
＜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
2017年
1/1～

日本独文学会西日本支部 「インターウニ西日本」の委員長（任期：2017年1月1日～　2年間） 坂本彩希絵

2 4/1 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 イースター礼拝説教、聖礼典（聖餐式）の執行、祝祷 小西哲郎

3 4/1～3/31 長崎県警察本部 外国人が関係する事件･事故等発生の際の通訳者登録 佐々木正徳

4 4/1～3/31 長崎県警察本部 外国人が関係する事件･事故等発生の際の通訳者登録 郭楊

5 4/1～ 「草の根技術協力事業」国際協力機構（JICA）
草の根技術協力事業「アンザン省における農地の土壌改良と農民所得向上支援パイ
ロットプロジェクト」（佐賀大学）国内調整・現地情報収集分析等担当

新美達也

6 4/1～ ベトナム交流人財招致事業（長崎県商工会連合会） 同委員会委員 新美達也

7 4/1～ 東京外国語大学　アジア・アフリカ言語文化研究所
アジア・アフリカ言語文化研究所共同研究員の派遣　(委嘱機関:平成30年4月1日～平
成33年3月31日)

松岡雄太

8 4/4 ベトナム・ランソン省行政官研修
研修のため来崎したランソン省行政官23名を対象に、日本の政治や農産業等について
講義

溝田勉

9 4/4 松本汎人氏所蔵資料調査 松本汎人氏宅の長崎プロテスタント宣教関係資料の調査を実施 姫野順一

10 4/4～6 ベトナム・ランソン省行政官研修
研修のため来崎したランソン省行政官23名を対象に、日本の政治について講義、また
同研修コーディネート及び通訳

新美達也

11 4/5 ベトナム・ランソン省行政官研修
研修のため来崎したランソン省行政官23名を対象に、日本の文化保存と観光について
講義

姫野順一

12 4/5 長崎ロータリークラブ 写真で振り返る幕末明治の長崎 姫野順一

13 4/6 テレビ朝日（番組企画） TV番組「古写真に見る観光ニッポン」制作協力の打ち合わせ 姫野順一

14 4/7 東京都写真美術館 「写真発祥地の原風景　長崎」
シンポジウム「長崎をめぐる初期写真シンポジウム―オリジナルとデジタルアーカイブ」
において、「長崎における初期写真の意義：自・他の発見」と題し、講演

姫野順一

15 4/9・16・9/4 NBC 長崎放送「なんでんカフェモーニング」 ながさき古写真ライブラリー「グラバー園（後編）」「彦馬スタジオ（前編）」「茂木①」放映 姫野順一

16 4/11・26 ncm 長崎ケーブルメディア「なんでんカフェ」 ながさき古写真ライブラリー「彦馬スタジオ(前編・後編）」放映 姫野順一

17 4/12・6/7 長崎市 長崎学ネットワーク会議 理事として出席 姫野順一

18 4/15 韓国語能力試験 第57回韓国語能力試験長崎会場の運営及び試験監督 松岡雄太

19 4/15 韓国語能力試験 第57回韓国語能力試験長崎会場の運営及び試験監督 佐々木正徳

20 4/15 韓国語能力試験 第57回韓国語能力試験長崎会場の運営及び試験監督 沈智炫

21 4/15 韓国語能力試験 第57回韓国語能力試験長崎会場の運営及び試験監督 東桜子

22 4/17・24 滑石公民館 講座「生き生きライフ・アラカルト」 「幕末の長崎」と題し、講演（全2回） 姫野順一

23 4/18 長与町国際交流協会 交流会に参加する留学生の引率 野田雄史

24
4/21・6/19・
7/24・9/18

グラバー園（保存活用検討委員会） 副委員長として出席 姫野順一

25 4/22 中国交流史協会（定例研究会） 会員として出席 姫野順一

26 4/22 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

27 4/23 長崎歴史文化博物館 監修する企画展「写真発祥地の原風景 長崎」の打ち合わせ 姫野順一

28 5/1～13
ベトナム交流人財招致事業（長崎県商工会連合会）
ベトナム・カマウ省視察

同事業委員・アドバイザー 新美達也

29 5月～ 長崎市 企画財政部市民協働推進室 長崎市市民力推進委員会 に任命　(任期:平成30年5月～2年間) 小鳥居伸介

2018年度社会連携の取組実績
（2018.4.1～2019.3.31）



30 5/13 日本基督教団 長崎飽之浦教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

31 5/15
ncm 長崎ケーブルメディア「ながさき古写真ライブラ
リー」

「石橋①」取材 姫野順一

32 5/20 TNC テレビ西日本「土曜Newsファイル CUBE」 「坂本龍馬が歩いた街」取材（宮本隆治・角田華子共演） 姫野順一

33 5/22
長崎歴史文化博物館 企画展「写真発祥地の原風景 長
崎」

監修者として、開会式に参加 姫野順一

34 5/27 長崎歴史文化博物館
企画展「写真発祥の地の原風景 長崎」に関連した「れきぶん長崎学講座(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)」
の講師として、「異領域長崎の写真影像と文化：古写真研究30年の回顧から」と題し、
講演

姫野順一

35 5/27 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

36 5/29 長崎居留地研究会 （例会） 「フルベッキの最初の日本人教師 本間郡兵衛」と題し、講演 姫野順一

37 5/31 「チャンネルガイド」　となみ衛星通信テレビ株式会社
となみ衛星通信テレビ株式会社の「チャンネルガイド」にある「わがふるさと　となみ野」
欄への原稿の執筆 （2018年10月号掲載）

山川欣也

38 6/1～ 時津町教育委員会 時津町奨学金運用委員会委員に就任　(任期:平成30年6月1日～平成32年5月31日) 藤内則光

39 6/2 TNC テレビ西日本「土曜Newsファイル CUBE」 「龍馬が見た長崎」放映 姫野順一

40 6/6 ベトナム交流人財招致事業 ベトナム交流人財招致事業委員会へ出席 溝田勉

41 6/7 長崎市 長崎学研究所 平成30年度第2回長崎学ネットワーク会議理事会 姫野順一

42 6/8 長崎バス地域振興基金理事会 理事として出席 姫野順一

43 6/10 教員免許状更新講習 「児童文学から見る英米文化」の講師 加島巧

44 6/10 教員免許状更新講習 「児童文学から見る英米文化」の講師 クリシャン クマー

45 6/11 日英協会 （理事会・総会） 理事である粟屋理事長の代理で出席 姫野順一

46 6/15 熊本中央高等学校 校内進路ガイダンスにて模擬授業「韓国留学　～進学するか、留学するか～」の講師 佐々木正徳

47 6/16 第9回　長崎大学ホームカミングデー 「古写真に見る幕末明治の長崎の都市空間 ～異域長崎の表象と文化」と題し、講演 姫野順一

48 6/17・20
長崎歴史文化博物館 企画展「写真発祥地の原風景 長
崎」

会場内で開催のギャラリートークにて、展示内容の案内 姫野順一

49 6/24 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、聖礼典（聖餐式）の執行、祝祷 小西哲郎

50 7/3
長崎県 企画調整課（ブランディング応募に関するヒヤリ
ング）

ブランディング事業申請を説明し協力を依頼 姫野順一

51 7/4
長崎市 国際課（ブランディング応募に関するヒヤリン
グ）

ブランディング事業申請を説明し協力を依頼 姫野順一

52 7/7
神田外語大学　長崎外国語大学主催
　「国際交流入門講座」

高校生・大学生を対象に、「ヨーロッパの言語と文化：フランス語」についての講義 冨田高嗣

53 7/7
神田外語大学　長崎外国語大学主催
　「国際交流入門講座」

高校生・大学生を対象に、「通訳の基礎」についての講義 原田依子

54 7/7
神田外語大学　長崎外国語大学主催
　「国際交流入門講座」

高校生・大学生を対象に、「アジア言語と文化：中国」についての講義 野田雄史

55 7/7
グラバー園 指定管理者 長崎南山手グラバーパート
ナーズ共同事業体 / 株式会社わかたむ

グラバー園内案内用タブレットに表示するガイドシナリオの音声吹き込み 沈智炫

56 7/8 日本基督教団 長崎飽之浦教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

57 7/8～15 ベトナム交流人財招致事業（長崎県商工会連合会） 高校生受入支援 新美達也

58 7/9 グラバー園（長崎市長表敬訪問） 保存活性検討委員会副委員長として長崎市長を表敬訪問 姫野順一

59 7/10 矢上幼稚園
園児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

60 7/10 矢上幼稚園
園児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

河津基



61 7/10 矢上幼稚園
園児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

大谷鉄平

62 7/10 ベトナム交流人財招致事業 ベトナム交流人財招致事業に係る講師 溝田勉

63 7/10 長崎市立長崎商業高等学校 「長崎商業の源流を探る：フルベッキの英学」と題し、全校生徒に講演 姫野順一

64 7/10 長崎居留地研究会 （例会） 「長崎のフルベッキ」と題し、講演 姫野順一

65 7/13 長崎県 生涯学習委員会 委員として出席 姫野順一

66
7/13・20・27・

8/3
長崎市中央公民館講座（１）～（４）

長崎市中央公民館主催 「アメリカ映画を通して知るアメリカ」と題した講座の講師（全4
回）

山川欣也

67 7/18 時津町奨学資金運用委員会 時津町の奨学資金運用委員会に外部委員として参加 藤内則光

68 7/22 長崎外国語大学　公開講座 講師として、「長崎学院と会衆主義キリスト教」と題し、講演 小西哲郎

69 7/22 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

70 7/22 長崎外国語大学 社会連携センター 公開講座 講演「長崎学院と会衆主義キリスト教」の講師 小西哲郎

71 7/25～7/27 長崎県立壱岐高等学校 東アジア歴史・中国語コースの「中国語サマーキャンプ」講師 郭楊

72 7/28 財団法人長崎県国際交流協会 『「2018ながさきみなとまつり」韓国釜山広域市公演団招へい事業』通訳 沈智炫

73 7/29 日本基督教団 長崎滑石教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

74 7/31
ncm 長崎ケーブルメディア「ながさき古写真ライブラ
リー」

「桃谷橋付近」取材 姫野順一

75 8月～ 松本清張友の会 松本清張友の会理事 加島巧

76 8/7 教員免許状更新講習
「学級集団づくりに活用するグループアプローチ ―学級集団アセスメントにもとづいて
―」の講師

藤原和政

77 8/7 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

78 8/7 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

クラウディア　マラ

79 8/9 財団法人長崎県国際交流協会 『韓国釜山広域市立鳴湖高等学校と長崎県立西陵高等学校の学校交流事業』通訳 沈智炫

80 8/10・8/20 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

81 8/17 教員免許状更新講習 「検定試験と英語学習の連動 ―長崎外国語大学における事例―」の講師 冨田高嗣

82 8/17 教員免許状更新講習 「検定試験と英語学習の連動 ―長崎外国語大学における事例―」の講師 藤内則光

83 8/17 教員免許状更新講習 「検定試験と英語学習の連動 ―長崎外国語大学における事例―」の講師 クリシャン　クマー

84 8/20 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

85 8/20 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 野田雄史

86 8/22 教員免許状更新講習 「『辞書』を巡る諸問題」の講師 冨田高嗣

87 8/22 教員免許状更新講習 「『辞書』を巡る諸問題」の講師 野田雄史

88 8/22
ncm 長崎ケーブルメディア「ながさき古写真ライブラ
リー」

「茂木①」放映 姫野順一

89 8/23 長崎日米協会
平成30年度 長崎日米協会通常総会にて、「映画を通してみえるアメリカー『ローマの休
日』の場合」と題し、講演

山川欣也

90 8/24 長崎外国語大学　シニア向け公開講座 講師として「フルベッキ博士と長崎」と題し、講演 溝田勉

91 8/26 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、聖礼典（聖餐式）の執行、祝祷 小西哲郎



92 8/29・30・9/1 長与町国際交流協会「トラベル外国語講座」 「ベトナム語」講座のサポート 新美達也

93 8/30 長崎大学保健・医療推進センター
第48回九州地区大学保健管理研究協議会において、「古写真に見る幕末明治の医
学」と題し、講演

姫野順一

94 9/1 長崎外国語大学　公開講座 講師として「異文化を超えて：長崎外大国際交流の20年」と題し、講演 石川昭仁

95 9/1 長崎外国語大学　公開講座 講師として「世界遺産登録のなかで『世界都市』長崎の未来を考える」と題し、講演 姫野順一

96 9/12～16
インターウニ西日本（ドイツ文化センター・大阪と日本独
文学会西日本支部の共催）

「第30回インターウニ西日本」の講師 村上浩明

97 9/13 ncm 長崎ケーブルメディア（番組取材） 「家族の記憶」の取材 姫野順一

98 9/15
進路ガイダンス模擬講義（進路情報センター昭栄広報
福岡支社）

私立鹿児島実業高等学校において、講義テーマ「きばって英語の達人になるばい」の
講師

川島浩勝

99 9/15 長崎居留地まつり実行委員会
長崎居留地まつり 旧香港上海銀行長崎支店記念館会場において「居留地の古写真を
語る」と題し、講演

姫野順一

100 9/21 長崎県警察学校 初任科生に対し、「時事問題(在日外国人の現状等)について」の講話 小鳥居伸介

101 9/23
長崎市立図書館・長崎居留地研究会（講演会「長崎居
留地の歴史と文化」）

長崎居留地研究会の会長としてトークセッション（テーマ：「長崎居留地の意義をめぐっ
て」）に参加

姫野順一

102 9/23～29 時津町総務部企画財政課 中学生の英語圏派遣事業実施に伴う事前視察に同行 原田依子

103 9/23～29 時津町総務部企画財政課 中学生の英語圏派遣事業実施に伴う事前視察に同行 石川昭仁

104 9/26 長崎県警察本部 職員対象の語学研修（中国語）の講師 郭楊

105 9/26～28 ベトナム・カマウ省招聘（長崎県商工会連合会） 支援・通訳 新美達也

106 9/30 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、聖礼典（聖餐式）の執行、祝祷 小西哲郎

107 10/1～ 佐賀大学・国際協力機構（JICA）
草の根技術協力事業「アンザン省における農地の土壌改良と農民所得向上支援パイ
ロットプロジェクト」国内調整・現地情報収集分析等担当

新美達也

108 10/1～
ベトナム交流人材招致事業委員会（長崎県商工会連合
会）

同委員会委員 新美達也

109 10/2 長崎市　長崎の鳥選定委員会 審査会委員長として審査会の議論を総括 姫野順一

110 10/2 長崎市　長崎の鳥選定委員会 審査委員長として審議を総括 姫野順一

111 10/12・19・11/2 長崎県立諫早商業高等学校 「産業教育民間講師招聘事業(高大連携講座)」講師 冨田高嗣

112 10/13 長崎外国語大学　公開講座
「カズオ・イシグロと長崎：記憶と語りの原点をさぐる」をテーマとした公開講座におい
て、『抑圧された記憶と失われた記憶：「遠い山なみの光」とその後の作品』と題し講演

マーク　ティーダマン

113 10/13 平成30年度長崎県商業教育研究会 第36回スピーチコンテスト 審査員 ドーソン　ルイス

114 10/13 長崎県英語教育研究会
平成30年度第13回長崎県高等学校英語ディベート大会及び第14回九州地区高等学
校英語ディベート大会 審査員

溝田勉

115 10/21 長崎の幕末維新150周年記念シンポジウム 新長崎学ネットワーク理事として懇親会とともに出席 姫野順一

116 10/21 韓国語能力試験 第57回韓国語能力試験長崎会場の運営及び試験監督 松岡雄太

117 10/21 韓国語能力試験 第57回韓国語能力試験長崎会場の運営及び試験監督 佐々木正徳

118 10/21 韓国語能力試験 第57回韓国語能力試験長崎会場の運営及び試験監督 沈智炫

119 10/21 韓国語能力試験 第57回韓国語能力試験長崎会場の運営及び試験監督 金有善

120 10/21 韓国語能力試験 第57回韓国語能力試験長崎会場の運営及び試験監督 東桜子

121 10/22 福岡県立北筑高等学校 「教職課程」に関する出張講義 冨田高嗣

122 10/23 グラバー園保存活用検討委員会 副委員長として出席し審議に参画 姫野順一



123 10/28 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

124 10/29 長崎大学附属図書館 古写真の共同研究に関する打ち合わせ 姫野順一

125 10/31 読売新聞大阪 古写真に関する取材 姫野順一

126 11/1 長崎拘置支所 ドイツ人に対する通訳 村上浩明

127 11/2 長崎市　長崎の鳥選定委員会 委員長として審査会の打ち合わせ 姫野順一

128 11/3 外国人居留地研究全国大会 長崎居留地における女子教育について報告 姫野順一

129 11/5 長崎ケーブルメディア 番組「家族の記憶」の企画協力・出演 姫野順一

130 11/6 長崎市　長崎の鳥選定委員会 委員長として審査会の審議を総括 姫野順一

131 11/6～12/4 時津町教育委員会 時津公民館にて行われた「楽しくおしゃべり英会話入門講座」講師（全5回） クリシャン　クマー

132 11/7 グラバー園保存活用検討委員会　意見交換会 伝統芸能館の移転について副委員長として市民パートナーズと意見交換 姫野順一

133 11/8 QSP国際交流・観光・まちづくり[専門]委員会 委員として審議に参画 姫野順一

134 11/9 長崎ケーブルメディア 「長崎古写真ライブラリー」（田上の峠の茶屋）の取材と収録 姫野順一

135 11/9 人間工学会九州支部 特別講演「古写真に見る工学の伝来」について講演 姫野順一

136 11/11 日本基督教団 長崎飽之浦教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

137 11/12 長崎新聞社 『文華150年：ながさきの明治維新』の取材 小西哲郎

138 11/18 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、聖礼典（聖餐式）の執行、祝祷 小西哲郎

139 11/19 長崎県立佐世保商業高等学校 「外国語」に関する出張講義 冨田高嗣

140 11/20 朝日新聞夕刊 「古写真における『風景』」の取材 姫野順一

141 11/20 グラバー園保存活用検討委員会 副会長として審議に関わる 姫野順一

142 11/22 居留地研究会研究報告会（長崎市立図書館共催） 研究会の課題について報告 姫野順一

143 11/23 大村新長崎学研究会 「長崎唐通事の知られざる一面－満洲に始まり、満洲に終わる－」という題目で発表 松岡雄太

144 11/26
アンスティチュ・フランセ九州「読書の秋2018」
主催：アンスティチュ・フランセ九州、長崎外国語大学
協力：長崎日仏協会

フランス文化講演会　「レイラ・スリマニを長崎に迎えて」において、フランス人作家レイ
ラ・スリマニ氏との対談形式での講演会におけるファシリテーター

佐野友紀

145 11/28 NICEキャンパス長崎 コーディネート科目「多／他言語を知る」において、「ギリシャ語」の講師 小西哲郎

146 11/30 長崎居留地研究会 居留地における外国語とメディアについて講演 姫野順一

147 12/2 ドイツ語技能検定試験 「独検2018冬」試験場責任者 坂本彩希絵

148 12/2 公益財団法人ドイツ語学文学振興会 ドイツ語技能検定試験の運営兼監督者（試験場：長崎外国語大学） 村上浩明

149 12/2～12/4 公益財団法人 国際交通安全学会 第61・62回 IATTSフォーラム参加者最終選考会出席、マレーシア同窓会企画への参画 溝田勉

150 12/4 長崎県警察 語学研修での講師 金有善

151 12/4～12/9 公益財団法人 国際交通安全学会 第9回 IATTSフォーラム国際同窓会への参画 溝田勉

152 12/5 NICEキャンパス長崎 コーディネート科目「多／他言語を知る」において、「ラテン語」の講師 小西哲郎

153 12/6 長崎市長崎学ネットワーク理事会 理事として審議に参画 姫野順一



154 12/10 NBC「なんでんモーニング」 「古写真ライブラリー」に出演 姫野順一

155 12/12 国立情報学研究所 「古写真ハンティング」実証実験についてNIおよび立命館（プロジェクト）と打ち合わせ 姫野順一

156
12/16～12/17

12/19
佐賀大学

「アンザン省における農地の土壌改良と農民取得向上支援パイロットプロジェクト」
（JICAの草の根技術協力事業）

新美達也

157 12/17 長崎市　長崎の鳥選定委員会 会長として審議を総括 姫野順一

158 12/18 グラバー園保存活用検討委員会 副会長として審議に関わる 姫野順一

159 12/18 長崎県立大学講演会 アジアとの国際交流について講演 姫野順一

160 12/19 佐賀大学・国際協力機構（JICA）「国際会議」
”Workshop on Sharing result of experiments on planting ice-plant and Japanese 
soybeans in An Giang and orientation for further researches”

新美達也

161 12/20 ヒューマンネットワークさくら荘 「古写真にみる長崎」について講演 姫野順一

162 12/20
長崎市立「さくら荘」
株式会社ヒューマン・ネットワーク

長崎市立「さくら荘」教養講座 姫野順一

163 12/23 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 クリスマス礼拝説教、聖礼典（聖餐式）の執行、祝祷 小西哲郎

164 12/25～30
オール長崎でのベトナム人財交流事業加速に向けた研
究

ベトナム人財交流事業加速に向けた共同調査（長崎県） 新美達也

165 12/25～30
オール長崎でのベトナム人財交流事業加速に向けた研
究

ベトナム人財交流事業加速に向けた共同調査（長崎県） 川﨑加奈子

166 1/8 長崎ケーブルメディア 番組「古写真ライブラリー」（茂木の若菜川付近）の取材と収録 姫野順一

167 1/11 国際交流基金 フェロー会議に出席し国際留学生の研究報告をコメントする 姫野順一

168 1/13 日本基督教団 長崎飽之浦教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

169 1/15 グラバー園保存活用検討委員会 副会長として審議に関わる 姫野順一

170 1/18 ベルナード商店街振興組合（シンクタンク創見） ベルナードフェスタ打ち合わせ 姫野順一

171 1/23 長崎県立対馬高等学校（出張講義）
普通科国際文化交流コース２年生（韓国語学習者）を対象とした模擬授業「似てる？似
てない？韓国語と日本語」の講師

佐々木正徳

172 1/23 長崎歴史文化博物館企画展開会式 企画展「朝鮮通信使」の開会式に出席 姫野順一

173 1/23・1/30 NICEキャンパス長崎 コーディネート科目「多/他言語を知る」において、「日本語」の講師 安田眞由美

174 1/27 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

175 1/27 長崎県資料収集委員会 長崎県文化課の資料の収集について鑑定評価 姫野順一

176 1/30 長崎県立対馬高等学校（サテライト授業）
普通科国際文化交流コース２年生（韓国語学習者）を対象に、「語彙を増やそう」と題
し、本学と対馬を繋いでのサテライト授業の講師

佐々木正徳

177 1/31 長崎ケーブルメディア 番組「古写真ライブラリー」（茂木市街）の取材と収録 姫野順一

178 2/4 NBC「なんでんモーニング」 「古写真ライブラリー」に出演 姫野順一

179 2/7 長崎市長崎学研究所 平成30年度 第6回長崎学ネットワーク会議理事会 姫野順一

180 2/7 県民大学運営委員会 委員として会議に参画 姫野順一

181 2/11 長崎学研究発表会 全報告者に対する総括評価者として参画 姫野順一

182 2/12 ながさき歴史の学校（長崎市） 「古写真から見た長崎」について講演 姫野順一

183 2/15 長崎日蘭協会総会 会員として出席 姫野順一

184 2/15 ココウォーク「街角フリートーク」 ココウォークと協力して「長崎外国語大学古写真プロジェクト　街角フリートーク」を実施 姫野順一



185 2/15・18 長崎大学留学生センター・ウィンタープログラム①② 2/15「古写真に見る長崎の歴史」、2/18「古写真に見る長崎の原爆」と題し講義 姫野順一

186 2/17 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

187 2/19 グラバー園保存活用検討委員会 副委員長として会議に参画 姫野順一

188 2/19 長崎バス観光開発振興基金理事会 理事として審議に参画 姫野順一

189 2/20 佐賀県　私立龍谷高等学校 「国際関係」に関する出張講義 冨田高嗣

190 2/22 長崎県警察本部 職員対象の語学研修（英語）の講師 川島浩勝

191 2/22 長崎ケーブルメディア 番組「古写真ライブラリー」（茂木市街）の取材と収録 姫野順一

192 3/2 フルベッキ宣教師記念碑除幕式 古町教会の行事に参画し、本間家の当主と交流 姫野順一

193 3/4 NII「長崎古写真ハンティング」実証実験打ち合わせ NIIのオフィスで実証実験についての打ち合わせ 姫野順一

194 3/5 長崎ケーブルメディア 番組「古写真ライブラリー」（茂木）の取材と収録 姫野順一

195 3/10 日本基督教団 長崎飽之浦教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

196 3/11
ベトナム交流人材招致事業委員会（長崎県商工会連合
会）

同委員会出席 新美達也

197 3/11 QSP国際交流・観光・まちづくり[専門]委員会 委員として審議に参画 姫野順一

198 3/18 長崎市　長崎の鳥選定委員会 会長として選定の最終審議を総括 姫野順一

199 3/24 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷 小西哲郎

200 3/29・30 「ベルナードフェスタ2019」
商店街振興組合主催のフェスタにおけるイベント「NAGASAKI古写真らいぶらりートーク
ショー」に出演

姫野順一


