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 この演習指針は，令和５年４月から開講される「演習Ⅰ」の題目及びその内容・方針等を記

載したものです。 

 「演習Ⅰ」は，１年間を通して履修しなければならないので，十分検討したうえで一つの演

習題目を選択し，申込み手続きを行ってください。 

 「演習Ⅰ」・「演習Ⅱ」については，以下のとおりです。 

 

 

 

授業科目名 演習Ⅰ 

学期・単位数・

必修選択 
通年・４単位・必修 標準履修年次 ３年次 

授業の目的 

・到達目標 

「実践的エコノミスト」の養成を目指し、講義科目の内容の系統的理解を前提と

した、特定の学問領域に関する知識の深化を図る。専門領域における問題発見と

その解決のプロセスを通じ、思考能力を涵養する。 

授業方法 

各ゼミは１３名から１５名の少人数で構成される。１年間を通して一人の教員の

もとに履修する必修科目である。所属ゼミ決定のために、教員と履修希望者との

面接等を実施し履修希望者が多い場合は選抜が行われることがある。（面接等に

ついては、本指針の各教員による説明を参照。） 

指導内容等 

「実践的エコノミスト」の養成に照らして各教員が設定する課題・テーマや指導

方針に基づき、学生の主体的な学習を中心とした多彩なゼミ運営が行われる。各

ゼミの課題・テーマ、内容と方法、教科書・教材・参考書等については、本指針

の各教員による説明を参照。詳細は指導教員が指示する。 

成績評価の 

方法・基準等 

ゼミの課題・テーマにたいする取り組み方、主体的・積極的なゼミへの参加、報

告やプレゼンテーションなどを基本として、各指導教員が成績評価を行う。 

履修要件 

 

演習Ⅰを履修するためには、次に掲げる単位数を修得していなければならない。

（入学年度により異なるので十分留意すること。） 

 

令和３年度入学者 

（１）教養教育科目の修得単位数が２０単位以上（外国語科目４単位以上を含む） 

（２）専門教育科目の修得単位数が２０単位以上 

 

平成２４年度～令和２年度入学者 

（１）教養教育科目の修得単位数が２６単位以上（外国語科目４単位以上を含む） 

（２）専門教育科目の修得単位数が１４単位以上 

 

備考 
ゼミによっては上記以外の履修条件を指定している場合があるので、注意が必要

である。 



 

 

授業科目名 演習Ⅱ 

学期・単位数 

・必修選択 
通年・４単位・選択 標準履修年次 ４年次 

授業の目的 

・到達目標 

卒業研究ゼミであり、大学において習得した知識の体系化と応用、また演習

Ⅰにおいて培ったテーマ選択（問題解決）能力、調査研究能力等の一層の発

展を目指し、各専門領域の研究を進める。大学教育の集大成として位置づけ

られ、その成果を卒業論文として完成させる。 

授業方法 

各ゼミは１３名から１５名の少人数で構成される。演習Ⅱは選択科目であり、

原則として演習Ⅰと同一教員の指導のもとに履修する。卒業論文は原則とし

て個人研究により、個々の学生に合わせた個別指導が行われる。 

指導内容等 

論文作成プロセスを通じて、幅広い教養と基礎的知識の定着を図りつつ専門

的知識を一層掘り下げ、問題解決方法を生み出す思考能力を育成する。各学

生の選択テーマや問題意識に則して、文献・資料の探索やデータ整理・分析、

論文の形式、論文構成や論旨展開など、さまざまな観点から指導教員が助言

を与える。 

成績評価の 

方法・基準等 

第４年次の指定された期日までに卒業論文を提出しなければならない。成績

評価は提出された卒業論文等により各指導教員が行う。 

履修要件 演習Ⅱを履修するためには、演習Ⅰの単位を修得していなければならない。 

備考  

 

〇募集及び履修手続き 

(1)募集人数・採用数 

各ゼミの募集人数は１３～１５名とし、採用数は各教員が面接実施後に判断する。 

 

(2)募集日程 

募集は下記の日程により行う。 

区分 期日 申込手続等 

第

１

次

募

集 

提出締切 １２月７日（水）２１時１５分 
対象となる全ての学生は、第１次募集申込書

を学務係へ提出する。 

面 接 等 １２月１２日（月）～１２月１５日（木） 
教員別の日程は演習指針及びピロティー掲

示板にて指示する。 

結果発表 １２月１９日（月）１７時５０分 
ピロティー掲示板に発表する。それとともに、 

第２次募集を行う教員名を掲示で知らせる。 

第

２

次

募

集 

提出締切 １２月２２日（木）２１時１５分 
第１次募集で決定しなかった学生は、 

第２次募集申込書を学務係へ提出する。 

面 接 等 １月１０日（火）～１月１２日（木） 
教員別の日程は演習指針及びピロティー掲

示板にて指示する。 

結果発表 １月１７日（火）１７時５０分 ピロティー掲示板に発表する。 

第２次募集 

結果発表後の 

手 続 き 

第２次募集までに決定しなかったものについては、ピロティー掲示板で各ゼミの採

用決定状況を確認のうえ、引き続き決定するまで手続きを行う。 

 



 

※ 面接等実施日程、個別相談日程は次ページ以降に掲載 

※ シラバスを、LACS 及び経済学部ホームページ掲載の「演習指針」から必ず確認すること。 

経済学部ホームページ →在学生の皆様へ →受講の手引き →ゼミナールガイド → 

令和５年度夜間主コース演習指針 

最終的な履修可能者（履修要件を満たした者）は，令和５年４月初めに掲示にて発表する。 

 

〇指導教員の変更について（経済学部規程第 19 条第１項の取り扱い） 

(1)履修登録取り消しや辞退の場合は，あらためて履修手続きを行い，新たに１年間履修 

しなければならない。 

(2)やむを得ない事情により，同一指導教員について履修することができない場合は，指導 

教員の変更を認めることがある。（指導教員の転出，休職，長期出張等） 

 

〇演習室使用上の注意等 

(1)演習室は，４月初めに割り当てられた演習室で行われる。 

(2)演習室を使用する場合は，事前に学務係の使用簿に記入し，鍵を預かり，使用後，施錠し 

学務係へ返却する。なお，21 時 15 分以降は時間外用鍵返却口に返却すること。 

(3)演習室の使用時間は，原則として 18 時～21 時 10 分までとし，時間外等に使用する時は 

指導教員を経て学務係に申し出ること。 

(4)演習終了後は，戸締まり等を確実に行うこと。 

(5)演習に関わる報告書等の作成用として，印刷機を本館 2 階・多目的室に設置する。 

使用方法については，学務係窓口または掲示等で確認すること。 

 

〇その他申込みについての注意事項 

（1）演習Ⅰ募集に関する連絡事項（面接日・相談日時の変更等）・ゼミ決定通知は LACS 掲載

及び本館１２講義室前ピロティーの掲示板に掲示するので、随時確認すること。 

(2)申込書の配付 

１１月初旬頃から学務係前情報コーナーに設置するので、各自第何次募集かを記載して使

用すること。 

また、LACS 掲載及び経済学部ホームページにも掲載するので、各自印刷して提出するこ

ともできる。 

(3)教員宛に事前提出物がある場合も、演習Ⅰ申込書は必ず学務係前のレポートボックスに 

提出すること。 

(4)申込書の「題目」欄は、次ページの一覧および各指針の一番上に記載されている「演習 

題目」を記入すること（「課題テーマ」ではないので注意すること）。 

(5)教員宛にメールを送信する場合は、『学生番号・氏名および「演習Ⅰ募集について」』等 

件名を入れること。携帯電話でメールを受信する場合は、ＰＣからのメールを受信できる 

ようにしておくこと。教員からの連絡が滞る場合には、電話や学務係を通じて必ず確認 

すること。 

(6)本演習の面接を理由とした講義の「欠席届」の提出はできない。万が一、講義の時間と 

重複する場合は教員に時間等調整の相談をすること。 

(7)提出物や面接の日時については、LACS、演習指針及び本館１２講義室前ピロティーの掲示

板を確認し、その指示に従うこと。指示に従わない場合は受け入れないことがある。 

(8)ゼミ決定後は、原則辞退することはできないので注意すること。（選考時に未決定となった

他の学生が不利益を被ることを防ぐため。） 

 



教員名 演習題目 区分 面接実施日 場所 注意事項

第1次募集 12月13日（火） 17:45 19:00 本館２５演習室

第2次募集 1月10日（火） 17:45 19:00 同上

第1次募集

第2次募集

第1次募集 12月1５日（木） 12:00 ～ 17:00 本館6階630木村研究室

第2次募集 1月11日（水） 12:00 ～ 14:00 本館6階630木村研究室

第1次募集 12月12日(月) 18:00 ～ 19:40 オンライン

第2次募集 1月10日(火) 19:30 ～ 21:00 オンライン

第1次募集 12月12日(月) 21:10 〜 本館6階601研究室

第2次募集 1月10日(火) 21:10 〜 本館6階601研究室

第1次募集 12月15日(木) 18:00 ～ 19:40
東南アジア研究所3階
313号室

第2次募集 1月12日(木) 18:00 ～ 19:40
東南アジア研究所3階
313号室

令和４年11月９日現在

時間帯

イノベーション

左記日時に、志望理由をA4用紙1枚にま
とめたものを持参すること。その場で、
各人の面接日時の割り振りを行う。
※個別相談なしでの志望は不採用とする

森保　洋 計量経済学
面接時に、A４用紙 1枚にまとめた自己
紹介文（800 字程度、志望理由を含
む）を持ってくること。

演習Ⅰ　面接等実施日程

井田　洋子 憲法問題の探究
面接時に、憲法問題に関連する文献や新
聞記事の切り抜き等、何らかの資料を持
参すること。

※日程は変更になることがあるので、随時掲示を確認すること。

木村　眞実
資源循環と原価
計算

面接当日には志望理由書（500字程度）
を持参ください．先着順に面接します．
面接時間は15分～20分で予定していま
す．

徐　陽 制度会計

面接時に、A４用紙 1枚にまとめた自己
紹介文（800 字程度、志望理由を含
む）を持ってくること。
※面接はオンラインで実施

津留崎　和義

神薗　健次
経済数学・経済
統計学

受講希望者は，①志望理由，②シラバス
で指定されたテキスト『高校数学からは
じめる やさしい経済数学テキスト』第1
章の問1から問10（最終的な答えだけで
なく導出過程も書くこと）の2点をレ
ポートにまとめ，募集期間中に担当教員
へのメール添付，もしくは担当教員の
メールボックス(本館1階エレベータ前)へ
の投函のいずれかの方法により提出する
こと．選考はレポートの内容によって行
う．面接は行わない．



教員名 演習題目 実施日 場所 備考

井田　洋子 憲法問題の探究 12月1日（木） 17:30 ～ 19:40 ZOOMにて対応 事前にメールでアポを取ること。

神薗　健次
経済数学・経済
統計学

個別に対応する．希望者はメール
で日時を予約すること．

12月1日（木） 14:00 ～ 17:00 本館6階630木村研究室

１２月５日（月） 14:00 ～ 17:00 本館6階630木村研究室

12月1日(木) 18:00 ～ 19:40 オンライン

12月6日(火) 19:30 ～ 21:00 オンライン

津留崎　和義 イノベーション 12月1日(木) 17:00 ～ 18:00 本館6階601研究室

当ゼミを志望する場合は必ず個別
相談に臨むこと。個別相談なしで
の志望は不採用とする。左記日時
で都合がつかない場合は事前に
メールにて連絡すること。

森保　洋 計量経済学 12月1日(木) 18:00 ～ 19:40 オンライン
Zoomで相談を受け付けます。
11月30日(水)までに、メールで
アポイントをとってください。

徐　陽 制度会計 事前にメールでアポを取ること。

令和４年11月９日現在

演習Ⅰ　個別相談日程
※日程は変更になることがあるので、随時掲示を確認すること。

時間帯

木村　眞実
資源循環と原価
計算

左記時間帯に，順次対応しますの
で，予約無でお越しください．
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3階
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1階
資料室
1

南森

藤田

令和4年7月10日現在
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赤石鈴木
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階段 ＥＶ
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演習室
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院生（Ｄ）研究室42演習室41演習室

オープンラボ
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資料整理室
（事務室）

資料室
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2
男子トイレ

談話・リフレッシュ

教員研究室及び演習室配置図

○東南アジア研究所

○本　　館

徐
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ＥＶ

山口

階段

階段 女子トイレ 男子トイレ
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43
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演習室 階段 ＥＶﾘﾌﾚｯｼｭﾙ-ﾑ

木村

辺見 林川

ＭＳ3

オープンラボ

オープンラボ

オープンラボ33演習室
　　　31　　　　　　32
　演習室　　　　演習室



演習題目 職名 教員名 アドレス 内線 研究室 頁

憲法問題の探究 教授 井田　洋子 smile@nagasaki-u.ac.jp 本５階 1

経済数学・経済統計学 准教授 神薗　健次 k-kamiz@nagasaki-u.ac.jp 本６階 3

資源循環と原価計算 准教授 木村　眞実 mkimura@nagasaki-u.ac.jp 本６階 5

制度会計 教授 徐　　陽 jxuyang@nagasaki-u.ac.jp 373 本５階 7

イノベーション 准教授 津留崎　和義 turusaki@nagasaki-u.ac.jp 本６階 9

計量経済学 教授 森保　　洋 moriyasu@nagasaki-u.ac.jp 東ア３階 11

演習題目及び担当教員一覧（教員名５０音順）

<注>研究室欄　本：本館　東ア：東南アジア研究所　研究室は、本冊子末尾の配置図を参照のこと。

※電話をかけるときは、各教員の内線番号の前に「095-820-6」をつける。

※携帯電話からメールを送信する場合は受信拒否設定を解除しておくこと。

　教員からの返答が滞る場合は、必ず確認をとること。

mailto:smile@nagasaki-u.ac.jp
mailto:k-kamiz@nagasaki-u.ac.jp
mailto:mkimura@nagasaki-u.ac.jp
mailto:jxuyang@nagasaki-u.ac.jp
mailto:turusaki@nagasaki-u.ac.jp
mailto:moriyasu@nagasaki-u.ac.jp


学期／Semester
2023年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period他／Others 0

2023/04/01～2024/03/31開講期間／Course duration

必修選択／Required / Elective
単位数(一般/編入/留学)／Credits

必修／required 4.0/4.0/
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Course code1510000120231510000101

科目ナンバリングコード／Numbering codeECET 38770_398_2

授業科目名／Course title 演習Ⅰ／Graduation Thesis I

編集担当教員／Instructor in charge of the
course syllabus

井田　洋子／Ida Yoko

授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

井田　洋子／Ida Yoko

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

井田　洋子／Ida Yoko

演習科目分類／Course Category

講義形態／Course style3, 4 演習／Seminar対象年次／Intended year

教室／Class room

3年次以上で経済学部で定める必要単位数を修得した学生対象学生（クラス等）  /Intended year (class)

Eメールアドレス：smile@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

経済学部本館5階506研究室担当教員研究室/Office

担当教員TEL/Tel

基本的には、火曜日の１８時から１９時とする。左記の時間帯を含め、質問等で面談を求める場合
は、まずメールにて要請を行うこと。
Eメールアドレス：smile@nagasaki-u.ac.jp

担当教員オフィスアワー/Office hours

演習題目：憲法問題の探究

【内容と方法】
内容：世界各国の憲法の規定内容や憲法理念をめぐる具体的問題を多角的に考察する作業を通して
、国の根本規範である憲法の存在意義ならびに日本国憲法における普遍的な価値と独自の価値につ
いて改めて確認する。加えて、受講生が、憲法と自身の生活との密接な繋がりを認識し、憲法理念
を活かすという作業の重要性に気づくことを目指す。
方法：（専門ゼミ）ゼミ生が主体となって研究・発表・議論を行うものとする。具体的な演習の進
め方については、最初の時間にゼミ生と相談して決定する。

授業の概要及び位置づけ/Course overview

※経済学部のディプロマ・ポリシー
（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。
以上を踏まえて記載ください。

授業到達目標/Course goals

□汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解／Understanding
Diversity　■主体性／Autonomy　□協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability
to exchange ideas　■国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけて欲
しい力（１つ以上３つまで）/Abilities other than
knowledge and skills acquired mainly through
the course ( pick 1 to 3 )

□A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法/Teaching
method to stimulate students' thinking

授業参加度（20％）、授業への取組み・貢献度（25％）、研究報告内容（レジュメ及びパワーポイ
ントの作成を含む）並びにディスカッションの内容（55％）の総合評価とする。

成績評価の方法・基準等/Method of evaluation

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法）/Course
contents of each lesson

事前学習：自身が担当しない研究報告のテーマと関連する国内外ニュース記事等をチェックする。
(2h)
事後学習：研究報告とディスカッションをふまえ、それに関係するさらなる文献等に目を通した上
でレポートを作成する。(2h)

事前、事後学習の内容/Preparation & Review
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立憲主義・民主主義・国民主権・基本的人権の保障キーワード/Keywords

教科書は特にしてせず、研究テーマごとにその都度推薦することとする。
【参考文献】
初宿正典・辻村みよ子編『新解説世界憲法集第4版』三省堂
高橋和之編『新版　世界憲法集』岩波書店

教科書・教材・参考書/Materials

特になし
受講要件（履修条件）/Prerequisites

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配
慮等のサポートについては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支
援室）にご相談下さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006
（FAX）095-819-2999
（E-MAIL）support▲ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility (for students
with disabilities)

備考（URL）/Remarks (URL)

積極的にゼミに参加する意思を持っている学生を望む。また、日本だけでなく国際社会の動向に関
心・興味を持つ学生を望む。

学生へのメッセージ/Message for students

N
実務経験のある教員による授業科目であるか
（Y／N)/Instructor(s) with practical experience

実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づく教
育内容（実務経験のある教員による授業科目のみ使
用）/Name / Details of  practical experience /
Contents of course

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

ゼミの運営方法の確認。
研究テーマ（複数）をゼミ生全員で協議して決定する。また、テーマ着手の優先順位を決定する。

1回

テーマについて、考察すべき観点を抽出する。
抽出した観点ごとのグループを作る。

２回

グループ作業及びグループごとのプレゼンテーション。
その後の全体での議論

3-15回

総括16回
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学期／Semester
2023年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period他／Others 0

2023/04/01～2024/03/31開講期間／Course duration

必修選択／Required / Elective
単位数(一般/編入/留学)／Credits

必修／required 4.0/4.0/
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Course code1510000120231510000102

科目ナンバリングコード／Numbering codeECET 38770_398_2

授業科目名／Course title 演習Ⅰ／Graduation Thesis I

編集担当教員／Instructor in charge of the
course syllabus

神薗　健次／Kamizono Kenji

授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

神薗　健次／Kamizono Kenji

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

神薗　健次／Kamizono Kenji

演習科目分類／Course Category

講義形態／Course style3, 4 演習／Seminar対象年次／Intended year

教室／Class room

3年次以上で経済学部で定める必要単位数を修得した学生
対象学生（クラス等）  /Intended year (class)

k-kamiz@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

経済学部本館4階611番研究室担当教員研究室/Office

担当教員TEL/Tel

ゼミ終了後30分程度担当教員オフィスアワー/Office hours

演習題目：経済数学・経済統計学
課題テーマ：問題演習とパソコン実習を通して，数理的思考力と統計的手法を身に着ける．
内容と方法：毎回のゼミでは，報告担当のゼミ生が，その日に取り扱う内容についてテキストに沿
って解説を行った後，全員でテキストの練習問題を解いたり，パソコンを使った数値計算を行うこ
とによって，内容の理解を深める．

授業の概要及び位置づけ/Course overview

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。
専門ゼミは次の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。

授業到達目標/Course goals

□汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解／Understanding
Diversity　■主体性／Autonomy　■協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability
to exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけて欲
しい力（１つ以上３つまで）/Abilities other than
knowledge and skills acquired mainly through
the course ( pick 1 to 3 )

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法/Teaching
method to stimulate students' thinking

授業への取り組み成績評価の方法・基準等/Method of evaluation

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法）/Course
contents of each lesson

毎回の予習復習課題としてテキストの精読を求めます．(各2h)事前、事後学習の内容/Preparation & Review

キーワード/Keywords
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はじめの2か月程度は，
　鈴木孝弘『高校数学からはじめる やさしい経済数学テキスト』オーム社 2014年 ISBN:978-4-274
-21652-7
を用いる．その後のテキストは授業中に指定するが，候補としては，
　涌井良幸/涌井貞美『Excelでスッキリわかる ベイズ統計入門』日本実業出版社 2010年 ISBN:978
-4-534-04769-4
　菅民郎『Excelで学ぶ統計解析入門 Excel 2019/2016対応版』オーム社 2020年 ISBN:978-4-274-
22641-0
などを検討中である．

教科書・教材・参考書/Materials

なし受講要件（履修条件）/Prerequisites

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配
慮等のサポートについては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支
援室）にご相談下さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006
（FAX）095-819-2999
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility (for students
with disabilities)

なし備考（URL）/Remarks (URL)

なし学生へのメッセージ/Message for students

N
実務経験のある教員による授業科目であるか
（Y／N)/Instructor(s) with practical experience

実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づく教
育内容（実務経験のある教員による授業科目のみ使
用）/Name / Details of  practical experience /
Contents of course

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

研究報告とディスカッション1～30回
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学期／Semester
2023年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period他／Others 0

2023/04/01～2024/03/31開講期間／Course duration

必修選択／Required / Elective
単位数(一般/編入/留学)／Credits

必修／required 4.0/4.0/
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Course code1510000120231510000103

科目ナンバリングコード／Numbering codeECET 38770_398_2

授業科目名／Course title 演習Ⅰ／Graduation Thesis I

編集担当教員／Instructor in charge of the
course syllabus

木村　眞実／KIMURA mami

授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

木村　眞実／KIMURA mami

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

木村　眞実／KIMURA mami

演習科目分類／Course Category

講義形態／Course style3, 4 演習／Seminar対象年次／Intended year

教室／Class room

3年次以上で経済学部で定める必要単位数を修得した学生対象学生（クラス等）  /Intended year (class)

mkimura@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

経済学部本館6階630担当教員研究室/Office

mkimura@nagasaki-u.ac.jp担当教員TEL/Tel

mkimura@nagasaki-u.ac.jp　希望日時を3つ，メールでご連絡ください．担当教員オフィスアワー/Office hours

演習題目：資源循環と原価計算
課題テーマ：PBLによるマネジメント力と研究基礎力の涵養
内容と方法：企業や地域を対象として，そこでの課題を発掘し，その解決策を関係各所へのヒアリ
ング調査と先行研究レビューから検討します．そして，検討結果を社会実装し，実装結果を評価し
ます．各過程では，進捗を報告（プレゼンテーションする）し，次のステップへと進めていきます
．
学生4名からなる班を編成し，各班では，課題解決と社会実装に向けて主体的なマネジメントを行い
ます．スケジュール管理，先行研究レビューの方法，調査依頼書の作成方法，ヒアリング調査の実
施，報告書の作成等を通じて，マネジメント力と研究基礎力を涵養します．

授業の概要及び位置づけ/Course overview

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。
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。
■補足：
本演習を通じて，文献レビューや研究目的の明確化等の基礎的な研究能力を見つけること，グルー
プワークによる議論のマネジメント方法を身につけること，フィールドワークを通じて地域や企業
実務を体感することで他者の課題を「自分事化」できる能力を身につけることが出来ます．

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　□汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　■協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけて欲
しい力（１つ以上３つまで）/Abilities other than
knowledge and skills acquired mainly through
the course ( pick 1 to 3 )

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法/Teaching
method to stimulate students' thinking

平素の取り組み（60％）、研究発表（40％）成績評価の方法・基準等/Method of evaluation

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法）/Course
contents of each lesson
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（予習）テキストの次回の学習範囲の予習や、指定した動画の視聴、文献探索をしてもらいます。
（2ｈ）
（復習）ゼミでの内容を整理し理解を深めます。追加調査やグループでの追加作業を求めることも
あります。作業はLACSの掲示板の各フォーラムで行ってもらいます。（2h）

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

リサイクル、資源循環、使用済み品、サーキュラーエコノミー、工程改善キーワード/Keywords

適宜、提示する教科書・教材・参考書/Materials

あらかじめ履修しておかなければならない科目や受講前の準備：基礎的なPCスキル
（PPT，Word，Excel，Zoom，MS Teams，Slack）を習得しておいてください．
その他必要な要件：Wordによる適切なビジネス文章の作成と，電話やメールによる適切な応対（敬
語による）が出来ること．

受講要件（履修条件）/Prerequisites

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006
（FAX）095-819-2999
（E-MAIL）support▲ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility (for students
with disabilities)

備考（URL）/Remarks (URL)

木村ゼミでは、班別の共同研究、ゼミ時間外の調査・勉強会、ゼミ内レクリエーション等を実施し
ます。重要な点としては、たとえば、以下３つです。①企業へのフィールド調査を実施し、調査の
一連の流れ（アポイント→現地調査→報告書の作成方法→プレゼン資料作成→プレゼン実施）を理
解します。②研究の成果を、オープンキャンパス等で展示・説明します。③演習Ⅰだけでなく、演
習Ⅱの履修もご検討いただき、学部での研究成果を卒論としてまとめましょう。

学生へのメッセージ/Message for students

N
実務経験のある教員による授業科目であるか
（Y／N)/Instructor(s) with practical experience

実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づく教
育内容（実務経験のある教員による授業科目のみ使
用）/Name / Details of  practical experience /
Contents of course

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

プロジェクトの計画、実施、発表など第1回～30回
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学期／Semester
2023年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period他／Others 0

2023/04/01～2024/03/31開講期間／Course duration

必修選択／Required / Elective
単位数(一般/編入/留学)／Credits

必修／required 4.0/4.0/
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Course code1510000120231510000104

科目ナンバリングコード／Numbering codeECET 38770_398_2

授業科目名／Course title 演習Ⅰ／Graduation Thesis I

編集担当教員／Instructor in charge of the
course syllabus

徐　陽／Yang Xu

授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

徐　陽／Yang Xu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

徐　陽／Yang Xu

演習科目分類／Course Category

講義形態／Course style3, 4 演習／Seminar対象年次／Intended year

教室／Class room

3、4年生対象学生（クラス等）  /Intended year (class)

jxuyang▲nagasaki-u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に変更して送信してください）担当教員Eメールアドレス/E-mail address

経済学部研究室　本館508担当教員研究室/Office

6-373担当教員TEL/Tel

ゼミの前後の時間を原則とするが、具体的には、初回授業時に連絡する。担当教員オフィスアワー/Office hours

演習題目：制度会計
課題テーマ：ケースで学ぶ財務会計
内容と方法：企業の経済活動を表現する会計は、人を映しだす鏡のように、企業の財政状態や経営
成績を映しだしている。このゼミには、単に企業会計に関する法規制（会社法会計）の習得だけで
なく、それが企業経営にどのような意味を持つのか、ケース（事例）を利用して会計の規則を学習
していく。会計学の事例を通して、諸問題点を見つけ、検討していきます。必要に応じて国際会計
基準との違いも説明する。
 具体的な方法は、教科書の各章について、分担して報告を行う。報告者は担当部分の内容をプレゼ
ンテーションおよび質疑応答を行い、報告者以外の者も、事前に内容を読んで問題意識を持ち、そ
の内容について全員で議論する。ゼミでは、毎回、報告者以外の参加者にも自分の考えや論点を述
べることを求める。授業は対面とリアルタイムオンライン等により行います。

授業の概要及び位置づけ/Course overview

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。
専門ゼミは次の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。

授業到達目標/Course goals

□汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解／Understanding
Diversity　■主体性／Autonomy　■協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability
to exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけて欲
しい力（１つ以上３つまで）/Abilities other than
knowledge and skills acquired mainly through
the course ( pick 1 to 3 )

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法/Teaching
method to stimulate students' thinking

授業参加度、ゼミへの貢献、課題への取り組み方、主体的・積極的なゼミへの参加態度、プレゼン
テーションやディスカッションへの姿勢等を総合的に評価する。  具体的には報告内容や討論への
参加状況（50％）、各期ごとに提出するレポートで評価する（50％）。

成績評価の方法・基準等/Method of evaluation

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法）/Course
contents of each lesson
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準備学習：毎回、該当する教科書や参考書の箇所を読むとともに、理解できない点を明確にし、積
極的に授業で質問できるようにすること。(2h)
復習：ゼミ内容およびプレゼンテーションにおける指摘事項等について十分な復習をすること。テ
ーマに関するレポートの作成・提出。(2h)

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

日本の会計基準、国際財務報告基準（IFRS）キーワード/Keywords

永野則雄著『ケースでまなぶ財務会計』(最新版) 白桃書房
※企業会計基準委員会（ASBJ）のホームページを随時参考にすること。なお、IFRSに関する動向に
合わせて参考資料を追加する予定である。

教科書・教材・参考書/Materials

あらかじめ履修しておかなければならない科目については、「簿記」と「財務会計論」の講義修済
み学生が望ましい。

受講要件（履修条件）/Prerequisites

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配
慮等のサポートについては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支
援室）にご相談下さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006
（FAX）095-819-2999
（E-MAIL）support▲ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility (for students
with disabilities)

国際会計基準審議会（IASB）：https://www.ifrs.org/
日本公認会計士協会（JICPA）：https://jicpa.or.jp/

備考（URL）/Remarks (URL)

・面接にあたり、ゼミの志望動機、自己PR等をA４一枚にまとめて、事前にメールにより連絡するこ
と。
・ゼミの参加には、十分に予習した上で積極的な態度で臨むこと。

学生へのメッセージ/Message for students

Y
実務経験のある教員による授業科目であるか
（Y／N)/Instructor(s) with practical experience

実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づく教
育内容（実務経験のある教員による授業科目のみ使
用）/Name / Details of  practical experience /
Contents of course

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

財務会計を学ぶ意義第1回

会計をめぐる2つのドラマ第2回

会計の役割と規則第3回

財務諸表における表示第4回

財務諸表を読むーやさしい経営分析第5回

会計の計算原理第6回

棚卸資産第7回

有形固定資産第8回

無形固定資産と繰延資産第9回

金融資産第10回

負債第11回

純資産第12回

収益・費用・税金第13回

連結貸借対照表と連結損益計算書第14回

その他の財務諸表・開示第15回

決算ー真実な報告と会計戦略第16回

8



学期／Semester
2023年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period他／Others 0

2023/04/01～2024/03/31開講期間／Course duration

必修選択／Required / Elective
単位数(一般/編入/留学)／Credits

必修／required 4.0/4.0/
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Course code1510000120231510000105

科目ナンバリングコード／Numbering codeECET 38770_398_2

授業科目名／Course title 演習Ⅰ／Graduation Thesis I

編集担当教員／Instructor in charge of the
course syllabus

津留崎　和義／Turusaki Kazuyoshi

授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

津留崎　和義／Turusaki Kazuyoshi

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

津留崎　和義／Turusaki Kazuyoshi

演習科目分類／Course Category

講義形態／Course style3, 4 演習／Seminar対象年次／Intended year

教室／Class room

3年次以上で経済学部で定める必要単位数を修得した学生対象学生（クラス等）  /Intended year (class)

turusaki@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

本館6階601研究室担当教員研究室/Office

担当教員TEL/Tel

メールにて対応する担当教員オフィスアワー/Office hours

演習題目：イノベーション授業の概要及び位置づけ/Course overview

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。

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　□汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　■協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society　

知識・技能以外に、この授業を通して身につけて欲
しい力（１つ以上３つまで）/Abilities other than
knowledge and skills acquired mainly through
the course ( pick 1 to 3 )

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法/Teaching
method to stimulate students' thinking

平素の取り組み成績評価の方法・基準等/Method of evaluation

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法）/Course
contents of each lesson

【予習】必要に応じて事前学習内容を提示する
【復習】各回の振り返り

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

イノベーション、ビジネスアイデアキーワード/Keywords

適宜、提示する教科書・教材・参考書/Materials

特になし受講要件（履修条件）/Prerequisites

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配
慮等のサポートについては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支
援室）にご相談下さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006
（FAX）095-819-2999
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility (for students
with disabilities)

備考（URL）/Remarks (URL)

学生へのメッセージ/Message for students
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N
実務経験のある教員による授業科目であるか
（Y／N)/Instructor(s) with practical experience

実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づく教
育内容（実務経験のある教員による授業科目のみ使
用）/Name / Details of  practical experience /
Contents of course

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

文献に関する議論、グループワーク、研究発表1～30回
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学期／Semester
2023年度／Academic Year　前期
／First Semester

曜日・校時／Day・Period他／Others 0

2023/04/01～2024/03/31開講期間／Course duration

必修選択／Required / Elective
単位数(一般/編入/留学)／Credits

必修／required 4.0/4.0/
(General /Transfer/Overseas)

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Course code1510000120231510000106

科目ナンバリングコード／Numbering codeECET 38770_398_2

授業科目名／Course title 演習Ⅰ／Graduation Thesis I

編集担当教員／Instructor in charge of the
course syllabus

森保　洋／Moriyasu Hiroshi

授業担当教員名（科目責任者）
／Instructor in charge of the course

森保　洋／Moriyasu Hiroshi

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Instructor(s)

森保　洋／Moriyasu Hiroshi

演習科目分類／Course Category

講義形態／Course style3, 4 演習／Seminar対象年次／Intended year

教室／Class room

3年次以上で経済学部で定める必要単位数を修得した学生対象学生（クラス等）  /Intended year (class)

moriyasu@nagasaki-u.ac.jp担当教員Eメールアドレス/E-mail address

東南アジア研究所3階313号室担当教員研究室/Office

担当教員TEL/Tel

月曜日17時～18時。これ以外の時間帯についてはメールでアポイントを取ること。担当教員オフィスアワー/Office hours

演習題目：計量経済学
課題テーマ：地域経済分析システムを利用した計量経済分析
内容と方法：
　近年、政策意思決定を、統計データなどの合理的根拠に基づいて行おうという考え方が広く用い
られるようになってきました。
　本演習では、内閣府が提供する地域情報経済システム(RESAS)を活用し、地域経済が抱える課題の
発見と、その解決策を、計量経済学の観点から考えます。
　ゼミ前半部では、担当教員が準備する資料や、書籍、ウェブサイト上のマニュアル等を用いて、
RESASの基本的な使い方をグループ単位で学習します。また、後半部では、実際にRESASを用いてグ
ループ毎に地域経済に関する課題の発見と、その解決策について考えます。

授業の概要及び位置づけ/Course overview

演習I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。

授業到達目標/Course goals

■主体性／Autonomy　□汎用的能力／Generic Competence　□倫理観／Ethics　□多様性の理解
／Understanding Diversity　■協働性／Cooperativeness　■考えをやり取りする力／Ability to
exchange ideas　□国際・地域社会への関心／Interest in international / local society

知識・技能以外に、この授業を通して身につけて欲
しい力（１つ以上３つまで）/Abilities other than
knowledge and skills acquired mainly through
the course ( pick 1 to 3 )

■A.授業内容の理解度を確認したり自分で考えさせたりする活動 <br>/ Activities to check  the
degree of comprehension of the contents to the lesson or to think over
■B.多角的に考えるために他者と関わる活動 <br>/ Activities involving others to think from
various perspectives
□C.技能修得のために実践する活動 <br>/ Activities to practice for acquiring skills
■D.問題解決のために知識を総合的に活用する活動 <br>/ Activities that comprehensively
utilize knowledge to solve problems
□E.上記以外の学生の思考の活性化を促す授業手法 <br>/ Teaching methods to stimulate
students' thinking other than the above
□F.教員からの講義のみで構成される <br>/ It consists only of lectures from teachers

学生の思考を活性化させるための授業手法/Teaching
method to stimulate students' thinking

授業への取り組み態度(50%)、演習内での報告内容(50%)で評価する。成績評価の方法・基準等/Method of evaluation

詳細は授業計画詳細を参照
各回の授業内容・授業方法（学習指導方法）/Course
contents of each lesson

事前に配付するプリントを読んでおくこと。(2h)
事後に講義中に指示した復習ポイントを中心に復習すること。(2h)

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

オープンデータ、計量経済学、データ分析、RESASキーワード/Keywords

演習中に適宜資料を配付する。教科書・教材・参考書/Materials

特になし。受講要件（履修条件）/Prerequisites
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"長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配
慮等のサポートについては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支
援室）にご相談下さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006
（FAX）095-819-2999
（E-MAIL）support▲ml.nagasaki-u.ac.jp"

アクセシビリティ/Accessibility (for students
with disabilities)

備考（URL）/Remarks (URL)

学生へのメッセージ/Message for students

N
実務経験のある教員による授業科目であるか
（Y／N)/Instructor(s) with practical experience

実務家教員名／実務経験内容／実務経験に基づく教
育内容（実務経験のある教員による授業科目のみ使
用）/Name / Details of  practical experience /
Contents of course

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

研究報告とディスカッション1̃30回
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