
＜B.研究者の社会活動・貢献＞

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

1 2020年4月～ 日本独文学会西日本支部 機関紙『西日本ドイツ文学』編集委員 坂本彩希絵

2 4/1～3/31 横尾小学校区コミュニティ連絡協議会 学校評議員 川島浩勝

3 4/1～3/31 長崎市立横尾中学校 令和3年度学校評議員 川島浩勝

4 4/1～3/31 島原市教育委員会社会教育課 松平文庫・島原城保管文書調査委員 藤本健太郎

5 4/1～3/31 日本フランス語フランス文学会 広報委員長/学会誌編集委員 冨田高嗣

6 4/1～3/31
九州仏文学会（日本フランス語フランス文学会九州支
部）

運営委員 冨田高嗣

7 4/1～3/31 長崎市個人情報保護審議会 委員 冨田高嗣

8 4/1～3/31 島原市教育委員会社会教育課 松平文庫・島原城保管文書調査員 藤本健太郎

9 4/1～ 長崎県教育庁生涯学習課 ながさき県民大学運営委員会　委員（～2023.3.31迄） 小鳥居伸介

10

4/10･24,
5/15･29,
6/12･19,

7/17･31, 8/7･
28, 9/4･25

長崎市民エフエム「映画館で逢いましょう」
アートクェイク代表安元哲男氏と、長崎市で公開されている映画などについ語る番組
を担当（月２回、土曜日：午後７時～7時30分）

山川欣也

11 4/11 公益財団法人 韓国教育財団 「第75回韓国語能力試験（長崎外国語大学）」試験場の責任者 朴永奎

12 4/11 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

13 4/23 長崎市立横尾中学校 特別授業 講師 辰己明子

14 5/9 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

15 5/21～5/28 財務省税関研修所長崎支所 仏語技能向上研修の講師（期間中6時間） クリストフ・メーヤー

16 5/28
長崎市教育委員会
（帰国・外国人児童生徒教育相談員派遣校連絡協議
会）

外国につながる子供が在籍する長崎市の小・中学校の教員に対し、連携と指導につ
いて講演

中原郷子

17 5/28
長崎県高等学校国際教育研究協議会 高校生英語弁
論大会長崎大会

審査員 マーク・ティーダマン

18 5/28
長崎市教育委員会
（帰国・外国人児童生徒教育相談員派遣校連絡協議
会）

外国につながる子供が在籍する長崎市の小・中学校の教員に対し、連携と指導につ
いて講演

安田眞由美

19 6/4 長崎県警察学校 「ドイツ警察について」講義 クラウディア・マラ

20 6/11 長崎県立川棚高等学校 文学・語学分野についての出張講義　講師 原田依子

21 6/13 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

22 6/27 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（試験場：長崎外国語大学）」試験場責任者 坂本彩希絵

23 6/27 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（試験場：長崎外国語大学）」副責任者兼試験監督 村上浩明

24 7月 留学生教育学会 投稿論文査読 中原郷子

25 7/6 長崎県立長崎明誠高等学校 長崎明誠高校生徒による仕事に関するインタビューへの対応 小鳥居伸介

26 7/8 長崎県教育センター　教育支援研修課教育相談班
学校カウンセリング研修講座において、児童生徒の心に寄り添う具体的支援について
講演

藤原和政

27 7/11 公益財団法人 韓国教育財団 「第77回韓国語能力試験（長崎外国語大学）」試験場の責任者 朴永奎

2021年度社会連携の取組
（2021.4.1～2022.3.31）



28 7/11 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

29 7/13 長崎県立対馬高等学校　
国際文化交流科における「日本の大学で韓国語・韓国文化を学ぶことの意義」をテー
マとした出張講義　講師

新里喜宣

30 7/14 佐賀県立白石高等学校 英語学・英文学系の分野についてのオンライン講義　講師 原田依子

31 7/20 福岡県立直方高等学校 国際文化・国際関係学分野についての出張講義　講師 村上浩明

32 7/28 長崎県立壱岐高等学校 東アジア歴史・中国語コース「中国語サマーキャンプ」　講師 桂雯

33 7/29 長崎市役所文化観光部長崎学研究所 第2回長崎学ネットワーク会議公開学習会　講師 姫野順一

34 7/30 長崎県立西陵高等学校 「総合的な探究の時間」における訪問学習への対応、助言と指導 山川欣也

35 7/31
教員免許状更新講習
長崎県教員免許状更新講習連絡協議会

「学級集団づくりに活用するグループアプローチ」の講師 藤原和政

36 8/1～12/30 日本の韓国語能力試験諮問委員会議 委員 朴永奎

37 8/2～3 長崎県立壱岐高等学校 東アジア歴史・中国語コース「長崎外国語大学語学研修」　講師 桂雯

38 8/7
教員免許状更新講習/長崎教員免許状更新講習連絡
協議会

『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』
を開催

川島浩勝

39 8/10
教員免許状更新講習/長崎教員免許状更新講習連絡
協議会

「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

40 8/10
教員免許状更新講習/長崎教員免許状更新講習連絡
協議会

「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

41 8/10
教員免許状更新講習/長崎教員免許状更新講習連絡
協議会

「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

42 8/23
教員免許状更新講習/長崎教員免許状更新講習連絡
協議会

「『辞書』を巡る諸問題」の講師 冨田高嗣

43 8/23
教員免許状更新講習/長崎教員免許状更新講習連絡
協議会

「『辞書』を巡る諸問題」の講師 野田雄史

44 8/23
教員免許状更新講習
長崎県教員免許状更新講習連絡協議会

「『辞書』を巡る諸問題」の講師 村上浩明

45 8/24 長崎県警察本部 警察通訳要員（中国語）語学研修会　講師 桂雯

46 8/26
第58回全国国際教育研究大会長崎大会時における
「第41回高校生英語弁論大会」

審査員 マーク・ティーダマン

47 8/28
「第12回アジア研究国際大会（The 12th International
Convention of Asia Scholars ：ICAS 12）」

テーマ「Japanese Kites: At the Crossroads of Arts」において、「The Iconography of
Nagasaki Hata Kites」と題し、講演

クラウディア・マラ

48 9/9 福岡県立浮羽究真館高等学校 「英語とヨーロッパの諸言語」をテーマとした出張講義　講師 冨田高嗣

49 9/17 長崎県警察本部 警察通訳要員（韓国語）語学研修会　講師 崔銀景

50 9/18
教員免許状更新講習/長崎教員免許状更新講習連絡
協議会

「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

51 9/18 長崎外国語大学　公開講座
「現代の文化と思想を考える～韓国とフランスの事例から」をテーマとした一般向け公
開講座において「生きることを考える―フレデリック・ルノワールの作品と共に」と題し
講演

佐野友紀

52 9/18 長崎外国語大学　公開講座
「現代の文化と思想を考える～韓国とフランスの事例から」をテーマとした一般向け公
開講座において「現代韓国の宗教文化」と題し講演

新里喜宣

53 9/18
教員免許状更新講習/長崎教員免許状更新講習連絡
協議会

「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

54 10～3月 長崎市民エフエム「映画館で逢いましょう」
アートクェイク代表安元哲男氏と、長崎市で公開されている映画などについ語る番組
を担当（月２回、土曜日：午後７時～7時30分）

山川欣也

55 10月 日本語教育学会 投稿論文の査読 松本剛次

56 10/9 長崎外国語大学　公開講座
「長崎の文化と平和へのメッセージ ～ハタの文化と宇宙開発」をテーマとした一般向
け公開講座において「長崎ハタの図像学」と題し講演

クラウディア・マラ

57
10/12、19

12/7

長崎県立諫早商業高等学校　国際コミュニケーション
科
産業エキスパートセミナー（高大連携講座）

韓国の文化や韓国と日本の就職について、韓国語能力が必要とされる職業をテーマ
とした出張講義　講師

崔銀景



58 10/16 長崎県商業教育研究会 第39回英語スピーチコンテスト　審査委員 マーク・ティーダマン

59 10/17 公益財団法人韓国教育財団 第78回 韓国語能力試験（試験場：長崎外国語大学）　試験場総責任者 朴永奎

60 10/19 長崎県立佐世保北中学校 本学訪問の際の外国語体験授業（フランス語）　講師 クリストフ・メーヤー

61 10/19 長崎県立佐世保北中学校 本学訪問の際の外国語体験授業（韓国語）　講師 金文姫

62 10/19 第２回新長崎学研究センター研究集会
「『和華蘭文化』を再考する：異文化はどのように融合してきたか」をテーマとしたシン
ポジウムの講師として、「表象される長崎」と題して報告

山川欣也

63 10/20 長崎県立長崎明誠高等学校 本学訪問の際の外国語体験授業（韓国語）　講師 金文姫

64 10/30 新上五島町立若松中央小学校 英語イマージョンデイキャンプ クリシャン・クマー

65 10/30 新上五島町立若松中央小学校 英語イマージョンデイキャンプ クリストフ・メーヤー

66 10/30 新上五島町立若松中央小学校 英語イマージョンデイキャンプ ダニエル・クラウゼン

67 10/30 新上五島町立若松中央小学校 英語イマージョンデイキャンプ マーク・ティーダマン

68 10/31 新上五島町立若松中央小学校 英語イマージョンデイキャンプ 藤内則光

69 11/6 長崎県立口加高等学校（長崎県英語教育研究会） 第31回九州地区高等学校英語スピーチコンテスト　審査員長 マーク・ティーダマン

70 11/14 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

71 11/15 長崎県立大学東アジア研究所 東アジア研究セミナー出講 土居智典

72 11/19 公益財団法人　日本関税協会長崎支部 長崎・佐世保地区会員講演会　講師 姫野順一

73 11/20 長崎外国語大学　公開講座（シンポジウム）
「SDGsの達成に向けた、教育、行政、企業の取り組み」をテーマとした一般向け公開
シンポジウムにて「本学における教育・サークル・研究における取り組み」の発表

小鳥居伸介

74 11/24
鎮西学院大学 文部科学省「就職・転職支援のための
大学リカレント教育推進事業」

観光業マネジメント人材養成コース「おもてなし中国語」　講師 桂雯

75 11/25
鎮西学院大学 文部科学省「就職・転職支援のための
大学リカレント教育推進事業」

観光業マネジメント人材養成コース「おもてなし中国語」　講師 野田雄史

76 12/1～
駐日本国大韓民国大使館・公益財団法人韓国教育財
団

諮問委員（～2023/11/30） 朴永奎

77 12/3
第一回DNUI杯中日スピーチコンテスト（大連東軟信息
学院）

審査員 野田雄史

78 12/5 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（試験場：長崎外国語大学）」　試験場責任者 坂本彩希絵

79 12/5 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（試験場：長崎外国語大学）」　副責任者兼試験監督 村上浩明

80 12/11 福岡県立小倉商業高校 出張講義　講師 村上浩明

81 12/13 神村学園高等部 「中学・高校教員養成」の分野についての出張講義　講師 藤原和政

82 12/18
駐大阪韓国総領事館、「日本国内における韓国関連教
育の変化と課題について－民族教育を中心にー」

日本における在日朝鮮人の「民族教育」についての講演会　講師 朴永奎

83 12/19 日本基督教団 長崎馬町教会 主日礼拝 礼拝説教、祝祷、聖礼典（聖餐式）の執行 小西哲郎

84 12/23 長崎県立小浜高等学校 総合ビジネス科で韓国語を学ぶ生徒が大学訪問した際の韓国語講義　講師 朴永奎

85 1/11 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

86 1/12
公益社団法人オーアーゲー（OAG・ドイツ東洋文化研
究協会）

オンライン講義 "Nagasaki Hata - Die Stadt und ihre Drachen" 　講師 クラウディア・マラ

87 1/28 ㈱長崎遊覧バス バス車内設置の多言語リーフレット翻訳（英語） スティーブン・カリス

88 1/28 ㈱長崎遊覧バス バス車内設置の多言語リーフレット翻訳（中国語） 桂雯



89 1/28 ㈱長崎遊覧バス バス車内設置の多言語リーフレット翻訳（韓国語） 新里喜宣

90 1/28 ㈱長崎遊覧バス バス車内設置の多言語リーフレット翻訳（中国語） 野田雄史

91 1/28 ㈱長崎遊覧バス バス車内設置の多言語リーフレット翻訳（英語） 原田依子

92 1/28 ㈱長崎遊覧バス バス車内設置の多言語リーフレット翻訳（韓国語） 朴永奎

93 2/1～3/31 大村市教育委員会歴史資料館 大村市歴史資料館運営委員 藤本健太郎

94 2月 日本語教育学会 投稿論文の査読 松本剛次

95 2/3 ながさき県民大学運営委員会（令和3年度第2回） 運営委員・令和3年度ながさき県民大学の講座実績及び令和4年度に向けての協議 小鳥居伸介

96 3/2 長崎市立横尾中学校 令和3年度地域の達人　講話 川島浩勝

97 3/3 時津町総務部 総務課 時津町ハザードマップの英訳 スティーブン・カリス

98 3/3 時津町総務部 総務課 時津町ハザードマップの英訳　監修 藤内則光

99 3/11 公益財団法人韓国教育財団 韓国語能力試験セミナー　講師 朴永奎

100 3/11 長崎市教育委員会学校教育課 令和３年度 外国につながる児童生徒支援者懇話会での情報提供者、取りまとめなど 安田眞由美

101 3/11 長崎市教育委員会学校教育課
第3回　外国につながる児童生徒支援者懇話会（教育相談員と教育委員会担当者の
会合）に参加し、情報交換・共有する支援を行った

中原郷子

102 3/13 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

103 3/15 佐賀県立佐賀東高等学校 外国語（英語）のアクティブラーニング形式の授業　講師 マーク・ティーダマン

104 3/19 純心女子高等学校 「国際文化・国際関係」の分野についての出張講義　講師 冨田高嗣


