦 佳子
経営学部 国際
経営学科 准教
授

高校生以上

96 プライバシーと個人情報の保護

2005年に個人情報保護法が施行され、国民のプライバシー意識は、急激に高まりま
した。これに伴い医療や防災に関する個人情報が共有されないなどの弊害が生じて
います。2001年に総務省の室長として公的部門の個人情報保護法制を立案してか
ら、2020年に内閣官房の局長を最後に退官するまで、この弊害を改めるべく、政府と
与党に働きかけてきました。プライバシーと個人情報の保護について、過去から未来
まで、分かりやすく解説します。

横山　均 実践経済学科教高校生以上

97 情報公開と政府

2001年に情報公開法が施行され、政府は国民に対し説明する責務を負うことになり
ました。この法律により政府はどのように変わったのでしょうか。あるいは変わらな
かったのでしょうか。1998年に総務庁(総務省)で情報公開制度を立案してから、2020
年に行政改革推進本部の事務局長を最後に退官するまで、政府の変化を内部から
見てきました。この論点について分かりやすく説明します。

横山　均 実践経済学科教高校生以上

98
情報ネット社会の安心・安全を考え
よう

携帯電話からスマートフォンの普及とそれに伴うネット空間の変容によってもたらされ
る人権・倫理に関する諸問題を明らかにするとともに、それらの問題への対応につい
て、関係諸機関との連携により検討しながら、情報モラル・マナー教育のあり方および
内容を考察する足掛かりとします。

河又　貴洋
／吉光　正絵

国際社会学科
准教授
／准教授

小学生高学年・中学生以
上

99
ネットを活かしたコミュニティ・ビジネ
スを考える

地域活性化の起点は、コミュニティ・ビジネスの構想にあります。生産者と消費者をつ
なぐ場づくりの中にコミュニティ・ビジネスの本質があることを説きながら、情報通信技
術を利用して各地域の有する資源を活かし、地域の能力をいかに引き出すかを共に
考えてみましょう。

河又　貴洋
国際社会学科
准教授

一般

100
思想としてのメディア／コミュニケー
ション論

「委員会の論理」（1936年）で知られる美学者、中井正一の著作には、知覚の変容や
集団的討議についての記述が見いだせます。彼の著作は、メディアやコミュニケー
ションを思想の問題として考える手がかりになるのです。本講座では、伝記的な説明
から出発しつつ、中井思想への接近を試みます。

門部　昌志
国際社会学科
准教授

一般

101 画像処理のしくみ
画像の明るさを変えたり、コントラストを変えたり、という処理はどのようなしくみで行っ
ているのでしょうか？この講座では、カラー画像の基本的な構造について解説した
後、画像を処理するとはどういうことなのか、その基本原理について解説します。

辺見　一男
情報システム
学科
教授

高校生以上
本講座はソフトウェア
の使い方を解説する
ものではありません。

102
色彩情報と人間～色とヒトの不思議
な関係～

私たちは様々な「色」に囲まれて生活しています。身近な存在である「色」とは何か？
錯覚や錯視を引き起こす不思議な画像を紹介しながら、人間が色を知覚するメカニ
ズムや色彩情報が私たちの心身に及ぼす影響について解説します。

片山　徹也
情報システム
学科
准教授

高校生以上

103 はじめてのデジタル画像処理

デジタルカメラやデジタルビデオカメラのみならず医療機器や福祉機器などデジタル
画像処理は私たちの生活に欠かせないものとなっています。コンピュータにおけるカ
ラー画像の仕組みやデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機能について、人間の
目とのかかわりも含めてやさしく解説いたします。

吉村　元秀
情報システム
学科
准教授

中学生以上

104 画像処理入門

マルチメディアにおける画像情報処理の役割の重要性は一段と増してきています。本
講座では、画像データがパソコン内でどのように表現されるのか、またコントラスト調
整や鮮鋭化などの基本的な画像処理の原理について、デジカメ画像と画像処理ソフ
トを用いた例を示しながらわかり易く解説します。

前村　葉子 情報システム
学科　講師

一般

【国際関係】

【情報・メディア】
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105
クラウドコンピューティングって何だ
ろう？

耳にすることがあるけれども実体はよく知らないものってありませんか？コンピュータ
システムやそのサービスの利用形態として普及が進んでいるクラウドコンピューティン
グの歴史や現状などを概説します。

日下部　茂
情報セキュリ
ティ学科
教授

一般

106
無料ソフトを利用したパソコン・イン
ターネット講座

すべて無料のソフト（フリーソフト）を使用して、文書処理、表計算、プレゼンテーショ
ン、インターネットの利用までを実習し、無料のソフトの利用によってよりコストのかか
らないパソコンの利用について講義します。

大塚　一徳 看護学科
教授

一般
設備等については要
相談。

107 医療崩壊の現状
医療崩壊が始まっていると言われていますが、日本の医療の問題点はどこにあるの
でしょうか？地域の医療を守り、医療崩壊を防ぐにはどのようにすればいいか、一緒
に考えましょう。

立石　憲彦
看護学科
教授

一般

108 長崎の離島医療

日本全国で医師不足が問題になっていますが、その中でも離島の医療は深刻な状況
です。長崎県では医師を確保する仕組みもいろいろ整備されていますが，十分な医
師を確保できていない状況です。長崎における離島医療の現状を紹介し、今後の展
望を提案します。

立石　憲彦
看護学科
教授

一般

109
血液ドロドロと血液サラサラのウソと
ホント

こんな食生活をしていると血液がドロドロになりますよ、とかこのサプリメントを飲むと
血液がサラサラになりますよ等と言われることがあります。「血液サラサラ」と「血液ド
ロドロ」っていったいどういうことなんでしょう？正しい知識を血液の流れから解説をし
ます。

立石　憲彦
看護学科
教授

一般

110
ハッピーエンディング　〜在宅看取
りを考える〜

在宅で最期を迎えたいと希望している人は60％以上いると言われますが、実際の死
亡場所の約80％が病院です。住み慣れた住居で終末期を迎える方法はないのでしょ
うか？ハッピーエンディングプロジェクトでは在宅看取りを推進する方法を提案してい
ます。終末期の過ごし方を一緒に考えてみませんか？

立石　憲彦
看護学科
教授

一般

経済産業省の「平成
29年度健康寿命延伸
産業創出推進事業」
に採択された「遊休
看護師の活躍による
ハッピーエンディング

番号 講　座　名 講　座　概　要 講師名 所　属 対象者 備　考

111
乳がんセルフチェックを身につけ
て、早期発見しよう！

日本では乳がんは30歳代から50代の働き盛りにピークがみられるのが特徴です。し
かし最近は各年代で増加しており60代以降の女性で見つかることも増えています。乳
がんは早期発見、早期治療をすれば治る可能性の高いがんです。乳がんとその早期
発見について一緒に学びませんか！乳房の模型で実際に触診を体験できます。

片穂野　邦子／
高比良　祥子／
吉田　恵理子

看護学科
講師
／准教授
／准教授

一般

112 感染予防の基本を身につけよう

インフルエンザやノロウイルスなどによる感染症が毎年のように流行し、学校や職場
などでの集団感染も起こっています。感染予防の基本は手洗いです。感染予防につ
いての正しい知識と正しい方法での手洗いができるよう演習を通して、感染予防の基
本を身につけます。内容は、感染予防の基礎知識と手洗い手技の確認の演習です。

永峯　卓哉
看護学科
准教授

学校関係（小・中・高・
大）・
保育園、幼稚園、一般

手洗いの演習をしま
すので、演習ができ
るような場所が必要
です。

113
精神に障がいを持っている人を理
解する

精神医療福祉政策は「地域」と「共生」をワードに推し進められています。しかし政策
のみが独り歩きしているように感じることもあります。また、精神の病気は身近な問題
ですがわかりづらいところも多くあります。現在の精神医療と看護・福祉の視点からお
話し、障がいに対する理解にお役に立てればと思います。

重富　勇
看護学科
講師

一般

114 高齢者糖尿病の特徴と向き合い方
糖尿病患者さんの高齢化が進んでおり、他の疾患や認知症合併、あるいは一人暮ら
し、老々介護など、これまで行っていた治療継続が困難となるケースも少なくない。最
近の高齢者糖尿病の実情、治療管理指針、治療の目標などをお話しする。

世羅　至子
看護栄養学部
栄養健康学科
教授

一般住民、糖尿病に興味
のある方すべて

115 痛みと温度感覚の分子メカニズム

私達はどうやって熱さや冷たさを感知しているのでしょうか？ホットプレート（熱い）やド
ライアイス（冷たい）を触ると痛みが生じます。実は、危険な温度を感知するセンサー
（受容体）は、私達が痛みを感知するのにも使われています。この講座では、私達の
体の中でどのように痛みが発生し、それを感知しているのかを分子レベルで解説しま
す。そして、痛みを和らげるために、どのような対抗手段が可能であるのかも解説しま
す。

柴崎　貢志 栄養健康学科
教授

一般

116 カビの病気について
水虫などの身近な病気からあまり知られていないカビが原因の病気についてお話し
ます。

松澤　哲宏 栄養健康学科
准教授

一般

117 予防接種のホント

インフルエンザや風疹、麻疹（はしか）など、感染症の流行がよく話題になります。感
染症の予防には予防接種がもっとも効果的なのですが、「予防接種をしたのに感染し
た」という話を聞き、その効果を疑っている人もいるかもしれません。本講座では、予
防接種の本当の役割を含め、なかなか体感できない真の効果を紹介いたします。

竹内　昌平 栄養健康学科
講師

一般

118 在宅ワークという働き方

情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方である在宅ワーク
が注目されています。多様で柔軟性がある一方で、腰痛や睡眠不足といった身体的
疲労が起こりやすいと言われています。在宅ワークでの課題を整理し、その対処方法
について一緒に考えていきたいと思います。

竹口　和江 看護学科講師 一般

119
眠るってなんだろう？　ー脳が操る
睡眠メカニズムー

完全に眠らせないようにした動物は10日前後で死亡してしまいます。これは絶食さ
せ、水のみを与えた場合よりも短いのです。
動物は知覚、随意運動、思考、推考、記憶など脳の高次機能を司る大脳皮質を取り
除いても夜になれば規則正しく眠り、朝になれば目を覚まします。嗜眠性脳炎患者脳
の解析の結果、脳の底部にある領域が睡眠覚醒を司る中枢であることが示唆されま
した。大脳皮質はこの領域の働きにより眠らされ、また起こされることが分かってきて
います。

本講座では、脳に睡眠覚醒中枢が発見されてから100年弱の間に睡眠に関して分
かったこと、分かっていないこと、また睡眠の意義に関する最近の考え方について解
説させていただきます。

田中進 看護栄養学部　中学生以上

120
家庭や施設における子どものけが、
事故の対処法

子どもの行動は予測不能です。更に、家庭や施設等で大きなけがや事故を起こすこ
とも多々あります。けがや事故が起こった際の応急処置等を実践しながら伝えていこ
うと思います。

林田　りか
看護学科
准教授

保育士、幼稚園教諭、子
育て中の親および家族、
一般

121 子どもの感染症とその対処法
子どもの感染症は子どもの成長・発達、環境等と大いに関連しています。講座ではそ
の関連性について理解するとともに、予防法や対処法等について、皆さんと考えなが
らお伝えしていきます。

林田　りか
看護学科
准教授

保育士、幼稚園教諭、子
育て中の親および家族、
一般

122
見逃さないで！脳卒中のそのサイ
ン

脳卒中が起こる前、あるいは起こった時に現れる体のサインを紹介しながら、日常生
活の中でできる予防法と発症時の対処法について解説します。
脳卒中後の高齢者リハビリテーション看護に携わった経験を踏まえて、地域の皆様に
わかりやすい内容でお伝えしたいと思います。

山口　多恵 看護学科
准教授

一般（特に高齢の方対象
の内容）

123
内部障害を持ちながら生活すること
について考えよう

内部障害とはどのような障がいのことを言うのでしょうか？見た目にわかりにくい内部
障害（心臓・腎臓・呼吸器などの障害）を持ちながら生活する中での困りごとや、障が
いをお持ちの方がどのような配慮をしてほしいと思われているのかについて一緒に学
びましょう。

吉田　恵理子 看護学科
准教授

一般

【医療】

【看護】
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124 こどものためのがん教育

日本人の2人に1人が、がんにかかると言われています。がんは、予防（生活習慣を
整える）に加え検診による早期発見・早期治療も大切です。子どものころから、自分の
体に興味をもち、がんに対する正しい知識を持ち、健康にすごすためにはどうしたら
よいかを一緒に考えましょう。

吉田　恵理子／
永峯　卓哉

看護学科
准教授
／准教授

小学生・中学生

125
見方を変えるとみかたが変わる!?
～ストレスとの上手な付き合い方～

子育てや介護、仕事上のストレスなど日常生活には沢山のストレスとなる出来事があ
ります。出来事に対する見方やそれに対する自分の反応を知ることで気持ちが穏や
かになることもあります。一緒にストレスとの上手な付き合い方を考えてみませんか。

堂下　陽子 看護学科
講師

一般

126
住み慣れた地域で自分らしく暮らす
ことを支える在宅ケアとは

高齢化社会となり、病院中心の医療から在宅ケアへと地域包括ケアシステムの構築
が進められています。自分が受けたい医療やケアを受けるために、大切にしているこ
とや望んでいることを前もって考え、周囲の方と話し合うことが大切です。講座では、
在宅ケアとはどのようなものかについてお伝えし、在宅で看取りを行った家族の体験
もご紹介します。自分らしく過ごすことについて一緒に考える機会としたいと思いま
す。

安野　敦子 看護学科
講師

一般住民、在宅ケアに関
心のある方、介護中の方
等小グループ

事前に講座の内容や
進め方などについて
の打合せをさせてい
ただきたいと思ってい
ます

127 ハンセン病回復者と新型コロナウイ
ルス感染症罹患者の差別体験

ハンセン病回復者と新型コロナウイルス感染症罹患者が受けた差別を当事者の体験
を基に考えてみます。ハンセン病回復者は、約90年間続いたらい予防法に基づき強
制隔離を受け伝染病と恐れられ長年いわれなき差別を受けました。ハンセン病は弱
毒の慢性の感染症です。しかし、1996年、ハンセン病回復者はらい予防法が廃止さ
れた後も残念ながら差別を受け、心のなかに深く、この差別体験が刻み込まれていま
す。同様に新型コロナウイルス感染症罹患者や医療職者・家族にもその被害が及ん
でいます。これらの差別体験の声をご紹介いたします

河口　朝子 看護学科
教授

一般

128 自分らしい最期(死）への備え
全ての人に平等に最期(死）は訪れます。人は、死が近くなるとどのような状態になる
のかお話します。悔いを残さないように、自分らしく人生の最期を終えるために、どうし
たらいいのか一緒に考える場にしましょう。

石川　美智 看護学科　教
授

一般、高齢者

129 大豆と日本人

大豆は古くから日本人にとってなじみ深い食品の一つです。大豆に含まれる成分に
は様々な有用な生理機能があることが明らかになってきていることを踏まえ、私たち
がこれまで大豆とどのように関ってきたのか、これからどう関っていくのかについて考
えます。

古場　一哲 栄養健康学科
教授

一般

130
油脂の栄養機能　〜腸管吸収を中
心に〜

油脂（脂肪）についてどのくらいの知識をお持ちですか？　「あぶら」は美味しくて、満
足感を満たすもの。美味しいのに、食べるのが怖いですか？　私たちの体の健全性
を守るためには油脂の摂取は必要です。油脂の正しい情報をもって、正しく怖がるこ
とが大切です。油脂の栄養機能について腸管吸収の面からお話しいたします。

城内　文吾 栄養健康学科
准教授

一般

131
食環境によるメタボリックシンドロー
ム発症予防

メタボリックシンドローム（メタボ）は内臓脂肪の蓄積を背景とし、代謝異常（高脂血
症、高血糖、血圧高値）の重複を伴う病態です。メタボの対策として、内臓脂肪の低減
を如何にして図るかが課題となります。本講座では、内臓脂肪低減作用を発揮する
食品成分を紹介し、そのメカニズムも合わせて解説いたします。

城内　文吾 栄養健康学科
准教授

一般

番号 講　座　名 講　座　概　要 講師名 所　属 対象者 備　考

132
ビタミンのはたらきと健康の維持・増
進

ビタミンは食事から摂取しなければいけない必須の栄養素で、13種類存在します。ビ
タミンという言葉はよく耳にしますが、それぞれどのような働きがあるのかご存知で
しょうか？本講座では、特に各年齢世代の健康維持・増進（骨密度、ストレス、妊娠、
貧血、がんなどの予防）に必要とされるいくつかのビタミンを取り上げ、その作用や効
果的な摂取などについて紹介いたします。

駿河　和仁 栄養健康学科
准教授

一般

133 発酵食品と微生物
日本人の食生活にとって必要不可欠な発酵食品。それらを醸造するのに必要不可欠
な微生物の活躍についてお話しいたします。

松澤　哲宏 栄養健康学科
准教授

一般

134 酢の機能性と健康

お酢は、私たちにとって身近な調味料ですが、内臓脂肪減少効果など生活習慣病予
防のための重要な機能性を持っていることが最近の研究で明らかにされてきました。
この講座では酢の機能性についての研究や、簡単な調理レシピなどをご紹介しま
す。

荒木　彩 栄養健康学科
講師

一般

135
子どもの食生活の現状と課題につ
いて

次世代を担う子どもたちが心身ともに健やかに育つためには、さまざまな人や食文化
とかかわり、自然とのふれあいを重視した活動をする意義は大きいといえます。子ど
もをとりまく周囲の人たちが対話をし、お互いを育て、敬う社会を形成するための取組
みとはどのようなものか一緒に考えたいと思います。

石見　百江 栄養健康学科
講師

一般

136 栄養障害の二重負荷

現在、日本は「低栄養と過剰栄養が同時に存在する」社会だと言われています。中年
期はメタボ対策で食べすぎに注意していたのに、高齢期になるとたんぱく質をしっかり
摂りましょうという話を耳にします。なぜでしょうか？
要介護を防ぎ、健康な高齢期を迎えるための食生活について一緒に考えましょう。

境田　靖子 栄養健康学科
講師

一般

137 肥満と食行動

長崎県は肥満が多い県として男女ともランキング上位を占めています。肥満の改善
のためには食事・運動療法が重要ですが、その実行と継続は困難でリバウンドしてし
まう方が多いのが現状です。本講座は、肥満解消のための食行動修正について、最
近のデータを含めてお話しします。

本郷　涼子 栄養健康学科
講師

一般

138 食事による生活習慣病の予防
食事と生活習慣病との関連を明らかにし、食事により健康を維持・増進する方法をわ
かりやすく解説します。

田中　一成
地域連携セン
ター
特任教授

一般

139 子どもの健康と食生活
21世紀を担う子どもたちが生涯を通して健康な生活を送るために、今必要な食生活
のあり方についてお話しします。

田中　一成
地域連携セン
ター
特任教授

一般

140 がんを予防するための食生活 生涯がんにならないための食生活のあり方についてお話しします。 田中　一成
地域連携セン
ター
特任教授

一般

141 健康で長生きするための食生活
高齢社会といわれる現代において、中高年齢者が健康で活動的に日常生活を過ご
し、健康寿命を延ばすための食生活についてわかりやすくお話しします。

田中　一成
地域連携セン
ター
特任教授

一般

142
油、コレステロールと上手に付き合
う

一般に食事の油やコレステロールは悪者のように見られており、肥満や生活習慣病
の原因と思っている人が多くいます。これら成分は我々の身体にはなくてはならない
もので、上手に摂ることで健康を増進できるのです。

田中　一成
地域連携セン
ター
特任教授

一般

143 美容と健康のための食生活

いつまでも美しさや若さを保ちたいと願うことは多くの人々に共通した願望であると思
います。美容のためには、皮膚の外からのケアはもちろん大事ですが、食生活などに
よる体の内面の管理も重要です。しかし、美容と食事に関しては誤解や過大評価が
多く見受けられます。本講座では、美容と健康のためにどのような食生活が大事であ
るかをわかりやすくお話しします。

田中　一成
地域連携セン
ター
特任教授

一般

【栄養と食生活】
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144
作図と数～古代の未解決問題を解
決～

定規とコンパスを使って、線分や円弧を作図します。線分の長さを数として、どのよう
な数が定規とコンパスで作図できるかを考えます。するとすべての有理数（分数）が
作図できることが分かります。更に古代の未解決問題（＝角の三等分問題）が解決で
きます。作図をしながら楽しく数学の問題を考えます。

永野　哲也
情報システム
学科
教授

中学生以上 要定規、コンパス。

145 微分ができれば何でもわかる！
電卓でルート計算（√2など）ができる。更に、sin、cosの値も計算できる、なぜだろう？
本講座では、微分を用いるといろいろな計算が手計算で行えることを示し、それが電
卓などの計算機に応用されていることをお話しします。

永野　哲也
情報システム
学科
教授

高校2年生以上

146 モノを見分ける化学の力
飲食物を彩る味や匂い、それらの要因となる物質を特定する活動の中から有機化学
という基礎学問が生まれました。実験映像も交えながら有機化学誕生の経緯を概観
しながら、基礎学問と社会応用の接点を考えたいと思います。

倉橋　拓也 栄養健康学科
教授

一般

番号 講　座　名 講　座　概　要 講師名 所　属 対象者 備　考

147 健康づくりのための運動とは

健康の維持・増進や生活習慣病の治療には適度な運動が効果的であることは広く知
られています。この「適度」とは、どの程度なのでしょうか？激しい運動をしなければ効
果がないと思っていませんか？本講座では楽々できる運動の方法と、その効果につ
いて紹介をします。

飛奈　卓郎 栄養健康学科
准教授

一般

【スポーツ・レクリエーション】

【自然科学】
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