
＜B.研究者の社会活動・貢献＞

№ 月日 大学名、事業名等 連携の現状説明/活動・貢献内容 担当教員

1
2015年度
１０回以上

長崎地方裁判所 法廷通訳 沈智炫

2 4月 時津町「時津町平和推進事業(パンフレット翻訳)」 時津町が発行している平和推進事業を説明するパンフレットの英訳確認 ﾏｰｸ ﾃｨｰﾀﾞﾏﾝ

3 4月 時津町「時津町平和推進事業(パンフレット翻訳)」 時津町が発行している平和推進事業を説明するパンフレットの英訳 藤内則光

4 4/1～3/31 一般財団法人二本中国語検定協会 理事 山田留里子

5 4/1～3/31 長崎市市民力推進委員会 委員
長崎市の委託を受け、長崎市が行う市民力や市民協働の推進に係る各種施策につ
いての助言や提案、また、長崎市市民活動支援補助金及び市民活動に係る公募事業
の審査・評価等

宮崎聖乃

6 4/1～3/31 長崎県国際交流協会 理事として同協会の運営に参画 石川昭仁

7 4/1～3/31 長与町国際交流協会 会長として同協会の運営に携わる 石川昭仁

8 4/1～3/31 カイ日本語スクール　アカデミックアドバイザー
カイ日本語スクールのアドバイザーとして、施設見学や意見交換、所属教師の研究に
対する助言等

神吉宇一

9 4/1～3/31 長崎市市民力推進委員会 委員 宮崎聖乃

10 4/1～ 一般財法人・日本中国語検定協会 理事 山田留里子

11 4/1～ 北九州国際交流協会　アドバイザー
北九州国際交流協会のアドバイザーとして、地域日本語教育の研修会の企画、実施
に対する助言

神吉宇一

12 4/1～ 千葉市国際交流協会　文化庁委託事業運営委員
千葉市国際交流協会が受託した、文化庁「生活者としての外国人に対する日本語教
育事業」の企画、実施、評価等を検討する運営委員

神吉宇一

13 4/1～
インターカルト日本語教育研究所　文化庁委託事業運
営委員

インターカルト日本語教育研究所が受託した、文化庁「生活者としての外国人に対す
る日本語教育事業」の企画、実施、評価等を検討する運営委員

神吉宇一

14 4/1～ 一般社団法人留学生支援ネットワーク　運営委員 当該社団法人の事業の方向性の検討や評価と改善を行う委員会の委員 神吉宇一

15 4/1～
多文化共生社会における日本語教育研究会　代表幹
事

当該研究会の運営全般、年1回の定例研究会の企画、研究会としての調査事業の推
進、研究会広報等

神吉宇一

16 4/1～ ビジネス日本語研究会　幹事・事務局 当該研究会の運営全般、年3回の定例研究会の企画、研究会広報等 神吉宇一

17 4/1～ 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会　委員
国内の地域社会における日本語教育の政策的方向性について議論する委員会の委
員

神吉宇一

18 4/12 川越市立博物館
川越市立博物館開館25周年記念シンポジウム
古代入間郡の役所と道 講演

木本雅康

19 4/19 横尾中学校区青少年育成協議会活動 横尾小学校校庭での「こいのぼり」設置の補助として参加 江村理奈

20 4/24～6/26 楽しく学ぼう！！！　韓国語講座
韓国語専修の学生と韓国人留学生が講師となり、長崎県内の高校生を対象に韓国語
教室を実施した際の指導。実施日：4/24～6/26の毎週金曜日（全10回）

佐々木正徳

21 4/27 長崎市立江平中学校「国際理解講演会」 3年生を対象に「発音と綴り方(フランス語）」について講演 ｼﾞｭﾘｱﾝ ｱｶﾞｴｽ

22 4/27 長崎市立江平中学校「国際理解講演会」 1年生を対象に「ドイツの食文化」について講演 ｸﾗｳﾃﾞｨｱ ﾏﾗ

23 5/21・22
公益財団法人 国際交通安全学会
IATTSフォーラム 30周年記念事業

IATTSフォーラム マハティール閣下対談 出席 溝田勉

24 5/24 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 ペンテコステ礼拝説教「聖霊の賜物」、聖礼典（聖餐式）の執行、祝祷 小西哲郎

25 5/24 東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所長
「公刊資料に基づく中国・河西回廊地域モンゴル諸語の研究」共同利用・共同研究課
題研究会

松岡雄太

26 6月 長崎商工会議所青年部
クスノキプロジェクト(趣旨解説文の英語翻訳)
福山雅治氏の曲「クスノキ」を市民で歌いつなぐプロジェクトの趣旨となる声明文の英
語翻訳

ﾏｰｸ ﾃｨｰﾀﾞﾏﾝ

27 6月 長崎商工会議所青年部
クスノキプロジェクト(趣旨解説文の英語翻訳)
福山雅治氏の曲「クスノキ」を市民で歌いつなぐプロジェクトの趣旨となる声明文の英
語翻訳

藤内則光

28 6月 長崎商工会議所青年部
福山雅治氏の曲「クスノキ」を市民で歌いつなぐプロジェクトの趣旨となる声明文を翻
訳

郭楊

29 6/6・7 福岡市博物館 古代専門部会・『資料編 古代』掲載文献資料検討会 木本雅康

2015（平成27）年度　社会連携の取組
（2015.4.1～2016.3.31）



№ 月日 大学名、事業名等 連携の現状説明/活動・貢献内容 担当教員

30 6/8 横尾中学校区青少年育成協議会活動 ウォークラリーの補助として参加 江村理奈

31 6/13・14 パンニハムハサムニッカと共にする　日韓交流会
国立諫早少年自然の家にて１泊２日、県内の高校生と本学の韓国人留学生とでグ
ループを作り親睦と交流、異文化理解についてのワークショップを実施した際の指導

佐々木正徳

32 6/14
朝来市役所主催「地域日本語教育ボランティア研修」
講師

研修の講師として、地域日本語教育における教室運営の現状と課題を概観するととも
に、参加者自身の教室の現状と課題を考えるワークショップを実施

神吉宇一

33 6/21～ 日本語教育学会　副会長 日本語教育関連で最大の学会、副会長として連携事業・社会啓発事業等を担当 神吉宇一

34 6/26・27 福井大学 実践研究福井ラウンドテーブル 出席 神吉 宇一

35 6/27 第5回ヒューマンライブラリーNagasaki「職業編」
主催であるヒューマンライブラリーNagasaki実行委員会の代表として、地域社会に暮ら
す色々な職業の人と対話を通して理解を深め、社会的多様性について考える活動

宮崎聖乃

36 6/29～7/3 長崎市立横尾中学校 平成27年度「横尾っ子の心を見つめる教育週間」における全学年特別授業の講師 江村理奈

37 7/25 福岡市埋蔵文化財センター 考古学講座「福岡市内の古代官道」の講師 木本雅康

38 7/26 教員免許状更新講習 「「辞書」を巡る諸問題」の講師 冨田高嗣

39 7/26 教員免許状更新講習 「「辞書」を巡る諸問題」の講師 田口武史

40 7/26 教員免許状更新講習 「「辞書」を巡る諸問題」の講師 松岡雄太

41 7/29
長崎市･長崎市教育委員会主催「世界こども平和会議」
基礎フランス語講義

「世界こども平和会議」に参加する中学生を対象に基礎フランス語講義の講師 ｼﾞｭﾘｱﾝ ｱｶﾞｴｽ

42 7/30 長者ヶ平官衙遺跡附東山道跡調査整備指導委員会 委員として会議出席 木本雅康

43 7/30 長崎県警察署 取り調べの韓国語通訳 沈智炫

44 8/1 横尾中学校区青少年育成協議会活動 盆踊り大会の補助として参加 江村理奈

45 8/2 教員免許状更新講習 「トータルな視点に立った英語教育―学習者の発達のプロセスから学ぶ―」の講師 江村理奈

46 8/3 教員免許状更新講習 「古典を生かす－学習における「古典」の効果的な利用方法の提案－」の講師 冨田高嗣

47 8/3 教員免許状更新講習 「古典を生かす－学習における「古典」の効果的な利用方法の提案－」の講師 春口淳一

48 8/3 教員免許状更新講習 「古典を生かす－学習における「古典」の効果的な利用方法の提案－」の講師 佐藤久美子

49 8/4 出雲市 出雲弥生の森博物館
第2回 出雲市杉沢遺跡等古代道路遺構調査
トレンチ調査箇所の選定及び史料調査方法の指導

木本雅康

50 8/4 時津町「時津町公民館_夏休み子ども教室」
「英語で遊ぼう子ども教室」の講師。
6歳から11歳までの子どもを対象として、英語を使ったゲームやアクティヴィティーを
行った

ﾅｲﾘｰ ｼﾞｪｰｺﾌﾞｽ

51 8/18 教員免許状更新講習 「「文法」を考える－複数の言語によるその歴史と構造の考察－」の講師 冨田高嗣

52 8/18 教員免許状更新講習 「「文法」を考える－複数の言語によるその歴史と構造の考察－」の講師 藤内則光

53 8/18 教員免許状更新講習 「「文法」を考える－複数の言語によるその歴史と構造の考察－」の講師 坂本彩希絵

54 8/20 長崎県警察学校 初任科長期課程第505期43名対象「在日外国人の現状等について」の講師 小鳥居伸介

55 8/20 教員免許状更新講習 「アメリカの歴史・文化・言語」の講師 加島巧

56 8/20 教員免許状更新講習 「アメリカの歴史・文化・言語」の講師 ﾛｰﾅ ﾊﾝｿﾝ

57 8/23 長崎外国語大学公開講座 「時津町・長崎市の古代 ―神功皇后伝承を手がかりとして―」の講師 木本雅康

58 8/24 教員免許状更新講習
「食文化から見るヨーロッパの歴史と言語－歴史・外国語学習の効果的な動機づけの
提案－」の講師

冨田高嗣

59 8/24 教員免許状更新講習
「食文化から見るヨーロッパの歴史と言語－歴史・外国語学習の効果的な動機づけの
提案－」の講師

ｸﾗｳﾃﾞｨｱ ﾏﾗ

60 8/29 長崎外国語大学シニア向け公開講座
「池波正太郎ファン、全員集合！」と題し、『剣客商売』「女武芸者」を読み解く講座の
講師

加島巧



№ 月日 大学名、事業名等 連携の現状説明/活動・貢献内容 担当教員

61 8/29・30
福岡県国際交流センター「地域日本語教育ボランティ
ア講座」講師

研修の講師として、地域日本語教育における教室運営の現状と課題を概観するととも
に、参加者自身の教室の現状と課題を考えるワークショップを実施

神吉宇一

62 9/11 宮崎県立宮崎西高等学校出張講義 「英語学・英文学の領域について」の講師 加島巧

63 9/27 中津市教育委員会 シンポジウム「条里と道と祭祀」参加（パネリスト） 木本雅康 

64 9/30
NICEキャンパス長崎 コーディネート科目「平和を考え
る」

「日本国憲法の平和主義」の講師 小西哲郎

65 10/2 北九州市立松本清張記念館 特別企画展『世界文学と清張文学』の企画展審査委員 加島巧

66 10/17 長崎県商業教育研究会 平成27年度長崎県商業教育研究会主催 第33回スピーチコンテスト審査員 クリシャン クマー

67 10/17 本学主催公開講座
「長崎と平和」をテーマとした市民向け公開講座で「平和教育における文学の活用
Using Literature in Teaching Peace」と題し講演

マーク ティーダマン

68 10/20 長崎県教育委員会・一般財団法人自治体国際化協会 小・中・高校のALT向け（英語）講演の講師 クリシャン クマー

69 10/21 NICEキャンパス長崎/コーディネート科目「平和を考える」
講師として「東南アジアに見る「構造的暴力」と「積極的平和の構築」：フェアトレードの
取組を通して」と題し講演

小鳥居伸介

70 10/24 北九州市立松本清張記念館 清張サロン講演「『黒い画集1』「遭難」を読む・聞く・観る」の講師 加島巧

71 10/24 横尾中学校区青少年育成協議会 横尾まつり子どもみこしの補助として参加 江村理奈

72 10/25 横尾中学校区青少年育成協議会 横尾まつり運営の補助とし参加 江村理奈

73 10/27 長崎県立諫早商業高等学校 平成27年度高大連携講座の講師（英会話初級） クリシャン クマー

74 10/28 NICE キャンパス長崎 「マララさんのお父さんのスピーチから教育と平和を考える」の講師 加島巧

75 10/30 兵庫県立考古博物館 委員会 木本雅康 

76 10/31 長崎県英語教育研究会 第10回長崎県高等学校英語ディベート大会の審査員 溝田勉

77 10/31 長崎県英語教育研究会 第10回長崎県高等学校英語ディベート大会の審査員 藤内則光

78 11/5 長崎県教育委員会・一般財団法人自治体国際化協会 小・中・高校のALT向け（中国語）講演の講師 郭楊

79 11/5 長崎県教育庁 新幹線文化財調査事務所 平成27年度都市計画道路(池田沖田線)建設工事に係る竹松遺跡の現地調査指導 木本雅康 

80 11/11 長崎市観光振興課 台湾の國立政治大学附属高級中学の高校生と本学学生の英語での特別授業の講師 クリシャン クマー

81 11/14 第6回ヒューマンライブラリーNagasaki
ヒューマンライブラリーNagasaki実行委員会の代表として、地域社会に暮らす色々な職
業の人と対話を通して理解を深め、社会的多様性について考える活動

宮崎聖乃

82 11/17 NBC長崎放送、NIB長崎国際テレビ フランスパリで発生した事件に関するインタビュー 冨田高嗣

83 11/19 那須烏山教育委員会 史跡長者ヶ平官衙遺跡附東山道跡調査整備指導委員会 木本雅康 

84 11/23 新上五島町教育委員会 日本遺産(新上五島町)における遺唐使調査に伴う調査 木本雅康 

85 11/24 長崎県立諫早商業高等学校 平成27年度高大連携講座の講師（英会話中級） ローナ ハンソン

86 11/24 長崎地区BBS例会 児童福祉ゼミナールの講師として話題提供を行った 江村理奈

87 11/29 兵庫県歴史文化遺産活用活性化実行委員会 シンポジウム「５ヵ国サミット風土記の神話を考える」講演、パネラー 木本雅康 

88 12/6 横尾中学校区青少年育成協議会 横尾小学校もちつきマラソン大会の補助として参加 江村理奈

89 12/8 長崎市立横尾中学校 特別授業「ソーシャルスキルアップのための体験型ワークショップ」の講師 江村理奈

90 12/12 国際NGO Peace story JPN
国際NGOイベント「長崎の若者と留学生で考えるアジアの未来」内の「アジアで活躍す
る若者・社会人のプレゼンテーション」のプレゼンテーター

沈智炫

91 12/12 国際NGO　PeacestoryJPN　
[長崎の若者と留学生で考えるアジアの未来]のプレゼンター及びパネルディスカッショ
ン司会者

沈智炫



№ 月日 大学名、事業名等 連携の現状説明/活動・貢献内容 担当教員

92 12/15 出雲市 市民文化部 第3回 出雲市杉沢遺跡等古代道路遺構調査委員会 木本雅康 

93 12/20 横尾中学校区青少年育成協議会 門松づくりの補助として参加 江村理奈

94 12月 長建工業(株) 1997年韓国の経済危機についてのお話し 梁正善

95 12月 友愛社会富士見保育園 韓国語のクリスマスの絵本の読み聞かせ 梁正善

96 1月 新上五島町観光商工課 チケットホルダー翻訳監修 梁正善

97 1/29 長崎県警察本部 長崎県警察本部語学研修会（中国語）の講師 郭楊

98
1/30,31,2/6,

7,13,14
時津町教育委員会 ICTを活用した地域住民向け外国語教室「楽しくおしゃべり英会話講座（初級）」の講師 ローナ ハンソン

99 2/17 長崎県警察本部 長崎県警察本部語学研修会（英語/持凶器強盗事件取調ロールプレイング）の講師 川島浩勝

100 2/18～2/21 福井大学院教育学研究科 「実践交流ラウンドテーブルNARA2015」出席 神吉宇一

101 2/23 長崎地区BBS例会 児童福祉ゼミナールの講師として話題提供を行った 江村理奈

102 ２/23～26 國立水産科學院 濟州水産硏究所
「國立硏究開発法人 水産綜合硏究センター 西海区硏究所及び五島栽培漁業セン
ター」の見学員の通訳

沈智炫

103 2/28 横尾中学校区青少年育成協議会 レクレーション大会の補助として参加 江村理奈

104 3月 新上五島町観光商工課 文化財翻訳監修 梁正善

105 3/5～3/13 味の素株式会社
AIN支援プロジェクトの現地活動モニタリング及び評価
ペルークスコ県における低所得者家庭のための健康改善事業

溝田勉

106 3/11 東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所
2015年度第3回「公刊資料に基づく中国・河西回廊地域モンゴル諸語の研究」共同利
用・共同研究課題研究会

松岡雄太


