
＜B.研究者の社会活動・貢献＞

№ 月日 大学名、事業名（行事名）等 活動・貢献内容、題目等 担当（教員名）

1 4/1～3/31 長崎県林業課 県民の森指定管理者選定委員会委員長 姫野順一

2 4/1～3/31 長崎学ネットワーク会議理事会 理事 姫野順一

3 4/1～3/31 長崎大学生活協同組合 顧問 姫野順一

4 4/1～3/31 日本文化交流教室
NPO いろは塾代表として長崎市の委託を受け、中国残留邦人に対する日本語・日本
文化教室（全40回）のコーディネート

宮崎聖乃

5 4/8 オランダ九州キックオフイベント ケース・ルールス公使の講演と九州におけるパートナー事業のプレゼン陪席 姫野順一

6 4/11 時津町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会
時津町の情報公開・個人情報保護・行政不服審査会の活動・運用状況について報告を
受け助言

小鳥居伸介

7 4/13 カドカワ『ブラタモリ』出版取材 カドカワ『ブラタモリ』出版のための取材を受ける 姫野順一

8 4/15 長崎ケーブルメディア 長崎ケーブルメディアなんでんカフェ「古写真らいぶらりー」のロケ取材 姫野順一

9 4/20 長崎ケーブルメディア 長崎ケーブルメディアなんでんカフェ「古写真らいぶらりー」のロケ取材 姫野順一

10 5/11～3/31 長崎市市民力推進委員会
市民力の推進に係る長崎市の施策についての助言および市民活動に係る公募事業の
審査・評価

小鳥居伸介

11 5/13 長崎居留地研究会 長崎のオランダ改革教会の歴史について報告 姫野順一

12 5/17 長崎県高等学校教育研究会地歴公民部会 「長崎の近代化：万延元（１８６０）年長崎最初期の映像から」と題して講演 姫野順一

13 6/1～3/31 西そのぎ商工会 地域資源探索委員会委員長 溝田勉

14 6/20 第7回ヒューマンライブラリーNagasaki
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

15 6/22 長崎ケーブルメディア グラバー園にて長崎ケーブルメディアなんでんカフェ「古写真らいぶらりー」のロケ取材 姫野順一

16 6/27 長崎県商工会連合会
ベトナム交流人財招致事業の一環として来学したベトナムの高校生に、長崎との国際
交流を通した国際協力について英語と日本語での講義

溝田勉

17 6/28 矢上幼稚園
園児（年長組）と留学生との交流会における留学生の事前指導および交流会のサポー
ト

宮崎聡子

18 7/2 長崎外国語大学公開講座 「長崎唐通事と満洲語学」と題し講演 松岡雄太

19 7/2 長崎外国語大学公開講座 本学主催の公開講座「長崎の海外交流史」の司会進行 佐々木正徳

20 7/12・14 フランス姉妹校講習 フランス高校生/大学生対象講習の講師 クラウディア・マラ

21 7/12～7/16 株式会社浜屋百貨店 幕末・明治・大正・昭和の古写真の展示会「世界都市・長崎の輝き展」監修 姫野順一

22 7/22 新長崎学研究会（大村） 「『新しい長崎学』研究の動きと諸課題」と題し講演 姫野順一

23 7/23 玉龍旗、高校剣道大会 ボランティア通訳　（福岡） クラウディア・マラ

24 7/29 雑誌『週刊現代』からの取材 ブラタモリに関する電話取材 姫野順一

25 7/30・31 高校教員免許講習 講師(五島） 冨田 高嗣

26 7/30・31 高校教員免許講習 講師(五島） クラウディア・マラ

27 8/2 長崎ロータリークラブ婦人部（睦輪会） 「古写真に見る長崎の世界遺産」と題し講話 姫野順一

28 8/6～8/8 長崎外国語大学語学セミナー 「翻訳から学ぶ英語の感覚」の講師 原田依子

29 8/8 教員免許状更新講習 『「辞書」を巡る諸問題』の講師 冨田高嗣

2016年度社会連携の取組
（2016.4.1～2017.3.31）
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30 8/8 教員免許状更新講習 『「辞書」を巡る諸問題』の講師 田口武史

31 8/8 教員免許状更新講習 『「辞書」を巡る諸問題』の講師 松岡雄太

32 8/8～8/10 長崎県立壱岐高等学校　中国語特別研修 中国語特別研修の講師 郭楊

33 8/8～8/10 長崎外国語大学語学セミナー 「翻訳から学ぶ英語の感覚」の講師 加島巧

34 8/17 教員免許状更新講習
『英語教育における｢音楽｣の位置づけ-理論的考察および効果的指導方法の検討-』
の講師

川島浩勝

35 8/22 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

36 8/23 長崎外国語大学シニア向け公開講座
本学主催のシニア向け公開講座において「テレビ番組における『創作』：『ブラタモリ』と
『古写真ライブラリー』の舞台裏」と題し講演

姫野順一

37 8/25 長崎県警察学校 「在日外国人の現状」と題し講演 小鳥居伸介

38 9/5 長崎赤十字有功会研修会講演 「長崎における医療の歴史と町の今昔」と題し講演 姫野順一

39 9/5 キリスト教関連遺産県民会議総会 委員として出席 姫野順一

40 9/6 千葉県学校カウンセリング専門講座 講座（学級集団のアセスメント）の講師 藤原和政

41 9/12 長崎中央ロータリークラブ 「長崎の珍しい写真」と題し講演 姫野順一

42 9/14 長崎ケーブルメディア 長崎ケーブルメディアなんでんカフェ「古写真らいぶらりー」のロケ取材 姫野順一

43 9/18 長崎外国語大学公開講座 「長崎とフランス語-長崎仏蘭西語事始」と題し講演 冨田高嗣

44 9/18 長崎外国語大学公開講座 本学主催公開講座「長崎とフランス語―長崎仏蘭西語事始」の司会進行 佐野友紀

45 9/23～25 神戸大学 EAJS Conference クラウディア・マラ

46 9/30 長崎居留地研究会 「居留地と世界遺産」と題し講話 姫野順一

47 9/30 長崎県立諫早商業高校学校　高大連携講座
国際コミュニケーション科の1～3年生に、グリム童話を題材としてドイツ文化について
講義およびPBL型授業を提供

田口武史

48 10/1 高校教員免許講習 講師 冨田 高嗣

49 10/1 高校教員免許講習 講師 クラウディア・マラ

50 10/1 島原中央高等学校
オープンスクールにおける公開授業（体験授業）
内容：グループ学習での日常会話

クリシャン・クマー

51 10/5 NICEキャンパス長崎 「世界歳時記」の講師 松本真輔

52 10/14 長崎県立諫早商業高校学校　高大連携講座
国際コミュニケーション科の1～3年生に、グリム童話を題材としてドイツ文化について
講義およびPBL型授業を提供

田口武史

53 10/15 長崎県英語教育研究会 第11回長崎県高等学校英語ディベート大会の審査委員 溝田　勉

54 10/15 長崎県商業教育研究会英語専門委員会 平成28年度長崎県商業教育研究会主催第34回英語スピーチコンテストの審査員 ドーソン・ルイス

55 10/18 シーボルト没後200年の法要 シーボルト200回忌法要（楠本家の墓がある晧臺寺）に出席、稲の墓参を実施 姫野順一

56 10/19 出島第Ⅲ期復元整備計画事業完成記念式典 出島復元整備審議会委員として同式典およびレセプションに出席 姫野順一

57 10/19 NICEキャンパス長崎 講師 クラウディア・マラ

58 10/20 国際シーボルトコレクション会議 同会議で「鳴滝塾の写真家」について報告（英語） 姫野順一
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59 10/21 長崎県立諫早商業高校学校　高大連携講座
国際コミュニケーション科の1～3年生に、グリム童話を題材としてドイツ文化について
講義およびPBL型授業を提供

田口武史

60 10/21 福岡県立大川樟風高等学校 国際理解授業の講師 ドーソン・ルイス

61 10/22 ヒューマンライブラリー in ながさき・愛の映画祭 
第1回ながさき・愛の映画祭の企画運営に協力するとともにオープニングイベントとし
て、ヒューマンライブラリーを開催

宮崎聖乃

62 10/25 「NHKジャーナル」（NHKラジオ第一） ヒューマンライブラリー in ながさき・愛の映画祭についての取材協力 宮崎聖乃

63 10/25
中日新聞　子ども向けの週刊新聞「中日こどもウイーク
リー」

「上野彦馬と家族」に関する取材協力 姫野順一

64 10/26 ㈱長崎ケーブルメディア レギュラー番組「長崎古写真らいぶらりー」の取材協力（清水寺のロケ） 姫野順一

65 10/30 ㈱長崎ケーブルメディア レギュラー番組「長崎古写真らいぶらりー」の取材協力（清水寺のロケ） 姫野順一

66 11/18・19 三吉慎蔵子孫長崎訪問（米熊・慎蔵龍馬会） 同懇親会であいさつ、小曾根乾堂の墓参 姫野順一

67 11/22 長崎居留地研究会例会 斎藤家・中山（マサ）家・田中家の写真資料について報告 姫野順一

68
11/23～
11/28

（公財）国際交通安全学会　IATSSフォーラム
第57・58回 IATSSフォーラム参加者最終審査会の審査員
インドネシア同窓会企画　IATSSフォーラム説明での講演

溝田勉

69 11/25 長崎県警察学校 長崎県警察学校の学生を対象に講義 クラウディア・マラ

70 11/25 北九州市立大学
「アメリカ史の争点」（黒人史・公民権運動史）での特別講義　「松本清張の『黒字の絵』
と小倉」の講師

加島巧

71 11/26 北九州市立松本清張記念館 清張サロンでの特別講演会「松本清張と藤沢周平」の講師 加島巧

72 11/26 第8回韓国文学読書感想文コンテスト 運営責任者（大会事務局） 松岡雄太

73 11/26 長与町高田公民館講演会（長与町ふれあいセンター） 西被杵の古写真についての講演 姫野順一

74 11/29 矢上幼稚園
園児（年中組）と留学生との交流会に関する事前指導（歌の練習、自己紹介の指導等）
と交流会のサポート

宮崎聖乃

75 11/29 矢上幼稚園
園児（年中組）と留学生との交流会に関する事前指導（歌の練習、自己紹介の指導等）
と交流会のサポート

宮崎聡子

76 12/3 ケーブルテレビ・旅チャンネル生放送　「ぶら好き」 全国テレビ生中継に古写真を使った長崎の案内人として出演 姫野順一

77 12/4
2016年度DV根絶のための連続講座
知識は力　～ます知ることから始めよう

「DVとジェンダー」という題目で講演 佐々木正徳

78 12/8 「おはよう九州・沖縄」(NHKラジオ第一） 人権週間番組の取材協力 宮崎聖乃

79 12/8～12/11 （公財）国際交通安全学会　IATSSフォーラム
第57・58回 IATSSフォーラム参加者最終審査会の審査員
タイ同窓会企画　国を超えたリーダーシップ養成合宿での講演

溝田勉

80 12/10 第9回英語ボキャブラリーコンテスト 高等学校現場における英語語彙指導をサポート 学部教員

81 12/12 ㈱長崎ケーブルメディア レギュラー番組「長崎古写真らいぶらりー」の取材協力（清水寺） 姫野順一

82 12/14 NICEキャンパスコーディネート科目「世界歳時記」 東南アジア 小鳥居伸介

83 1/2 日本テレビ「秘密のケンミンSHOW 長崎を主題とした番組の取材に協力 姫野順一

84 1/5 ㈱長崎ケーブルメディア レギュラー番組「長崎古写真らいぶらりー」の取材協力（大光寺） 姫野順一

85 1/11 テレビ朝日の明治維新企画 幕末明治の古写真の活用についての取材協力 姫野順一

86 1/25 ㈱長崎ケーブルメディア レギュラー番組「長崎古写真らいぶらりー」の取材協力（大音寺） 姫野順一
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87 2/1 長崎バス地域振興基金理事会 同会理事として、補助金の審査等 姫野順一

88 2/2 時津町教育委員会 時津公民館にて開講された「韓国語で楽しくおしゃべり入門講座」（全3回）の講師 沈智炫

89 2/9 時津町教育委員会 時津公民館にて開講された「韓国語で楽しくおしゃべり入門講座」（全3回）の講師 沈智炫

90 2/11 第8回ヒューマンライブラリーNagasaki 実行委員会代表 宮崎聖乃

91 2/15 一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会 さるくガイドのスキルアップ研修において、「ここが面白い『古写真』解説」と題し講演 姫野順一

92 2/18 時津町教育委員会 時津公民館にて開講された「韓国語で楽しくおしゃべり入門講座」（全3回）の講師 沈智炫

93 2/18 長崎県日中親善協議会 第37回長崎県中国語コンクールの審査員 野田雄史

94 3/1 活水高等学校進路ガイダンス（出張講義） 「似てる？似てない？？ 韓国語と日本語」と題した模擬授業講師 佐々木正徳

95 3/8 ㈱長崎ケーブルメディア レギュラー番組「長崎古写真らいぶらりー」の取材協力（本蓮寺） 姫野順一

96 3/12 Japan Athlete Parents Academy ジュニア・アスリート育成講座の大学内開設に協力 姫野順一

97 3/24
新長崎学研究センター　シンポジウム（初年度レ
ビュー）

同シンポジウムの組織担当者として、計画・立案・実施 溝田勉

98 3/24
新長崎学研究センター　シンポジウム（初年度レ
ビュー）

同シンポジウムの組織担当者として、計画・立案・実施 姫野順一

99 3/24 長崎居留地研究会 「居留地における再製茶業の活動について」報告 姫野順一

100 3/26 中国交流史協会研究会 「最近の中国史研究の特徴とシナ海海域史のフロンティア」について報告 姫野順一

101 3/31 国立国語研究所
共同研究プロジェクト『「具体的な状況設定」から出発する日本語ライティング教材の開
発」
への参画（研究打合せ及び研究発表会への出席）

宮崎聡子


