令 和 4 年 度

昼間コース

基 礎 ゼ ミ
留学生との共修ゼミ
演 習 指 針
長 崎 大 学 経 済 学 部

〇基礎ゼミ
前期
月曜日

４校時開講

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名： 井田洋子
課題テーマ

英語で書かれた文献を題材として、現代社会の諸問題を考える

毎回、英語で書かれた文献（新聞記事、論文、書籍等）を取り上げ、それらに
目を通した上で、そこで取り上げられているテーマについて全員で討論を行

内容と方法

う。なお、議論自体は基本的に日本語で行う予定。
受講生には、事前に配布された資料にあらかじめ目を通した上で授業に参加す
ることが求められる。

①
②

到達目標

③
④

英語で書かれた文章の大意をつかむことができる。
取り上げた文献で扱われているテーマについて、概念、現状や課題等、一通りの事
柄について理解ができる。
自分の考えを他者に明確に伝えることができる。
自分とは異なる考えを持つ者が存在することを受け入れた上で、彼らとの議論を通
して自身の考えを深めることができる。

特には定めない。毎回、異なるテーマについて書かれた文献を取り上げる。そ

テキスト

の際、テーマ設定については、一方的に教員が設定するのではなく、受講生と
で協議をした上で、彼らが関心を持つテーマを選択したい。

成 績 評 価 の ① 毎回の授業貢献度 ３０％ ②英語能力及びテーマの理解度 ３０％
方法と基準

その他

教員連絡先

② 最終レポート４０％
英語で書かれた文献を取り扱うため、英語の文章を読むことを厭わない学生を
望む。また予習を厭わない学生を望む。

メールアドレス：smile@nagasaki-u.ac.jp

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名： 宇
課題テーマ

都 宮

譲

R を用いて作図する
R（あーる）は無料統計解析環境である。統計解析に関する事実上の標準とされる
プログラミング言語でもある。R は解析や論文執筆を強力に支援する。高速なデータ
ハンドリングや美麗な作図にも定評がある。
本基礎ゼミナールは、R と官庁統計とを組み合わせて、さまざまなグラフを作図でき
るようになることを目指す。主な内容は以下に示すとおり。

内容と方法

1.

R コード基礎の基礎の基礎：変数操作とデータラングリング

2.

都道府県別漁業生産量年次推移データでつくる折れ線グラフ

3.

iris（アヤメの花のパーツサイズ）データでつくる密度プロット

4.

美麗な作図：学術論文とカラーユニバーサルデザインを意識して

5.

Doing Business（世界銀行による企業設立や経営環境に関する報告）デー
タを用いた作図課題を仕上げる

上記には、必携 PC を用いる。R と RStudio（R に最適な IDE）は本職が用意する。

到達目標

R を用いて折れ線グラフと密度プロットを作成できるようになる。

本職が作成したコードとヘルプメッセージを参考に勉強されたい。

テキスト

R コードや作図に関する資料を、開講時に別途指示する。
課題における達成度（100%）：本職が提示するグラフを諸君が再現する課題である。

成 績 評 価 の 同グラフを構成するパーツが再現される程度に応じて評価する。たとえば、評価対象
方法と基準

となるパーツが 10 つあり、うち 8 つが再現できた場合、諸君が獲得する成績位評価
は 80 点であり、標語は A となる。
履修を希望する諸君には、下記 3 要件を要求する。下記 3 要件を満たさないことが
確認された場合、当該学生について、成績評価を不合格と判定し、標語を D とする
（長崎大学経済学部規程第 17 条）。
1.

その他

MSExcel 数式バーに関数名と引数、参照範囲を書き込んでなんらかの処理が
できること。たとえば、関数を用いて条件に合致する観測値合計を求めるなど。

2.

必携 PC を十全に保守し、OS を都度アップデートすること。また、毎回満充電し
て持参すること。

3.

開講時点において学部共通科目「統計学」を履修中である、もしくは単位習得
済みであること。

教員連絡先



連絡は電子メールにておこなう。メールアドレスは yuzuru@nagasaki-u.ac.jp。



口頭にて相談したい場合は Web 会議システムを用いる。同システムアドレスは、
https://lacs.webex.com/meet/yuzuru である。あらかじめ電子メールにて利用日時
を相談・決定すること。

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名：大角 道子
課題テーマ

ルベーグ積分と関数解析

内容：
ルベーグ積分および関数解析の基本事項を学ぶ．

内容と方法

方法：
指名された報告者(毎回抽選でその日の報告者2,3名が決まる)がテキストを解説して
質疑応答を行う．

到達目標

1 現代経済社会に関する幅広い知識とそれらを駆使した思考方法・技術 を身につける
ことができる．
2 自分の考えについてわかりやすく伝え，討論することができる．
3 現代経済社会の課題に対して専門領域や隣接領域の知識と高度な応用 分析能力を
総合し，現実を踏まえた解決と新たな価値の創造を図る能力を身につけている．

テキスト

谷島賢ニ『[新版]ルベーグ積分と関数解析』朝倉書店

成績評価の
方法と基準

主体的・積極的なゼミへの参加態度(50%)および章末練習問題のレポート(50%)

その他

教員連絡先

ohgakuの後に@nagasaki-u.ac.jpを付与

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名： 加藤 誠
課題テーマ

グローバル化社会の一員として国際的課題を考察する
【内容】
モノ・サービス、お金、人、情報が、頻繁にかつ大量に国境を越えて移動す
る時代となり、日本と諸外国との関係が多分野において深まっています。本ゼ
ミでは、こうしたグローバル化社会を生きる私たちが直面する世界共通の課題
や日本との関係が深い諸外国の状況について、共に考察していきます。

【方法】

内容と方法

１．毎回、テキストの１単元のテーマを取り上げます。
２．ゼミ生は、テキストの該当箇所（及び LACS に追加掲載する事前学習資
料）を予習して、課題討議のための基礎知識を得ます。
３．ゼミでは、まず、提示された課題についてグループ別に討議を行います。
４．次に、各グループの代表者が討議結果の発表を行います。
５．その後、全体での討議（質疑応答）を行います。
（注）グループ分けは第 1 回のゼミで抽選により行い、その後何度か組み替え
を行う予定です。また、各グループからの発表者は毎回変更してもらいます。

到達目標

テキスト

経済学部 HP の「受講の手引き（学部）」にあるカリキュラム・マップ」を参
照してください。
基礎ゼミは次の２つの DP を授業到達目標としています。
DP-3：自分の考えについて、わかりやすく伝え、討論することができる。
DP-4：現代社会の課題に対して、幅広く深い教養、専門領域や隣接領域の知識
と高度な応用分析能力を総合して、現実を踏まえた解決と新たな価値の
創造を図る能力を身につけている。
「私たちの国際経済―見つめよう，考えよう，世界のこと（第３版）」（有斐閣
ブックス）

成 績 評 価 の グループ討議への貢献度：50%
方法と基準

その他

教員連絡先

全体討議への貢献度（発表、質疑応答）：50%
日本を含む世界各国が直面している国際経済上の課題や日本と諸外国との経済
的な結びつきについて関心を有する学生を歓迎します。

E-mail: makoto.kato@nagasaki-u.ac.jp

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名： 式見拓仙
課題テーマ

線型代数

経済学、統計学、社会・経済の計量分析のためには線型代数の知識が不可欠で
ある。この基礎ゼミでは線型代数のテキストを一つ取り上げ、輪読形式で学ん

内容と方法

でいく。事前に指定された範囲を担当者が勉強し、参加者に講ずる（適宜レジ
ュメを配布すること）
。また、練習問題に取り組んでもらうこともある。

①

到達目標

テキスト

②
③

現代経済社会に関する幅広い知識とそれらを駆使した思考方法・技術を身につけること
ができる。
自分の考えについて、わかりやすく伝え、討論することができる。
現代経済社会の課題に対して、専門領域や隣接領域の知識と高度な応用分析能力を
総合して、現実を踏まえた解決と新たな価値の創造を図る能力を身につけることができ
る。

川久保勝夫『なっとくする行列・ベクトル』講談社

ゼミへの貢献(60%)と試験(40%)によって評価する．ゼミへの貢献度は以下の
ような点を考慮して総合的に判断する．

成 績 評 価 の ＊ゼミに積極的に出席しているか，
方法と基準

＊担当者は十分に準備をして受講生にわかりやすく解説をしているか．
＊不明な点があれば積極的に質疑することによって理解しようとしているか．
なお，出席回数が 3 分の 2 に達しない受講生は失格とする．

その他

教員連絡先

予習・復習に十分時間を割かない限り理解は覚束ない．

東南アジア研究所 3F
Email: shikimi@nagasaki-u.ac.jp

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名：
課題テーマ

徐

陽

入門会計学
内容：
1 年生で受講した「簿記」の復習を踏まえ、はじめて会計学を学ぶ人を対
象とし、広く会計学全般を身近に感じることができるように、また、基本
的な枠組みを理解することができることを狙いとしています。そのため教
科書としては、少しでも楽しく学べるように、イラストや平易な文書で会

内容と方法

計学の基本を習得していきます。
方法：
テキストを輪読することとし、毎回報告者を決めて、事前に担当箇所をま
とめ、理解したうえでレジュメを作成し、発表はプレゼンテーションの形
式で報告してもらいます。その報告をもとに、全員で質疑応答、グルー
プ・ディスカッション（Group Discussion）、等討論を行うことによる“検
討”する場とし、相互交流を重視した展開を図るように努めます。

到達目標

経済学部 HP の「受講の手引き（学部）
」にあるカリキュラム・マップ」を
見てください。
基礎ゼミは次の DP を授業到達目標としています。
DP-3：自分の考えについて、わかりやすく伝え、討論することができる。
DP-4：現代社会の課題に対して、幅広く深い教養、専門領域や隣接領域の
知識と高度な応用分析能力を総合して、現実を踏まえた解決と新たな価値
の創造を図る能力を身につけている。

テキスト

大塚宗春等著『テキスト入門会計学〈第６版〉』 中央経済社, 2021年。

報告者としての報告内容と質疑応答（50％）、講義中の質疑応答

成 績 評 価 の （25％）、課題（25％）。
方法と基準

出席重視のほか、取り組み姿勢、及び、レジュメ内容等を総合的に判断し
て、成績を評価する。
オンラインによるリアルタイム形式で授業を行う場合、参加者はかならず

その他

カメラが付いている端末を使いカメラをオンにし、他の参加者に顔が見え
る状態にすること。

教員連絡先

本館 5 階、E-mail：jxuyang@nagasaki-u.ac.jp

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名：
課題テーマ

松木 佑介

市場に対する理解を深める

内容
指定テキストを読み、市場の果たす役割について議論します。本テキ
ストは市場の役割や性質について、数式を用いずに様々な側面から考
察したものです。

内容と方法

方法
テキストの輪読が基本となります。毎回受講生から指名された担当者
が、テキストの指定された範囲について学習して資料をまとめ、他の
参加者に説明する形式をとります。グループでの発表も検討していま
す。教員や他の受講生は解説内容に対して質問を行います。担当者は
発表内容を理解した上で質問に対して適切に回答し、一方で発表担当
者以外の受講生も、質問や議論への参加が求められます。

到達目標

テキスト

成績評価の
方法と基準

その他

教員連絡先

資料を読み取り、まとめて、解りやすく伝えることができる。
市場に関する知識を習得する。

ジョン・マクミラン『新版 市場を創る:バザールからネット取引まで』
（瀧澤弘和、木村友二訳）慶應義塾大学出版会、2021 年

ゼミへの貢献とプレゼンテーションの内容により評価します。

授業準備に十分時間を割くことが必要となります。経済学と歴史に関
心がある学生の参加を歓迎します。なお、数学は用いない予定です。

ymatsuki@nagasaki-u.ac.jp

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名：
課題テーマ

吉沢 裕典

問題演習を通じてミクロ経済学を理解する
内容：
標準的なミクロ経済学の問題演習を行う. 指名された者が担当問題を解いて,
他の受講者及び吉沢に向けて問題の解き方について解説を行う. 問題演習を通
じてミクロ経済学の基礎を理解し, 知識の定着を図る.

方法：

内容と方法

はじめに, 受講者には簡単な自己紹介を行ってもらいます（どの程度の時間を
とるかは受講者数で調整します）. その後, 問題の担当順を抽選します.
第２回目からは, 指名された担当者が担当箇所について問題を解き, 問題の
解き方の解説を行ってもらいます. 解説方法は板書, レジュメを作成する, プ
レゼンテーションといったものがありますが, どのような方法を取るかは個々
人の自由です. 他の受講者は問題解説を単純に聞くだけではなく, 適宜担当者
の解説に質問し, よりミクロ経済学について理解を深めることが求められます.
また, 最終回には復習を兼ねて, ミクロ経済学のテストを行います
経済学部 HP の「受講の手引き（学部）」にあるカリキュラム・マップ」を見
てください.

到達目標

基礎ゼミは次の DP を授業到達目標としています.
DP-3：自分の考えについて, わかりやすく伝え, 討論することができる.

DP-4：現代社会の課題に対して, 幅広く深い教養, 専門領域や隣接領域の知識
と高度な応用分析能力を総合して, 現実を踏まえた解決と新たな価値の創造を
図る能力を身につけている.

テキスト

神取 道宏『ミクロ経済学の技』日本評論社, 2018 年
を予定しているが, 受講者から希望があれば, それを用いることもある.
ゼミへの貢献（60％）, テスト（40％）. なお, 出席回数が 2/3 に達しない者

成績評価の
方法と基準

については, 成績評価を行わず失格とする.
ゼミへの貢献の詳細
積極的なゼミナール活動への参加, 担当問題について詳細に解説を行うこと,
関連事項の解説や, 担当者への質問状況を鑑みて総合的に評価する.

その他

問題解説には準備にかなり時間を掛ける必要があるので注意すること.

教員連絡先

学務係に問い合わせのこと.

〇基礎ゼミ
前期
火曜日

４校時開講

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名：
課題テーマ

木村 眞実

企業・地域を社会課題から考える
■内容■
本基礎ゼミでは，研究基礎力の涵養を目的としています。具体的には，
身近な話題を対象として，当該話題に関する情報を収集・分析し，他者へ
の説明と意見交換を通じて，研究基礎力の獲得と向上を図ります。
「何でかな？」という問題意識を持ち，
「私はこう思います」という自分
の意見を他者へ説明できる。そして，
「こういう考え方もできるのか」とい
う自分と異なる意見・考え方を受容する。これら一連のフローが，皆さん
のご研究につながることを，本基礎ゼミで経験頂ければと思います。
アイスブレイクを交えながらワークを行いますので，グループワークが
苦手な方も是非ご参加ください。なお，タイピングスキル向上に向けて，
タイピングも評価に含めます（詳細は授業内でレクチャーします）
。

内容と方法

■方法■
 研究調査方法への理解
グループ分け，「MS Teams」の活用，Academic Integrity，「文献レビ
ュー」「進捗報告書」「調査メモ」「調査アポ取り」「研究パネル（イレパ
ネ）
」とは？
 グループでの情報収集・分析
例：作成ポスター
木村が提示した「研究キーワード」から情
報を幅広く収集し，そこから自班での研究テ
ーマ（目的）を抽出・検討する。
 グループでの研究調査
自班メンバーで，研究テーマ（目的）に関
する先行研究レビュー及び情報収集，（場合
によっては）ヒアリング調査を行う。研究目
的に対するエビデンスをまとめ上げ，一定の
研究結果を導き出す。
 研究ポスター作成とポスター発表会開催
各班で，研究目的，先行研究レビュー，エ
ビデンス，研究結果からなるポスター（A1 サ
イズ）を作成する。そして，ポスターを用い
て研究成果を発表する。なお，ポスター発表
を本基礎ゼミ履修者全員で相互に評価する。

到達目標

到達目標は，研究者として，研究倫理を理解し，情報収集・分析，報告，
議論ができるようになることです。

テキスト

なし。適宜，参考資料（URL 等）をシェアします。

成績評価の
方法と基準

その他

教員連絡先

以下の 3 点で評価します。
① MS Teams 内や授業内での研究姿勢 50％
② 研究プレゼンテーション（ポスター）40％
③ タイピング得点 10％
※②については「発表内容・発表スタイル・アカデミックインテグリティ」の
3 つの視点が基準です。③についてはタイピングサイトを活用します。
 授業時間外には，グループ内での予習・復習（研究進捗確認，進捗報告書作
成等）が必要になると思います。
 木村が提示する「研究キーワード」としては，資源循環，地域活性化，フー
ドロス，養蜂，竹の有効活用，養鶏等が考えられます。
 履修希望者は，事前に，以下を読んでおいてください。詳しい活用方法は木
村がレクチャーしますのでご安心ください。
http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/06/tips_teams.pdf
学務係に問い合わせください。

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名： 式見 雅代
課題テーマ

結果と原因の経済学

内容：2 つの変数（データ）が、原因と結果としてつながっているのか、或い
は両変数の間には相関関係があるだけなのか見極めることは、経済学の様々な
諸説を検証する上で、非常に重要である。本ゼミでは、以下のテキストを輪読
することにより、因果推論について学び、データ分析の基礎力を養う。

内容と方法
方法：テキストを輪読する。初回に、各回の報告者を決定する。報告者は、該
当箇所をまとめ、パワーポイントを用いて報告し、論点を整理する。他の参加
者は、論点について討論する。また、教科書で用いられている事例を参考に、
各自でデータ収集を行い、応用的な分析を求めることがある。(4H)

到達目標

（DP-3）自分の考えについて，わかりやすく伝え，討論することができる。
（DP-4）現代社会の課題に対して，幅広く深い教養，専門領域や隣接領域の
知識と高度な応用分析能力を総合して，現実を踏まえた解決と新たな価値の創
造を図る能力を身につけている。

テキスト：
『「原因と結果」の経済学 : データから真実を見抜く思考法』、中室牧子,
津川友介著、2017 年、ダイヤモンド社．

テキスト

参考書：
『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』、 伊藤 公一朗著、2017 年、光文
社新書．

成績評価の
方法と基準

主体的・積極的なゼミへの参加度（25％）、課題への取り組み及び報告やプレ
ゼンテーション（75％）で評価する。
無断欠席は、認めない。

その他

データ分析に関心がある人がよい

教員連絡先

E-mail: mshikimi@nagasaki-u.ac.jp

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名： 林
課題テーマ

麗桂

組織の心理学について学ぶ

内容：
経営組織論の領域として、組織の心理学について学ぶ。「組織」には「人
間」が存在しない限り成り立たない、「人間」の殆どは「組織」を通じて価値
を創り出す。本ゼミでは、組織の心理学における基礎的枠組みや理論モデルを
提示することで、ディスカッションとプレゼンテーションを行いつつ、「組
織」と「人間」の関係について理解を深める。

内容と方法

方法：
1)グループごとに各章の内容を振り分ける。
2)グループ単位で順番に各章のレジュメを作成し、テーマに応じた事例調査を
行い、プレゼンテーションを実施する。レジュメ作成、事例調査、発表者など
の役割分担は各グループに任せて決めてもらう。
3)全グループで質疑応答を行い、ディカッションを活性化することによって、
学習内容への理解を深める。
1)組織の心理学、あるいは組織行動理論における基礎的枠組みを身に付ける。
2)学習した理論を基に、具体的な事例について分析し独自の見解を提示できる

到達目標

力を身に付ける。
3)独自の見解を、ゼミ内で共有し議論することによって、相手に対する論理的
説明力や表現力を高め、更に独自の理解を深める。
テキスト：田尾雅夫著、
『組織の心理学』
（新版）、有斐閣 ブックス、1999 年

テキスト

参考書：スティーブン P.ロビンス著、 髙木 晴夫訳、『組織行動のマネジメン
ト-入門から実践へ』
、2014 年

成 績 評 価 の ゼミの活動への参加態度・主体性(40%)、プレゼンテーションとディカッショ
方法と基準

ン(40％)、および最終レポートの完成度(20%)で評価する。

その他

教員連絡先

leanne.lin0911@gmail.com

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名： 三輪 加奈
課題テーマ

データから読み解く開発途上国
内容：
開発途上国の開発と発展に関わる様々なデータを観察し、その上で開発
途上国の現状と抱える問題への理解を深める。
方法：
「世界開発指標（World Development Indicators）」や、
「人間開発指数
」をはじめ、「ジェンダーギャップ指数」、
（Human Development Index）

内容と方法

「世界ガバナンス指標」など、国別・地域別の統計データを用いて、開発
途上国について考える。
データとして示されている数値は、あくまで「結果」であることから、
まずはデータ観察することで見えてくることをまとめ、その上で、データ
だけではわからないその結果をもたらした各国・地域の背景やプロセス、
問題などについて、深く掘り下げていく。参加人数にもよるが、効率的な
ゼミ運営のためにグループでの作業を中心とし、適宜ゼミ内での報告を求
める。

・世界の開発に関する様々な分野の統計データについて理解を深める。

到達目標

・データを考察することで、自分なりの発見をする。
・開発途上国の現状や抱える問題を正しく理解する力を身につける。

テキスト

指定しない。必要な資料があれば適宜配付する。

成 績 評 価 の 基礎ゼミの活動への参加態度、毎回の出席（60％）、プレゼン等の内容
方法と基準

その他

教員連絡先

（40％）などにより総合的に判断する。
数字を見ることが苦ではなく、グループでの活動に積極的・協力的に参加
できる学生が望ましい。英語で記された指標を用いることが多い。

学務係に問い合わせること。

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名： 南森 茂太
課題テーマ

「長崎学」入門

①内容
指定テキストをもとに、中世から現代に至るまでの、長崎の歴史、文化を学ん
でいく。

内容と方法

②方法
指定テキストの担当部分を割振り、各回報告者による報告の後、全員による討
論をおこなう。また、歴史研究は座学のみならず、現地へ赴くことも極めて重
要である。そのために、この基礎ゼミでは長崎歴史文化博物館や居留地などで
の現地調査も実施する。

①

到達目標
②

テキスト

成績評価の
方法と基準

日本経済史に関する基本的な知識とそれらを駆使した思考方法・技術を身につけ
ている。
自分の考えについて、わかりやすく伝え、討論することができる。

増﨑英明 編著・長崎大学地域文化研究会 著『今と昔の長崎に遊ぶ』九州大学
出版会、2021 年。

ゼミナールへの参加意欲・プレゼンの良否により評価する。

その他

長崎が大好き、歴史が大好きという方、ぜひ一緒に学びましょう。

教員連絡先

shigeta373mori@nagasaki-u.ac.jp

〇基礎ゼミ
第２クォーター
火曜日４・５校時開講

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名：津留崎和義・辺見英貴
課題テーマ

社会人基礎力の実践的涵養
■履修上の注意
・ 第 2Q 火曜 4・5 時限開講（他の基礎ゼミとは開講時期が異なる）
・ 山口・津留崎・辺見ゼミの 3 ゼミでは最大 48 名の学生を募集する。な
お、経済学の観点からの学習を希望するものは山口ゼミを、経営学の観
点からの学習を希望するものは津留崎・辺見ゼミを希望すること。それ
ぞれ学習内容が異なるため、演習指針を確認すること。また、津留崎・
辺見ゼミは合同にて行い、ゼミのクラスは機械的に振り分けるため、教
員の選択は不可とする。
・ 48 名の定員のうち、ビジネス実践力育成プログラムの履修生（21 名）
については、山口ゼミを希望する者は 16 名まで、津留崎・辺見ゼミを
希望する者は全員を受け入れる。なお、山口ゼミ希望者が 16 名を超え
る場合は抽選にて決定し、抽選に外れた者は津留崎・辺見ゼミに配属す
るものとする。
・ 定員の残り 27 名（＝48−21）を、同プログラムを受講していない学生か

内容と方法

ら募集する。ただし、山口ゼミについてはプログラム受講者の応募によ
って定員 16 名に達した場合は、履修できないことがある。
・ 本基礎ゼミを履修する場合、その事前学習として第 1Q 開講「プロジェ
クト・リテラシー」科目の履修を義務付ける。よって、「プロジェク
ト・リテラシー」科目を履修できない者は応募しないこと。
■内容
「プロジェクト・リテラシー」科目で学ぶコミュニケーション、ファシリテー
ション、インタビュー・アンケート調査、ビジネス文書化、プレゼンテーショ
ンの各能力を実践の場で活用し省察することで、これら能力の定着をはかる
■方法
4〜6 人を 1 グループとするグループワーク（協同学習）形式で実施する。長
崎県若者定着課と連携して、若者の早期離職、企業の若年者雇用対策をテーマ
（現在テーマ調整中であり、変更の可能性はある）に、インタビュー調査やア
ンケート調査を設計、実施し、得られた結果への分析と洞察をもとにプレゼン
テーション（最終報告）を行う。
■ 「プロジェクト・リテラシー」科目で学ぶビジネス実践力を構成する諸能

到達目標

力について、試行によってその内容を深く理解できる
■ 各能力を活用する行動の結果を省察し、自らが獲得した能力、不足する能
力を抽出でき、次に活かせる経験学習モデルのサイクルが回せるようになる

テキスト

成績評価の
方法と基準

その他

教員連絡先

特に指定しない。プロジェクト・リテラシーの講義ノートを持参すること。

講義中に課される課題、平素の学習への取り組みを総合的に評価する

ビジネス実践力育成プログラムの上級生がステューデント・アシスタントとし
て、履修生の学習サポートを行う
津留崎：turusaki@nagasaki-u.ac.jp
辺見：hidetaka.hemmi@nagasaki-u.ac.jp

令和４年度基礎ゼミ演習指針
教員名：山口純哉
課題テーマ

社会人基礎力の実践的涵養
■履修上の注意
・ 第 2Q 火曜 4・5 時限開講（他の基礎ゼミとは開講時期が異なる）
・ 山口・津留崎・辺見ゼミの 3 ゼミでは最大 48 名の学生を募集する。な
お、経済学の観点からの学習を希望するものは山口ゼミを、経営学の観
点からの学習を希望するものは津留崎・辺見ゼミを希望すること。それ
ぞれ学習内容が異なるため、演習指針を確認すること。また、津留崎・
辺見ゼミは合同にて行い、ゼミのクラスは機械的に振り分けるため、教
員の選択は不可とする。
・ 48 名の定員のうち、ビジネス実践力育成プログラムの履修生（21 名）
については、山口ゼミを希望する者は 16 名まで、津留崎・辺見ゼミを
希望する者は全員を受け入れる。なお、山口ゼミ希望者が 16 名を超え
る場合は抽選にて決定し、抽選に外れた者は津留崎・辺見ゼミに配属す
るものとする。

内容と方法

・ 定員の残り 27 名（＝48−21）を、同プログラムを受講していない学生か
ら募集する。ただし、山口ゼミについてはプログラム受講者の応募によ
って定員 16 名に達した場合は、履修できないことがある。
・ 本基礎ゼミを履修する場合、その事前学習として第 1Q 開講「プロジェ
クト・リテラシー」科目の履修を義務付ける。よって、「プロジェク
ト・リテラシー」科目を履修できない者は応募しないこと。
■内容
「プロジェクト・リテラシー」科目で学ぶコミュニケーション、ファシリテー
ション、インタビュー・アンケート調査、ビジネス文書化、プレゼンテーショ
ンの各能力を実践の場で活用し省察することで、これら能力の定着をはかる
■方法
4〜6 人を 1 グループとするグループワーク（協同学習）形式で実施する。長
崎県もしくは県下市町などを事例に、地域の持続可能性を高めるための政策の
あり方等について、文献の渉猟や現地調査等のフィールドワークを踏まえて考
察し、その結果をプレゼンテーションする。
■「プロジェクト・リテラシー」科目で学ぶビジネス実践力を構成する諸能力

到達目標

について、試行によってその内容を深く理解できる。
■各能力を活用する行動の結果を省察し、自らが獲得した能力、不足する能力
を抽出でき、次に活かせる経験学習モデルのサイクルが回せるようになる。

テキスト

成績評価の
方法と基準

その他

教員連絡先

特に指定しない。プロジェクト・リテラシーの講義ノートを持参すること。

講義中に課される課題、平素の学習への取り組みを総合的に評価する。

講義の履修等に支障のない範囲で受講生と調整し、時間割に定められた第 2Q
火曜 4・5 時限以外にも、調査研究活動に時間を費やす可能性があります。

山口純哉：junya-y@nagasaki-u.ac.jp

〇留学生との共修ゼミ
前期
月曜日

４校時開講

令和 4 年度「留学生との共修ゼミ」シラバス
Syllabus of "Joint Seminar with Foreign Students"
授業担当教員名
Professor in charge of

Fritz

Robinson

Enrique

the subject

曜日・校時
Day・Period

Mon ４
The class will be learner-centered and active. Students will work in
groups and/or pairs. English will be the main language of the class, so
class members will be expected to communicate in English.
The main method is to raise self-awareness about own cultural values,

授業方法（学習指

beliefs, attitudes and behavior in order to understand self and other

導法）

views of life. Every class involves pair or group discussions and

Method

students will be asked to do regular presentations.
In addition, if not enough international students enroll onto this
course, a 4 week online project with undergraduate students at
Krakow University of Economics (Poland) might be carried out to
realize the goals of this course (see below).

授業内容
Class outline/
Content

授業到達目標
Goal

This is an interactive class and communication will be encouraged
between everyone in the classroom. The syllabus will be decided after
a needs analysis has been completed and it is known how many
students have joined the class. Also due to the on-going corona virus
situation, classes may be held online (through the Zoom platform), in
the classroom, or by a combination of two.
Due to the goal (see below) of this course, the content of this course is
about understanding self and others. Therefore, classes will be related
understanding factors such as society, culture, communication and
identity in order to understand self.
This course will not focus on developing English grammar or
vocabulary.
The goal of this course is for Japanese and international students to
collaborate and create a community together. To achieve this goal, the
first step will involve all students discussing and deciding the class
values and beliefs together. After this, all members will interact with
each other in every class through learner-centered tasks i.e.
presenting topics to represent their identity. Class discussions will
encourage all members to form strong bonds and build a community
together. Specific goals include:
- Ability to explain own identity
- Compare and contrast own identity with other class members.
- Deliver more than one presentation in English
- Self assess own attitudes and beliefs for intercultural communication
- Identify own stereotypes or areas to overcome to improve ability for
intercultural communication

テキスト
Textbook, Material &
References

There is no textbook. Materials will be given by the teacher. Also,
materials will be created by class members.
To be decided. Exact evaluation will depend on the results of the needs

成績評価の方法・

analysis that will carried out in the first and second class. However, it

基準等

is likely that no standardized tests will be given. Instead homework

Evaluation

assignments, presentation, discussions and so on will be used to
evaluate students.

教員連絡先
Contact
information
備考
Remarks

E-mail address：rob-fritz@nagasaki-u.ac.jp
Laboratory：503 経済学部の本館
Tel：
Office hours：Anytime is ok – just email to make an appointment.
To achieve the method of pair/group work, and the interactive
approach, there is a limit of 20 students. Students with a high GPA
will be given priority to register to the course.

